
◎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）

５月２２日（金）発行

次回予定日

 　5月29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

１．職業相談には一定の時間を要します。

お待ちいただく時間は、日時によって変動しますので、時間に余裕を持って

ご相談いただきますようお願いいたします。

２．ご紹介の際には、先方（事業所）と連絡がつきにくい時間帯があります。

【事業所と連絡がつきにくい時間帯】

① ８：３０～ ９：００

② １２：００～１３：００

③ １７：００～１７：１５

予めご了承いただき、可能な限り上記の時間帯以外のご利用をお願いいたします。

当所では、窓口の混雑状況により、

９：００～１７：００の間のご利用をお勧め
しております。

私たち職員一同は、お客様の目線に立った懇切丁寧な職業相談に努めて参ります。

ハローワーク久慈

◆ハローワーク久慈は、平日８：３０から１７：１５まで開庁しております。

なお、以下につきまして、ご案内いたします。

http://www.irasutoya.com/2013/08/blog-post_3185.html
http://www.irasutoya.com/2013/07/blog-post_6678.html


年齢 賃金形態

職種 年齢制限該当事由 求人者名 就業時間 加入保険等 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
64歳以下 (1)8時00分～17時00分 （AT限定不可）

154,368円～200,800円

TEL 0194-55-3259 （従業員数 26人 ）

正社員 03100- 1196701 就業場所 岩手県久慈市

一般作業員（見習い可） 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 （AT限定不可）

178,960円～283,000円

大型自動車免許

TEL 0194-55-3259 （従業員数 26人 ） 玉掛技能者

正社員 03100- 1197801 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
64歳以下 (1)8時00分～17時00分 （AT限定不可）

226,100円～283,000円

玉掛技能者

TEL 0194-55-3259 （従業員数 26人 ）

正社員 03100- 1198201 就業場所 岩手県久慈市

建設機械オペレーター 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 （AT限定不可）

184,200円～258,440円

車両系建設機械（基礎工事用）運転技能者

TEL 0194-55-3259 （従業員数 26人 ） 大型自動車免許

正社員 03100- 1199501 就業場所 岩手県久慈市 玉掛技能者

土木技術者（見習い可） 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）

200,000円～350,000円

１級土木施工管理技士

TEL 0194-55-3259 （従業員数 26人 ） ２級土木施工管理技士

正社員 03100- 1200701 就業場所 岩手県久慈市 ２級建設機械施工技士

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00分～17時00分 （AT限定不可）

160,000円～250,000円

２級土木施工管理技士

TEL 0194-59-3754 （従業員数 26人 ）

正社員 03100- 1211501 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
59歳以下 (1)8時00分～17時00分 （AT限定不可）

160,000円～250,000円

２級土木施工管理技士

TEL 0194-59-3754 （従業員数 26人 ） １級土木施工管理技士

正社員 03100- 1213301 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)8時00分～17時00分 （AT限定不可）

173,000円～225,000円

１級土木施工管理技士

TEL 0194-52-3344 （従業員数 37人 ） ２級土木施工管理技士

正社員 03100- 1236501 就業場所 岩手県久慈市 厚生

日給 変形（1ヶ月単位） 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）

139,750円～215,000円

TEL 0194-52-3344 （従業員数 37人 ）

正社員 03100- 1237001 就業場所 岩手県久慈市

電気工事士（見習い可） 月給 変形（1年単位） 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）

152,000円～160,000円

TEL 0194-53-2931 （従業員数 14人 ）

正社員 03100- 1206601 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
59歳以下 (1)8時00分～17時30分 （AT限定不可）

140,000円～250,000円

TEL 0194-53-4733 （従業員数 11人 ）

正社員 03100- 1209401 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
59歳以下 (1)8時00分～17時00分

150,000円～280,000円

二級建築士

TEL 0194-52-0077 （従業員数 11人 ）

正社員 03100- 1256901 就業場所 岩手県久慈市

日給

(1)8時00分～17時00分

152,000円～156,000円

TEL 080-5732-3066（従業員数 17人 ）

正社員 03100- 1222901 就業場所 岩手県久慈市

日給 変形（1年単位）

64歳以下 (1)8時00分～17時30分

173,600円～260,400円

準中型自動車免許

TEL 0194-53-5951 （従業員数 40人 ） 車両系建設機械（基礎工事用）運転技能者

正社員 03100- 1253001 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～17時30分

195,300円～260,400円

TEL 0194-53-5951 （従業員数 40人 ）

正社員 03100- 1254301 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～17時30分 （AT限定不可）

