
◎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。

◎賃金について、フルタイム求人の場合は月額換算、パートタイムの場合は時間額換算で表記してあります。

   また、パートタイム求人の場合は、労働時間によって記載されている各種社会保険に加入できない場合があります。

◎ハローワークでは随時、職業紹介を行っております。この求人の中でも採用者が決まり、求人を取り下げている場合があります。

ハローワーク久慈（久慈公共職業安定所） 平日　8：30～17：15
（0194）53-3374 （土曜・日曜・祝日・年末年始はお休み）

～ハローワーク求人情報一覧は、ここにも置いてあります！！～

 【盛岡市・県外】
 ・盛岡復興支援センター （盛岡市役所内）

 ・公益社団法人 岩手県シルバー人材センター連合会
 ・ひとり親家庭等就業自立支援センター
 ・自衛隊岩手地方協力本部 岩手地域支援センター
 ・青森職業能力開発促進センター
 ・岩手県Ｕターンセンター （東京都）

 ・岩手県Ｕターンセンター （愛知県）

12月4日(金)発行
 次回予定日

12月11日(金)10時

　ハローワーク久慈からの
お 知 ら せ

℡ 利用
時間

【久慈市】
・久慈市役所　企業立地港湾課
・久慈市役所　山形総合支所 ふるさと振興課
・ジョブ・カフェ久慈
・職業訓練法人 久慈職業訓練協会
・公益社団法人 久慈市シルバー人材センター
・社会福祉法人 修倫会 チャレンジドセンター久慈
・久慈市子育て支援センター
・社会福祉協議会 ふくしサロンしあわせＳＵＮつどいの広場

【近隣町村】
・ローソン （久慈市・野田村各6店舗）

・洋野町無料職業紹介所 （洋野町役場種市庁舎　特定政策推進室内）
・洋野町大野無料職業紹介所 （洋野町役場大野庁舎　総合サービス課内）

・洋野町役場 中野支所
・野田村役場 産業振興課
・普代村役場 住民課
・田野畑村役場 政策推進課
・岩泉町役場 安家支所
・公益社団法人 普代村シルバー人材センター
・二戸年金事務所

