
◎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）

7月10日（金）発行
 次回予定日

 7月17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

★ハローワーク久慈では、さまざまな職種の求人説明会・ミニ 

面接会等を開催しております。業務内容、実際の業務の様子など 

詳しく知り、今後の就職活動に役立てください。 
 

「求人説明会」・「ミニ面接会」予定 

※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７月１４日（火） 

１１：００～１１：３０ 

株式会社 十文字チキンカンパニー 

久慈工場 

求人説明会 ・ ミニ面接会 

令和２年７月２７日（月） 

説明会 １０：００～１０：３０ 

面接会 １０：３０～１２：００ 

農事組合法人 八幡平洋野牧場 
農事組合法人 ジョイフルファーム八幡平 

求人説明会 ・ ミニ面接会 

令和２年７月２９日（水） 

説明会 １０：００～１０：３０ 

面接会 １０：３０～１２：００ 

アクサ生命保険 株式会社 

盛岡営業所 久慈オフィス 

http://www.irasutoya.com/2013/08/blog-post_3185.html
http://www.irasutoya.com/2014/04/blog-post_7628.html
http://www.irasutoya.com/2013/07/blog-post_5717.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 必要な免許資格

賃金

月給 変形（1ヶ月単位）

18歳～64歳

146,700円～572,040円

（従業員数 223人 ）

正社員 02020- 8623101 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

40歳以下 (1)8時30分～17時30分 （AT限定不可）

149,200円～197,200円 (2)9時00分～17時00分

中型自動車免許

（従業員数 4人 ） ８トン限定中型自動車免許

正社員 03010-13080901 就業場所岩手県久慈市

月給 変形（1ヶ月単位）

不問

190,000円～210,000円

保育士

（従業員数 14人 ）

正社員以外 03010-13133501 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00分

158,200円～339,000円

（従業員数 48人 ）

正社員 03030- 1998701 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30分～17時30分 （AT限定不可）

160,000円～230,000円

中型自動車免許

（従業員数 5人 ） フォークリフト運転技能者

正社員 03040- 2985201 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00分～17時30分 （AT限定不可）

195,000円～320,000円

移動式クレーン運転士

（従業員数 5人 ） 中型自動車免許

正社員 03060- 3059501 就業場所岩手県久慈市 ２級建設機械整備技能士

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30分 （AT限定不可）

150,000円～245,000円

移動式クレーン運転士

（従業員数 5人 ） 中型自動車免許

正社員 03060- 3062101 就業場所岩手県久慈市 ２級建設機械整備技能士

月給 変形（1年単位）

不問 (1)8時00分～17時00分

275,000円～275,000円
その他の自動車等車両・船舶運転免許

（従業員数 122人 ）

正社員以外 03100- 1684101 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）

200,000円～250,000円

１級土木施工管理技士

（従業員数 100人 ）

正社員 03100- 1685401 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 (1)8時00分～17時00分

148,000円～165,600円

フォークリフト運転技能者

（従業員数 10人 ） ショベルローダー等運転技能者

正社員 03100- 1650401 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～17時00分 （AT限定不可）

151,900円～217,000円

二級自動車整備士

（従業員数 17人 ）

正社員 03100- 1649601 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）

156,000円～178,500円

三級自動車整備士

（従業員数 8人 ） 自動車検査員

正社員 03100- 1678801 就業場所岩手県久慈市 大型自動車免許

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）

141,050円～195,300円

準中型自動車免許

（従業員数 41人 ） 小型移動式クレーン運転技能者

正社員以外 03100- 1674901 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)8時00分～17時00分 （AT限定不可）

