
◎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

7月17日（金）発行
 次回予定日

 7月31日(金)10時

ハローワーク久慈からの
お 知 ら せ

【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

【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）

就職活動の悩みなんでも聞いてください。

一緒に考えればきっとうまくいきます。

相談お待ちしています。

●自分の就職活動は間違っていないだろうか？

●○ヶ月以内には就職したい。

●求人票の条件について話し合いに応じてもらえないだろうか？

●自分にはアピールポイントなんかない。

●自分のやりたい仕事が見つからない。

どうでしょうか？これ以外でも、「恥ずかしくて人には聞けない」

なんてことはありませんか？ 相談窓口へいつでもどうぞ！！

企業ごとに面接の雰囲気は様々。また、質問事項も多種多様ですから、完璧な

再現は難しいものです。ハローワーク久慈では一般的な質問事項による模擬面

接を行うことで臨場感を持っていただき、ご自分の面接イメージを確かにする

お手伝いをしています。

実際に面接の前にハローワークで予行練習をされた方からは

「準備していた言葉が全然出てこなかった・・」

「緊張していても言おうと思っていたことは言えた！」

など、良い点や課題をあらかじめ認識できるので気持ちにしっかりした準備を

もって臨んでいけるとの評価をいただいています。

『久しぶりの面接・・うまくできるかなぁ』と

ご心配の方はハローワークの窓口でご相談を！！

【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

http://www.irasutoya.com/2013/08/blog-post_3185.html
http://www.irasutoya.com/2013/05/blog-post_3850.html
http://illust-bank.com/life/kuwagata-090725.html
http://illust-bank.com/life/kuwagata-090725.html
http://illust-bank.com/life/kuwagata-090725.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） 普通自動車運転免許　　必須

59歳以下 (1)9時00分～18時00分

142,076円～200,000円

三級自動車整備士

（従業員数 10人 ）

正社員 03010-13467501 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)8時00分～17時00分 （AT限定不可）

156,000円～240,000円

第二種電気工事士

（従業員数 0人 ）

正社員以外 03010-13391801 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

198,000円～220,000円

（従業員数 21人 ）

正社員以外 03010-13649401 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

18歳以上 (1)8時00分～17時00分

176,000円～220,000円

（従業員数 21人 ）

正社員以外 03010-13650201 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

18歳～25歳 (1)8時00分～17時00分

177,000円～193,000円

（従業員数 76人 ）

正社員 03010-13572001 就業場所岩手県久慈市

月給 変形（1ヶ月単位）

不問

140,000円～145,000円

（従業員数 16人 ）

正社員以外 03010-13726601 就業場所岩手県久慈市

月給 変形（1ヶ月単位）

不問

160,000円～180,000円

（従業員数 16人 ）

正社員以外 03010-13728101 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00分～17時10分 （AT限定不可）

180,000円～240,000円

（従業員数 83人 ）

正社員 03090- 1518601 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- 1789901 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～235,000円 (2)7時30分～16時30分