http://www.irasutoya.com/2013/08/blog-post_3185.html


賃金形態

職種 年齢 求人者名 就業時間 必要な免許資格

賃金

登録販売者【ツルハドラッグ久慈店】 月給 交替制あり 普通自動車運転免許　　あれば尚可

18歳～59歳

190,000円～270,000円
登録販売者（一般医薬品）

（従業員数 18人 ）

正社員 01240-20671801 就業場所岩手県久慈市

月給 交替制あり 普通自動車運転免許　　あれば尚可

18歳～59歳

190,000円～270,000円
登録販売者（一般医薬品）

（従業員数 18人 ）

正社員 01240-20700801 就業場所岩手県久慈市

月給 変形（1年単位） 普通自動車運転免許　　必須

45歳以下 (1)9時00分～18時00分 （AT限定不可）

160,000円～200,000円

（従業員数 4人 ）

正社員 02020-15315701 就業場所岩手県久慈市

月給

18歳～62歳 (1)8時00分～17時00分

142,500円～205,000円
準中型自動車免許

（従業員数 15人 ）

正社員 02020-15424501 就業場所岩手県久慈市

日給 普通自動車運転免許　　あれば尚可

65歳以下 (1)8時00分～17時00分

216,000円～367,200円
玉掛技能者

（従業員数 7人 ） 移動式クレーン運転士

正社員 02030-10344401 就業場所岩手県久慈市 大型自動車免許

月給 普通自動車運転免許　　あれば尚可

65歳以下 (1)8時00分～17時00分

250,000円～450,000円
１級土木施工管理技士

（従業員数 15人 ）

正社員 02030-10346801 就業場所岩手県久慈市

月給 普通自動車運転免許　　あれば尚可

65歳以下 (1)8時00分～17時00分

250,000円～400,000円
１級土木施工管理技士

（従業員数 15人 ） ２級土木施工管理技士

正社員 02030-10347201 就業場所岩手県久慈市

日給 普通自動車運転免許　　必須

不問 (1)8時30分～17時15分 （AT限定不可）

200,000円～200,000円
２級土木施工管理技士

（従業員数 4人 ） 測量士補

正社員以外 03010-22258201 就業場所岩手県久慈市

日給 変形（1年単位） 普通自動車運転免許　　必須

59歳以下 (1)8時00分～17時00分

173,250円～207,900円

（従業員数 23人 ）

正社員 03030- 3339101 就業場所岩手県久慈市

月給 変形（1年単位） 普通自動車運転免許　　必須

59歳以下 (1)8時00分～17時00分 （AT限定不可）

230,000円～270,000円
１級土木施工管理技士

（従業員数 23人 ）

正社員 03030- 3340801 就業場所岩手県久慈市

日給 変形（1年単位） 普通自動車運転免許　　必須

59歳以下 (1)8時00分～17時00分

168,000円～189,000円

（従業員数 60人 ）

正社員以外 03090- 2357001 就業場所岩手県久慈市

日給 変形（1年単位） 普通自動車運転免許　　必須

59歳以下 (1)8時00分～17時00分 （AT限定不可）

190,800円～275,600円

（従業員数 60人 ）

正社員以外 03090- 2359601 就業場所岩手県久慈市

月給 変形（1ヶ月単位） 普通自動車運転免許　　必須

64歳以下 (1)8時30分～17時30分 （AT限定不可）

158,500円～475,000円
大型自動車免許

（従業員数 8人 ）

正社員 03090- 2329401 就業場所岩手県久慈市

月給 変形（1年単位） 普通自動車運転免許　　必須

59歳以下 (1)8時00分～17時00分 （AT限定不可）

220,000円～380,000円
二級建築士

（従業員数 68人 ） ２級建築施工管理技士

正社員 03100- 2784401 就業場所岩手県久慈市

月給 変形（1年単位） 普通自動車運転免許　　必須

45歳以下 (1)8時00分～17時00分

148,000円～165,600円

（従業員数 10人 ）

正社員 03100- 2778701 就業場所岩手県久慈市

月給 普通自動車運転免許　　必須

不問 (1)8時30分～17時15分

194,100円～250,600円
社会福祉士

（従業員数 80人 ） 介護支援専門員（ケアマネージャー）

正社員以外 03100- 2777401 就業場所岩手県九戸郡野田村

月給 変形（1年単位） 普通自動車運転免許　　必須

59歳以下 (1)8時00分～17時00分 （AT限定不可）

180,000円～300,000円
２級建築施工管理技士

（従業員数 21人 ） 二級建築士

正社員 03100- 2834201 就業場所岩手県久慈市

8時30分～22時30分の間
の8時間程度

登録販売者【ツルハドラッグ久慈
荒町店】

株式会社　ツルハ（ツル
ハドラッグ）

北海道札幌市東区北２４条東２
０丁目１番２１号

雇用期間の定めなし

8時30分～22時30分の間
の8時間程度

所在地・就業場所

株式会社　ツルハ（ツル
ハドラッグ）

北海道札幌市東区北２４条東２
０丁目１番２１号

雇用期間の定めなし

飼養管理作業員【洋野町】 有限会社　宮崎養鶏場 青森県八戸市大字大久保字大山
３０－５　

雇用期間の定めなし

自動車用ガラスの施工・修理【久
慈市】

株式会社　自動車ガラス
販売八戸

青森県八戸市城下３丁目１０－
１

雇用期間の定めなし

現場監督（幹部候補） 株式会社　サクラ建設工
業

青森県弘前市大字糠坪字桜山１
３２－１

雇用期間の定めなし

土木作業員 株式会社　サクラ建設工
業

青森県弘前市大字糠坪字桜山１
３２－１

雇用期間の定めなし

道路巡回業務（久慈市） 株式会社　岩手パブリッ
ク

岩手県盛岡市高松２丁目１４番
２８号

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