173,600円～217,000円

（従業員数 41人 ）

正社員以外 03100- 1675101 就業場所岩手県久慈市 大型特殊自動車免許

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）

159,000円～307,000円

１級土木施工管理技士

（従業員数 41人 ） ２級土木施工管理技士

正社員 03100- 1676401 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00分

135,090円～159,600円

フォークリフト運転技能者

（従業員数 30人 ）

正社員 03100- 1672301 就業場所岩手県九戸郡洋野町

加工員 株式会社　三浦商店 岩手県九戸郡洋野町種市１地割
１３７番地８２

雇用期間の定めなし

現場監督 北星鉱業　株式会社 岩手県久慈市川崎町１４－１０

雇用期間の定めなし

重機運転手 北星鉱業　株式会社 岩手県久慈市川崎町１４－１０

雇用期間の定めなし

土木作業員 北星鉱業　株式会社 岩手県久慈市川崎町１４－１０

雇用期間の定めなし

自動車及び建設機械の修理、点検
検査

株式会社　金子デーゼル
商会

岩手県久慈市大川目町第１地割
２０

雇用期間の定めなし

自動車整備士 久慈貨物運送　合資会社 岩手県久慈市湊町第１９地割２
０－５

雇用期間の定めなし

集成材加工員 岡野木材　株式会社 岩手県久慈市巽町一丁目２５番
地

雇用期間の定めなし

土木施工管理職 宮城建設　株式会社 岩手県久慈市新中の橋第４地割
３５番地３

雇用期間の定めなし

船舶機関士 宮城建設　株式会社 岩手県久慈市新中の橋第４地割
３５番地３

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

サービス（久慈営業所） 株式会社　セントラル 岩手県奥州市水沢工業団地１丁
目５

雇用期間の定めなし

メンテナンスエンジニア（久慈営
業所）

株式会社　セントラル 岩手県奥州市水沢工業団地１丁
目５

雇用期間の定めなし

サービスセールス（洋野店） 株式会社　みちのくクボ
タ

岩手県花巻市東宮野目第１３地
割９

雇用期間の定めなし

土木作業員 佐藤建設　株式会社 岩手県下閉伊郡田野畑村羅賀２
６８－１

雇用期間の定めなし

保育士（産休代替）（久慈市） 株式会社　プライムツー
ワン　東北支局

岩手県盛岡市上田１丁目２－１
６　（あゆみ保育所内）

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

7時00分～19時00分の間
の8時間程度

7時00分～0時00分の間の
8時間程度

整備（久慈支店） 鈴木農機　株式会社 岩手県紫波郡矢巾町流通センタ
－南３－１０－１８

雇用期間の定めなし

販売職【久慈市及び周辺地域】 株式会社　ユニバース 青森県八戸市大字長苗代字前田
８３－１

雇用期間の定めなし

所在地・就業場所

車両系建設機械（整地・運搬・積
込用及び掘削用）運転技能者

2／6



年齢 賃金形態

職種 年齢制限該当事由 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

59歳以下 (1)8時30分～17時30分

178,900円～395,500円

作業療法士

（従業員数 193人 ）

正社員 03100- 1653201 就業場所岩手県久慈市

月給

不問 (1)8時00分～17時00分

152,000円～220,000円

看護師

（従業員数 193人 ） 准看護師

正社員以外 03100- 1654501 就業場所岩手県久慈市

月給

不問 (1)8時30分～17時30分

178,000円～220,000円

看護師

（従業員数 193人 ）

正社員以外 03100- 1655001 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00分

138,000円～161,000円

（従業員数 20人 ）

正社員 03100- 1686701 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

不問 (1)8時30分～17時30分 （AT限定不可）

151,000円～200,000円

（従業員数 2人 ）

正社員 03100- 1657601 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

64歳以下 (1)9時00分～18時00分

145,000円～150,000円

（従業員数 2人 ）

正社員 03100- 1658901 就業場所岩手県久慈市

日給 変形（1年単位）

不問 (1)8時00分～17時00分

173,600円～260,400円

（従業員数 38人 ）

正社員以外 03100- 1704601 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30分～17時30分

