
（フルタイム） 交替制あり
45歳以下 (1)8時30分～17時15分

(2)16時30分～1時15分
(3)0時30分～9時15分 助産師 必須

正社員 03010- 1436631
（フルタイム） 交替制あり

45歳以下 (1)8時30分～17時15分
(2)16時30分～1時15分
(3)0時30分～9時15分 看護師 必須

正社員 03010- 1438131
（フルタイム） 変形（1年単位）

18歳以上 (1)8時00分～17時00分

正社員以外 03010- 1828331
（フルタイム） 変形（1年単位）

18歳以上 (1)8時00分～17時00分

交通誘導警備業務検定１級 必須

交通誘導警備業務検定２級 必須

正社員以外 03010- 1830031
（フルタイム） 交替制あり

不問

保育士 必須

正社員以外 03010- 1627431
（フルタイム） 変形（1ヶ月単位）

不問

保育士 必須

正社員 03010- 1629331
（フルタイム）

不問 (1)8時30分～17時15分

看護師 必須

正社員以外 03100-  120031
（フルタイム）

不問 (1)8時30分～17時15分

栄養士 必須

正社員以外 03100-  122231
（フルタイム） 交替制あり

不問 (1)7時30分～16時30分
(2)8時15分～17時15分

保育士 必須

幼稚園教諭免許（専修・１種・２種） 必須

正社員以外 03100-  115531
（フルタイム） 変形（1年単位）

59歳以下 (1)7時30分～16時30分

車両系建設機械（基礎工事用）運転技能者 あれば尚可

中型自動車免許 あれば尚可

正社員以外 03100-  104031 大型自動車免許 あれば尚可

（フルタイム） 変形（1年単位）
不問 (1)8時30分～17時30分

(2)8時30分～12時00分
(3)8時30分～17時00分

正社員以外 03100-  129131
（フルタイム）

45歳以下 (1)8時30分～17時30分

正社員以外 03100-  131231
（フルタイム） 変形（1年単位）

59歳以下 (1)8時00分～17時00分

正社員 03100-   80631
（フルタイム） 変形（1年単位）

59歳以下 (1)8時00分～17時00分

正社員 03100-  130831
（フルタイム） 変形（1年単位）

69歳以下 (1)8時30分～18時00分

正社員 03100-  107531
（フルタイム）

64歳以下 (1)8時30分～18時30分
(2)8時30分～12時30分

正社員 03100-  121831

必要な免許資格

助産師Ａ（沿岸地域の県
立病院７病院）

岩手県医療局
岩手県久慈市

217,900円～
217,900円

雇用期間の定めなし 岩手県盛岡市内丸１１－１　盛
岡合同庁舎７階
岩手県医療局

職　種 年　齢 賃　金 求人者名 就業場所・所在地 就業時間

看護師Ａ（沿岸地域の県
立病院７病院）

岩手県医療局
岩手県久慈市

198,700円～
215,000円

雇用期間の定めなし 岩手県盛岡市内丸１１－１　盛
岡合同庁舎７階
岩手県医療局

警備員Ｂ（久慈支社） 株式会社　Ｍ・Ｋ・
Ｇ 岩手県久慈市

普通自動車運転免許　　必須

176,000円～
220,000円

雇用期間の定めあり（４ヶ月未満） 岩手県盛岡市黒川７地割１５－
１４

警備員Ａ（久慈支社）
（有資格者）

株式会社　Ｍ・Ｋ・
Ｇ 岩手県久慈市

普通自動車運転免許　　必須

198,000円～
220,000円

雇用期間の定めあり（４ヶ月未満） 岩手県盛岡市黒川７地割１５－
１４

保育士（久慈市） 株式会社　プライム
ツーワン　東北支局 岩手県久慈市

160,000円～
170,000円

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 岩手県盛岡市上田１丁目２－１
６　（あゆみ保育所内） 7時00分～19時00分の間