現場監督 株式会社　サクラ建設工
業

青森県弘前市大字糠坪字桜山１
３２－１

雇用期間の定めなし

土木施工管理技士 横屋建設　株式会社 岩手県下閉伊郡岩泉町岩泉字村
木７４

雇用期間の定めなし

建設作業員 横屋建設　株式会社 岩手県下閉伊郡岩泉町岩泉字村
木７４

雇用期間の定めなし

重機オペレーター 南建設　株式会社 岩手県九戸郡軽米町大字晴山２
７－１２－２

雇用期間の定めなし

普通作業員（準社員） 南建設　株式会社 岩手県九戸郡軽米町大字晴山２
７－１２－２

雇用期間の定めなし

建築技術員 株式会社　小山組 岩手県久慈市新井田第４地割８
－６

雇用期間の定めなし

葬祭スタッフ【久慈玉泉院】 株式会社　ケーエスエン
タープライズ

岩手県九戸郡軽米町大字上舘１
５－１３０－１

雇用期間の定めなし

社会福祉士及び、主任介護支援専
門員

野田村役場 岩手県九戸郡野田村大字野田第
２０地割１４

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

製材作業員 岡野木材　株式会社 岩手県久慈市巽町一丁目２５番
地

雇用期間の定めなし

土木・建築技術者 株式会社　新田組 岩手県久慈市八日町１丁目２０

雇用期間の定めなし

車両系建設機械（整地・運搬・積
込用及び掘削用）運転技能者

2／7



賃金形態

職種 年齢 求人者名 就業時間 必要な免許資格

賃金

所在地・就業場所

日給 変形（1年単位） 普通自動車運転免許　　必須

59歳以下 (1)7時30分～17時00分 （AT限定不可）

151,900円～217,000円
二級自動車整備士

（従業員数 17人 ）

正社員 03100- 2790901 就業場所岩手県久慈市

月給 交替制あり

不問 (1)7時30分～16時30分

143,000円～148,000円 (2)8時30分～17時30分

(3)9時45分～18時45分 保育士

（従業員数 9人 ）

正社員以外 03100- 2763501 就業場所岩手県久慈市

月給 交替制あり 普通自動車運転免許　　必須

25歳以下 (1)8時30分～17時00分 （AT限定不可）

151,900円～183,800円 (2)8時30分～12時00分

（従業員数 6人 ）

正社員 03100- 2795201 就業場所岩手県下閉伊郡普代村

日給 変形（1年単位） 普通自動車運転免許　　必須

64歳以下 (1)8時00分～17時00分 （AT限定不可）

161,000円～253,000円
大型自動車免許

（従業員数 10人 ） 車両系建設機械（基礎工事用）運転技能者

正社員以外 03100- 2791101 就業場所岩手県九戸郡洋野町 玉掛技能者

月給 変形（1年単位） 普通自動車運転免許　　必須

64歳以下 (1)8時00分～17時00分 （AT限定不可）

150,000円～250,000円
２級土木施工管理技士

（従業員数 10人 ）

正社員 03100- 2792401 就業場所岩手県九戸郡洋野町

月給 変形（1ヶ月単位） 普通自動車運転免許　　必須

21歳以上

150,000円～230,000円

（従業員数 32人 ）

正社員以外 03100- 2780301 就業場所岩手県久慈市

日給 変形（1年単位） 普通自動車運転免許　　必須

不問 (1)7時00分～16時00分 （AT限定不可）

149,120円～179,410円 (2)10時00分～19時00分

(3)11時00分～20時00分 危険物取扱者（乙種）

（従業員数 10人 ） 危険物取扱者（丙種）

正社員以外 03100- 2827501 就業場所岩手県久慈市

月給 交替制あり 普通自動車運転免許　　あれば尚可

不問 (1)4時30分～9時30分

137,000円～137,000円 (2)9時30分～18時30分

(3)10時00分～19時00分 調理師

（従業員数 193人 ）

正社員以外 03100- 2786801 就業場所岩手県久慈市

月給 普通自動車運転免許　　必須

59歳以下 (1)8時30分～17時30分

177,400円～244,800円
精神保健福祉士

（従業員数 193人 ）

正社員 03100- 2787201 就業場所岩手県久慈市

月給

59歳以下 (1)8時30分～17時30分

138,800円～317,100円
公認心理師

（従業員数 193人 ）

正社員 03100- 2788501 就業場所岩手県久慈市

月給 交替制あり

59歳以下 (1)8時30分～17時30分

177,800円～395,500円 (2)16時30分～9時00分

看護師

（従業員数 193人 ） 准看護師

正社員 03100- 2789001 就業場所岩手県久慈市

月給 変形（1年単位） 普通自動車運転免許　　必須

59歳以下 (1)8時30分～17時30分

180,000円～230,000円

（従業員数 22人 ）

正社員 03100- 2835501 就業場所岩手県久慈市

日給 変形（1年単位） 普通自動車運転免許　　必須

59歳以下 (1)8時00分～17時00分 （AT限定不可）

173,250円～207,900円
準中型自動車免許

（従業員数 21人 ）

正社員 03100- 2802301 就業場所岩手県久慈市

月給 交替制あり 普通自動車運転免許　　必須

59歳以下 (1)7時20分～16時20分

148,900円～175,000円 (2)8時15分～17時15分

(3)9時00分～18時00分 保育士

（従業員数 8人 ）

正社員 03100- 2839901 就業場所岩手県久慈市

日給 変形（1年単位）

不問 (1)8時00分～17時30分

173,600円～173,600円
準中型自動車免許

（従業員数 20人 ）

正社員以外 03100- 2796501 就業場所岩手県久慈市

日給 変形（1年単位） 普通自動車運転免許　　必須

59歳以下 (1)8時00分～17時30分 （AT限定不可）

195,300円～282,100円

（従業員数 20人 ）

正社員 03100- 2797001 就業場所岩手県久慈市

