
◎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）

  10月2日(金)発行
 次回予定日

 10月9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１１月開講 【取得目標資格】

日本商工会議所 簿記検定 ３級

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

定員 １５名 受講料無料（教材費等、自己負担有）

※新型コロナウイルス感染予防対策

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

受けられる見込のある方

・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10,000円

資格取得経費（概算）

簿記検定 2,850円

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 3,000円（振込料別）

募集期間

令和２年１０月１２日（月）～令和２年１１月１２日（木）

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

お申込みください。

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

訓練主催

訓練実施

パソコンを使った事務処理や、簿記の専門的な知識・技能を習得する３ヶ月間の職業訓練です。

受講期間 ： １１月２５日～２月２４日 ９：００～１６：００ 土日祝日を除く

選 考 会 ： １１月１７日（火） １０：００～

久慈 離職者等再就職訓練 受講生募集

１１/１２

（木）

募集締切

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

月給

59歳以下 (1)8時15分～17時00分

125,600円～133,450円
メディカルクラーク（医療事務技能審査）

（従業員数 7人 ） 医療事務資格

正社員 03010-18217501 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

18歳～64歳 (1)3時00分～6時00分

145,000円～150,000円 (2)12時00分～16時00分

（従業員数 46人 ）

正社員 03100- 2299101 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- 2307801 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- 2308201 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30分

250,000円～500,000円

一級建築士

（従業員数 1人 ） １級建築施工管理技士

正社員 03100- 2303901 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- 2300001 就業場所岩手県久慈市

月給 交替制あり

不問 (1)8時30分～18時00分

196,000円～243,000円 (2)9時00分～17時00分

(3)9時00分～12時00分 歯科衛生士

（従業員数 9人 ）

正社員 03100- 2316201 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)7時45分～16時30分