の8時間程度

保育士（久慈市）【令和
５年４月１日～】

株式会社　プライム
ツーワン　東北支局 岩手県久慈市

160,000円～
170,000円

雇用期間の定めなし 岩手県盛岡市上田１丁目２－１
６　（あゆみ保育所内） 7時00分～19時00分の間

の8時間程度

看護師（会計年度任用職
員）

野田村役場
岩手県九戸郡野田村

普通自動車運転免許　　必須

198,700円～
253,400円

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 岩手県九戸郡野田村大字野田第
２０地割１４

栄養士（会計年度任用職
員）

野田村役場
岩手県九戸郡野田村

普通自動車運転免許　　必須

198,700円～
204,500円

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 岩手県九戸郡野田村大字野田第
２０地割１４

保育士（臨時職員） 社会福祉法人　小袖
保育会　小袖保育園 岩手県久慈市

163,800円～
177,650円

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 岩手県久慈市宇部町第２３地割
３７－１０ 又は9時00分～18時00分

の間の8時間程度

重機オペレーター 株式会社　岩瀬張建
設 岩手県久慈市

普通自動車運転免許　　必須
（AT限定不可）

172,800円～
216,000円

雇用期間の定めなし 岩手県久慈市小久慈町第３地割
２０

一般事務（臨時職員） 久慈市漁業協同組合
岩手県久慈市

174,750円～
198,050円

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 岩手県久慈市長内町第４２地割
６番地

家具配達補助 有限会社　ホームセ
ンター仙台 岩手県久慈市

普通自動車運転免許　　必須
（AT限定不可）

144,838円～
161,120円

雇用期間の定めなし 岩手県久慈市田屋町第１地割３
０番地８

一般事務 株式会社　丸才
岩手県久慈市

普通自動車運転免許　　必須

147,315円～
147,315円

雇用期間の定めなし 岩手県久慈市長内町第３７地割
１５－２３

鮮魚加工作業員 株式会社　丸才
岩手県久慈市

147,315円～
155,250円

雇用期間の定めなし 岩手県久慈市長内町第３７地割
１５－２３

一般事務 船渡整備工場　有限
会社 岩手県久慈市

149,000円～
149,000円

雇用期間の定めなし 岩手県久慈市侍浜町桑畑３地割
５－５３

歯科助手 八重樫歯科医院
八重樫　育男 岩手県久慈市

145,000円～
145,000円

雇用期間の定めなし 岩手県久慈市栄町第３７地割１
２８－１０

◎ 詳しい内容を知りたい方、面接を希望される方はハローワークの紹介窓口へお問い

合わせください。

◎ 面接にはハローワークが発行する紹介状が必要です。

◎ フルタイム求人の賃金は月額、パートタイム求人の賃金は時給です。

◎ この求人の中でも、すでに採用者が決まり取下げとなっている場合があります。

《お問合せはハローワーク久慈まで》 ℡0194-53-3374 平日8：30～17：151月20日発行(次回1月27日) ※ 1月12日～1月18日に受理した求人です。
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必要な免許資格職　種 年　齢 賃　金 求人者名 就業場所・所在地 就業時間

《お問合せはハローワーク久慈まで》 ℡0194-53-3374 平日8：30～17：151月20日発行(次回1月27日) ※ 1月12日～1月18日に受理した求人です。