大型自動車免許

（従業員数 104人 ） 大型特殊自動車免許

正社員 03100- 1775801 就業場所岩手県久慈市 移動式クレーン運転士

日給 変形（1年単位）

59歳以下 (1)8時15分～17時15分

136,400円～136,400円

（従業員数 32人 ）

正社員 03100- 1728301 就業場所岩手県九戸郡野田村

月給 変形（1ヶ月単位） 普通自動車運転免許　　必須

45歳以下 （AT限定不可）

134,400円～180,300円

準中型自動車免許

（従業員数 17人 ） 危険物取扱者（乙種）

正社員 03100- 1716801 就業場所岩手県九戸郡野田村 危険物取扱者（丙種）

月給 変形（1年単位） 普通自動車運転免許　　あれば尚可

不問

152,500円～186,000円

（従業員数 18人 ）

正社員 03100- 1779301 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）

162,400円～185,600円

（従業員数 8人 ）

正社員 03100- 1718501 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）

208,800円～255,200円

（従業員数 8人 ）

正社員 03100- 1719001 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）

150,000円～250,000円

（従業員数 6人 ）

正社員 03100- 1717201 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

59歳以下 (1)8時00分～17時30分 （AT限定不可）

180,000円～240,000円

第一種電気工事士

（従業員数 14人 ）

正社員 03100- 1727001 就業場所岩手県久慈市

電気工事士 藤原電業　株式会社 岩手県久慈市中央１丁目３９

雇用期間の定めなし

自動車整備士（見習い可） 有限会社　ナガサワ自動
車整備工場

岩手県下閉伊郡普代村第１４地
割字宇留部２７番地３

雇用期間の定めなし

配管工 有限会社　嵯峨水道 岩手県久慈市中町２丁目６番地

雇用期間の定めなし

配管工（見習い） 有限会社　嵯峨水道 岩手県久慈市中町２丁目６番地

雇用期間の定めなし

ドコモショップスタッフ（販売兼
事務一般）

株式会社　細谷地 岩手県久慈市長内町第１７地割
１００番地１０

雇用期間の定めなし

9時30分～20時00分の間
の8時間程度

ガソリンスタンド販売員、事務員 野田村漁業協同組合 岩手県九戸郡野田村大字野田第
２７地割７３

雇用期間の定めなし

7時30分～18時00分の間
の7時間以上

縫製 株式会社　ゼフィール 岩手県九戸郡野田村大字野田第
２５地割５２

雇用期間の定めなし

重機オペレーター（久慈管内） 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

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

株式会社　十文字チキン
カンパニー

岩手県二戸市石切所字火行塚２
５

雇用期間の定めなし

保育補助（久慈市）（資格不要）
【産休代替】

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

所在地・就業場所

自動車整備士（久慈店） 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

警備員Ｂ（日給／久慈支社） 株式会社　Ｍ・Ｋ・Ｇ 岩手県盛岡市大通３丁目９番１
７－２０１号

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

警備員Ａ（日給／久慈支社）（有
資格者）

株式会社　Ｍ・Ｋ・Ｇ 岩手県盛岡市大通３丁目９番１
７－２０１号

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

電気工事作業補助（野田村） Ａｄｖａｎｃｅ　株式会
社

岩手県盛岡市本宮字大宮４０－
１

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

保育補助（久慈市）（資格不要） 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

警備職 東洋ワークセキュリティ
株式会社　盛岡営業所

岩手県盛岡市清水町１２－３３
リバーサイドＴＡＮＴＡＮ１Ｆ

雇用期間の定めなし

管理職候補
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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

不問 (1)7時00分～17時00分

142,760円～142,760円

（従業員数 21人 ）

正社員以外 03100- 1747101 就業場所岩手県久慈市

月給

不問 (1)8時30分～17時15分

145,500円～171,600円

（従業員数 495人 ）

正社員以外 03100- 1750501 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

184,800円～184,800円

フォークリフト運転技能者

（従業員数 6人 ） アーク溶接技能者（基本級）

正社員 03100- 1752301 就業場所岩手県久慈市

日給

不問 (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- 1742501 就業場所岩手県久慈市

時給 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）

144,088円～144,088円

（従業員数 22人 ）

正社員以外 03100- 1760001 就業場所岩手県久慈市

月給 変形（1年単位）

不問 (1)8時30分～17時30分

140,000円～220,000円

（従業員数 17人 ）

正社員以外 03100- 1784201 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30分～17時15分

145,000円～182,300円

（従業員数 55人 ）

正社員以外 03100- 1764101 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30分～18時00分

137,144円～144,088円

（従業員数 25人 ）

正社員以外 03100- 1761301 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

184,450円～260,400円

（従業員数 155人 ）

正社員 03100- 1736301 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

（従業員数 155人 ）

正社員 03100- 1737601 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

（従業員数 155人 ）

正社員 03100- 1738901 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 大型自動車免許

大型特殊自動車免許

（従業員数 155人 ）

正社員 03100- 1739101 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～238,700円