199,100円～215,600円 (2)10時30分～19時30分

看護師

（従業員数 39人 ） 理学療法士

正社員 03100- 1644801 就業場所岩手県久慈市 作業療法士

月給 交替制あり 普通自動車運転免許　　必須

59歳以下 (1)7時30分～16時30分

172,482円～260,304円 (2)8時30分～17時30分

(3)9時30分～18時30分 看護師

（従業員数 39人 ） 准看護師

正社員 03100- 1645201 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～17時00分 （AT限定不可）

137,144円～195,300円

（従業員数 19人 ）

正社員 03100- 1648301 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～16時45分

137,000円～142,000円

（従業員数 87人 ）

正社員以外 03100- 1646501 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

不問 (1)8時00分～16時45分

137,000円～142,000円

介護福祉士

（従業員数 87人 ）

正社員以外 03100- 1647001 就業場所岩手県久慈市

日給 交替制あり

不問 (1)7時00分～16時00分

139,098円～218,840円 (2)8時00分～17時00分

(3)13時00分～22時00分 介護職員初任者研修修了者

（従業員数 93人 ） 介護職員実務者研修修了者

正社員以外 03100- 1679201 就業場所岩手県久慈市 介護福祉士

時給 交替制あり

不問 (1)5時30分～14時30分

134,400円～168,000円 (2)9時30分～18時30分

調理師

（従業員数 4人 ）

正社員以外 03100- 1683901 就業場所岩手県九戸郡野田村

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

150,800円～185,600円

（従業員数 25人 ）

正社員以外 03100- 1662501 就業場所岩手県久慈市

日給 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

149,135円～180,650円 (2)9時15分～18時15分

(3)11時30分～20時30分

（従業員数 63人 ）

正社員以外 03100- 1669701 就業場所岩手県下閉伊郡普代村

介護員 社会福祉法人　普代福祉
会

岩手県下閉伊郡普代村第２４地
割字鳥居５－１

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

交通誘導 株式会社　つしま 岩手県久慈市門前第３地割３９
番４号

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）

介護員 医療法人　健生会 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）

介護員（デイケア・臨時職員） 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

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

業務員兼事務員 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

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

土木作業員 清和建設　株式会社 岩手県久慈市湊町第１９地割２
０－５

雇用期間の定めなし

看護師 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

雇用期間の定めなし

機能訓練指導員 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

雇用期間の定めなし

現場作業員 株式会社　エスエステッ
ク

岩手県久慈市大川目町第６地割
１６３番地３

雇用期間の定めなし

事務及び接客（長内営業所） 有限会社　久慈スズキ自
動車販売

岩手県久慈市小久慈町第２７地
割６０

雇用期間の定めなし

自動車整備 有限会社　久慈スズキ自
動車販売

岩手県久慈市小久慈町第２７地
割６０

雇用期間の定めなし

水産加工 株式会社　カネセ関根商
店

岩手県九戸郡洋野町種市第１地
割１４７－５

雇用期間の定めなし

看護師（正社員以外） 社団医療法人　祐和会
北リアス病院

岩手県久慈市源道第１２地割１
１１番

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

看護師（外来勤務） 社団医療法人　祐和会
北リアス病院

岩手県久慈市源道第１２地割１
１１番

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

作業療法士 社団医療法人　祐和会
北リアス病院

岩手県久慈市源道第１２地割１
１１番

雇用期間の定めなし
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年齢 賃金形態

職種 年齢制限該当事由 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 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 （AT限定不可）

137,500円～222,000円 (2)9時00分～18時00分

(3)10時00分～19時00分 介護福祉士

（従業員数 82人 ）

正社員 03100- 1687801 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

59歳以下 (1)8時00分～17時00分 （AT限定不可）

185,600円～208,800円

大型自動車免許

（従業員数 24人 ） 小型移動式クレーン運転技能者

正社員 03100- 1661201 就業場所岩手県九戸郡洋野町 車両系建設機械（基礎工事用）運転技能者

月給 変形（1年単位） 普通自動車運転免許　　必須

35歳以下 (1)8時00分～17時20分

142,000円～210,000円

（従業員数 4人 ）

正社員 03100- 1670501 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)9時00分～18時00分 （AT限定不可）

