
◎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）

 9月25日(金)発行
 次回予定日

 10月2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

※参加者はマスク着用、当日検温（自宅にて実施）のうえ、体調に問題ない方が対象とな

ります。 

※面接会に参加の場合は、事前に紹介状が必要となります。 

※前日までの申し込みが必要です。  

求人説明会・ミニ面接会 

日  時 事業所名 

求人説明会 

令和２年１０月９日（金） 

 １１：００～１１：３０ 

株式会社 十文字チキンカンパニー 

            久慈工場 

求人説明会 

令和２年１０月１３日（火） 

１０：００～１１：００ 

社会福祉法人 ひろの会 

求人説明会 

令和２年１０月１４日（水） 

１０：００～１１：００ 

社会福祉法人 琥珀会 

求人説明会 ・ ミニ面接会 

令和２年１０月１６日（金） 

説明会 １3：3０～ 

面接会 １4：0０～ 

アクサ生命保険 株式会社 

盛岡営業所 久慈オフィス 

求人説明会 

令和２年１０月２０日（火） 

１０：００～１１：００ 

有限会社 タニムラフードサービス 

求人説明会 ・ ミニ面接会 

令和２年１０月２１日（水） 

１０：００～１１：００ 

有限会社 栄光商会 

求人説明会 ・ ミニ面接会 

令和２年１０月２６日（月） 

説明会 １０：００～１０：３０ 

面接会 １０：３０～１２：００ 

農事組合法人 八幡平洋野牧場 
農事組合法人 ジョイフルファーム八幡平 

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

日給 変形（1年単位） 普通自動車運転免許　　必須
不問 (1)7時30分～17時30分 （AT限定不可）

270,000円～324,000円

（従業員数 5人 ）

正社員以外 01040-10462401 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00分～17時00分 （AT限定不可）

180,000円～350,000円
大型自動車免許

（従業員数 16人 ） フォークリフト運転技能者
正社員 03100- 2292801 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00分

156,800円～179,200円

（従業員数 23人 ）

正社員以外 03100- 2279001 就業場所岩手県久慈市

時給 変形（1年単位） 普通自動車運転免許　　必須
不問

133,224円～143,304円
介護職員初任者研修修了者

（従業員数 16人 ） ホームヘルパー２級
正社員以外 03100- 2283701 就業場所岩手県九戸郡洋野町 介護福祉士

学童支援員または支援員補助 月給
不問

140,800円～156,800円
小学校教諭免許（専修・１種・２種）

（従業員数 4人 ） 保育士
正社員 03100- 2285201 就業場所岩手県久慈市 社会福祉士

時給
59歳以下 (1)8時00分～17時00分

137,600円～146,200円

（従業員数 14人 ）

正社員以外 03100- 2286501 就業場所岩手県九戸郡洋野町

月給
不問 (1)8時00分～17時00分

210,000円～210,000円
看護師

（従業員数 14人 ） 准看護師
正社員 03100- 2287001 就業場所岩手県九戸郡洋野町

月給 交替制あり 普通自動車運転免許　　必須
59歳以下 （AT限定不可）

132,000円～137,000円
準中型自動車免許

（従業員数 35人 ）

正社員 03100- 2282401 就業場所岩手県久慈市

労務職員（種苗飼育管理作業） 時給
不問 (1)8時30分～17時15分

123,841円～123,841円
フォークリフト運転技能者

（従業員数 17人 ） 危険物取扱者（乙種）
正社員以外 03100- 2281101 就業場所岩手県九戸郡洋野町

日給
不問 (1)8時00分～17時00分

163,800円～210,600円 (2)7時00分～16時00分

（従業員数 3人 ）

正社員以外 03100- 2291701 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　　あれば尚可
64歳以下 (1)8時00分～17時00分

358,548円～566,935円
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 04010-45152001 就業場所岩手県久慈市