大型自動車免許

（従業員数 155人 ） 大型特殊自動車免許

正社員 03100- 1740801 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 （AT限定不可）

180,000円～180,000円

調理師

（従業員数 6人 ）

正社員 03100- 1743001 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

147,600円～197,825円

ホームヘルパー２級

（従業員数 2人 ） 介護福祉士

正社員以外 03100- 1776201 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

59歳以下 (1)8時30分～17時30分 （AT限定不可）

151,000円～238,200円
介護支援専門員（ケアマネージャー）

（従業員数 71人 ）

正社員 03100- 1708701 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)7時00分～16時00分

140,000円～250,000円 (2)9時00分～18時00分

(3)13時00分～22時00分

（従業員数 31人 ）

正社員 03100- 1762601 就業場所岩手県九戸郡野田村

フロント業務及び営業 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

雇用期間の定めなし

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

雇用期間の定めなし

事務兼生活援助員 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）

調理師 下舘建設　株式会社 岩手県久慈市長内町２４地割１
６２

雇用期間の定めなし

10時00分～22時00分の間
の6時間以上

運転手 下舘建設　株式会社 岩手県久慈市長内町２４地割１
６２

雇用期間の定めなし

重機オペレーター 下舘建設　株式会社 岩手県久慈市長内町２４地割１
６２

雇用期間の定めなし

型枠大工 下舘建設　株式会社 岩手県久慈市長内町２４地割１
６２

雇用期間の定めなし

左官工 下舘建設　株式会社 岩手県久慈市長内町２４地割１
６２

雇用期間の定めなし

土工 下舘建設　株式会社 岩手県久慈市長内町２４地割１
６２

雇用期間の定めなし

販売及び接客 有限会社　野場造花仏具
店

岩手県久慈市十八日町２丁目９
番地

雇用期間の定めなし

事務補助（久慈農業改良普及セン
ター・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

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

見積もり、積算業務（見習い可） 有限会社　鹿糠板金工業 岩手県久慈市宇部町第３地割１
２１番地１５４

雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）

店員（鮮魚部門）［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

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５
９－７

雇用期間の定めなし

作業員 株式会社　久慈フィッ
シュミール

岩手県久慈市長内町第４３地割
９番地１

雇用期間の定めなし

事務補助（会計年度任用職員） 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）

清掃員（岩手県立久慈病院・フル
タイム）【請】

株式会社　久慈中央商事 岩手県久慈市長内町第９地割２
０

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

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

140,000円～200,000円

調理師

（従業員数 31人 ）

正社員以外 03100- 1765401 就業場所岩手県九戸郡野田村

月給 普通自動車運転免許　　必須

不問

132,720円～132,720円

（従業員数 31人 ）

正社員以外 03100- 1769501 就業場所岩手県九戸郡野田村

月給

不問 (1)6時55分～16時20分

163,618円～163,618円

（従業員数 80人 ）

正社員 03100- 1751001 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

不問 (1)8時30分～17時30分

137,000円～137,000円

（従業員数 5人 ）

正社員以外 03100- 1785501 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

不問 (1)7時00分～16時00分

140,000円～140,000円 (2)9時00分～18時00分

(3)10時00分～19時00分

（従業員数 46人 ）

正社員以外 03100- 1763901 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

162,750円～195,300円

中型自動車免許

（従業員数 22人 ） 大型自動車免許

正社員以外 03100- 1771901 就業場所岩手県久慈市

時給 変形（1年単位）

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- 1748401 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

