
◎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16日(金)発行
 次回予定日

10月23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～ 

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～ 

面接会 １０：３０～ 

農事組合法人 八幡平ファーム 
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

月給 変形（1年単位） 普通自動車運転免許　　必須
30歳～39歳 (1)8時00分～17時00分 （AT限定不可）

220,000円～380,000円

２級土木施工管理技士

（従業員数 68人 ）

正社員 03100- 2480001 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

170,400円～213,000円

（従業員数 5人 ）

正社員 03100- 2481301 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)7時30分～16時30分 （AT限定不可）

173,600円～195,300円

大型自動車免許

（従業員数 26人 ） 中型自動車免許

正社員以外 03100- 2458901 就業場所岩手県久慈市 車両系建設機械（基礎工事用）運転技能者

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）

171,000円～205,200円

（従業員数 1人 ）

正社員 03100- 2470501 就業場所岩手県久慈市

月給 変形（1ヶ月単位）
不問 (1)7時00分～16時00分

156,000円～187,200円 (2)8時00分～17時00分

(3)8時30分～17時30分 保育士

（従業員数 19人 ） 幼稚園教諭免許（専修・１種・２種）

正社員以外 03100- 2452801 就業場所岩手県久慈市

日給
59歳以下 (1)8時00分～17時00分

152,000円～156,000円

（従業員数 17人 ）

正社員 03100- 2498001 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00分～17時30分

180,000円～200,000円

（従業員数 25人 ）

正社員 03100- 2469701 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

150,000円～250,000円

（従業員数 37人 ）

正社員 03100- 2467101 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）

157,500円～180,000円

（従業員数 21人 ）

正社員以外 03100- 2496201 就業場所岩手県久慈市

大型車両運転手および解体作業員 日給 変形（1ヶ月単位）
59歳以下 (1)8時00分～17時00分

211,500円～258,500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- 2497501 就業場所岩手県九戸郡洋野町 車両系建設機械（解体用）運転技能者

時給 変形（1年単位） 普通自動車運転免許　　必須
不問 (1)6時30分～15時00分

142,000円～150,625円 (2)11時30分～20時00分

（従業員数 40人 ）

正社員以外 03100- 2462501 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

153,720円～186,360円

（従業員数 40人 ）

正社員 03100- 2463001 就業場所岩手県久慈市

居宅介護支援事業所・介護支援専門員 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45分～17時30分