（フルタイム）
59歳以下 (1)8時30分～17時30分

正社員 03100-   98631
（フルタイム） 変形（1年単位）

18歳以上 (1)8時00分～17時00分

正社員以外 03100-   77231
（フルタイム） 変形（1ヶ月単位）

不問 (1)7時00分～15時45分

(2)8時15分～17時00分

(3)10時00分～18時45分 介護職員実務者研修修了者 必須

介護職員初任者研修修了者 必須

正社員以外 03100-   81931 介護福祉士 必須

（フルタイム） 変形（1ヶ月単位）

不問 (1)8時15分～17時00分

(2)16時30分～8時30分
看護師 必須

准看護師 必須

正社員以外 03100-   82131
（フルタイム） 変形（1ヶ月単位）

59歳以下 (1)8時30分～17時15分

正社員 04010- 4242431
（フルタイム） 変形（1年単位）

18歳以上 (1)8時30分～16時45分

(2)16時30分～23時45分

(3)23時30分～8時45分
車両系建設機械（基礎工事用）運転技能者 必須

正社員以外 11030- 1904931
（フルタイム） 変形（1年単位）

59歳以下 (1)8時00分～17時00分

大型自動車免許 あれば尚可

正社員 13010- 6672931
（フルタイム） 変形（1年単位）

59歳以下 (1)8時00分～17時00分

正社員 13010- 6743631
（フルタイム）

64歳以下 (1)8時30分～17時30分

１級土木施工管理技士 必須

２級土木施工管理技士 必須

正社員 15010- 1864531
（パートタイム）

不問

栄養士 必須

パート労働者 02020-  788531
（パートタイム）

不問

パート労働者 03100-  108431
（パートタイム） 交替制あり

不問

中型自動車免許 必須

パート労働者 03100-  110931
（パートタイム）

不問 (1)8時15分～15時00分

パート労働者 03100-  111131
（パートタイム） 交替制あり

不問

パート労働者 03100-  113831
（パートタイム）

不問 (1)7時30分～15時30分

パート労働者 03100-  114231

看護助手 医療法人　おのでら
耳鼻咽喉科クリニッ
ク

岩手県久慈市

130,000円～
150,000円

雇用期間の定めなし
岩手県久慈市長内町第２４地割
１４７－１

警備員 株式会社　若鷹警備
岩手県久慈市

普通自動車運転免許　　必須

161,000円～
230,000円

雇用期間の定めなし
岩手県久慈市大川目町第１地割
４７

介護職員 洋野町国民健康保険
種市病院 岩手県九戸郡洋野町

151,400円～
176,800円

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）
岩手県九戸郡洋野町種市第２３
地割２７－２

看護職員 洋野町国民健康保険
種市病院 岩手県九戸郡洋野町

171,300円～
231,700円

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）
岩手県九戸郡洋野町種市第２３
地割２７－２

下水処理施設の運転・保
守管理（在籍出向）

水ｉｎｇ　株式会社
東北支店 岩手県久慈市

普通自動車運転免許　　必須

161,000円～
236,000円

雇用期間の定めなし
宮城県仙台市宮城野区榴岡２丁
目５－３０　仙台イーストフロ
ントビル７Ｆ

化学プラント内ホイールロー
ダー業務、メンテ【久慈市】

株式会社ブッキン
ブックス 岩手県久慈市

普通自動車運転免許　　必須

275,000円～
280,000円

雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）
埼玉県上尾市愛宕１丁目７－１
０　コスモ上尾１Ｆ

車両系建設機械（整地・運搬・
積込用及び掘削用）運転技能者 必須

180,000円～
220,000円

雇用期間の定めなし
東京都千代田区飯田橋２丁目２
番１号

砂利・砂・砕石等の骨材
生産業務／岩手県九戸郡

第一石産運輸株式会
社 岩手県九戸郡野田村

普通自動車運転免許　　必須

180,000円～
220,000円

雇用期間の定めなし
東京都千代田区飯田橋２丁目２
番１号

総合職（砂利・砂・砕石等の骨
材生産業務）岩手県九戸郡

栄養士【じょうない】（５～１
９時の間の３～４時間）

有限会社　かん東
岩手県九戸郡洋野町

1,000円～1,000円雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）

土木技術者（施工管理業
務）岩手県内各現場

株式会社　エムエー
シー　新潟事務所 岩手県久慈市

普通自動車運転免許　　必須

350,000円～
550,000円

雇用期間の定めなし
新潟県新潟市中央区東大通２－
２－９－７０８

第一石産運輸株式会
社 岩手県九戸郡野田村

普通自動車運転免許　　必須

青森県八戸市売市２丁目３－１
５ 5時00分～19時00分の間

の4時間程度

一般事務補助（会計年度
任用職員）

野田村役場
岩手県九戸郡野田村

普通自動車運転免許　　必須

930円～957円雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）
岩手県九戸郡野田村大字野田第
２０地割１４ 8時30分～17時15分の間