時給
不問 (1)9時00分～15時00分

800円～800円 (2)9時30分～15時30分

（従業員数 18人 ）

パート労働者 03010-17802301 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- 2278501 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)7時00分～9時00分

950円～950円 (2)17時00分～19時00分
(3)13時00分～14時00分

（従業員数 9人 ）

パート労働者 03100- 2293201 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

793円～853円

（従業員数 15人 ）

パート労働者 03100- 2284801 就業場所岩手県九戸郡洋野町

時給
20歳以上

900円～1,100円

（従業員数 1人 ）

パート労働者 03100- 2280901 就業場所岩手県久慈市

時給
不問 (1)14時00分～18時00分

820円～820円 (2)18時00分～22時00分

（従業員数 15人 ）

パート労働者 03100- 2288301 就業場所岩手県久慈市

時給 変形（1ヶ月単位） 普通自動車運転免許　　必須
59歳以下

1,350円～1,350円

（従業員数 9人 ）

パート労働者 03100- 2289601 就業場所岩手県久慈市

8時30分～17時30分の間
の5時間程度

事務　（久慈営業所） 東亜リース株式会社　久
慈営業所

岩手県久慈市侍浜町北野第１
０地割２２６－６

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

販売員【２】 株式会社　ツルハドラッ
グ　久慈荒町店

岩手県久慈市荒町第３地割１
４番地１

雇用期間の定めなし

ホール係 三太夫　　　灰玉平　一
氏

岩手県久慈市川崎町第７地割
２５

雇用期間の定めなし

介護職（カッケロ） 株式会社　ハートフェル
トケア

岩手県九戸郡洋野町中野第５
地割７５

雇用期間の定めなし 60歳以上
歓迎求人 8時00分～18時00分の間

の5時間程度

用務員兼運転手 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

雇用期間の定めなし

産直ショップ販売員 新岩手農業協同組合　久
慈支所

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）

銀行業務（久慈支店） 株式会社　東北銀行 岩手県盛岡市内丸３番１号

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

所在地・就業場所

土木一般 株式会社　万力 北海道河東郡音更町木野西通
１９丁目６番地

雇用期間の定めなし

大型運転手 大沢運送　有限会社 岩手県久慈市長内町第３７地
割６－１３

雇用期間の定めなし

現場作業員 株式会社　マルサ嵯峨商
店

岩手県久慈市長内町第４０地
割１１３番地２

雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）

12時00分～19時00分の
間の7時間以上

介護職（カッケロ） 株式会社　ハートフェル
トケア

岩手県九戸郡洋野町中野第５
地割７５

雇用期間の定めなし 60歳以上
歓迎求人 8時30分～18時00分の間

の8時間程度

宇部学童さくらクラブ 岩手県久慈市宇部町第５地割
１１０番地１

雇用期間の定めなし 60歳以上
歓迎求人

介護職員 洋野町種市デイ・サービ
スセンター　株式会社
藤森

岩手県九戸郡洋野町種市第２
３地割２７－２

雇用期間の定めなし

看護師及び准看護師 洋野町種市デイ・サービ
スセンター　株式会社
藤森

岩手県九戸郡洋野町種市第２
３地割２７－２

雇用期間の定めなし

集配ドライバー（正社員） ヤマト運輸　株式会社
久慈営業所

岩手県久慈市大川目町第１地
割２４－３

雇用期間の定めなし
7時40分～18時00分の間
の8時間程度

一般社団法人　岩手県栽
培漁業協会　種市事業所

岩手県九戸郡洋野町種市第２
０地割１７７

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

伐採作業員手元 長代林業　　長代　嘉太
郎

岩手県久慈市侍浜町堀切第１
１地割１３６番地５

雇用期間の定めなし

土木施工管理補助（久慈市・現
場事務所）

株式会社　ナスキー　仙
台東口支店

宮城県仙台市宮城野区榴岡３
丁目１０－７
サンライン第６６ビル７階

雇用期間の定めなし
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