147,550円～158,900円

（従業員数 12人 ）

正社員 03100- 1726501 就業場所岩手県九戸郡洋野町

月給 変形（1年単位）

不問

174,660円～200,000円

（従業員数 11人 ）

正社員 03100- 1744301 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）

198,000円～286,000円 (2)8時00分～15時00分

大型自動車免許

（従業員数 1人 ）

正社員 03100- 1783801 就業場所岩手県久慈市

月給

不問

140,800円～156,800円
小学校教諭免許（専修・１種・２種）

（従業員数 6人 ） 保育士

正社員以外 03100- 1786001 就業場所岩手県久慈市 社会福祉士

月給 普通自動車運転免許　　必須

不問 (1)12時30分～19時30分

160,000円～250,000円

（従業員数 6人 ）

正社員 03100- 1782701 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　　あれば尚可

18歳以上 (1)7時00分～16時00分

139,000円～144,000円 (2)10時00分～19時00分

(3)15時00分～0時00分 介護職員初任者研修修了者

（従業員数 38人 ） ホームヘルパー２級

正社員以外 03100- 1733201 就業場所岩手県久慈市 介護福祉士

月給 変形（1年単位） 普通自動車運転免許　　あれば尚可

不問

139,000円～144,000円

ホームヘルパー２級

（従業員数 38人 ） 介護職員初任者研修修了者

正社員以外 03100- 1734501 就業場所岩手県久慈市 介護福祉士

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

184,000円～204,000円 (2)9時00分～18時00分
介護支援専門員（ケアマネージャー）

（従業員数 38人 ）

正社員以外 03100- 1735001 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

127,032円～148,740円 (2)8時30分～17時30分

(3)12時30分～21時30分 介護職員初任者研修修了者

（従業員数 77人 ）

正社員以外 03100- 1721101 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

不問 (1)8時00分～17時00分 （AT限定不可）

181,600円～272,400円 ２級管工事施工管理技士
車両系建設機械（基礎工事用）運転技能者

（従業員数 12人 ）

正社員 03100- 1759201 就業場所岩手県久慈市

土木作業及び配管工（見習可） 株式会社　ＴＹＣ 岩手県久慈市夏井町大崎第１０
地割１９－２

雇用期間の定めなし

介護員（臨時職員） 社会福祉法人　ひろの会 岩手県九戸郡洋野町種市第２３
地割８１－６

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

介護支援専門員 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

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

通所介護職員 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

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

8時30分～18時30分の間
の8時間

訪問介護職員 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

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

牛の飼育作業 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

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１
１０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6時間以上

現場作業員 株式会社　東北法面工業 岩手県久慈市長内町第１２地割
１８－７

雇用期間の定めなし

フロアスタッフ 有限会社　田村牧場　た
むら屋

岩手県久慈市長内町第３２地割
１５番地２

雇用期間の定めなし

10時00分～23時00分の間
の8時間程度

一般事務 大渡建設　有限会社 岩手県九戸郡洋野町帯島字弥栄
１７８番地

雇用期間の定めなし

菓子製造 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

解体、土木作業員 カース興業　株式会社 岩手県久慈市畑田２６－１７４
－１

雇用期間の定めなし

介護員 株式会社　中央介護セン
ター

岩手県久慈市旭町第１０地割６
６－１

雇用期間の定めなし

生活支援員 社団医療法人　祐和会
地域生活支援センター久
慈

岩手県久慈市門前第１地割１５
１番地１

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

鶏肉処理加工および設備維持管理
補助

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
８４－３

雇用期間の定めなし

応接員 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ヶ月以上）

6時00分～21時00分の間
の8時間

調理員 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ヶ月以上）

6時00分～21時00分の間
の8時間程度

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 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）

（従業員数 30人 ） 保育士

正社員 03100- 1790701 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00分～17時00分 （AT限定不可）

162,500円～200,000円

（従業員数 1人 ）

正社員 03100- 1757701 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

201,600円～336,000円

（従業員数 17人 ）

正社員 03100- 1778001 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- 1780101 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- 1725201 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

