
◎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）

11月20日(金)発行
 次回予定日

11月27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

ハローワークのサービス

ハローワークでは、みなさまの就職活動を支援するため、次のサービスを行っています。

◆求職活動を全面的にバックアップします。
求職活動の進め方、求人情報の入手方法や検索方法、応募書類の添削指導など、あなたの仕事への興味・関心、経験・能力に

合った仕事探しを支援します。

◆求人情報を提供します。
ハローワーク職員が一緒になって希望条件に合う求人を探して提供し、きめ細かな職業相談を行っています。

また、求人情報はハローワークの窓口だけでなく、ハローワーク内に設置されたパソコン（検索・登録用端末）で検索することもできます。

ご自宅のパソコンやタブレット、スマートフォンからも検索できます（ハローワークインターネットサービス）。

◆求人票の条件を確認します。
希望する職種に応じて、学歴や経験、資格等の募集条件について確認します。場合によっては、求人条件を緩和・拡充することを求

人事業所に提案しています。

◆応募書類の作成や面接に向けた準備への支援を行います。
ご希望に応じて、履歴書や職務経歴書といった応募書類の添削指導や、面接のマナー・心構えについてアドバイスし、また、実際の場

面を想定した模擬面接を行っています。

◆就職のための各種支援セミナーを実施します。
就職活動をスタートするためのセミナー、応募書類の作成や面接対策のためのセミナーを実施しています。

◆スキルアップのための職業訓練（ハロートレーニング）をご案内します。
就職に必要な技術や技能を身につけてスキルアップしたいという方には、様々な職業訓練コースを案内し、受講のあっせんを行ってい

ます。

公的職業訓練（ハロートレーニング）は、ハローワーク内にあるパソコン（検索・登録端末）で検索することもできます。また、ご自宅のパソ

コンやタブレット、スマートフォンからも検索できます。

◆応募する求人事業所にご紹介します。
応募したい求人が決まれば窓口で「紹介状」をお渡しします。ハローワーク職員が求人事業所に連絡して応募方法、面接日時や場所

をご案内します。

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ヶ月単位）

18歳～59歳 (1)8時30分～17時15分

149,600円～149,600円 (2)16時30分～1時15分

(3)0時30分～9時15分 ２級ボイラー技士

（従業員数 11人 ） 危険物取扱者（乙種）

正社員 03010-21784901 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

352,427円～565,213円
１級建築施工管理技士

（従業員数 5人 ） ２級建築施工管理技士

正社員 03010-21536701 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30分～17時30分

352,427円～565,213円 (2)9時00分～17時30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 03010-21625801 就業場所岩手県久慈市 １級建築施工管理技士

月給 普通自動車運転免許　　必須

59歳以下 (1)13時00分～21時00分 （AT限定不可）

180,510円～180,510円
８トン限定中型自動車免許

（従業員数 14人 ）

正社員以外 03090- 2262901 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

62歳以下 (1)9時00分～18時00分

160,000円～250,000円

（従業員数 3人 ）

正社員 03100- 2729201 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

133,135円～156,438円

（従業員数 14人 ）

正社員以外 03100- 2725101 就業場所岩手県下閉伊郡普代村

月給

不問 (1)8時30分～17時15分

145,500円～182,300円

（従業員数 484人 ）

正社員以外 03100- 2720501 就業場所岩手県久慈市

月給

不問 (1)8時30分～17時15分

131,500円～168,900円

（従業員数 484人 ）

正社員以外 03100- 2737801 就業場所岩手県久慈市

時給

59歳以下 (1)9時25分～18時00分

137,760円～137,760円

（従業員数 8人 ）

正社員 03100- 2715601 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

45歳以下 (1)8時00分～17時00分

150,000円～220,000円 (2)8時00分～16時00分

（従業員数 40人 ）

正社員 03100- 2717101 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

150,000円～220,000円 (2)8時00分～16時00分

（従業員数 40人 ）

正社員 03100- 2718401 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

150,000円～220,000円 (2)8時00分～16時00分

（従業員数 40人 ）

正社員 03100- 2721001 就業場所岩手県下閉伊郡普代村

時給 変形（1年単位）

59歳以下 (1)8時00分～16時40分

137,388円～138,600円

（従業員数 46人 ）

正社員 03100- 2722301 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30分～17時30分

