
◎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）

7月31日（金）発行
 次回予定日

 8月7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

＜ 場 所 ＞ 久 慈 高 等 職 業 訓 練 校

久 慈 市 川 崎 町 １ ７ － ５

TEL 0194-52-3343

令 和 ２ 年 ９ 月 開 講

久 慈 日 本 版 デ ュ ア ル シ ス テ ム 訓 練 受 講 生 募 集

【 取 得 目 標 資 格 】

コ ン ピ ュ ー タ サ ー ビ ス 技 能 評 価 試 験 ワ ー プ ロ 部 門 ３ 級 ・ 表 計 算 部 門 ３ 級

※新型コロナウィルス感染予防対策

当校では、アルコール消毒や適切な換気を行い、三密の回避、

感染拡大の予防対策をしています。

対象者
・ハローワークに求職申込みをしている方

・ハローワークの受講指示、受講推薦または支援指示を

受けられる見込の方

・訓練終了後３ヶ月以内に再就職する強い意志のある方

受講費用
受講料無料、教材費等自己負担あり。

※教材費（概算） 計8,000円

資格取得経費（概算） CS検定（各部門） 3級 5,350円

2級 6,710円

職業訓練生総合保険料 3,600円（振込料別）

募集期間

令和２年８月３日（月）～令和２年９月８日（火）

訓練場所
久慈高等職業訓練校

久慈市川崎町１７－５ TEL：0194-52-3343

応募方法
募集期間内に、お住まいの地域を管轄するハローワーク

にお申込ください。

訓練の申込みにはジョブ・カードの交付が必要です。

詳しくはハローワークで確認してください。

ハロトレくん ハロートレーニング
―― 急 が ば 学 べ ――

ハロートレーニングは、希望する職業やキャリアアップのために

必要な職業スキルや知識を習得することができる公的制度です。

久 慈 公 共 職 業 安 定 所 （ ハ ロ ー ワ ー ク 久 慈 ） 久慈市川崎町2-15      TEL：0194-53-3374

岩手県立二戸高等技術専門校 二戸市石切所字上野々92-1   TEL：0195-23-2227 

久慈高等職業訓練校 久慈市川崎町17-5              TEL：0194-52-3343

お問合わせ・お申込み

訓練主催

訓練実施

受講期間

選 考 会

Ｏ Ａ ビ ジ ネ ス 科 定員14名

パソコンを使った事務処理や、総務実務の基本的な知識・技能を習得し、企業実習を通じて職場における実践的な実務対応能力で就職を目指す４ヶ月の職業訓練です。

９月２５日～１月２２日 ９：００～１６：００ 土日祝日を除く

９月１５日（火） １０：００～

http://www.irasutoya.com/2013/08/blog-post_3185.html
http://www.irasutoya.com/2014/04/blog-post_8810.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