148,534円～249,987円

（従業員数 4人 ）

正社員 03100- 1673601 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

不問 (1)8時00分～18時00分 （AT限定不可）

135,000円～220,000円

第二種電気工事士

（従業員数 11人 ）

正社員 03100- 1697501 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

不問 (1)8時00分～18時00分 （AT限定不可）

135,000円～250,000円

（従業員数 11人 ）

正社員 03100- 1698001 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

不問 (1)8時00分～16時45分

154,504円～251,720円 (2)7時20分～16時05分

自動二輪車免許

（従業員数 14人 ）

正社員以外 03100- 1651701 就業場所岩手県九戸郡野田村

時給 変形（1ヶ月単位）

不問 (1)8時30分～18時00分

132,600円～132,600円 (2)8時30分～12時30分

医療事務資格

（従業員数 13人 ）

正社員以外 03100- 1706101 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

60歳以上 (1)8時00分～16時30分

185,600円～185,600円

（従業員数 10人 ）

正社員 03100- 1664301 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00分 （AT限定不可）

151,867円～302,575円

大型自動車免許

（従業員数 1人 ） フォークリフト運転技能者

正社員 03100- 1701501 就業場所岩手県下閉伊郡普代村

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）

151,867円～350,575円

大型自動車免許

（従業員数 1人 ） フォークリフト運転技能者

正社員 03100- 1702001 就業場所岩手県下閉伊郡普代村

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

161,000円～230,000円

（従業員数 6人 ）

正社員以外 03100- 1703301 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

18歳～59歳 (1)7時00分～16時00分

153,000円～240,000円 (2)8時30分～17時30分

(3)10時00分～19時00分 介護職員実務者研修修了者

（従業員数 18人 ） 介護福祉士

正社員 03100- 1700201 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

45歳以下 (1)8時00分～17時00分

162,400円～255,200円

２級塗装技能士

（従業員数 6人 ） ２級防水施工技能士

正社員 03100- 1692101 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

不問 (1)8時30分～17時30分

135,248円～135,248円

（従業員数 4人 ）

正社員 03100- 1667101 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

不問 (1)9時30分～17時30分

230,000円～230,000円 (2)10時30分～19時30分

（従業員数 4人 ）

正社員 03100- 1668401 就業場所岩手県九戸郡洋野町

児童発達管理責任者 特定非営利活動法人　な
んぶ

岩手県九戸郡洋野町種市第１地
割１５番地６７

雇用期間の定めなし

生活支援員 特定非営利活動法人　な
んぶ

岩手県九戸郡洋野町種市第１地
割１５番地６７

雇用期間の定めなし

塗装・防水工 坂久保塗工　株式会社 岩手県九戸郡洋野町大野第６４
地割７４－７

雇用期間の定めなし

介護員（ほほえみ／正職員） 株式会社　海山会 岩手県九戸郡洋野町種市第４１
地割１５－２

雇用期間の定めなし

警備員 株式会社　若鷹警備 岩手県久慈市大川目町第１地割
４７

雇用期間の定めなし

大型運転手【１】 有限会社　北祥陸運 岩手県下閉伊郡普代村第２３地
割字小谷地２２－５

雇用期間の定めなし

大型運転手【２】 有限会社　北祥陸運 岩手県下閉伊郡普代村第２３地
割字小谷地２２－５

雇用期間の定めなし

薪割り作業員 上山林業　有限会社 岩手県久慈市山形町川井第１７
地割２３－１５７

雇用期間の定めなし

医療事務（正社員以外） 金子クリニック　　金子
卓司

岩手県久慈市門前第２地割２６

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

郵便配達（外務） 日本郵便株式会社　野田
郵便局

岩手県九戸郡野田村大字野田第
２６地割１８番地１

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

配管工 有限会社　山下電機設備 岩手県九戸郡洋野町種市第６０
地割５７

雇用期間の定めなし

電気工事士（見習い可） 有限会社　山下電機設備 岩手県九戸郡洋野町種市第６０
地割５７

雇用期間の定めなし

営業 有限会社　八木自動車
サービス

岩手県九戸郡洋野町種市第３２
地割５９－３

雇用期間の定めなし

電気工事士（見習い可） 有限会社　久慈電業 岩手県久慈市田高１丁目２３

雇用期間の定めなし

運転手兼土木作業員 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

介護福祉士 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

雇用期間の定めなし
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年齢 賃金形態

職種 年齢制限該当事由 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ヶ月単位）

不問 (1)8時30分～17時30分

141,400円～178,000円

保育士

（従業員数 30人 ）

正社員以外 03100- 1688201 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)8時30分～17時30分 （AT限定不可）

180,000円～250,000円

大型自動車免許

（従業員数 5人 ）

正社員 03100- 1689501 就業場所岩手県久慈市

月給

62歳以下 (1)8時00分～17時00分

212,000円～212,000円

大型自動車免許

（従業員数 22人 ）

正社員以外 03100- 1691901 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

不問 (1)7時00分～10時00分

200,000円～200,000円 (2)18時00分～21時00分

（従業員数 2人 ）

正社員 03100- 1699301 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30分～17時30分 （AT限定不可）

286,000円～327,000円

（従業員数 9人 ）

正社員 03100- 1659101 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30分～17時30分