195,300円～282,100円

その他の自動車等車両・船舶運転免許

TEL 0194-53-5951 （従業員数 40人 ）

正社員 03100- 1255601 就業場所 岩手県久慈市

月給

(1)8時30分～18時00分

170,000円～200,000円 (2)8時30分～12時00分

歯科衛生士

TEL 0194-53-0390 （従業員数 4人 ）

正社員 03100- 1201801 就業場所 岩手県久慈市

縫製工・裁断・出荷等 時給 変形（1年単位）

59歳以下 (1)8時30分～17時25分

137,144円～142,872円

TEL 0194-53-2281 （従業員数 15人 ）

正社員 03100- 1232401 就業場所 岩手県久慈市

外里建設　株式会社 岩手県久慈市大川目町第１４地割６３－６

外里建設　株式会社 岩手県久慈市大川目町第１４地割６３－６

営業職 株式会社　岩瀬張建設 岩手県久慈市小久慈町第３地割２０

軽作業員 外里建設　株式会社 岩手県久慈市大川目町第１４地割６３－６ 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

所在地・就業場所

型枠大工 外里建設　株式会社 岩手県久慈市大川目町第１４地割６３－６ 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

外里建設　株式会社 岩手県久慈市大川目町第１４地割６３－６ 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

土木技術職員 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・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

土木作業員（オペレーター、普
通作業員、型枠工）

兼田建設　株式会社 岩手県久慈市畑田第２６地割１３１ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

雇用期間の定めなし 定年を上限

土木技術者 兼田建設　株式会社 岩手県久慈市畑田第２６地割１３１ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

雇用期間の定めなし 定年を上限

営業 株式会社　共進設備 岩手県久慈市新中の橋第４地割３２－１４ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

雇用期間の定めなし 定年を上限

藤原電業　株式会社 岩手県久慈市中央１丁目３９ 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし キャリア形成

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・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし 不問

建築士（見習い可） 株式会社　サンホーム
ズ

岩手県久慈市川崎町１２－１４ 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

左官 有限会社　工藤左官工
業所

岩手県久慈市夏井町閉伊口第２地割５８－１ 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

土工 有限会社　工藤左官工
業所

岩手県久慈市夏井町閉伊口第２地割５８－１ 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

歯科衛生士 宮澤歯科医院　　小柳
寿美子

岩手県久慈市八日町１丁目３７ 雇用・労災

雇用期間の定めなし 不問

オペレーター 有限会社　工藤左官工
業所

岩手県久慈市夏井町閉伊口第２地割５８－１ 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

有限会社　いずみ 岩手県久慈市寺里２９地割３３ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

雇用期間の定めなし 定年を上限

車両系建設機械（整地・運搬・積込用及び
掘削用）運転技能者



年齢 賃金形態

職種 年齢制限該当事由 求人者名 就業時間 加入保険等 必要な免許資格

賃金

所在地・就業場所

時給 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30分～17時00分

134,695円～134,695円

TEL 0194-52-4415 （従業員数 18人 ）

正社員 03100- 1270001 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
(1)8時00分～17時00分 （AT限定不可）

166,500円～188,700円

１級土木施工管理技士

TEL 0194-53-5707 （従業員数 8人 ） ２級土木施工管理技士

正社員 03100- 1207901 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)9時00分～17時30分

134,190円～134,190円

日商簿記３級

TEL 0194-52-3471 （従業員数 7人 ） 簿記実務検定３級

正社員 03100- 1226801 就業場所 岩手県久慈市

日給 変形（1年単位）

59歳以下 (1)8時00分～17時00分

217,000円～314,650円

TEL 0194-52-1717 （従業員数 155人 ）

正社員 03100- 1259701 就業場所 岩手県久慈市

日給 変形（1年単位）

59歳以下 (1)8時00分～17時00分

217,000円～314,650円

TEL 0194-52-1717 （従業員数 155人 ）

正社員 03100- 1260501 就業場所 岩手県久慈市

日給 変形（1年単位）

59歳以下 (1)8時00分～17時00分

206,150円～314,650円

TEL 0194-52-1717 （従業員数 155人 ）

正社員 03100- 1261001 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
59歳以下 (1)8時00分～17時00分 （AT限定不可）

203,000円～283,000円

１級土木施工管理技士

TEL 0194-52-1717 （従業員数 155人 ） ２級土木施工管理技士

正社員 03100- 1262301 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
59歳以下 (1)8時00分～17時00分 （AT限定不可）

203,000円～283,000円

１級管工事施工管理技士

TEL 0194-52-1717 （従業員数 155人 ）

正社員 03100- 1263601 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
59歳以下 (1)8時00分～17時00分 （AT限定不可）