月給 変形（1ヶ月単位）

59歳以下 (1)9時30分～19時00分

177,200円～220,400円

（従業員数 2人 ）

正社員 01020- 7795101 就業場所岩手県久慈市

月給 変形（1ヶ月単位）

59歳以下 (1)9時30分～19時00分

177,200円～240,400円

（従業員数 2人 ）

正社員 01020- 7796401 就業場所岩手県久慈市

月給 変形（1ヶ月単位）

59歳以下 (1)9時30分～19時00分

227,200円～270,400円

（従業員数 2人 ）

正社員 01020- 7797701 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00分

168,500円～168,500円

（従業員数 7人 ）

正社員以外 03010-14350101 就業場所岩手県下閉伊郡普代村

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

フォークリフト運転技能者

（従業員数 10人 ） ショベルローダー等運転技能者

正社員 03100- 1812401 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

149,700円～149,700円

（従業員数 13人 ）

正社員以外 03100- 1801601 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

59歳以下 (1)8時30分～17時30分

139,000円～241,400円

管理栄養士

（従業員数 193人 ）

正社員 03100- 1811101 就業場所岩手県久慈市

時給

不問 (1)8時30分～17時30分

136,120円～144,320円

（従業員数 80人 ）

正社員以外 03100- 1819601 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）

162,400円～255,200円

大型自動車免許

（従業員数 13人 ） 移動式クレーン運転士

正社員 03100- 1792201 就業場所岩手県下閉伊郡普代村 玉掛技能者

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）

250,000円～350,000円

１級土木施工管理技士

（従業員数 13人 ） ２級土木施工管理技士

正社員 03100- 1793501 就業場所岩手県下閉伊郡普代村

日給 変形（1ヶ月単位） 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）

147,000円～294,000円

ガス溶接技能者

（従業員数 9人 ） アーク溶接技能者（基本級）

正社員 03100- 1810901 就業場所岩手県九戸郡洋野町 玉掛技能者

日給 交替制あり

不問 (1)6時00分～15時00分

149,600円～202,825円 (2)9時30分～18時30分

(3)10時30分～19時30分

（従業員数 7人 ）

正社員以外 03100- 1816501 就業場所岩手県九戸郡洋野町

日給 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

149,135円～180,650円 (2)9時15分～18時15分

(3)11時30分～20時30分

（従業員数 63人 ）

正社員以外 03100- 1808501 就業場所岩手県下閉伊郡普代村

月給

40歳以下 (1)9時00分～18時00分

132,000円～132,000円

（従業員数 5人 ）

正社員 03100- 1803101 就業場所岩手県九戸郡洋野町

月給 普通自動車運転免許　　必須

不問 (1)8時15分～17時15分 （AT限定不可）

142,200円～144,800円

（従業員数 16人 ）

正社員以外 03100- 1800301 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00分～17時00分

153,750円～153,750円

測量士

（従業員数 5人 ） 測量士補

正社員以外 03100- 1813701 就業場所岩手県久慈市

所在地・就業場所

【地域：久慈市　ソフトバンク】
携帯電話販売スタッフ

北信テレック株式会社 北海道函館市大川町８番２６号

雇用期間の定めなし

【転勤有：久慈市　ソフトバン
ク】携帯電話販売スタッフ

北信テレック株式会社 北海道函館市大川町８番２６号

雇用期間の定めなし

管理栄養士 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

鉄工作業員

【出張有：久慈市　ソフトバン
ク】携帯電話販売スタッフ

北信テレック株式会社 北海道函館市大川町８番２６号

雇用期間の定めなし

集成材加工員 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

事務職（北三陸支店普代村営業店） 岩手県信用漁業協同組合
連合会

岩手県盛岡市内丸１６－１

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

事務及び接客 久慈商工会議所 岩手県久慈市十八日町１丁目４
５番地

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

土木作業員 有限会社　古沼建設 岩手県下閉伊郡普代村第２５地
割字卯子酉８１

雇用期間の定めなし

看護補助者（臨時職員） 久慈恵愛病院 岩手県久慈市湊町第１７地割１
００番地

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

有限会社　逸見工業 岩手県九戸郡　洋野町種市第３
９地割８－７０

雇用期間の定めなし

土木施工管理技士 有限会社　古沼建設 岩手県下閉伊郡普代村第２５地
割字卯子酉８１

雇用期間の定めなし

介護員 社会福祉法人　普代福祉
会

岩手県下閉伊郡普代村第２４地
割字鳥居５－１

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

調理職員（久慈平荘） 社会福祉法人　みちのく
大寿会

岩手県九戸郡洋野町大野第６０
地割４１－８

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

職業指導員 社会福祉法人　修倫会
障害者就労支援施設　み
ずき園

岩手県久慈市長内町第１８地割
１４－３

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

調剤助手 有限会社　正成商事 岩手県九戸郡洋野町種市２３－
１１３－２０

雇用期間の定めなし

測量助手 有限会社　協進技術 岩手県久慈市川貫第７地割１３
地割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

時給 普通自動車運転免許　　必須

59歳以下 (1)7時50分～17時00分

134,480円～167,280円

（従業員数 92人 ）

正社員 03100- 1815201 就業場所岩手県久慈市

月給 交替制あり

18歳～40歳 (1)12時00分～23時00分

145,000円～155,000円 (2)16時00分～23時00分

（従業員数 4人 ）

正社員 03100- 1807201 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

133,000円～145,000円

介護福祉士

（従業員数 3人 ） 精神保健福祉士

正社員 03100- 1809001 就業場所岩手県久慈市 保育士

時給 交替制あり

不問 (1)8時00分～16時30分

141,450円～172,500円

（従業員数 24人 ）

正社員以外 03100- 1794001 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)10時00分～19時00分

