
◎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！！～

℡ 利用
時間

12月18日(金)発行

 次回予定日

12月25日(金)10時

　ハローワーク久慈からの
お 知 ら せ

【久慈市】
・久慈地域雇用創造協議会（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障害者就労支援施設みずき園

・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

【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）

○毎週火曜日 ９：３０～１７：００（受付１６：００まで）
（１２：００～１３：００を除く）

○相 談 内 容 「解雇」「賃金不払い」などの労働条件に関すること

のほか「就業規則作成・見直し」「各種労使協定書の

作成」など幅広い相談をお受けしております。

二戸労働基準監督署

http://www.irasutoya.com/2013/08/blog-post_3185.html
http://www.irasutoya.com/2013/07/blog-post_6678.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 01040-13841101 就業場所岩手県九戸郡洋野町

営業スタッフ（正社員：久慈店） 月給 変形（1年単位） 普通自動車運転免許　　必須

61歳以下 (1)9時00分～18時00分 （AT限定不可）

160,000円～200,000円

中型自動車免許

（従業員数 14人 ）

正社員 03010-23598501 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

59歳以下 (1)9時00分～18時00分

142,065円～160,000円 (2)10時15分～19時00分

（従業員数 12人 ）

正社員 03010-23549501 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)9時30分～18時30分

160,000円～210,000円

（従業員数 2人 ）

正社員以外 03010-23612301 就業場所岩手県久慈市

日給 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）

184,000円～253,000円 (2)7時30分～16時30分

(3)8時00分～15時00分 中型自動車免許

（従業員数 3人 ） ８トン限定中型自動車免許

正社員 03100- 2948501 就業場所岩手県九戸郡野田村

時給 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）

170,688円～221,895円 (2)8時00分～17時30分

(3)8時15分～17時00分 大型自動車免許

（従業員数 41人 ） フォークリフト運転技能者

正社員以外 03100- 2953701 就業場所岩手県下閉伊郡普代村

時給 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）

139,965円～157,033円 (2)8時00分～17時30分

(3)8時15分～17時00分

（従業員数 41人 ）

正社員以外 03100- 2954801 就業場所岩手県下閉伊郡普代村

時給 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

154,755円～222,300円 (2)8時00分～17時30分

(3)8時15分～17時00分

（従業員数 41人 ）

正社員以外 03100- 2955201 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～17時00分

141,672円～162,154円 (2)8時00分～17時30分

(3)8時15分～17時00分

（従業員数 41人 ）

正社員以外 03100- 2956501 就業場所岩手県下閉伊郡普代村

時給 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

149,523円～179,394円 (2)8時00分～17時30分

(3)8時15分～17時00分 大型自動車免許

（従業員数 41人 ） フォークリフト運転技能者

正社員以外 03100- 2957001 就業場所岩手県下閉伊郡普代村

生産管理者（幹部候補として） 時給 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

154,473円～221,895円 (2)8時00分～17時30分

(3)8時15分～17時00分 大型自動車免許

（従業員数 41人 ） フォークリフト運転技能者

正社員 03100- 2958301 就業場所岩手県下閉伊郡普代村

理学療法士または作業療法士 月給

59歳以下 (1)8時30分～17時30分

175,700円～395,600円

理学療法士

（従業員数 80人 ） 作業療法士

正社員 03100- 2962801 就業場所岩手県久慈市

月給

59歳以下 (1)8時30分～17時30分

187,000円～395,600円

薬剤師

（従業員数 80人 ）

正社員 03100- 2963201 就業場所岩手県久慈市

工場内作業員または伐採作業員 日給 普通自動車運転免許　　必須

64歳以下 (1)7時00分～16時00分

135,200円～191,360円

（従業員数 14人 ） その他の免許資格

正社員 03100- 2976901 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

不問 (1)7時00分～16時00分

170,000円～250,000円 (2)9時00分～18時00分

（従業員数 54人 ）

正社員以外 03100- 2945701 就業場所岩手県九戸郡野田村

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

店舗事務（久慈日産） 日産プリンス岩手販売
株式会社

岩手県盛岡市津志田町１丁目
１－２０

雇用期間の定めなし

トヨタカローラ岩手　株
式会社

岩手県盛岡市上堂４丁目６－
５

雇用期間の定めなし

現場作業員 有限会社　櫻庭石材店 岩手県九戸郡野田村大字野田
第３３地割１１－５

雇用期間の定めなし

店頭アドバイザー（久慈店）
【女性限定求人】

株式会社　ロクイチマル
企画

岩手県盛岡市東安庭１丁目２
２－１８

雇用期間の定めなし

鮮魚、水産加工品の配送等 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

鮮魚の集荷、運搬業務および水
産加工品選別箱詰作業

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

鮮魚、水産物加工、箱詰作業 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

機械及び備品の整備 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

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

営業（見習い） 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

薬剤師 久慈恵愛病院 岩手県久慈市湊町第１７地割
１００番地

雇用期間の定めなし

久慈恵愛病院 岩手県久慈市湊町第１７地割
１００番地

雇用期間の定めなし

支配人候補社員 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ヶ月未満）

有限会社　丸與木材店 岩手県久慈市川貫第７地割５
９－５

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
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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)9時00分～18時00分

