
◎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）

 1月8日(金)発行

 次回予定日

 1月15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

「介護・福祉のしごと」定期相談会
福祉関係の仕事の経験があり再就職を考えている方、

興味のある方、資格について知りたい方などを対象に

相談を受けております。

日 時： 毎月第２水曜日 ９時３０分～１１時３０分

【★１月の開催日】 １月１３日（水）

場 所： ハローワーク久慈 ２階

相 談 内 容 ： 仕事内容の紹介、職場見学の同行、

資格の取得方法 など

お問い合せ ： 岩手県福祉人材センター

℡   080-1651-6203

県北担当：キャリア支援員 城内

「看護のおしごと相談」
岩手県ナースセンターの就業相談員（看護職）が

皆さんのご相談に応じます。

日 時： 毎月第１・３木曜日 １０時～１２時/１３時～１５時

【★１月の開催日】１月２１日（木）

場 所： ハローワーク久慈 ２階

相 談 内 容： 看護の仕事に関する就業相談、

看護職の労働環境や再就業などに

不安や悩みがある方の相談 など

お問い合せ： 公益社団法人岩手県看護協会

岩手県ナースセンター

℡ 019-663-5206

http://www.irasutoya.com/2013/08/blog-post_3185.html
http://www.irasutoya.com/2014/08/blog-post_196.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

不問 (1)8時00分～16時45分

130,650円～130,650円
調理師

（従業員数 32人 ）

正社員以外 03100- 3005201 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

30歳～39歳 (1)8時00分～17時00分 （AT限定不可）

220,000円～380,000円
２級土木施工管理技士

（従業員数 68人 ）

正社員 03100-   24111 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15分～17時15分

136,840円～136,840円

（従業員数 32人 ）

正社員 03100-   32111 就業場所 岩手県九戸郡野田村

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 （AT限定不可）

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-   20011 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20分 （AT限定不可）

148,000円～241,000円
第一種電気工事士

（従業員数 22人 ） 第二種電気工事士

正社員 03100-   19211 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～16時30分 （AT限定不可）

173,600円～217,000円
中型自動車免許

（従業員数 26人 ） 大型自動車免許

正社員以外 03100-   25711 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

59歳以下 (1)8時00分～17時00分 （AT限定不可）

171,000円～205,200円

（従業員数 1人 ）

正社員 03100-    8111 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 （AT限定不可）

158,400円～250,000円
二級自動車整備士

（従業員数 57人 ） 三級自動車整備士

正社員 03100-   13311 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-   12011 就業場所 岩手県久慈市 大型自動車免許

月給 普通自動車運転免許　　必須

59歳以下 (1)8時30分～17時00分 （AT限定不可）

149,900円～164,100円

（従業員数 31人 ）

正社員 03100-    4011 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)8時00分～17時30分 （AT限定不可）

173,600円～173,600円

（従業員数 66人 ）

正社員以外 03100- 3000901 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-   18811 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）

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-    9711 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 ） 大型特殊自動車免許

正社員以外 03100-   10511 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）

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-   11411 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

137,994円～169,360円
フォークリフト運転技能者

（従業員数 30人 ）

正社員 03100-    6611 就業場所 岩手県九戸郡洋野町

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-   34811 就業場所 岩手県久慈市

車両系建設機械（整地・運搬・積
込用及び掘削用）運転技能者

所在地・就業場所

土木技術員 株式会社　小山組 岩手県久慈市新井田第４地割８
－６

雇用期間の定めなし

調理員（臨時職員） 一般社団法人　久慈学校
給食協会

岩手県久慈市小久慈町第３９地
割２－２

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

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

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 株式会社　岩瀬張建設 岩手県久慈市小久慈町第３地割
２０

雇用期間の定めなし

電気工事士および現場管理 高畑電機　株式会社 岩手県久慈市田高１丁目３８番
地

雇用期間の定めなし

整備士 久慈港運　株式会社 岩手県久慈市長内町第４２地割
８－１４

雇用期間の定めなし

土木工事作業員 内田建設　内田　義明 岩手県久慈市田高１丁目３０

雇用期間の定めなし

現場管理及び一般事務 久慈地方森林組合 岩手県久慈市長内町第４２地割
９番地７

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

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

総合職 株式会社　細谷地 岩手県久慈市長内町第１７地割
１００番地１０

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

又は7時00分～21時00分
の間の8時間

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

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

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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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