203,000円～283,000円

一級建築士

TEL 0194-52-1717 （従業員数 155人 ） １級建築施工管理技士

正社員 03100- 1264901 就業場所 岩手県久慈市

月給 変形（1年単位）

59歳以下 (1)8時10分～17時10分

137,600円～140,000円

TEL 0194-65-3930 （従業員数 36人 ）

正社員 03100- 1244501 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
35歳以下 (1)7時00分～16時00分

151,000円～238,200円 (2)7時30分～16時30分

(3)8時30分～17時30分 看護師

TEL 0194-72-2300 （従業員数 69人 ） 准看護師

正社員 03100- 1225701 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
(1)7時30分～17時00分 （AT限定不可）

151,900円～217,000円

TEL 0194-53-6100 （従業員数 31人 ）

正社員 03100- 1214601 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～18時00分

164,500円～250,000円

大型自動車免許

TEL 0194-75-4878 （従業員数 5人 ）

正社員 03100- 1243201 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～18時00分

162,900円～300,100円 (2)17時30分～9時30分

看護師

TEL 0194-67-5161 （従業員数 82人 ） 准看護師

正社員 03100- 1185101 就業場所 岩手県九戸郡洋野町

管理栄養士または栄養士 月給 普通自動車運転免許　　必須
59歳以下 (1)8時30分～17時30分

144,000円～195,500円 (2)9時00分～18時00分

管理栄養士

TEL 0194-67-5161 （従業員数 82人 ） 栄養士

正社員 03100- 1187701 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
59歳以下 (1)8時30分～17時30分

162,800円～230,000円

社会福祉士

TEL 0194-67-5161 （従業員数 82人 ） 精神保健福祉士

正社員 03100- 1188801 就業場所 岩手県九戸郡洋野町

警備員（久慈市内他） 日給 変形（1年単位） 普通自動車運転免許　　必須
18歳以上 (1)8時00分～17時00分

141,050円～217,000円

TEL 0194-75-3672 （従業員数 34人 ）

正社員 03100- 1277801 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
(1)8時30分～18時00分 （AT限定不可）

153,000円～480,000円

三級自動車整備士

TEL 0194-77-5668 （従業員数 21人 ） 大型自動車免許

正社員 03100- 1204001 就業場所 岩手県九戸郡洋野町

縫製工 株式会社　久慈ソーイ
ング

岩手県久慈市夏井町早坂第１地割６－１９ 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

会計業務および税理士
業務補助作業

和久喜美男　税理士事
務所

岩手県久慈市新中の橋第３７地割９６番地１２ 雇用・労災

雇用期間の定めなし 定年を上限

土木施工管理 有限会社　松川建設 岩手県久慈市長内町第２４地割８８ 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし 不問

鳶工 下舘建設　株式会社 岩手県久慈市長内町２４地割１６２ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

雇用期間の定めなし 定年を上限

鉄筋工 下舘建設　株式会社 岩手県久慈市長内町２４地割１６２ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

雇用期間の定めなし 定年を上限

土木技術職員 下舘建設　株式会社 岩手県久慈市長内町２４地割１６２ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

雇用期間の定めなし 定年を上限

鍛冶工 下舘建設　株式会社 岩手県久慈市長内町２４地割１６２ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

雇用期間の定めなし 定年を上限

建築士および建築施工
管理技士

下舘建設　株式会社 岩手県久慈市長内町２４地割１６２ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

雇用期間の定めなし 定年を上限

管工事施工技士 下舘建設　株式会社 岩手県久慈市長内町２４地割１６２ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

雇用期間の定めなし 定年を上限

看護師 社会福祉法人　山形福
祉会

岩手県久慈市山形町川井第１２地割５５番地１ 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし キャリア形成

製造事務員 株式会社　岩本電機 岩手県九戸郡　洋野町種市第１３地割４１－２
５

雇用・労災・健
康・厚生・財形

雇用期間の定めなし 定年を上限

牧場作業員 有限会社　田村牧場 岩手県久慈市侍浜町角柄第１１地割１１３ 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

土木作業員 久慈新港運輸　株式会
社

岩手県久慈市小久慈町第４０地割２０－６ 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし 不問

介護老人保健施設
ユートピア白滝

岩手県九戸郡洋野町中野第３地割３８－１８２ 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

看護師 介護老人保健施設
ユートピア白滝

岩手県九戸郡洋野町中野第３地割３８－１８２ 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

株式会社　平成ＧＵＡ
ＲＤ

岩手県久慈市栄町第３７地割７８－２ 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし 法令の規定によ
り年齢制限があ