350,000円～550,000円

１級土木施工管理技士

（従業員数 80人 ） ２級土木施工管理技士

正社員 15010-20196801 就業場所岩手県久慈市

時給

不問 (1)15時00分～22時00分

925円～925円

（従業員数 140人 ）

パート労働者 02020- 8639601 就業場所岩手県久慈市

時給

不問 (1)14時00分～21時30分

1,000円～1,000円

（従業員数 0人 ）

パート労働者 02020- 8826701 就業場所岩手県久慈市

時給

不問

950円～1,270円

看護師

（従業員数 193人 ）

パート労働者 03100- 1652801 就業場所岩手県久慈市

時給 交替制あり

不問

940円～1,430円

看護師

（従業員数 80人 ） 准看護師

パート労働者 03100- 1681301 就業場所岩手県久慈市

時給

不問

1,500円～2,000円

薬剤師

（従業員数 80人 ）

パート労働者 03100- 1682601 就業場所岩手県久慈市

時給 交替制あり

不問 (1)12時00分～16時00分

900円～1,206円 (2)14時00分～16時00分

（従業員数 88人 ）

パート労働者 03100- 1680001 就業場所岩手県九戸郡洋野町

時給 交替制あり

不問 (1)7時30分～9時30分

940円～960円 (2)11時30分～13時30分

(3)17時30分～19時30分 ホームヘルパー２級

（従業員数 125人 ） 介護職員初任者研修修了者

パート労働者 03100- 1690601 就業場所岩手県久慈市

時給

不問

790円～800円

（従業員数 29人 ）

パート労働者 03100- 1705901 就業場所岩手県九戸郡洋野町

時給

不問

790円～800円

（従業員数 6人 ）

パート労働者 03100- 1656301 就業場所岩手県久慈市

時給

不問

790円～790円

（従業員数 7人 ）

パート労働者 03100- 1660801 就業場所岩手県久慈市

土木技術者（施工管理業務）岩手
県内各現場

株式会社　エムエーシー
新潟事務所

新潟県新潟市中央区東大通２－
２－９－７０８

雇用期間の定めなし

修理 東亜リース株式会社　久
慈営業所

岩手県久慈市侍浜町北野第１０
地割２２６－６

雇用期間の定めなし

飼育作業員 グリーンヒルファーム
苅間沢　昭男

岩手県久慈市山形町荷軽部第７
地割２０

雇用期間の定めなし

運送業務 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

総合職 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

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２
５番地３

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

レジ【久慈ＳＣ店】１５：００～
２２：００（６時間）

株式会社　ユニバース 青森県八戸市大字長苗代字前田
８３－１

雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）

お店での荷降ろし補助（久慈ＳＣ
店）【短期】

株式会社　共同物流サー
ビス

青森県八戸市卸センター１丁目
１３－１

日雇（日々雇用または１ヶ月未満）

看護師（パート） 社団医療法人　祐和会
北リアス病院

岩手県久慈市源道第１２地割１
１１番

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

8時30分～17時30分の間
の6時間程度

看護師・准看護師 久慈恵愛病院 岩手県久慈市湊町第１７地割１
００番地

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

8時30分～17時30分の間
の4時間以上

薬剤師 久慈恵愛病院 岩手県久慈市湊町第１７地割１
００番地

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