180,000円～250,000円

美容師

（従業員数 16人 ）

正社員 03100- 1741201 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　　あれば尚可

18歳以上 (1)8時00分～17時00分

172,000円～215,000円 (2)21時00分～6時00分

（従業員数 20人 ）

正社員以外 03100- 1722401 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　　あれば尚可

18歳以上 (1)8時00分～17時00分

193,500円～236,500円 (2)21時00分～6時00分

交通誘導警備業務検定２級

（従業員数 20人 ）

正社員以外 03100- 1723701 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 （AT限定不可）

184,000円～276,000円

（従業員数 0人 ）

正社員 03100- 1777501 就業場所岩手県久慈市

月給 変形（1ヶ月単位）

18歳～59歳 (1)8時15分～17時00分

162,430円～261,330円 (2)16時30分～9時00分

２級ボイラー技士

（従業員数 14人 ） アーク溶接技能者（基本級）

正社員 13060- 9492201 就業場所岩手県久慈市

月給 変形（1ヶ月単位）

18歳～44歳 (1)15時00分～0時00分

192,400円～321,000円 (2)18時00分～23時00分

(3)20時00分～5時00分

（従業員数 8人 ）

正社員 13170-21436901 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

800円～800円

（従業員数 17人 ）

パート労働者 01020- 7310101 就業場所岩手県久慈市

時給

不問 (1)6時00分～14時00分

1,000円～1,000円

（従業員数 0人 ）

パート労働者 02020- 8927301 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～12時00分

790円～790円

（従業員数 6人 ）

パート労働者 03100- 1730401 就業場所岩手県九戸郡野田村

時給

不問

1,000円～1,500円

（従業員数 28人 ）

パート労働者 03100- 1715701 就業場所岩手県久慈市

時給

不問

790円～790円

（従業員数 9人 ）

パート労働者 03100- 1756401 就業場所岩手県九戸郡野田村

時給 普通自動車運転免許　　あれば尚可

不問

1,000円～1,050円

看護師

（従業員数 71人 ） 准看護師

パート労働者 03100- 1707401 就業場所岩手県久慈市

看護師（パート） 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

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

7時00分～19時30分の間
の6時間程度

販売員 有限会社　マミースト
アー

岩手県九戸郡　野田村大字野田
第２６地割１９－５

雇用期間の定めなし

8時30分～18時00分の間
の5時間程度

イカ箱の仕分け作業員 久慈市漁業協同組合 岩手県久慈市長内町第４２地割
６番地

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

16時00分～19時00分の間
の3時間程度

調理・家事（掃除・洗濯） 株式会社　中健 岩手県九戸郡野田村大字野田第
２６地割１９番地３

雇用期間の定めなし

お店での荷降ろし補助（久慈ＳＣ
店）【短期・低配】

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）

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１９
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

正社員店舗スタッフ（魚民　久慈
東口駅前店）

株式会社　モンテローザ
フーズ

東京都武蔵野市中町１－１７－
３　６．モンテローザ三鷹本社
ビル

雇用期間の定めなし

一般ごみ廃棄物処理施設の運営
（久慈市）

荏原環境プラント　株式
会社

東京都大田区羽田旭町１１－１

雇用期間の定めなし

板金工事作業員 柏木板金　柏木　洋樹 岩手県久慈市新井田第３地割１
０－２

雇用期間の定めなし

警備スタッフ（有資格者） 東洋ワークセキュリティ
株式会社　久慈営業所

岩手県久慈市川崎町１０－２８
２階

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

警備スタッフ（資格不問） 東洋ワークセキュリティ
株式会社　久慈営業所

岩手県久慈市川崎町１０－２８
２階

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

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

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

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

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

ブロイラーの飼育作業員 株式会社　トライズワー
ク

岩手県久慈市山形町川井第４地
割３５番地１

雇用期間の定めなし

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２
５番地３

雇用期間の定めなし

7時00分～20時00分の間
の8時間程度
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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