の7時間

村営バス運転手（免許あ
り・会計年度任用職員）

野田村役場
岩手県九戸郡野田村

930円～1,416円雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）
岩手県九戸郡野田村大字野田第
２０地割１４ 6時00分～19時00分の間

の7時間以上

特別支援教育支援員（会
計年度任用職員）

野田村役場
岩手県九戸郡野田村

普通自動車運転免許　　必須

930円～1,035円雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）
岩手県九戸郡野田村大字野田第
２０地割１４

アジア民族造形館管理員
（会計年度任用職員）

野田村役場
岩手県九戸郡野田村

普通自動車運転免許　　必須

930円～951円雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）
岩手県九戸郡野田村大字野田第
２０地割１４ 9時00分～17時00分の間

の7時間程度

学校用務員（会計年度任
用職員）

野田村役場
岩手県九戸郡野田村

普通自動車運転免許　　必須

930円～1,009円雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）
岩手県九戸郡野田村大字野田第
２０地割１４
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（パートタイム） 交替制あり
不問

パート労働者 03100-  116431
（パートタイム） 交替制あり

不問

司書 必須

パート労働者 03100-  117731
（パートタイム） 交替制あり

不問

パート労働者 03100-  118331
（パートタイム） 交替制あり

不問

中型自動車免許 あれば尚可

パート労働者 03100-  119631
（パートタイム）

不問

パート労働者 03100-   99931
（パートタイム）

不問 (1)8時30分～16時30分

パート労働者 03100-  112031
（パートタイム） 交替制あり

18歳以上 (1)8時30分～17時15分

(2)17時15分～2時00分

(3)23時45分～8時30分

パート労働者 03100-   86531
（パートタイム）

不問 (1)8時30分～15時20分

(2)8時30分～15時10分

パート労働者 03100-   87431
（パートタイム）

65歳以下 (1)8時00分～15時00分

パート労働者 03100-  105831
（パートタイム）

64歳以下

パート労働者 03100-  109731
（パートタイム）

64歳以下 (1)8時00分～17時00分

パート労働者 03100-  128931
（パートタイム）

不問

パート労働者 03100-  123531
（パートタイム）

不問

パート労働者 03100-  124431
（パートタイム）

不問 (1)13時00分～18時00分

パート労働者 03100-   83031
（パートタイム）

不問

パート労働者 03100-   84831

社会教育指導員（会計年
度任用職員）

野田村役場
岩手県九戸郡野田村

930円～964円雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）
岩手県九戸郡野田村大字野田第
２０地割１４ 8時30分～17時15分の間

の7時間程度

図書館司書（会計年度任
用職員・教育委員会事務
局）

野田村役場
岩手県九戸郡野田村

普通自動車運転免許　　必須

930円～1,069円雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）
岩手県九戸郡野田村大字野田第
２０地割１４ 8時30分～17時15分の間

の7時間程度

労務作業員（会計年度任
用職員）

野田村役場
岩手県九戸郡野田村

普通自動車運転免許　　必須

930円～951円雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）
岩手県九戸郡野田村大字野田第
２０地割１４ 8時30分～17時15分の間

の7時間程度

村営バス運転手（免許あれば尚
可・会計年度任用職員）

野田村役場
岩手県九戸郡野田村

930円～1,416円雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）
岩手県九戸郡野田村大字野田第
２０地割１４ 6時00分～19時00分の間

の7時間以上

一般事務（大野庁舎・会
計年度任用職員）

洋野町役場
岩手県九戸郡洋野町

933円～1,064円雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）
岩手県九戸郡洋野町種市第２３
地割２７番地 8時30分～17時15分の間