137,600円～137,600円

（従業員数 54人 ）

正社員以外 03100- 2946801 就業場所岩手県九戸郡野田村

月給 変形（1年単位）

不問 (1)6時40分～16時05分

190,960円～190,960円

（従業員数 80人 ）

正社員 03100- 2980501 就業場所岩手県久慈市

月給 交替制あり

不問 (1)7時30分～16時00分

157,277円～160,000円 (2)8時30分～17時30分

(3)8時30分～12時00分

（従業員数 7人 ）

正社員 03100- 2978401 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00分～17時30分

160,000円～160,000円

（従業員数 1人 ）

正社員以外 03100- 2968901 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

64歳以下 (1)8時00分～16時45分 （AT限定不可）

208,800円～255,200円 (2)8時00分～16時30分

（従業員数 10人 ）

正社員 03100- 2961701 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

不問 (1)8時00分～17時00分 （AT限定不可）

165,000円～165,000円 (2)9時00分～18時00分

社会福祉士

（従業員数 10人 ） 介護支援専門員（ケアマネージャー）

正社員 03100- 2965001 就業場所岩手県久慈市 精神保健福祉士

月給 普通自動車運転免許　　必須

不問 (1)8時00分～17時00分

145,000円～185,000円

ホームヘルパー２級

（従業員数 7人 ） 介護職員初任者研修修了者

正社員 03100- 2952401 就業場所岩手県九戸郡洋野町 介護福祉士

日給 柿木畜産　　柿木　敏由貴 普通自動車運転免許　　必須

40歳以下 (1)8時00分～17時30分 （AT限定不可）

157,500円～202,500円

（従業員数 5人 ）

正社員 03100- 2950901 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　　あれば尚可

64歳以下 (1)8時00分～17時00分

352,427円～565,213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 04010-60116501 就業場所岩手県久慈市

日給 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

216,000円～360,000円

（従業員数 3人 ）

正社員 09080- 4617701 就業場所岩手県久慈市

時給

64歳以下 (1)8時00分～17時00分

343,360円～389,760円

（従業員数 3人 ） 床上操作式クレーン運転技能者

正社員 09080- 4618801 就業場所岩手県久慈市 その他の定置・建設機械の運転関係資格

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- 4620001 就業場所岩手県久慈市

月給 フレックス 普通自動車運転免許　　必須

不問 (1)7時00分～22時00分

300,000円～400,000円

危険物取扱者（乙種）

（従業員数 11人 ） 小型船舶操縦士

正社員以外 12010-34570401 就業場所岩手県久慈市

時給

不問 (1)7時15分～17時00分

825円～825円 (2)7時15分～16時30分

(3)7時30分～16時30分

（従業員数 6人 ）

パート労働者 02020-15958001 就業場所岩手県九戸郡洋野町

時給 普通自動車運転免許　　必須

不問 (1)9時00分～16時00分

861円～861円

（従業員数 12人 ）

パート労働者 03010-23552101 就業場所岩手県久慈市

店舗事務（久慈日産） 日産プリンス岩手販売
株式会社

岩手県盛岡市津志田町１丁目
１－２０

雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）

又は9時00分～18時00分
の間の6時間程度

病院清掃員（種市病院） 株式会社清掃プラザ 青森県八戸市城下四丁目１２
－１３

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

生鳥処理加工 有限会社　タニムラフー
ドサービス

岩手県久慈市長内町第２０地
割８４番地３

雇用期間の定めなし

販売員 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ヶ月未満）

墓石の営業販売員 有限会社　泉山石材店 岩手県久慈市長内町第３２地
割１番地９

雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）

医療事務 医療法人　しろと内科循
環器科クリニック

岩手県久慈市田屋町第１地割
３５番地１

雇用期間の定めなし

生活相談員 株式会社　平谷商店 岩手県久慈市長内町第２１地
割８１－２

雇用期間の定めなし

集材作業（オペレーター） 上山林業　有限会社 岩手県久慈市山形町川井第１
７地割２３－１５７

雇用期間の定めなし

作業員 岩手県久慈市山形町小国第８
地割１４番地５

雇用期間の定めなし

訪問介護職員 株式会社　杉下
Ｎｅｘｔ　ケア・サポー
トひろの　指定訪問介護
事業所

岩手県九戸郡洋野町種市第３
７地割１１１番地２３

雇用期間の定めなし

雇用期間の定めなし

土木施工管理補助（岩手県久慈
市現場）

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

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

防災船運行管理業務等に係わる
管理担当者

出光エンジニアリング株
式会社

千葉県千葉市美浜区中瀬２－
６－１　ワールドビジネス
ガーデン
マリブイースト３４Ｆ

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－
２５

雇用期間の定めなし

重機オペレーター 株式会社ＨＲＳ 栃木県大田原市前田８４８－
２５

雇用期間の定めなし

土木作業員 株式会社ＨＲＳ 栃木県大田原市前田８４８－
２５
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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