138,800円～200,700円
介護支援専門員（ケアマネージャー）

（従業員数 87人 ）

正社員 03100- 2450401 就業場所岩手県久慈市

月給 変形（1年単位）
64歳以下 (1)8時10分～17時10分

138,336円～160,000円

（従業員数 36人 ）

正社員 03100- 2495801 就業場所岩手県九戸郡洋野町

時給 変形（1年単位） 普通自動車運転免許　　必須
64歳以下 (1)7時00分～16時00分 （AT限定不可）

164,160円～164,160円 (2)7時30分～16時30分

(3)8時00分～17時00分 大型自動車免許

（従業員数 7人 ）

正社員 03100- 2455001 就業場所岩手県久慈市

ジャージ製品の外観検査・検品など 日給 変形（1年単位） 普通自動車運転免許　　あれば尚可

59歳以下 (1)8時15分～17時15分

136,840円～136,840円

（従業員数 33人 ）

正社員 03100- 2491901 就業場所岩手県下閉伊郡普代村

ジャージ製品の縫製（座りミシン） 日給 変形（1年単位） 普通自動車運転免許　　あれば尚可

59歳以下 (1)8時15分～17時15分

136,840円～136,840円

（従業員数 33人 ）

正社員 03100- 2492101 就業場所岩手県下閉伊郡普代村

所在地・就業場所

一般土木作業員 夏井建設　有限会社 岩手県久慈市夏井町早坂第１
地割３番地１９

雇用期間の定めなし

土木技術員 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

土木工事作業員 内田建設　内田　義明 岩手県久慈市田高１丁目３０

雇用期間の定めなし

砕石・砕砂プラント運転管理お
よび保守

株式会社　岩瀬張建設 岩手県久慈市小久慈町第３地
割２０

雇用期間の定めなし

と畜解体 久慈食肉事業協同組合 岩手県久慈市宇部町第１地割
５９－７

雇用期間の定めなし

保育士 社会福祉法人　川貫保育
会　認定こども園かわぬ
き

岩手県久慈市大沢第８地割１
０－８

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

自動車分解整備（見習可） 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

食肉解体 有限会社　久慈ミート 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

株式会社　ノブタ興業 岩手県九戸郡洋野町種市第５
１地割７２－４

雇用期間の定めなし

現場作業員（期間雇用） 株式会社　米内造園 岩手県久慈市大川目町第１２
地割６５－１

雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）

総合職 株式会社　久慈グランド
ホテル

岩手県久慈市川崎町１０－１
５

雇用期間の定めなし

9時00分～22時00分の間
の7時間以上

レストラン・ラウンジサービス
スタッフ

株式会社　久慈グランド
ホテル

岩手県久慈市川崎町１０－１
５

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

事務職 株式会社　岩本電機 岩手県九戸郡　洋野町種市第
１３地割４１－２５

雇用期間の定めなし

社団医療法人祐和会　介
護老人保健施設　欅の里

岩手県久慈市小久慈町第１６
地割１２－１

雇用期間の定めなし

株式会社　エヌエル
フォーティ

岩手県下閉伊郡普代村第２０
地割字馬場野４３－２

雇用期間の定めなし

ダンプ運転手 有限会社　澤里運輸 岩手県久慈市宇部町第７地割
７５－１１

雇用期間の定めなし

株式会社　エヌエル
フォーティ

岩手県下閉伊郡普代村第２０
地割字馬場野４３－２

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

日給 変形（1年単位） 普通自動車運転免許　　あれば尚可
59歳以下 (1)8時15分～17時15分

136,840円～136,840円

（従業員数 33人 ）

正社員 03100- 2493401 就業場所岩手県下閉伊郡普代村

月給
不問

140,000円～160,000円

（従業員数 25人 ）

正社員 03100- 2444801 就業場所岩手県九戸郡洋野町

日給 変形（1年単位） 普通自動車運転免許　　必須
30歳以下 (1)8時00分～17時00分 （AT限定不可）

166,000円～235,000円

（従業員数 18人 ）

正社員 03100- 2466901 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～18時00分 （AT限定不可）

185,600円～266,800円

（従業員数 2人 ）

正社員 03100- 2471001 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)10時00分～18時00分

150,000円～150,000円

（従業員数 8人 ）

正社員 03100- 2482601 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

162,144円～197,260円

（従業員数 66人 ）

正社員以外 03100- 2460801 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)7時00分～16時00分

162,144円～197,260円 (2)9時00分～18時00分

(3)10時00分～19時00分

（従業員数 66人 ）

正社員以外 03100- 2461201 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- 2490601 就業場所岩手県久慈市

月給 普通自動車運転免許　　必須
45歳以下 (1)8時30分～18時00分

150,000円～300,000円

（従業員数 5人 ）

正社員 03100- 2457601 就業場所岩手県久慈市

月給 交替制あり
65歳以下 (1)6時00分～15時00分

134,400円～167,000円 (2)13時00分～22時00分

(3)9時00分～18時00分

（従業員数 37人 ）

正社員 03100- 2459101 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
64歳以下 (1)8時00分～17時00分

140,000円～160,000円 (2)7時00分～16時00分

(3)10時00分～19時00分 介護福祉士

（従業員数 18人 ） ホームヘルパー２級

正社員 03100- 2489501 就業場所岩手県久慈市 介護職員初任者研修修了者

月給 普通自動車運転免許　　必須
64歳以下

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- 2447001 就業場所岩手県久慈市 保育士

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

201,600円～336,000円

（従業員数 17人 ）

正社員 03100- 2477701 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
64歳以下 (1)8時00分～17時00分