155,000円～160,600円

（従業員数 9人 ）

正社員 04010-36212501 就業場所岩手県久慈市

時給

59歳以下 (1)9時30分～15時00分

1,000円～1,000円

（従業員数 2人 ）

パート労働者 01020- 7798801 就業場所岩手県久慈市

時給

不問 (1)7時00分～12時30分

915円～915円

（従業員数 98人 ）

パート労働者 02020- 9448901 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45分～17時15分

893円～1,120円

（従業員数 55人 ）

パート労働者 03100- 1796601 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

864円～1,264円

（従業員数 1人 ）

パート労働者 03100- 1814801 就業場所岩手県久慈市

時給

18歳以上 (1)18時00分～23時00分

850円～850円

（従業員数 4人 ）

パート労働者 03100- 1804401 就業場所岩手県久慈市

時給

18歳以上 (1)18時00分～23時00分

850円～850円

（従業員数 4人 ）

パート労働者 03100- 1805701 就業場所岩手県久慈市

時給

不問

820円～950円
小学校教諭免許（専修・１種・２種）

（従業員数 4人 ） 保育士

パート労働者 03100- 1802901 就業場所岩手県久慈市 社会福祉士

時給 普通自動車運転免許　　必須

不問 (1)12時30分～19時30分

950円～1,200円

（従業員数 6人 ）

パート労働者 03100- 1791801 就業場所岩手県下閉伊郡普代村

時給

不問

850円～850円

（従業員数 2人 ）

パート労働者 03100- 1797901 就業場所岩手県久慈市

時給

不問

800円～800円

（従業員数 60人 ）

パート労働者 03100- 1799401 就業場所岩手県久慈市

時給 普通自動車運転免許　　必須

不問 (1)8時15分～11時45分

812円～830円

ホームヘルパー２級

（従業員数 6人 ） 介護職員初任者研修修了者

パート労働者 03100- 1795301 就業場所岩手県九戸郡野田村

惣菜担当（ジョイス久慈長内店） 株式会社　ベルジョイス
久慈長内店

岩手県久慈市長内町第２９地割
１０－１

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

11時00分～18時00分の間
の4時間程度

介護員 企業組合労協センター事
業団　野田事業所

岩手県九戸郡野田村大字野田第
２０地割２４－１

雇用期間の定めなし

牛の飼育作業（パート１） 有限会社　石川牧場 岩手県下閉伊郡普代村第２４地
割字鳥居１２４

雇用期間の定めなし

ホール及び洗い場 北三陸食彩レストラン
ＮＡＯ　　内城　友彦

岩手県久慈市中央３丁目１

雇用期間の定めなし

10時00分～15時00分の間
の3時間以上

調理補助、洗い場 中村商事　有限会社 岩手県久慈市中央２丁目２３

雇用期間の定めなし

学童支援員または支援員補助 宇部学童さくらクラブ 岩手県久慈市宇部町第５地割１
１０番地１

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

12時00分～19時00分の間
の3時間以上

森林作業業務補助【２】 三陸北部森林管理署　久
慈支署

岩手県久慈市夏井町大崎第１４
地割１２番地

雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）

ホール係 中村商事　有限会社 岩手県久慈市中央２丁目２３

雇用期間の定めなし

デリカ【久慈・川崎町店】
（７：００～１２：３０）

株式会社　ユニバース 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）

自作農財産関係事務嘱託員 県北広域振興局 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）

ソフトバンク携帯電話販売スタッ
フ（久慈市）

北信テレック株式会社 北海道函館市大川町８番２６号

雇用期間の定めなし

菌床しいたけの収穫作業及びパッ
ク詰め

有限会社　越戸きのこ園 岩手県久慈市侍浜町横沼第９地
割１－３

雇用期間の定めなし

生活支援員 合同会社　リモーネ 岩手県久慈市新井田第５地割３
０番地３

雇用期間の定めなし

8時00分～18時30分の間
の8時間程度

ホール係（正社員） 中村商事　有限会社 岩手県久慈市中央２丁目２３

雇用期間の定めなし

イエローハット軽整備スタッフ 株式会社　ホットマン 宮城県仙台市太白区西多賀４丁
目４－１７

雇用期間の定めなし

鶏舎管理作業員 株式会社　第一ポート
リーファーム

岩手県九戸郡洋野町種市第３１
地割９６番地１

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）
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