る

支援相談員 介護老人保健施設
ユートピア白滝

岩手県九戸郡洋野町中野第３地割３８－１８２ 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

整備士 筑波重工　株式会社 岩手県九戸郡洋野町阿子木第１８地割３５番地
３２

雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし 不問



年齢 賃金形態

職種 年齢制限該当事由 求人者名 就業時間 加入保険等 必要な免許資格

賃金

所在地・就業場所

林業機械オペレーター 日給 変形（1年単位） 普通自動車運転免許　　必須
(1)8時00分～17時00分 （AT限定不可）

233,000円～291,250円 (2)8時00分～16時30分

車両系建設機械（整地・運搬・積込用及び
掘削用）運転技能者TEL 0194-58-2549 （従業員数 19人 ） 大型特殊自動車免許

正社員 03100- 1182301 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
(1)8時00分～17時00分 （AT限定不可）

244,650円～372,800円 (2)8時00分～16時30分

大型自動車免許

TEL 0194-58-2549 （従業員数 19人 ） 車両系建設機械（整地・運搬・積込用及び
掘削用）運転技能者正社員 03100- 1184901 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
(1)8時00分～17時00分 （AT限定不可）

198,050円～279,600円 (2)8時00分～16時30分

TEL 0194-58-2549 （従業員数 19人 ）

正社員 03100- 1186401 就業場所 岩手県久慈市

月給 交替制あり

45歳以下

150,320円～157,320円

TEL 0194-53-1900 （従業員数 6人 ）

正社員 03100- 1194101 就業場所 岩手県久慈市

食品製造及び工場管理 月給 交替制あり 普通自動車運転免許　　必須
(1)8時00分～17時00分

137,000円～160,000円 (2)9時00分～18時00分

TEL 0194-77-3003 （従業員数 11人 ）

正社員 03100- 1278201 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
59歳以下 (1)6時00分～15時00分

150,100円～183,000円 (2)8時00分～17時00分

(3)9時00分～18時00分 大型特殊自動車免許

TEL 0194-75-4666 （従業員数 40人 ） フォークリフト運転技能者

正社員 03100- 1266401 就業場所 岩手県九戸郡野田村

月給 変形（1ヶ月単位）

59歳以下

164,000円～228,400円

幼稚園教諭免許（専修・１種・２種）

TEL 0194-75-3862 （従業員数 30人 ） 保育士

正社員 03100- 1220301 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
59歳以下 (1)4時45分～13時45分

138,400円～205,000円 (2)7時00分～16時00分

(3)13時00分～22時00分 大型自動車免許

TEL 0194-75-4878 （従業員数 28人 ）

正社員 03100- 1242801 就業場所 岩手県九戸郡洋野町

月給 変形（1年単位）

59歳以下 (1)8時00分～17時00分

201,000円～241,000円

第二種電気主任技術者

TEL 0194-52-8851 （従業員数 59人 ）

正社員 03100- 1231101 就業場所 岩手県久慈市

相談員（デイサービス） 月給 普通自動車運転免許　　必須
64歳以下 (1)8時15分～17時15分 （AT限定不可）

169,800円～172,800円

介護福祉士

TEL 0194-75-4560 （従業員数 6人 ） 介護支援専門員（ケアマネージャー）

正社員 03100- 1247601 就業場所 岩手県九戸郡野田村 精神保健福祉士

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

TEL 0194-59-3754 （従業員数 26人 ） 中型自動車免許

正社員以外 03100- 1208101 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）

59歳以下 (1)7時30分～16時30分

173,600円～195,300円

大型自動車免許

TEL 0194-59-3754 （従業員数 26人 ） 車両系建設機械（基礎工事用）運転技能者

正社員以外 03100- 1210201 就業場所 岩手県久慈市

生産管理者（準社員） 時給 変形（1年単位） 普通自動車運転免許　　必須
40歳以下 (1)8時00分～17時00分

153,620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

TEL 0194-35-2661 （従業員数 34人 ） フォークリフト運転技能者

正社員以外 03100- 1235201 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　　あれば尚可
59歳以下 (1)8時00分～17時05分

137,600円～137,600円

TEL 0194-55-2234 （従業員数 72人 ）

正社員以外 03100- 1258401 就業場所 岩手県久慈市

時給 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）

138,880円～147,560円

TEL 0194-35-2233 （従業員数 15人 ）

正社員以外 03100- 1233701 就業場所 岩手県下閉伊郡普代村

レジ及び商品陳列担当 時給 普通自動車運転免許　　必須

138,880円～147,560円

TEL 0194-35-2233 （従業員数 15人 ）

正社員以外 03100- 1234801 就業場所 岩手県下閉伊郡普代村

時給 変形（1ヶ月単位） 普通自動車運転免許　　必須

132,720円～139,104円

ホームヘルパー２級

TEL 0194-68-5785 （従業員数 13人 ） 介護福祉士

正社員以外 03100- 1272601 就業場所 岩手県九戸郡洋野町

時給 交替制あり 普通自動車運転免許　　必須
(1)8時00分～17時00分

168,000円～218,400円

看護師

TEL 0194-68-5785 （従業員数 15人 ） 准看護師

正社員以外 03100- 1273901 就業場所 岩手県九戸郡洋野町

時給 交替制あり 普通自動車運転免許　　必須
(1)8時00分～17時00分

168,000円～218,400円 (2)9時00分～18時00分

看護師

TEL 0194-68-5785 （従業員数 11人 ） 准看護師

正社員以外 03100- 1274101 就業場所 岩手県九戸郡洋野町

看護師・准看護師
（和　内）

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・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし 不問