64歳以下 (1)9時00分～16時00分

800円～1,000円

（従業員数 19人 ）

パート労働者 03100- 2970801 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～17時00分 （AT限定不可）

950円～1,200円 (2)7時30分～16時30分

(3)8時00分～15時00分 ８トン限定中型自動車免許

（従業員数 3人 ）

パート労働者 03100- 2947201 就業場所岩手県九戸郡野田村

時給

59歳以下 (1)8時30分～14時00分

830円～830円

（従業員数 20人 ）

パート労働者 03100- 2966301 就業場所岩手県久慈市

チキン製造スタッフ（パート） 時給

59歳以下

900円～900円

（従業員数 573人 ）

パート労働者 03100- 2974301 就業場所岩手県久慈市

時給 交替制あり

不問 (1)10時00分～19時00分

800円～800円 (2)10時00分～14時00分

(3)15時00分～19時00分 調理師

（従業員数 39人 ）

パート労働者 03100- 2943101 就業場所岩手県久慈市

時給

不問 (1)7時30分～10時00分

1,000円～1,000円 (2)14時30分～17時00分

大型自動車免許

（従業員数 33人 ）

パート労働者 03100- 2982301 就業場所岩手県久慈市

時給

18歳以上

800円～800円
調理師

（従業員数 40人 ）

パート労働者 03100- 2981001 就業場所岩手県久慈市

時給 交替制あり

不問 (1)6時00分～15時00分

793円～950円 (2)15時00分～22時00分

（従業員数 7人 ）

パート労働者 03100- 2949001 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

1,000円～1,500円
ホームヘルパー２級

（従業員数 7人 ） 介護職員初任者研修修了者

パート労働者 03100- 2951101 就業場所岩手県九戸郡洋野町 介護福祉士

時給 交替制あり 普通自動車運転免許　　あれば尚可

59歳以下 (1)10時00分～15時00分

810円～810円 (2)14時00分～19時00分

(3)10時00分～19時00分

（従業員数 4人 ）

パート労働者 03100- 2960401 就業場所岩手県久慈市

日給

不問 (1)8時00分～17時00分

1,000円～1,250円 (2)18時00分～1時00分

（従業員数 14人 ）

パート労働者 03100- 2973001 就業場所岩手県九戸郡洋野町

時給

不問 (1)10時00分～15時00分

793円～793円

（従業員数 7人 ）

パート労働者 03100- 2979701 就業場所岩手県久慈市

時給

不問

800円～800円

（従業員数 57人 ）

パート労働者 03100- 2972501 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

850円～900円

（従業員数 3人 ）

パート労働者 03100- 2971201 就業場所岩手県九戸郡洋野町

通院付き添いスタッフ なもなも　　小柏匡慎 岩手県九戸郡洋野町種市第３
２地割１１７番地１

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

10時00分～18時00分の
間の4時間程度

【障】作業員／縫製補助 合同会社　ｍａｍ’ｓ
ｈｕｇ

岩手県久慈市長内町第１３地
割１２－２１

雇用期間の定めなし

食品担当者（７：３０～）
（ジョイス久慈中の橋店）

株式会社　ベルジョイス
久慈中の橋店

岩手県久慈市新中の橋第３７
地割６３番１号

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

7時30分～13時00分の間
の4時間以上

販売員 クラフトハートトーカイ
久慈店　　堀越　律子

岩手県久慈市長内町第３０地
割３４－１

雇用期間の定めなし

一般作業員 株式会社　ＦＴ洋野 岩手県九戸郡洋野町種市第７
地割１２４番地６

雇用期間の定めなし

販売員 ファミリーマート久慈大
川目店　下舘　鶴美

岩手県久慈市大川目町第１４
地割６６番地４

雇用期間の定めなし

株式会社　杉下
Ｎｅｘｔ　ケア・サポー
トひろの　指定訪問介護
事業所

訪問介護員【アルバイト可】 岩手県九戸郡洋野町種市第３
７地割１１１番地２３

雇用期間の定めなし

8時00分～17時00分の間
の6時間程度

パート教職員（運転手等） 学校法人　東北文化学園
大学　幼保連携型認定こ
ども園　久慈幼稚園

岩手県久慈市本町３丁目１１
番地

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

朝食調理係 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）

4時00分～9時00分の間
の4時間程度

株式会社　十文字チキン
カンパニー　久慈工場

岩手県久慈市小久慈町第６３
地割１６番地１

雇用期間の定めなし

8時00分～17時20分の間
の4時間以上

調理補助員 社会福祉法人　慈恵会
特別養護老人ホーム　和
光苑

岩手県久慈市長内町第４６地
割２番地１１

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

現場作業員（パート） 有限会社　櫻庭石材店 岩手県九戸郡野田村大字野田
第３３地割１１－５

雇用期間の定めなし

レジ係（久慈店） 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

事務職 第一石油　株式会社 岩手県久慈市新中の橋第４地
割３１番地１

雇用期間の定めなし
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