日給 変形（1年単位） 普通自動車運転免許　　必須

59歳以下 (1)8時00分～17時30分 （AT限定不可）

195,300円～282,100円

（従業員数 20人 ）

正社員 03100- 2798301 就業場所岩手県久慈市

自動車整備士 久慈貨物運送　合資会社 岩手県久慈市湊町第１９地割２
０－５

雇用期間の定めなし

一般職（事務・現場作業） 普代村漁業協同組合 岩手県下閉伊郡普代村第９地割
字銅屋３１－４

雇用期間の定めなし

又は6時00分～17時00分
の間の7時間以上

保育士又は保育補助 社会福祉法人　大川目保
育会

岩手県久慈市大川目町第６地割
８１番地２４

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

土木施工管理 鳥谷峰建設　株式会社 岩手県九戸郡洋野町種市第２３
地割２７－６９

雇用期間の定めなし

土木作業員 鳥谷峰建設　株式会社 岩手県九戸郡洋野町種市第２３
地割２７－６９

雇用期間の定めなし

給油所販売員 久慈市漁業協同組合 岩手県久慈市長内町第４２地割
６番地

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

教習指導員見習い 株式会社　久慈自動車学
校

岩手県久慈市大川目町第２地割
９－４

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

8時20分～20時20分の間
の7時間以上

精神保健福祉士 社団医療法人　祐和会
北リアス病院

岩手県久慈市源道第１２地割１
１１番

雇用期間の定めなし

調理師（員） 社団医療法人　祐和会
北リアス病院

岩手県久慈市源道第１２地割１
１１番

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

看護師（正社員） 社団医療法人　祐和会
北リアス病院

岩手県久慈市源道第１２地割１
１１番

雇用期間の定めなし

公認心理師 社団医療法人　祐和会
北リアス病院

岩手県久慈市源道第１２地割１
１１番

雇用期間の定めなし

土木作業員 株式会社　正栄 岩手県久慈市夏井町鳥谷第８地
割５０－５

雇用期間の定めなし

菓子製造 有限会社　沢菊 岩手県久慈市十八日町２丁目１
番地

雇用期間の定めなし

軽作業員 山田建設　株式会社 岩手県久慈市宇部町第６地割１
７番地２

雇用期間の定めなし

保育士 社会福祉法人　平山保育
会

岩手県久慈市夏井町早坂第１４
地割５１番地９

雇用期間の定めなし

大工 山田建設　株式会社 岩手県久慈市宇部町第６地割１
７番地２

雇用期間の定めなし

土工 山田建設　株式会社 岩手県久慈市宇部町第６地割１
７番地２

雇用期間の定めなし
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賃金形態

職種 年齢 求人者名 就業時間 必要な免許資格

賃金

所在地・就業場所

月給 変形（1年単位） 普通自動車運転免許　　必須

59歳以下 (1)8時00分～17時30分 （AT限定不可）

170,000円～380,000円

（従業員数 20人 ）

正社員 03100- 2799601 就業場所岩手県久慈市

月給 変形（1年単位） 普通自動車運転免許　　必須

59歳以下 (1)8時00分～17時30分 （AT限定不可）

210,000円～350,000円

（従業員数 20人 ）

正社員 03100- 2800501 就業場所岩手県久慈市

月給 変形（1年単位） 普通自動車運転免許　　必須

59歳以下 (1)8時00分～17時30分 （AT限定不可）

350,000円～350,000円
１級建築施工管理技士

（従業員数 20人 ）

正社員 03100- 2801001 就業場所岩手県久慈市

時給 普通自動車運転免許　　必須

64歳以下 (1)8時00分～17時00分 （AT限定不可）

149,400円～149,400円

（従業員数 125人 ）

正社員 03100- 2842201 就業場所岩手県久慈市

日給 普通自動車運転免許　　必須

不問 (1)8時30分～17時00分 （AT限定不可）

144,600円～168,700円 (2)8時30分～16時30分

大型特殊自動車免許

（従業員数 15人 ）

正社員以外 03100- 2840701 就業場所岩手県九戸郡洋野町

月給 変形（1年単位） 普通自動車運転免許　　必須

59歳以下 (1)8時00分～17時00分 （AT限定不可）

240,000円～320,000円
２級土木施工管理技士

（従業員数 38人 ） ２級建築施工管理技士

正社員 03100- 2824701 就業場所岩手県久慈市

時給

59歳以下 (1)8時00分～17時00分

144,088円～144,088円

（従業員数 30人 ）

正社員以外 03100- 2805101 就業場所岩手県久慈市

月給 交替制あり

59歳以下 (1)8時30分～17時30分

137,700円～172,800円 (2)16時30分～1時30分

(3)0時30分～9時30分 介護福祉士

（従業員数 80人 ）

正社員 03100- 2782901 就業場所岩手県久慈市

日給 交替制あり 普通自動車運転免許　　必須

不問 (1)8時00分～16時45分

137,360円～151,096円 (2)8時30分～17時15分

(3)10時30分～19時15分

（従業員数 30人 ）

正社員以外 03100- 2811301 就業場所岩手県久慈市

月給 普通自動車運転免許　　必須

不問 (1)8時30分～17時15分

172,900円～172,900円
社会福祉士

（従業員数 30人 ）

正社員以外 03100- 2812601 就業場所岩手県久慈市

月給 普通自動車運転免許　　必須

不問 (1)8時15分～16時45分

186,056円～321,880円
養護教諭免許（専修・１種・２種）

（従業員数 25人 ）

正社員以外 03100- 2773301 就業場所岩手県久慈市

月給 普通自動車運転免許　　必須