介護職（くるみ） 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・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし 不問

8時30分～18時00分の間の8時
間程度

看護師・准看護師
（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・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし 不問

鮮魚担当者 有限会社　マルコシ商
店

岩手県下閉伊郡普代村第１３地割字普代１４０
番地４

雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

有限会社　マルコシ商
店

岩手県下閉伊郡普代村第１３地割字普代１４０
番地４

雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし 不問

8時00分～20時30分の間の8時
間程度

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・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし キャリア形成

縫製工 ミドリ久慈衣料　株式
会社

岩手県久慈市大川目町１４地割６７番地１ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

雇用期間の定めなし 定年を上限

雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

ダンプ運転手 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・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

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

株式会社　木ノ下林業 岩手県久慈市侍浜町北野第３地割９－２ 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし 不問

伐木作業員 株式会社　木ノ下林業 岩手県久慈市侍浜町北野第３地割９－２ 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし 不問

運転手 株式会社　木ノ下林業 岩手県久慈市侍浜町北野第３地割９－２ 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし 不問

株式会社　ミナミ食品 岩手県九戸郡洋野町大野第５５地割３８－８ 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし 不問

調理及び接客（豪ーめ
ん久慈店）

株式会社　ファンフー
ドディレクト

岩手県久慈市本町３丁目２８ 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし キャリア形成

9時00分～22時30分の間の8時
間

雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

7時00分～20時00分の間の8時
間程度

燃料受入、保全、投入
業務職

株式会社　野田バイオ
パワーＪＰ

岩手県九戸郡野田村大字野田第２２地割５２番
地３

雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

企業組合労協センター
事業団　野田事業所

岩手県九戸郡野田村大字野田第２０地割２４－
１

雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

安全管理 北日本造船　株式会社
久慈工場

岩手県久慈市夏井町閉伊口８地割７４－１５ 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

牧場作業員 株式会社　久慈平岳牧
場

岩手県九戸郡洋野町大野第２６地割４０番地２ 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

保育教諭 社会福祉法人　旭町福
祉会

岩手県久慈市田屋町第２地割２５番地３



年齢 賃金形態

職種 年齢制限該当事由 求人者名 就業時間 加入保険等 必要な免許資格

賃金

所在地・就業場所

時給 交替制あり 普通自動車運転免許　　必須
59歳以下 (1)7時00分～16時00分

137,600円～146,200円 (2)8時30分～17時30分

(3)10時00分～19時00分

TEL 0194-69-1855 （従業員数 22人 ）

正社員以外 03100- 1250801 就業場所 岩手県九戸郡洋野町

時給 交替制あり 普通自動車運転免許　　必須
18歳以上 (1)7時00分～16時00分

141,880円～238,320円 (2)8時30分～17時30分

(3)10時00分～19時00分 介護職員初任者研修修了者

TEL 0194-65-6677 （従業員数 18人 ）

正社員以外 03100- 1221601 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
62歳以下 (1)8時00分～17時00分

138,600円～162,000円

TEL 0194-77-2777 （従業員数 22人 ）

正社員以外 03100- 1279501 就業場所 岩手県九戸郡洋野町

保育教諭（八木こども園） 月給 交替制あり

(1)7時30分～16時15分

161,500円～190,300円 (2)8時30分～17時15分

(3)9時45分～18時30分 保育士

TEL 0194-65-2111 （従業員数 12人 ） 幼稚園教諭免許（専修・１種・２種）

正社員以外 03100- 1240401 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
(1)8時00分～16時45分

154,504円～251,720円

自動二輪車免許

TEL 0194-53-3316 （従業員数 20人 ）

正社員以外 03100- 1191301 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
(1)8時00分～16時45分

154,504円～251,720円

自動二輪車免許

TEL 0194-53-3316 （従業員数 100人 ）

正社員以外 03100- 1192601 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
(1)8時00分～17時30分 （AT限定不可）