157,300円～200,000円

（従業員数 22人 ）

正社員 03100- 2306701 就業場所岩手県九戸郡洋野町

月給 普通自動車運転免許　　あれば尚可

不問 (1)8時00分～17時00分

156,000円～220,000円

（従業員数 3人 ）

正社員 03100- 2317501 就業場所岩手県九戸郡野田村

月給 変形（1年単位）

不問

139,000円～144,000円

ホームヘルパー２級

（従業員数 38人 ） 介護職員初任者研修修了者

正社員以外 03100- 2294501 就業場所岩手県久慈市 介護福祉士

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～300,000円 ２級土木施工管理技士

車両系建設機械（基礎工事用）運転技能者

（従業員数 14人 ）

正社員 03100- 2304101 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）

181,600円～272,400円 ２級管工事施工管理技士

車両系建設機械（基礎工事用）運転技能者

（従業員数 14人 ）

正社員 03100- 2305401 就業場所岩手県久慈市

月給 変形（1ヶ月単位）

59歳以下 (1)8時00分～17時00分

164,200円～220,000円 (2)9時00分～13時00分

栄養士

（従業員数 30人 ）

正社員 03100- 2297601 就業場所岩手県久慈市

月給 普通自動車運転免許　　必須

64歳以下 (1)9時00分～18時00分

200,100円～294,500円

準中型自動車免許

（従業員数 25人 ）

正社員 03100- 2301301 就業場所岩手県久慈市

所在地・就業場所

医療事務（洋野町種市） 株式会社　ニチイ学館
盛岡支店

岩手県盛岡市盛岡駅西通２－９
－１　マリオスビル１２Ｆ

雇用期間の定めなし

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ヶ月以上）

歯科衛生士 やまぐち歯科医院
山口　一徳

岩手県久慈市中央２丁目１６

雇用期間の定めなし

土木施工管理技術者

作業員兼集金・営業担当 有限会社　北桜堂新社 岩手県久慈市十八日町２丁目１
５番地

雇用期間の定めなし

建築施工管理者 株式会社　はやし工業 岩手県九戸郡洋野町阿子木１２
－３３－２３０

雇用期間の定めなし 60歳以上
歓迎求人

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ヶ月以上）

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

養豚飼育作業員 株式会社　のだファーム 岩手県九戸郡野田村大字野田第
２０地割１０

雇用期間の定めなし

養豚飼育管理 農事組合法人　八幡平
ファーム

岩手県九戸郡洋野町阿子木第１
２地割３３番地１２７

雇用期間の定めなし

株式会社　ＴＹＣ 岩手県久慈市夏井町大崎第１０
地割１９－２

雇用期間の定めなし

通所介護職員 株式会社　ジャストハー
ツ

岩手県久慈市長内町第２９地割
６－６

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

8時30分～18時30分の間
の8時間

栄養士 社会福祉法人　旭町福祉
会

岩手県久慈市田屋町第２地割２
５番地３

雇用期間の定めなし

土木作業及び配管工（見習可） 株式会社　ＴＹＣ 岩手県久慈市夏井町大崎第１０
地割１９－２

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

車両系建設機械（整地・運搬・積
込用及び掘削用）運転技能者

セールスドライバー いわて生活協同組合　久
慈センター

岩手県久慈市新井田第３地割９
８－１

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 普通自動車運転免許　　必須

不問 (1)8時30分～17時30分 （AT限定不可）

154,000円～165,000円

危険物取扱者（丙種）

（従業員数 3人 ） 危険物取扱者（乙種）

正社員以外 03100- 2302601 就業場所岩手県久慈市 危険物取扱者（甲種）

月給 普通自動車運転免許　　必須

59歳以下 (1)9時00分～18時00分

229,000円～253,000円

（従業員数 23人 ）

正社員 04010-46024001 就業場所岩手県久慈市

月給 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）

350,000円～500,000円

２級土木施工管理技士

（従業員数 20人 ） １級土木施工管理技士

正社員 09080- 3445301 就業場所岩手県久慈市

時給 交替制あり 普通自動車運転免許　　必須

不問 (1)9時00分～13時00分

800円～850円 (2)9時00分～15時00分

(3)9時00分～16時00分

（従業員数 3人 ）

パート労働者 03010-18156601 就業場所岩手県久慈市

時給 交替制あり

不問 (1)8時30分～16時30分

850円～850円 (2)8時30分～12時00分

（従業員数 3人 ）

パート労働者 03100- 2298901 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

800円～990円

（従業員数 31人 ）

パート労働者 03100- 2296301 就業場所岩手県九戸郡野田村

時給

不問

1,000円～1,500円

歯科衛生士

（従業員数 9人 ）

パート労働者 03100- 2314701 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

不問 (1)8時30分～16時30分

950円～1,400円 (2)9時00分～17時00分

管理栄養士

（従業員数 43人 ） 栄養士

パート労働者 03100- 2313401 就業場所岩手県九戸郡野田村

時給

不問 (1)12時30分～20時30分

800円～800円 (2)15時30分～20時30分

（従業員数 23人 ）

パート労働者 03100- 2312101 就業場所岩手県久慈市

時給

不問 (1)10時00分～16時00分

810円～810円

（従業員数 33人 ）

パート労働者 03100- 2315801 就業場所岩手県久慈市

レジ・品出し【パート】 株式会社　マルイチマル
シェ久慈店

岩手県久慈市門前第６地割６５
番

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

事務員 東北電力ネットワーク
株式会社　久慈電力セン
ター

岩手県久慈市門前第４地割１番
地１号

雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）

歯科衛生士 やまぐち歯科医院
山口　一徳

岩手県久慈市中央２丁目１６

雇用期間の定めなし

8時30分～18時00分の間
の4時間以上

栄養士又は管理栄養士 社会福祉法人　健慈会 岩手県九戸郡野田村大字玉川第
５地割４５－２２

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

又は9時00分～16時00分
の間の5時間程度

清掃員（久慈恵愛病院）【請】 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

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

調理補佐 株式会社　のだむら 岩手県九戸郡野田村大字野田第
３１地割３１－１

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

6時00分～21時00分の間
の6時間程度

病院内の売店販売員（久慈市） ワタキューセイモア　株
式会社　盛岡営業所

岩手県盛岡市中太田泉田６６－
１１

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

土木施工管理技士 株式会社ＨＲＳ 栃木県大田原市前田８４８－２
５

雇用期間の定めなし

管理職候補 東洋ワークセキュリティ
株式会社

宮城県仙台市青葉区国分町１丁
目７－１８　白蜂広瀬通ビル２
階

雇用期間の定めなし

灯油配達員 カメイ株式会社　八戸支
店　久慈営業所

岩手県久慈市長内町第３５地割
１番地１５

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）
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