250,000円～420,000円

１級土木施工管理技士

（従業員数 17人 ） ２級土木施工管理技士

正社員 03100- 2478801 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)7時00分～16時00分 （AT限定不可）

180,000円～250,000円 (2)7時30分～16時30分 大型自動車免許

（従業員数 5人 ）

正社員 03100- 2443701 就業場所岩手県久慈市 ショベルローダー等運転技能者

月給 交替制あり 普通自動車運転免許　　必須
59歳以下 (1)9時00分～18時00分 （AT限定不可）

150,000円～200,000円

三級自動車整備士

（従業員数 2人 ） 二級自動車整備士

正社員 03100- 2488201 就業場所岩手県久慈市

月給 変形（1年単位）
59歳以下 (1)9時00分～19時00分

137,000円～160,000円

美容師

（従業員数 16人 ）

正社員 03100- 2475101 就業場所岩手県久慈市

車両系建設機械（整地・運搬・
積込用及び掘削用）運転技能者

生地の裁断オペレーター（延
反・ＣＡＭ）

株式会社　エヌエル
フォーティ

岩手県下閉伊郡普代村第２０
地割字馬場野４３－２

雇用期間の定めなし

配管工（見習い可） 有限会社　辰巳 岩手県久慈市川貫第７地割３
７

雇用期間の定めなし

フロント及びホール接客 大沢農村振興会　アグリ
パークおおさわ

岩手県九戸郡洋野町種市第６
９地割１６－１

雇用期間の定めなし

6時30分～22時00分の間
の8時間程度

販売 有限会社　北三陸天然市
場

岩手県久慈市長内町第２９地
割２９－５

雇用期間の定めなし

大工 タナカ建築　　　　田中
石男

岩手県久慈市夏井町閉伊口第
５地割５８番地２

雇用期間の定めなし

生活支援員（夜勤なし） 社会福祉法人　天神会
障害者支援施設　ひばり
療護園

岩手県久慈市天神堂第３２地
割８

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

デイサービス生活支援員 社会福祉法人　天神会
障害者支援施設　ひばり
療護園

岩手県久慈市天神堂第３２地
割８

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

パソコン保守・メンテナンス・
営業（本社）

合資会社　パステック 岩手県久慈市門前第２地割３
３番地１

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１
３地割２

雇用期間の定めなし

介護員 株式会社　久慈山形介護
センター

岩手県久慈市山形町川井第１
０地割５５－１

雇用期間の定めなし

介護員 社会福祉法人　琥珀会 岩手県久慈市小久慈町第１９
地割１１８－１

雇用期間の定めなし

一般作業員（土木・解体） 株式会社　さくら綜合企
画

岩手県九戸郡野田村大字野田
第２７地割１６０－１

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
３０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

現場作業及び事務処理 株式会社　緑生 岩手県久慈市侍浜町北野第３
地割９番地２

雇用期間の定めなし

土木施工管理技士 株式会社　さくら綜合企
画

岩手県九戸郡野田村大字野田
第２７地割１６０－１

雇用期間の定めなし

美容師アシスタント 美容室　銀のはさみ　増
山繁雄

岩手県久慈市長内町第３０地
割１８番２号

雇用期間の定めなし

自動車整備・清掃員 株式会社　カービュー
ティーサービス

岩手県久慈市新井田第３地割
９１番地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 変形（1年単位）
59歳以下 (1)9時00分～19時00分