156,240円～156,240円

TEL 0194-53-2305 （従業員数 105人 ）

正社員以外 03100- 1183601 就業場所 岩手県久慈市

看護補助者（臨時職員） 時給

(1)8時30分～17時30分

136,120円～144,320円

TEL 0194-52-2311 （従業員数 80人 ）

正社員以外 03100- 1205301 就業場所 岩手県久慈市

月給 普通自動車運転免許　　あれば尚可

161,000円～164,000円

保育士

TEL 0194-53-5371 （従業員数 28人 ） 幼稚園教諭免許（専修・１種・２種）

正社員以外 03100- 1252501 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
(1)8時00分～17時00分

155,260円～170,100円 (2)8時00分～16時30分

中型自動車免許

TEL 0194-57-2212 （従業員数 14人 ）

正社員以外 03100- 1245001 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
18歳以上 (1)7時00分～16時00分

131,950円～160,370円 (2)9時30分～18時30分

(3)13時00分～22時00分

TEL 0194-72-2300 （従業員数 69人 ）

正社員以外 03100- 1223101 就業場所 岩手県久慈市

日給 普通自動車運転免許　　必須
(1)8時30分～17時30分

136,010円～164,430円

介護支援専門員（ケアマネージャー）

TEL 0194-72-2300 （従業員数 69人 ）

正社員以外 03100- 1224401 就業場所 岩手県久慈市

介護士（正社員以外） 月給 交替制あり 普通自動車運転免許　　必須
18歳以上 (1)6時30分～15時30分

136,600円～217,000円 (2)9時00分～18時00分

(3)10時30分～19時30分 介護福祉士

TEL 0194-67-5161 （従業員数 82人 ）

正社員以外 03100- 1189201 就業場所 岩手県九戸郡洋野町

調理員（正社員以外） 月給 交替制あり

(1)10時00分～19時00分

131,500円～157,000円 (2)5時00分～14時00分

(3)6時00分～15時00分 調理師

TEL 0194-67-5161 （従業員数 82人 ）

正社員以外 03100- 1190001 就業場所 岩手県九戸郡洋野町

建築大工（見習い可） 日給

(1)8時00分～18時00分

137,144円～282,100円

TEL 0194-77-2001 （従業員数 4人 ）

正社員以外 03100- 1238301 就業場所 岩手県九戸郡洋野町

日給 普通自動車運転免許　　必須
(1)8時15分～17時15分

127,032円～140,499円

ホームヘルパー２級

TEL 0194-61-3313 （従業員数 5人 ） 介護職員初任者研修修了者

正社員以外 03100- 1215901 就業場所 岩手県久慈市

介護員（ぎんたらす久慈） 日給 交替制あり 普通自動車運転免許　　必須
(1)7時00分～16時00分

127,032円～140,499円 (2)9時00分～18時00分

(3)10時30分～19時30分 ホームヘルパー２級

TEL 0194-61-3313 （従業員数 45人 ） 介護職員初任者研修修了者

正社員以外 03100- 1216101 就業場所 岩手県久慈市

日給 普通自動車運転免許　　必須
(1)8時30分～17時30分

140,097円～159,393円

その他の福祉・介護関係資格

TEL 0194-61-3313 （従業員数 45人 ）

正社員以外 03100- 1217401 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　　あれば尚可
(1)7時00分～16時00分

138,000円～160,000円 (2)9時00分～18時00分

(3)10時30分～19時30分 ホームヘルパー２級

TEL 0194-61-3917 （従業員数 8人 ） 介護職員初任者研修修了者

正社員以外 03100- 1283401 就業場所 岩手県久慈市

生活相談員兼事務員
（ぎんたらす久慈）

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１０５－１０ 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めあり（４ヶ月以
上）

不問

介護職 社会福祉法人　門前保
育会　グループホーム
やすらぎの里

岩手県久慈市新中の橋第４地割１２－２ 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めあり（４ヶ月以
上）

不問

介護員（大川目地区デイ
サービスセンター）

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１０５－１０ 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めあり（４ヶ月以
上）

不問

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１０５－１０ 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めあり（４ヶ月以
上）

不問

介護老人保健施設
ユートピア白滝

岩手県九戸郡洋野町中野第３地割３８－１８２ 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めあり（４ヶ月以
上）

不問

太内田建築　　　太内
田　利吉

岩手県九戸郡洋野町大野第２８地割４番地２ 雇用・労災

雇用期間の定めあり（４ヶ月以
上）

不問

介護支援専門員 社会福祉法人　山形福
祉会

岩手県久慈市山形町川井第１２地割５５番地１ 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めあり（４ヶ月以
上）

不問

介護老人保健施設
ユートピア白滝

岩手県九戸郡洋野町中野第３地割３８－１８２ 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めあり（４ヶ月以
上）