129,920円～141,897円 (2)7時30分～16時30分

(3)8時00分～17時00分 ホームヘルパー２級

（従業員数 30人 ） 介護職員初任者研修修了者

正社員以外 03100- 2731301 就業場所岩手県久慈市

時給

不問 (1)8時00分～17時00分

156,240円～156,240円

（従業員数 80人 ）

正社員 03100- 2736701 就業場所岩手県久慈市

月給

不問 (1)9時00分～17時45分

147,400円～183,800円

（従業員数 4人 ）

正社員以外 03100- 2738201 就業場所岩手県久慈市

建築施工管理【岩手県】 株式会社　ナスキー　盛
岡営業所

岩手県盛岡市本宮３丁目３－２
０

雇用期間の定めなし

所在地・就業場所

設備管理（久慈市） 協栄テックス　株式会社 岩手県盛岡市中央通３丁目３番
１号

雇用期間の定めなし

ルート配送員【アンカーキャス
ト：種市センター】

ヤマト運輸　株式会社
軽米支店

岩手県九戸郡軽米町大字上舘第
１５地割岩崎１２５－３

雇用期間の定めなし

土木技術者　【岩手県】 株式会社　ナスキー　盛
岡営業所

岩手県盛岡市本宮３丁目３－２
０

雇用期間の定めなし

接客係（くろさき荘） 普代村役場 岩手県下閉伊郡普代村第９地割
字銅屋１３番地２

雇用期間の定めなし

5時30分～21時00分の間
の7時間以上

一般事務 有限会社　嵯峨自動車商
会

岩手県久慈市新中の橋第３７地
割１０１－３

雇用期間の定めなし

医療技術助手 岩手県立久慈病院 岩手県久慈市旭町第１０地割１

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

医療クラーク 岩手県立久慈病院 岩手県久慈市旭町第１０地割１

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

加工員 株式会社　三陸水産 岩手県下閉伊郡普代村第５地割
字上の山９番地４

雇用期間の定めなし

販売員 株式会社　藤森　種市店 岩手県九戸郡洋野町種市第２３
地割２５

雇用期間の定めなし

事務員 株式会社　三陸水産 岩手県下閉伊郡普代村第５地割
字上の山９番地４

雇用期間の定めなし

市場仕入れ担当、営業職 株式会社　三陸水産 岩手県下閉伊郡普代村第５地割
字上の山９番地４

雇用期間の定めなし

介護員（元気の泉） 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

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

縫製オペレーター、検査、仕上オ
ペレーター

株式会社　アクティブ 岩手県久慈市侍浜町本町第９地
割５３－５２

雇用期間の定めなし

警察事務（警務課事務） 久慈警察署 岩手県久慈市川崎町２番１号

雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）

事務員及び販売員 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

2／3



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

62歳以下 (1)8時00分～17時00分

138,600円～162,000円

（従業員数 22人 ）

正社員以外 03100- 2723601 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

35歳以下 (1)8時45分～18時00分

179,000円～231,000円 (2)10時45分～20時00分

(3)12時00分～21時15分

（従業員数 1,779人 ）

正社員 15070-15755001 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00分～13時00分 （AT限定不可）