180,000円～250,000円

美容師

（従業員数 16人 ）

正社員 03100- 2476401 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）

229,000円～343,500円

玉掛技能者

（従業員数 5人 ） 車両系建設機械（基礎工事用）運転技能者

正社員 04080- 3267601 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

820円～820円

（従業員数 16人 ）

パート労働者 01020-10514601 就業場所岩手県久慈市

時給
不問 (1)9時00分～16時00分

1,000円～1,200円

保育士

（従業員数 19人 ）

パート労働者 03100- 2451701 就業場所岩手県久慈市

時給
不問 (1)9時00分～14時00分

830円～830円

（従業員数 30人 ）

パート労働者 03100- 2448301 就業場所岩手県久慈市

時給
不問 (1)14時30分～18時30分

793円～793円

（従業員数 4人 ）

パート労働者 03100- 2453201 就業場所岩手県久慈市

時給 交替制あり
不問 (1)5時30分～14時30分

793円～1,000円 (2)9時30分～18時30分

調理師

（従業員数 4人 ）

パート労働者 03100- 2479201 就業場所岩手県九戸郡野田村

時給
不問

793円～793円

（従業員数 7人 ）

パート労働者 03100- 2486701 就業場所岩手県久慈市

時給
不問

830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- 2494701 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)15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- 2483901 就業場所岩手県下閉伊郡普代村

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- 2484101 就業場所岩手県下閉伊郡普代村

時給 普通自動車運転免許　　必須
不問

800円～850円

調理師

（従業員数 3人 ）

パート労働者 03100- 2446501 就業場所岩手県久慈市

時給
不問 (1)13時00分～17時00分

820円～820円 (2)17時00分～22時00分

（従業員数 16人 ）

パート労働者 03100- 2473601 就業場所岩手県久慈市

時給
18歳以上

830円～850円

（従業員数 27人 ）

パート労働者 03100- 2474901 就業場所岩手県久慈市

時給
不問 (1)9時00分～15時00分

810円～810円

（従業員数 33人 ）

パート労働者 03100- 2485401 就業場所岩手県久慈市

時給
不問 (1)9時00分～15時00分

810円～810円

（従業員数 33人 ）

パート労働者 03100- 2487801 就業場所岩手県久慈市

時給
不問 (1)12時00分～18時00分

800円～800円

（従業員数 15人 ）

パート労働者 21020- 9414301 就業場所岩手県久慈市

土木作業員 咲幸物産　株式会社 宮城県気仙沼市本吉町小金沢
１２３

雇用期間の定めなし

美容師スタイリスト 美容室　銀のはさみ　増
山繁雄

岩手県久慈市長内町第３０地
割１８番２号

雇用期間の定めなし

ピザの配達スタッフ（ピザ　テ
ン．フォー岩手久慈店）

株式会社　テンフォー 北海道函館市柏木町２４番１
９号

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

10時30分～22時00分の
間の2時間以上

保育士（パート） 社会福祉法人　川貫保育
会　認定こども園かわぬ
き

岩手県久慈市大沢第８地割１
０－８

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

青果の助手［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

歯科アシスタント 医療法人　二紀会　岩城
歯科医院

岩手県久慈市川崎町９－３１

雇用期間の定めなし

調理業務 有限会社　久慈医療サー
ビス

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）

店内清掃 株式会社　オフィス　Ｃ
ＯＥＵＲ

岩手県久慈市栄町第３２地割
８７番地６

雇用期間の定めなし 60歳以上
歓迎求人 8時00分～17時00分の間

の2時間程度

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
１１０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

牛の飼育作業（パート２） 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

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

調理員 合同会社　リモーネ 岩手県久慈市新井田第５地割
３０番地３

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

9時00分～13時00分の間
の3時間程度

販売員（アルバイト） 株式会社　ツルハ　ツル
ハドラッグ久慈店

岩手県久慈市長内町第２９地
割８番地１

雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）

ホール係、キッチン係 カッパ・クリエイト　株
式会社　かっぱ寿司久慈
店

岩手県久慈市長内町第３４地
割３－６

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

9時00分～0時00分の間
の2時間以上

販売員（Ｓｅｒｉａ　久慈
ショッピングセンター店）

株式会社　セリア 岐阜県大垣市外渕２丁目３８
番地

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

事務員【１１月１２日～】 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）

事務員【１１月４日～】 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）
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