法令の規定によ
り年齢制限があ

る

伐採作業員 山根林産企業組合 岩手県久慈市山根町下戸鎖第５地割２７番地１ 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めあり（４ヶ月以
上）

不問

介護士 社会福祉法人　山形福
祉会

岩手県久慈市山形町川井第１２地割５５番地１ 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めあり（４ヶ月以
上）

法令の規定によ
り年齢制限があ

る

社団医療法人　祥和会
久慈恵愛病院

岩手県久慈市湊町第１７地割１００番地 雇用・労災・健
康・厚生・財形

雇用期間の定めあり（４ヶ月以
上）

不問

保育教輸 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・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めあり（４ヶ月以
上）

不問

7時00分～19時00分の間の7時
間以上

郵便配達（外務・久慈
郵便局）

久慈郵便局 岩手県久慈市中の橋１丁目４４ 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めあり（４ヶ月以
上）

不問

技術スタッフ 株式会社　細谷地 岩手県久慈市長内町第１７地割１００番地１０ 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めあり（４ヶ月以
上）

不問

洋野町役場 岩手県九戸郡洋野町種市第２３地割２７ 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めあり（４ヶ月以
上）

不問

郵便配達（外務・種市
郵便局）

久慈郵便局 岩手県久慈市中の橋１丁目４４ 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めあり（４ヶ月以
上）

不問

介護員（準社員・ほほ
えみ／夜勤なし）

株式会社　海山会 岩手県九戸郡洋野町種市第４１地割１５－２ 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし 法令の規定によ
り年齢制限があ

る

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・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

介護職員 グループホーム　みど
りの里　株式会社　藤
森

岩手県九戸郡洋野町種市第４０地割２２－２ 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限



年齢 賃金形態

職種 年齢制限該当事由 求人者名 就業時間 加入保険等 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
(1)8時15分～17時15分

132,720円～132,720円

TEL 0194-75-4560 （従業員数 6人 ）

正社員以外 03100- 1246301 就業場所 岩手県九戸郡野田村

日給

64歳以下 (1)6時00分～8時00分

1,000円～1,000円 (2)16時45分～17時50分

大型自動車免許

TEL 0194-59-3216 （従業員数 573人 ）

パート労働者 03100- 1241701 就業場所 岩手県久慈市

時給 普通自動車運転免許　　あれば尚可
(1)9時30分～16時00分

790円～790円

TEL 0194-52-4415 （従業員数 18人 ）

パート労働者 03100- 1269201 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
(1)8時30分～10時00分

1,200円～1,200円 (2)15時50分～17時40分

TEL 0194-52-4799 （従業員数 47人 ）

パート労働者 03100- 1248901 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
(1)8時30分～13時00分