不問 (1)8時15分～16時45分

186,056円～321,880円
小学校教諭免許（専修・１種・２種）

（従業員数 14人 ）

正社員以外 03100- 2774601 就業場所岩手県久慈市

月給 普通自動車運転免許　　必須

不問 (1)8時15分～16時45分

186,056円～321,880円
小学校教諭免許（専修・１種・２種）

（従業員数 8人 ）

正社員以外 03100- 2775901 就業場所岩手県久慈市

月給 変形（1年単位） 普通自動車運転免許　　必須

69歳以下 (1)8時30分～18時00分 （AT限定不可）

180,000円～300,000円
準中型自動車免許

（従業員数 37人 ） 大型自動車免許

正社員 03100- 2822101 就業場所岩手県久慈市

月給 変形（1年単位） 普通自動車運転免許　　必須

不問 (1)8時00分～17時00分 （AT限定不可）

200,000円～270,000円
準中型自動車免許

（従業員数 15人 ） 大型自動車免許

正社員 03100- 2806401 就業場所岩手県九戸郡洋野町 小型移動式クレーン運転技能者

月給 変形（1年単位） 普通自動車運転免許　　必須

不問 (1)8時00分～17時00分 （AT限定不可）

200,000円～270,000円 ８トン限定中型自動車免許

（従業員数 15人 ）

正社員 03100- 2807701 就業場所岩手県九戸郡洋野町 小型移動式クレーン運転技能者

月給 変形（1年単位） 普通自動車運転免許　　必須

不問 (1)8時00分～17時00分 （AT限定不可）

200,000円～270,000円
準中型自動車免許

（従業員数 15人 ） １級土木施工管理技士

正社員 03100- 2808801 就業場所岩手県九戸郡洋野町 １級管工事施工管理技士

建築現場管理（見習可） 山田建設　株式会社 岩手県久慈市宇部町第６地割１
７番地２

雇用期間の定めなし

土木現場管理（見習い可） 山田建設　株式会社 岩手県久慈市宇部町第６地割１
７番地２

雇用期間の定めなし

清掃員 株式会社　久慈中央商事 岩手県久慈市長内町第９地割２
０

雇用期間の定めなし

建築現場管理 山田建設　株式会社 岩手県久慈市宇部町第６地割１
７番地２

雇用期間の定めなし

土木施工管理技士・建築施工管理
技士

株式会社　エスエステッ
ク

岩手県久慈市大川目町第６地割
１６３番地３

雇用期間の定めなし

畜産作業員 一般社団法人　大野畜産
公社

岩手県九戸郡洋野町大野第５６
地割７８番地１

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

看護補助者（正社員） 久慈恵愛病院 岩手県久慈市湊町第１７地割１
００番地

雇用期間の定めなし

店員（鮮魚部門・フルタイム）
［宇部店］

株式会社　越戸商店 岩手県下閉伊郡普代村第１９地
割字白井１７番地２

雇用期間の定めなし

相談員 社会福祉法人　久慈市社
会福祉協議会

岩手県久慈市旭町第７地割１２７番
地３
久慈市総合福祉センター内（福祉の
村）

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

施設管理兼事務 社会福祉法人　久慈市社
会福祉協議会

岩手県久慈市旭町第７地割１２７番
地３
久慈市総合福祉センター内（福祉の
村）

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

臨時的任用教員（普代小学校・欠
員補充）

県北教育事務所 岩手県久慈市八日町１丁目１

雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）

臨時的任用教員（大野中学校・産
休補充）

県北教育事務所 岩手県久慈市八日町１丁目１

雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）

大型トラックドライバー 船渡整備工場　有限会社 岩手県久慈市侍浜町桑畑３地割
５－５３

雇用期間の定めなし

臨時的任用教員（夏井小学校・産
休育児休業補充）

県北教育事務所 岩手県久慈市八日町１丁目１

雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）

重機オペレーター 有限会社　瀧音建設工業 岩手県九戸郡洋野町大野第３地
割２０－８

雇用期間の定めなし

配管工 有限会社　瀧音建設工業 岩手県九戸郡洋野町大野第３地
割２０－８

雇用期間の定めなし

施工管理技士 有限会社　瀧音建設工業 岩手県九戸郡洋野町大野第３地
割２０－８

雇用期間の定めなし

車両系建設機械（整地・運搬・積
込用及び掘削用）運転技能者

4／7



賃金形態

職種 年齢 求人者名 就業時間 必要な免許資格

賃金

所在地・就業場所

日給 変形（1年単位） 普通自動車運転免許　　必須

69歳以下 (1)8時00分～17時00分 （AT限定不可）

180,000円～202,500円
２級土木施工管理技士

（従業員数 21人 ） ２級造園施工管理技士

正社員 03100- 2830101 就業場所岩手県久慈市

月給 変形（1年単位）

59歳以下 (1)8時30分～17時00分

137,800円～207,800円
保育士

（従業員数 14人 ）

正社員以外 03100- 2820601 就業場所岩手県九戸郡洋野町

日給 普通自動車運転免許　　必須

59歳以下 (1)8時00分～17時00分

235,000円～305,500円
大型自動車免許

（従業員数 33人 ） 車両系建設機械（基礎工事用）運転技能者

正社員 03100- 2823401 就業場所岩手県九戸郡洋野町

月給 変形（1年単位） 普通自動車運転免許　　必須

64歳以下 (1)8時10分～17時10分 （AT限定不可）

138,336円～180,000円
第一種電気工事士

（従業員数 36人 ）

正社員 03100- 2816701 就業場所岩手県九戸郡洋野町

月給

59歳以下 (1)8時30分～17時30分

190,500円～262,000円