9時00分～14時00分の間
の4時間程度

介護職員 社会福祉法人　みちのく
大寿会

岩手県九戸郡洋野町大野第６０
地割４１－８

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

又は6時30分～19時00分
の間の4時間程度

介護員（ぎんたらす） 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

雇用期間の定めなし

縫製工 有限会社　ハシモトソー
イング

岩手県九戸郡洋野町種市第２５
地割６０番地３

雇用期間の定めなし

8時30分～17時05分の間
の3時間以上

食材加工（長内） 株式会社　碧青果 岩手県下閉伊郡普代村第６地割
字中山１０５番１

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

弁当の製造と販売 株式会社　陽 岩手県久慈市川貫第６地割５５
番８号

雇用期間の定めなし

6時00分～21時30分の間
の4時間程度
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年齢 賃金形態

職種 年齢制限該当事由 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 交替制あり 普通自動車運転免許　　必須

不問 (1)5時30分～8時30分

850円～850円 (2)16時00分～18時30分

（従業員数 4人 ）

パート労働者 03100- 1666901 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

790円～790円

（従業員数 7人 ）

パート労働者 03100- 1643701 就業場所岩手県久慈市

時給 交替制あり

不問 (1)13時00分～17時00分

800円～800円 (2)10時00分～19時00分

（従業員数 4人 ）

パート労働者 03100- 1694701 就業場所岩手県久慈市

時給 交替制あり

不問 (1)14時00分～18時00分

840円～860円 (2)15時00分～19時00分

（従業員数 25人 ）

パート労働者 03100- 1671001 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- 1695801 就業場所岩手県久慈市

時給

不問 (1)12時00分～20時00分

820円～820円

（従業員数 16人 ）

パート労働者 03100- 1696201 就業場所岩手県久慈市

時給

不問

830円～850円

（従業員数 27人 ）

パート労働者 03100- 1677701 就業場所岩手県久慈市

日給

不問 (1)9時30分～17時30分

1,285円～1,571円

（従業員数 81人 ）

パート労働者 13080-45162801 就業場所岩手県久慈市

岩手県九戸郡洋野町種市第１地
割１５番地６７

雇用期間の定めなし

【障】作業員／縫製補助 合同会社ｍａｍ’ｓ　ｈ
ｕｇ

岩手県久慈市長内町第１３地割
１２－２１

雇用期間の定めなし

調査（観光地での対面アンケー
ト）岩手県内の観光地／土日祝

中央開発　株式会社 東京都新宿区西早稲田三丁目１
３－５

雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）

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）

販売員（化粧品） 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

洋服の直し兼販売員 株式会社　はるやま
チェーン　久慈中央店

岩手県久慈市中央１丁目５１

雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）

又は10時00分～19時00分
の間の5時間以上

事務担当（パート） 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

世話人 特定非営利活動法人　な
んぶ

6／6