790円～790円 (2)8時30分～14時00分

(3)13時00分～16時00分 調理師

TEL 0194-52-4799 （従業員数 47人 ）

パート労働者 03100- 1249101 就業場所 岩手県久慈市

時給 交替制あり

(1)9時30分～15時30分

840円～840円 (2)17時30分～21時30分

TEL 0194-53-1900 （従業員数 6人 ）

パート労働者 03100- 1193901 就業場所 岩手県久慈市

時給

(1)7時30分～10時00分

905円～968円

TEL 0194-52-2111 （従業員数 9人 ）

パート労働者 03100- 1267701 就業場所 岩手県久慈市

月給 普通自動車運転免許　　必須
(1)8時30分～16時30分

992円～1,400円 (2)9時00分～17時00分

介護支援専門員（ケアマネージャー）

TEL 0194-52-2111 （従業員数 27人 ）

パート労働者 03100- 1268801 就業場所 岩手県久慈市

月給 交替制あり

(1)8時20分～15時05分

819円～1,048円 (2)10時05分～16時50分

大型自動車免許

TEL 0194-58-3004 （従業員数 92人 ） ２級ボイラー技士

パート労働者 03100- 1227201 就業場所 岩手県久慈市

時給

900円～900円

幼稚園教諭免許（専修・１種・２種）

TEL 0194-53-5371 （従業員数 28人 ） 保育士

パート労働者 03100- 1251201 就業場所 岩手県久慈市

月給 普通自動車運転免許　　必須
(1)8時30分～16時45分

1,499円～1,499円

TEL 0194-53-4981 （従業員数 19人 ）

パート労働者 03100- 1239601 就業場所 岩手県久慈市

通所介護職員【パート】 時給 交替制あり 普通自動車運転免許　　あれば尚可

800円～900円

TEL 0194-75-4488 （従業員数 38人 ）

パート労働者 03100- 1257101 就業場所 岩手県久慈市

時給

1,000円～1,200円

保育士

TEL 0194-75-3862 （従業員数 30人 ）

パート労働者 03100- 1218701 就業場所 岩手県久慈市

時給 交替制あり

(1)8時00分～13時00分

920円～1,400円 (2)9時00分～14時00分

養護教諭免許（専修・１種・２種）

TEL 0194-75-3862 （従業員数 30人 ） 看護師

パート労働者 03100- 1219801 就業場所 岩手県久慈市 准看護師

時給

(1)10時00分～14時00分

800円～800円 (2)11時00分～16時00分

TEL 0194-61-3570 （従業員数 57人 ）

パート労働者 03100- 1265101 就業場所 岩手県久慈市 厚生

時給

18歳以上 (1)18時00分～22時30分

950円～950円

TEL 0194-61-3570 （従業員数 57人 ）

パート労働者 03100- 1282101 就業場所 岩手県久慈市

時給

800円～800円

TEL 0194-52-1730 （従業員数 60人 ）

パート労働者 03100- 1228501 就業場所 岩手県久慈市

時給

800円～800円

TEL 0194-52-1730 （従業員数 60人 ）

パート労働者 03100- 1229001 就業場所 岩手県久慈市

時給

800円～800円

TEL 0194-52-1730 （従業員数 60人 ）

パート労働者 03100- 1230901 就業場所 岩手県久慈市

レジ担当（ジョイス久
慈長内店）

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 労災

雇用期間の定めあり（４ヶ月以
上）

不問

9時00分～21時30分の間の2時
間以上

鮮魚担当（ジョイス久
慈長内店）

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 労災

雇用期間の定めあり（４ヶ月以
上）

不問

7時00分～15時00分の間の4時
間程度

食品担当者（１４：００～）
（ジョイス久慈長内店）

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 労災

雇用期間の定めあり（４ヶ月以
上）

不問

14時00分～19時00分の間の4
時間程度

惣菜担当者（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 労災

雇用期間の定めあり（４ヶ月以
上）

不問

又は7時30分～13時00分の間
の4時間程度

夜間管理担当者（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 労災

雇用期間の定めあり（４ヶ月以
上）

法令の規定によ
り年齢制限があ

る

保育補助 社会福祉法人　旭町福
祉会

岩手県久慈市田屋町第２地割２５番地３ 労災

雇用期間の定めあり（４ヶ月以
上）

不問

7時00分～19時00分の間の5時
間以上

養護教諭又は看護師又
は准看護師

社会福祉法人　旭町福
祉会

岩手県久慈市田屋町第２地割２５番地３ 雇用・労災

雇用期間の定めあり（４ヶ月以
上）

不問

技術指導員（林務部
会計年度任用職員）

県北広域振興局 岩手県久慈市八日町１丁目１番地 雇用・公災・健
康・厚生

雇用期間の定めあり（４ヶ月以
上）

不問

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・労災

雇用期間の定めあり（４ヶ月以
上）

不問

8時30分～18時30分の間の4時
間以上

運転技士兼ボイラー技士兼学校
技術員（会計年度任用職員）

岩手県立久慈拓陽支援
学校

岩手県久慈市侍浜町堀切第１０地割５６－４６ 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めあり（４ヶ月以
上）

不問

パート教職員 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・労災

雇用期間の定めあり（４ヶ月以
上）

不問

7時00分～19時00分の間の5時
間程度

保育補助及び用務員（久喜
保育園：会計年度任用）

久慈市役所 岩手県久慈市川崎町１－１ 労災

雇用期間の定めあり（４ヶ月以
上）

不問

主任介護支援専門員又
は、介護支援専門員

久慈市役所 岩手県久慈市川崎町１－１ 雇用・公災・健
康・厚生

雇用期間の定めあり（４ヶ月以
上）

不問

調理員 特定非営利活動法人
ファミリーサポートお
ひさま

岩手県久慈市栄町第３２地割３５番地１ 雇用・労災

雇用期間の定めなし 不問

接客スタッフ（豪ーめ
ん久慈店）

株式会社　ファンフー
ドディレクト

岩手県久慈市本町３丁目２８ 雇用・労災

雇用期間の定めなし 不問

又は9時30分～22時30分の間
の5時間程度

縫製工 株式会社　久慈ソーイ
ング

岩手県久慈市夏井町早坂第１地割６－１９ 雇用・労災

雇用期間の定めなし 不問

送迎車運転手 特定非営利活動法人
ファミリーサポートお
ひさま

岩手県久慈市栄町第３２地割３５番地１ 労災

雇用期間の定めなし 不問

支援員（サロン） 企業組合労協センター
事業団　野田事業所

岩手県九戸郡野田村大字野田第２０地割２４－
１

雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めあり（４ヶ月以
上）

不問

マイクロバス運転手 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 労災

雇用期間の定めなし 定年を上限