理学療法士

（従業員数 93人 ） 作業療法士

正社員 03100- 2793701 就業場所岩手県久慈市 言語聴覚士

月給 変形（1ヶ月単位） 普通自動車運転免許　　必須

59歳以下 (1)8時00分～17時00分

153,300円～257,600円 (2)7時00分～16時00分

(3)13時00分～22時00分 看護師

（従業員数 93人 ） 准看護師

正社員 03100- 2794801 就業場所岩手県久慈市

管理栄養士兼調理師　【正社員】 月給 交替制あり 普通自動車運転免許　　必須

59歳以下 (1)6時00分～15時00分

148,000円～238,200円 (2)8時30分～17時30分

(3)9時45分～18時45分 管理栄養士

（従業員数 71人 ） 調理師

正社員 03100- 2836001 就業場所岩手県久慈市

月給 変形（1年単位） 普通自動車運転免許　　必須

59歳以下 (1)7時30分～17時00分 （AT限定不可）

160,000円～200,000円
大型自動車免許

（従業員数 18人 ）

正社員 03100- 2832701 就業場所岩手県久慈市

介護支援専門員（居宅支援事業部門） 月給 普通自動車運転免許　　必須

59歳以下 (1)8時30分～17時30分 （AT限定不可）

157,800円～225,000円
介護支援専門員（ケアマネージャー）

（従業員数 82人 ）

正社員 03100- 2841801 就業場所岩手県九戸郡洋野町

月給 変形（1年単位）

不問 (1)6時40分～16時05分

190,960円～190,960円

（従業員数 80人 ）

正社員 03100- 2766601 就業場所岩手県久慈市

月給 変形（1年単位）

不問 (1)6時55分～16時20分

156,240円～156,240円

（従業員数 80人 ）

正社員 03100- 2781601 就業場所岩手県久慈市

月給 変形（1ヶ月単位） 普通自動車運転免許　　必須

不問 (1)7時00分～16時00分

140,000円～140,000円 (2)9時00分～18時00分

(3)10時00分～19時00分

（従業員数 46人 ）

正社員以外 03100- 2768101 就業場所岩手県久慈市

月給 普通自動車運転免許　　必須

40歳以下 (1)9時00分～17時45分

140,000円～250,000円 (2)9時00分～17時00分

（従業員数 3人 ）

正社員 03100- 2761801 就業場所岩手県久慈市

月給 普通自動車運転免許　　必須

59歳以下 (1)8時30分～17時30分

131,200円～229,700円
その他の福祉・介護関係資格

（従業員数 125人 ）

正社員 03100- 2815401 就業場所岩手県久慈市

時給 変形（1年単位）

不問 (1)8時00分～17時00分

164,920円～164,920円

（従業員数 80人 ）

正社員 03100- 2765301 就業場所岩手県久慈市

日給 変形（1年単位） 普通自動車運転免許　　必須

不問 (1)8時00分～17時00分 （AT限定不可）

158,900円～204,300円

（従業員数 12人 ）

正社員以外 03100- 2837301 就業場所岩手県久慈市

舗装作業員・土木作業員（正社員） 日給 変形（1年単位） 普通自動車運転免許　　必須

45歳以下 (1)8時00分～17時00分 （AT限定不可）

158,900円～272,400円

（従業員数 12人 ）

正社員 03100- 2838601 就業場所岩手県久慈市

管理技術者 株式会社　米内造園 岩手県久慈市大川目町第１２地
割６５－１

雇用期間の定めなし

林業作業員 株式会社　ノブタ興業 岩手県九戸郡洋野町種市第５１
地割７２－４

雇用期間の定めなし

保育士または保育補助 社会福祉法人　若葉福祉
会　みどりが丘保育園

岩手県九戸郡洋野町種市第２４
地割１１６番地１０

雇用期間の定めなし

理学療法士、作業療法士、言語聴
覚士（リハビリタウンくじ）

医療法人　健生会 岩手県久慈市中の橋１丁目５番
地

雇用期間の定めなし

電気部品製造　一般 株式会社　岩本電機 岩手県九戸郡　洋野町種市第１
３地割４１－２５

雇用期間の定めなし

社会福祉法人　山形福祉
会

岩手県久慈市山形町川井第１２
地割５５番地１

雇用期間の定めなし

看護師又は准看護師（リハビリタ
ウンくじ）

医療法人　健生会 岩手県久慈市中の橋１丁目５番
地

雇用期間の定めなし

介護老人保健施設　ユー
トピア白滝

岩手県九戸郡洋野町中野第３地
割３８－１８２

雇用期間の定めなし

大型運転手 株式会社　正洸運輸 岩手県久慈市夏井町鳥谷第８地
割５０－５

雇用期間の定めなし

鶏肉処理加工 有限会社　タニムラフー
ドサービス

岩手県久慈市長内町第２０地割
８４番地３

雇用期間の定めなし ６０歳以上
歓迎求人

生鳥処理加工 有限会社　タニムラフー
ドサービス

岩手県久慈市長内町第２０地割
８４番地３

雇用期間の定めなし ６０歳以上
歓迎求人

事務及び営業 有限会社　大上保険事務
所

岩手県久慈市夏井町大崎第１２
地割９番地４

雇用期間の定めなし

介護員 株式会社　中央介護セン
ター

岩手県久慈市旭町第１０地割６
６－１

雇用期間の定めなし

菓子製造 有限会社　宇部煎餅店 岩手県久慈市長内町第３５地割
１２３－１９

雇用期間の定めなし

生活相談員兼事務員（ぎんたらす
久慈）

社会福祉法人　久慈市社
会福祉事業団

岩手県久慈市旭町第７地割１０
５－１０

雇用期間の定めなし

又は7時30分～18時00分
の間の8時間程度

大渡建設　有限会社 岩手県九戸郡洋野町帯島字弥栄
１７８番地

雇用期間の定めなし

作業補助員 大渡建設　有限会社 岩手県九戸郡洋野町帯島字弥栄
１７８番地

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） ６０歳以上
歓迎求人
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賃金形態