900円～900円
８トン限定中型自動車免許

（従業員数 14人 ）

パート労働者 03090- 2263101 就業場所岩手県九戸郡洋野町

時給 普通自動車運転免許　　あれば尚可

不問 (1)15時30分～17時30分

800円～850円
フォークリフト運転技能者

（従業員数 14人 ）

パート労働者 03090- 2264401 就業場所岩手県九戸郡洋野町

時給 普通自動車運転免許　　あれば尚可

不問 (1)7時00分～10時00分

850円～900円 (2)15時00分～18時00分

フォークリフト運転技能者

（従業員数 14人 ）

パート労働者 03090- 2267201 就業場所岩手県九戸郡洋野町

時給

不問 (1)8時30分～16時30分

905円～1,169円

（従業員数 60人 ）

パート労働者 03100- 2724901 就業場所岩手県下閉伊郡普代村

時給

不問 (1)10時00分～15時00分

800円～800円

（従業員数 9人 ）

パート労働者 03100- 2739501 就業場所岩手県久慈市

時給

不問 (1)9時30分～16時00分

900円～900円

（従業員数 18人 ）

パート労働者 03100- 2726401 就業場所岩手県久慈市

一般事務・パソコン操作補助（午前） 時給

不問 (1)8時45分～12時45分

900円～900円

（従業員数 18人 ）

パート労働者 03100- 2727701 就業場所岩手県久慈市

一般事務・パソコン操作補助（午後） 時給

不問 (1)12時30分～16時30分

900円～900円

（従業員数 18人 ）

パート労働者 03100- 2728801 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)14時00分～18時00分 （AT限定不可）

793円～793円

（従業員数 8人 ）

パート労働者 03100- 2740601 就業場所岩手県久慈市

時給

不問 (1)9時00分～17時30分

1,000円～1,100円

（従業員数 3人 ）

パート労働者 03100- 2730001 就業場所岩手県久慈市

時給

不問

900円～900円

（従業員数 60人 ）

パート労働者 03100- 2732601 就業場所岩手県久慈市

時給

不問

900円～900円

（従業員数 60人 ）

パート労働者 03100- 2733901 就業場所岩手県久慈市

時給

不問

900円～900円

（従業員数 60人 ）

パート労働者 03100- 2734101 就業場所岩手県久慈市

時給

不問

900円～900円

（従業員数 60人 ）

パート労働者 03100- 2735401 就業場所岩手県久慈市

食肉担当（ジョイス久慈長内店）
【短期アルバイト】

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ヶ月未満）

6時00分～19時00分の間
の4時間程度

レジ担当（ジョイス久慈長内店）
【短期アルバイト】

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ヶ月未満）

9時00分～19時00分の間
の4時間程度

青果担当（ジョイス久慈長内店）
【短期アルバイト】

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ヶ月未満）

6時00分～18時00分の間
の4時間程度

惣菜担当（ジョイス久慈長内店）
【短期アルバイト】

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ヶ月未満）

6時00分～16時00分の間
の4時間程度

運搬作業員 有限会社　Ｏ・Ｂ・Ｆの
だ

岩手県久慈市長内町第３７地割
１１－１

雇用期間の定めなし

一般事務 弁護士法人　空と海　久
慈事務所

岩手県久慈市川崎町１２－１８
ＹＫビル１階

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

久慈税務署 岩手県久慈市川崎町１５－１５

雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）

久慈税務署 岩手県久慈市川崎町１５－１５

雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）

ホール係 有限会社　千草 岩手県久慈市二十八日町一丁目
１０番地

雇用期間の定めなし

一般事務補助、受付事務補助、
データ入力事務補助

久慈税務署 岩手県久慈市川崎町１５－１５

雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）

仕分け作業員【短期アルバイト・
種市センター】

ヤマト運輸　株式会社
軽米支店

岩手県九戸郡軽米町大字上舘第
１５地割岩崎１２５－３

雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）

一般事務　（税務出納課） 普代村役場 岩手県下閉伊郡普代村第９地割
字銅屋１３番地２

雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）

集配ドライバー【パート・種市セ
ンター】

ヤマト運輸　株式会社
軽米支店

岩手県九戸郡軽米町大字上舘第
１５地割岩崎１２５－３

仕分け作業員【パート・種市セン
ター】

ヤマト運輸　株式会社
軽米支店

岩手県九戸郡軽米町大字上舘第
１５地割岩崎１２５－３

雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）

販売・店舗運営職（リージョナル
社員）

株式会社　コメリ 新潟県新潟市南区清水４５０１
番地１

雇用期間の定めなし

孵卵作業員 プライフーズ　株式会社
岩手孵卵場

岩手県九戸郡洋野町大野１４－
５

雇用期間の定めなし
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