不問 (1)8時15分～12時00分

800円～800円

（従業員数 7人 ）

パート労働者 03100- 1773401 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

800円～990円

（従業員数 31人 ）

パート労働者 03100- 1766701 就業場所岩手県九戸郡野田村

時給 交替制あり 普通自動車運転免許　　必須

不問 (1)6時00分～10時00分

790円～790円 (2)11時00分～15時00分

(3)17時00分～21時00分

（従業員数 31人 ）

パート労働者 03100- 1768201 就業場所岩手県九戸郡野田村

時給

不問

790円～797円

（従業員数 33人 ）

パート労働者 03100- 1787301 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)7時45分～9時30分

1,000円～1,300円 (2)15時00分～17時00分

（従業員数 66人 ）

パート労働者 03100- 1774701 就業場所岩手県久慈市

時給 交替制あり

不問 (1)9時30分～15時00分

790円～1,000円 (2)18時00分～22時00分

（従業員数 11人 ）

パート労働者 03100- 1772101 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

不問 (1)9時00分～17時00分

840円～890円

（従業員数 9人 ）

パート労働者 03100- 1770601 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

64歳以下 (1)9時00分～13時00分

820円～950円

介護職員初任者研修修了者

（従業員数 11人 ） ホームヘルパー２級

パート労働者 03100- 1749701 就業場所岩手県久慈市 介護福祉士

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- 1781401 就業場所岩手県下閉伊郡普代村

時給 交替制あり 普通自動車運転免許　　あれば尚可

不問

800円～1,200円

（従業員数 38人 ）

パート労働者 03100- 1731701 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　　あれば尚可

不問

1,200円～1,400円

看護師

（従業員数 38人 ） 准看護師

パート労働者 03100- 1732801 就業場所岩手県久慈市

時給

不問

800円～800円

（従業員数 38人 ）

パート労働者 03100- 1753601 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

不問 (1)8時00分～13時00分

790円～925円 (2)12時00分～17時00分

（従業員数 5人 ）

パート労働者 03100- 1720901 就業場所岩手県九戸郡洋野町

時給

不問 (1)13時00分～18時00分

800円～800円

（従業員数 57人 ）

パート労働者 03100- 1712901 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- 1713101 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- 1714401 就業場所岩手県久慈市

時給

18歳以上 (1)19時00分～22時30分

900円～900円

（従業員数 57人 ）

パート労働者 03100- 1788601 就業場所岩手県久慈市

レジ担当者（１９：００～）
（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）

レジ担当者（９：００～）
（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）

9時00分～15時00分の間
の4時間程度

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

食肉担当者（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

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

介護員（デイサービス） 社会福祉法人　ひろの会 岩手県九戸郡洋野町種市第２３
地割８１－６

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

調理員（まごころの家） 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

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

5時30分～18時30分の間
の6時間程度

看護師又は准看護師（通所） 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

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

8時30分～17時30分の間
の1時間以上

訪問介護職員【パート】 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

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

6時00分～20時00分の間
の2時間以上

牛の飼育作業 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

介護士（パート） ポルト株式会社　デイ
サービス・ポルト

岩手県久慈市長内町第４０地割
１２番地３

雇用期間の定めなし

水産食料品の製造・加工 株式会社　ひろの屋 岩手県九戸郡洋野町種市第２２
地割１３１－１８

雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）

又は8時00分～16時00分
の間の7時間程度

フロアスタッフ（パート） 有限会社　田村牧場　た
むら屋

岩手県久慈市長内町第３２地割
１５番地２

雇用期間の定めなし

送迎運転手 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）

縫製工 株式会社　アクティブ
山形工場

岩手県久慈市山形町川井第１０
地割７３番地９

雇用期間の定めなし

8時00分～16時40分の間
の5時間以上

応接員 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ヶ月以上）

調理補佐 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ヶ月以上）

6時00分～21時00分の間
の6時間程度

清掃員（アンバーホール）【請】 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
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