職種 年齢 求人者名 就業時間 必要な免許資格

賃金

所在地・就業場所

重機オペレーター及び構内作業員 月給 変形（1年単位）

64歳以下 (1)8時00分～17時00分

170,000円～190,000円

（従業員数 6人 ） 大型自動車免許

正社員 03100- 2770201 就業場所岩手県久慈市

月給 普通自動車運転免許　　必須

18歳以上 (1)4時00分～17時00分

180,000円～300,000円 (2)7時00分～16時00分

(3)5時00分～12時00分 小型船舶操縦士

（従業員数 0人 ）

正社員 03100- 2818201 就業場所岩手県久慈市

日給

不問 (1)8時00分～17時00分

218,000円～218,000円
大型自動車免許

（従業員数 6人 ）

正社員 04080- 3708601 就業場所岩手県下閉伊郡普代村

施設常駐警備員（岩手県洋野町） 時給 変形（1ヶ月単位）

18歳～64歳 (1)9時30分～17時30分

137,030円～139,048円 (2)13時30分～21時30分

(3)9時30分～21時30分

（従業員数 3人 ）

正社員 05010-20400601 就業場所岩手県九戸郡洋野町

施設常駐警備員（岩手県久慈市） 時給 変形（1ヶ月単位）

18歳～64歳 (1)7時00分～19時00分

137,030円～139,048円 (2)19時00分～7時00分

（従業員数 3人 ）

正社員 05010-21079801 就業場所岩手県久慈市

月給

不問 (1)8時00分～17時00分

260,000円～500,000円 (2)8時45分～17時25分

１級土木施工管理技士

（従業員数 5人 ） ２級土木施工管理技士

正社員 13150-20252201 就業場所岩手県久慈市

その他 変形（1ヶ月単位）

不問 (1)9時00分～19時30分

300,000円～380,000円
理容師

（従業員数 3人 ）

正社員 27150-18619101 就業場所岩手県久慈市

その他 変形（1ヶ月単位）

不問 (1)9時00分～19時30分

250,000円～300,000円
理容師

（従業員数 3人 ）

正社員 27150-18620801 就業場所岩手県久慈市

販売員（岩手県九戸郡洋野町） 時給 交替制あり 普通自動車運転免許　　あれば尚可

59歳以下 (1)8時40分～12時40分

810円～810円 (2)16時20分～20時20分

（従業員数 8人 ）

パート労働者 01230-19893601 就業場所岩手県九戸郡洋野町

販売員（岩手県九戸郡洋野町） 時給 交替制あり 普通自動車運転免許　　あれば尚可

59歳以下

810円～810円

（従業員数 8人 ）

パート労働者 01230-19952801 就業場所岩手県九戸郡洋野町

時給

不問 (1)17時00分～21時30分

925円～925円

（従業員数 51人 ）

パート労働者 02020-15326501 就業場所岩手県九戸郡洋野町

時給 普通自動車運転免許　　必須

62歳以下 (1)8時00分～12時00分

900円～900円

（従業員数 8人 ）

パート労働者 02020-15430801 就業場所岩手県九戸郡洋野町

時給

不問 (1)8時00分～10時00分

793円～793円

（従業員数 1人 ）

パート労働者 02020-15132201 就業場所岩手県久慈市

時給

不問 (1)7時00分～16時00分

795円～795円 (2)7時00分～9時00分

（従業員数 2人 ）

パート労働者 02020-15269701 就業場所岩手県九戸郡洋野町

時給 普通自動車運転免許　　必須

64歳以下 (1)9時00分～16時00分

800円～1,000円

（従業員数 19人 ）

パート労働者 03100- 2785701 就業場所岩手県久慈市

一般事務（申告受付）種市庁舎分 時給

不問

933円～1,064円

（従業員数 131人 ）

パート労働者 03100- 2813901 就業場所岩手県九戸郡洋野町

一般事務（申告受付）大野庁舎分 時給

不問

933円～1,064円

（従業員数 131人 ）

パート労働者 03100- 2814101 就業場所岩手県九戸郡洋野町

株式会社　ホーマックニ
コット

株式会社　ホーマックニ
コット

株式会社　ユニバース

有限会社　宮崎養鶏場

株式会社　ビー・エム

太平ビルサービス株式会
社　八戸支店

第一石油　株式会社

洋野町役場

洋野町役場

岩手県九戸郡洋野町種市第２３
地割２７

雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）

8時30分～17時15分の間
の6時間程度

岩手県九戸郡洋野町種市第２３
地割２７

雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）

8時30分～17時15分の間
の6時間程度

清掃スタッフ【ユニバース洋野町
種市】

青森県八戸市北白山台二丁目２
－２２

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

事務職 岩手県久慈市新中の橋第４地割
３１番地１

雇用期間の定めなし

集卵選別作業【洋野町】 青森県八戸市大字大久保字大山
３０－５　

雇用期間の定めなし

日常清掃（ミドリ久慈衣料） 青森県八戸市日計４丁目１－３
３

雇用期間の定めなし

北海道札幌市厚別区厚別中央３
条２丁目１－４０　マルシンビ
ル

雇用期間の定めなし

北海道札幌市厚別区厚別中央３
条２丁目１－４０　マルシンビ
ル

雇用期間の定めなし

8時40分～20時20分の間
の6時間程度

レジ【種市店】（１７：００～２
１：３０）

青森県八戸市大字長苗代字前田
８３－１

雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）

漁師 永寿丸　　畑中　秀夫 岩手県久慈市長内町第４５地割
１２９－１

雇用期間の定めなし

東立鉱業　株式会社 岩手県久慈市長内町第４２地割
８－１４

雇用期間の定めなし

ユーアイ警備保障　株式
会社

秋田県秋田市山王２丁目１－５
４　三交ビル４Ｆ

雇用期間の定めなし

大型ダンプ運転手 株式会社　ナダベ 宮城県気仙沼市最知北最知１９
７－９

雇用期間の定めなし

車両系建設機械（整地・運搬・積
込用及び掘削用）運転技能者

理容師（中習・顔剃り：久慈店）
【６３７５－２】

株式会社　カットツイン 大阪府高槻市芥川町１丁目７－
２６　カワノビル５階

雇用期間の定めなし

理容師（店長候補：久慈店）【６
３７５－１】

株式会社　カットツイン 大阪府高槻市芥川町１丁目７－
２６　カワノビル５階

雇用期間の定めなし

土木技術者（岩手など） 株式会社　ワイ・シー・
アイ

東京都立川市柴崎町２－１０－
１６　大野ビル

雇用期間の定めなし

ユーアイ警備保障　株式
会社

秋田県秋田市山王２丁目１－５
４　三交ビル４Ｆ

雇用期間の定めなし

6／7



賃金形態

職種 年齢 求人者名 就業時間 必要な免許資格

賃金

所在地・就業場所

月給 普通自動車運転免許　　必須
不問 (1)8時30分～16時30分 （AT限定不可）