の6時間程度

わかめ、こんぶの加工 有限会社　梨忠商店
岩手県九戸郡洋野町

854円～900円雇用期間の定めなし
岩手県九戸郡洋野町種市第３９
地割４３ 9時00分～16時30分の間

の7時間程度

当直員兼ダム管理補助（会計年
度任用職員・技能労働職）

県北広域振興局
岩手県久慈市

普通自動車運転免許　　必須

854円～1,048円雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）
岩手県久慈市八日町１丁目１番
地

ダム管理補助（会計年度
任用職員・技能労働職）

県北広域振興局
岩手県久慈市

普通自動車運転免許　　必須

854円～1,048円雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）
岩手県久慈市八日町１丁目１番
地

食肉加工（侍浜工場／久
慈工場）

株式会社　吉成食品
岩手県久慈市

854円～854円雇用期間の定めなし
岩手県久慈市侍浜町本町第９地
割５３－５０ 8時00分～17時00分の間

の6時間程度

木材加工 株式会社　リンザイ
岩手県久慈市

950円～950円雇用期間の定めなし
岩手県久慈市大川目町第３地割
３１－１ 8時00分～17時00分の間

の4時間以上

菌床しいたけ栽培 株式会社　大矢内き
のこ園 岩手県久慈市

854円～900円雇用期間の定めなし
岩手県久慈市夏井町早坂第１地
割２番地１０

レジチェッカー 株式会社　サンデー
久慈長内店 岩手県久慈市

854円～854円雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）
岩手県久慈市長内町第３３地割
１１番地１ 6時45分～21時15分の間

の7時間程度

販売員　（コミュニティ
社員）

株式会社　サンデー
久慈長内店 岩手県久慈市

854円～854円雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）
岩手県久慈市長内町第３３地割
１１番地１ 6時30分～21時15分の間

の4時間以上

青果担当（ジョイス久慈
長内店）

株式会社　ベルジョ
イス　久慈長内店 岩手県久慈市

855円～855円雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）
岩手県久慈市長内町第２９地割
１０－１

水産担当（ジョイス久慈
長内店）

株式会社　ベルジョ
イス　久慈長内店 岩手県久慈市

855円～855円雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）
岩手県久慈市長内町第２９地割
１０－１ 7時00分～12時00分の間

の5時間程度
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必要な免許資格職　種 年　齢 賃　金 求人者名 就業場所・所在地 就業時間

《お問合せはハローワーク久慈まで》 ℡0194-53-3374 平日8：30～17：151月20日発行(次回1月27日) ※ 1月12日～1月18日に受理した求人です。

（パートタイム）
不問 (1)8時00分～17時00分

パート労働者 13010- 6724531

【お知らせ】

説明会：１０：００～

面接会：１０：３０～
ハローワーク久慈　２階　会議室

説明会：１０：００～ ハローワーク久慈　２階　会議室

説明会：１４：００～ ハローワーク久慈　２階　会議室

　　　★日　　時：令和５年２月７日（火）　１３：３０～１５：３０

　　　★場　　所：久慈グランドホテル

　　　★参加企業：２１社（２０ブース）予定

　　　★申込期限：令和５年１月３１日（火）

　　　　　　　　　※くわしくは２次元バーコードでご確認いただけます。

～２月　令和４年度　久慈地区　就職相談会　開催～

　　　　　　※お申し込み・お問い合わせ：ハローワーク久慈　（TEL:0194-53-3374）

令和５年１月２６日（木）
株式会社　細谷地
太陽の野菜畑　株式会社

久慈琥珀　株式会社

令和５年１月２４日（火）

令和５年１月２５日（水）

農事組合法人　八幡平ファーム

～１月　求人説明会～

一般事務（総合事務員） 第一石産運輸株式会
社 岩手県九戸郡野田村

普通自動車運転免許　　必須

900円～1,100円雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）
東京都千代田区飯田橋２丁目２
番１号

★前月末で期限が到来し、同内容で再公開した求人(更新求人)は掲載しておりません。

★ハローワークインターネットサービスまたはハローワーク窓口でご覧ください。

ハローワークインターネットサービスhttps://www.hellowork.mhlw.go.jp/
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