819円～890円

（従業員数 610人 ）

パート労働者 03100- 2817801 就業場所岩手県久慈市

時給 交替制あり
不問 (1)8時30分～13時30分

800円～800円 (2)9時00分～14時00分
(3)13時30分～18時30分

（従業員数 5人 ）

パート労働者 03100- 2776101 就業場所岩手県久慈市

時給
不問 (1)8時30分～13時00分

793円～793円

（従業員数 9人 ）

パート労働者 03100- 2829301 就業場所岩手県九戸郡野田村

時給
不問 (1)13時00分～18時00分

830円～830円

（従業員数 30人 ）

パート労働者 03100- 2803601 就業場所岩手県久慈市

時給
不問 (1)8時00分～13時00分

830円～830円

（従業員数 30人 ）

パート労働者 03100- 2804901 就業場所岩手県久慈市

調理助手及び洗い場（養寿荘） 時給 交替制あり
不問 (1)6時00分～13時00分

820円～850円 (2)10時00分～19時00分
(3)14時30分～19時00分

（従業員数 6人 ）

パート労働者 03100- 2826201 就業場所岩手県久慈市

時給
不問

905円～1,129円

（従業員数 14人 ）

パート労働者 03100- 2772001 就業場所岩手県久慈市

嘱託看護師（会計年度任用職員） 時給
不問

1,192円～1,300円
看護師

（従業員数 50人 ） 准看護師
パート労働者 03100- 2764001 就業場所岩手県久慈市

時給
不問

800円～1,000円
保育士

（従業員数 14人 ）

パート労働者 03100- 2819501 就業場所岩手県九戸郡洋野町

看護師又は准看護師（竹下医院） 時給 交替制あり
不問

1,000円～1,500円
准看護師

（従業員数 107人 ） 看護師
パート労働者 03100- 2833801 就業場所岩手県久慈市

調理業務（リハビリタウンくじ） 時給 交替制あり
不問 (1)5時30分～13時30分

793円～890円 (2)9時00分～17時00分
(3)12時00分～20時00分

（従業員数 19人 ）

パート労働者 03100- 2825801 就業場所岩手県久慈市

時給 普通自動車運転免許　　あれば尚可
不問 (1)8時00分～16時30分

793円～793円

（従業員数 11人 ）

パート労働者 03100- 2831401 就業場所岩手県九戸郡洋野町

時給
不問 (1)6時55分～9時00分

900円～900円 (2)9時15分～11時15分
(3)12時05分～14時05分

（従業員数 80人 ）

パート労働者 03100- 2779801 就業場所岩手県久慈市

時給 普通自動車運転免許　　あれば尚可
不問 (1)8時30分～18時15分

1,350円～1,350円 (2)8時30分～12時30分
看護師

（従業員数 8人 ）

パート労働者 03100- 2767901 就業場所岩手県久慈市

時給
不問 (1)9時00分～15時00分

818円～818円

（従業員数 94人 ）

パート労働者 03100- 2762201 就業場所岩手県久慈市

時給
不問

820円～850円

（従業員数 5人 ）

パート労働者 03100- 2828001 就業場所岩手県久慈市

時給
20歳以上

900円～1,100円

（従業員数 1人 ）

パート労働者 03100- 2821901 就業場所岩手県久慈市

理容師（久慈店）【６３７５－４】 時給
不問 (1)9時00分～19時00分

964円～1,100円 (2)9時00分～12時00分
(3)13時00分～19時00分 理容師

（従業員数 3人 ）

パート労働者 27150-18621201 就業場所岩手県久慈市

株式会社　カットツイン 大阪府高槻市芥川町１丁目７－
２６　カワノビル５階

雇用期間の定めなし

又は9時00分～19時30分
の間の6時間程度

久慈市役所

新岩手農業協同組合　久
慈支所

有限会社　マミースト
アー

株式会社　越戸商店

株式会社　越戸商店

有限会社　はたけた（ロ
イヤルパーク　カワサ
キ）

県北教育事務所

県北広域振興局

社会福祉法人　若葉福祉
会　みどりが丘保育園

販売員 岩手県久慈市大川目町第１地割
１１４－２２

雇用期間の定めなし

10時00分～19時00分の間
の6時間以上

ホール係 岩手県久慈市川崎町第７地割２
５

雇用期間の定めなし

17時30分～3時00分の間
の5時間程度

ミニストップ久慈大川目
店　千代窪　利巳

三太夫　　　灰玉平　一
氏

八戸缶詰　株式会社　久
慈工場

ウニのビン詰加工員 岩手県九戸郡洋野町種市第２３
地割１２８－１０

雇用期間の定めなし

鶏肉処理加工（パート） 岩手県久慈市長内町第２０地割
８４番地３

雇用期間の定めなし ６０歳以上
歓迎求人

有限会社　横道海産

有限会社　タニムラフー
ドサービス

看護師 岩手県久慈市長内町第２４地割
９８番地２

雇用期間の定めなし

清掃員 岩手県久慈市長内町第４０地割
１７－４

雇用期間の定めなし

関上こどもクリニック
関上　勇

岩手県久慈市中の橋１丁目５番
地

雇用期間の定めなし

8時30分～18時00分の間
の6時間程度

岩手県久慈市中の橋１丁目５番
地

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） ６０歳以上
歓迎求人

有限会社　久慈医療サー
ビス

医療法人　健生会

岩手県久慈市八日町１丁目１番
地

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

8時30分～17時15分の間
の7時間程度

保育士または保育補助 岩手県九戸郡洋野町種市第２４
地割１１６番地１０

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

8時30分～17時00分の間
の3時間以上

岩手県久慈市長内町第２７地割
２７番地１

雇用期間の定めなし

緊急スクールサポートスタッフ（会
計年度任用職員・久慈管内）

岩手県久慈市八日町１丁目１

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

8時00分～17時00分の間
の7時間程度

店員（惣菜部門・パート）［宇部
店］（１３時～１８時）

岩手県下閉伊郡普代村第１９地
割字白井１７番地２

雇用期間の定めなし

店員（鮮魚部門・パート）［宇部
店］（８時～１３時）

岩手県下閉伊郡普代村第１９地
割字白井１７番地２

雇用期間の定めなし

産直ショップ販売員 岩手県久慈市中央一丁目５７番
地

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

惣菜担当 岩手県九戸郡　野田村大字野田
第２６地割１９－５

雇用期間の定めなし

作業員（道路河川維持課・会計年
度任用職員）

岩手県久慈市川崎町１－１

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）
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