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-   35211 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-   36511 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
第二種電気工事士

（従業員数 8人 ）

正社員 03100-    7911 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30分 （AT限定不可）

170,000円～280,000円
２級建築施工管理技士

（従業員数 15人 ） 二級建築士

正社員 03100-   23911 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-   21311 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-   14611 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 （AT限定不可）

161,000円～186,000円

（従業員数 9人 ）

正社員 03100-   22611 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）

196,600円～196,600円
発破技士

（従業員数 5人 ）

正社員 03100-   27211 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）

158,900円～181,600円

（従業員数 79人 ）

正社員以外 03100-   28511 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）

192,000円～247,000円
三級自動車整備士

（従業員数 2人 ）

正社員 03100-   29411 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）

256,700円～410,200円
２級土木施工管理技士

（従業員数 79人 ） １級土木施工管理技士

正社員 03100-   30611 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）

256,700円～505,600円
１級建築施工管理技士

（従業員数 79人 ）

正社員 03100-   31911 就業場所 岩手県久慈市

月給 変形（1ヶ月単位）

不問 (1)7時00分～16時00分

156,000円～187,200円 (2)8時00分～17時00分

(3)8時30分～17時30分 保育士

（従業員数 19人 ） 幼稚園教諭免許（専修・１種・２種）

正社員以外 03100-   26811 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）

130,000円～250,000円
準中型自動車免許

（従業員数 7人 ） 危険物取扱者（乙種）

正社員 03100- 3001101 就業場所 岩手県九戸郡洋野町 危険物取扱者（丙種）

月給 普通自動車運転免許　　必須

不問 (1)8時30分～18時00分 （AT限定不可）

145,000円～350,000円
三級自動車整備士

（従業員数 7人 ）

正社員 03100- 3002401 就業場所 岩手県九戸郡洋野町

店員（鮮魚部門）［久慈店］ 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-   45411 就業場所 岩手県久慈市

営業・商品管理（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-   62411 就業場所 岩手県下閉伊郡普代村

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）

電気工事作業員 株式会社　葛巻電気 岩手県久慈市中町１丁目４６

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）

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

建築現場管理者 有限会社　繁名建設 岩手県久慈市栄町第３２地割１
１７

雇用期間の定めなし

ガソリンスタンド販売員 株式会社　下幸屋商店 岩手県久慈市大川目町第３地割
７番地６

雇用期間の定めなし

7時00分～20時00分の間
の7時間以上

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

土木作業員 蒲野建設　株式会社 岩手県久慈市山形町川井第９地
割３２番地２

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

発破技師 蒲野建設　株式会社 岩手県久慈市山形町川井第９地
割３２番地２

雇用期間の定めなし

土木施工管理技士 蒲野建設　株式会社 岩手県久慈市山形町川井第９地
割３２番地２

雇用期間の定めなし

車両・重機点検および整備 蒲野建設　株式会社 岩手県久慈市山形町川井第９地
割３２番地２

雇用期間の定めなし

保育士 社会福祉法人　川貫保育
会　認定こども園かわぬ
き

岩手県久慈市大沢第８地割１０
－８

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

建築施工管理技士（１級） 蒲野建設　株式会社 岩手県久慈市山形町川井第９地
割３２番地２

雇用期間の定めなし

整備・鈑金塗装 有限会社　八木石油商事 岩手県九戸郡洋野町種市第２４
地割１５９－１２

雇用期間の定めなし

ガソリンスタンド販売員 有限会社　八木石油商事 岩手県九戸郡洋野町種市第２４
地割１５９－１２

雇用期間の定めなし

7時30分～19時00分の間
の7時間以上

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
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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年単位）

59歳以下 (1)8時00分～17時20分

166,860円～166,860円

（従業員数 573人 ）

正社員 03100-    5311 就業場所 岩手県久慈市

時給

不問 (1)8時30分～17時30分

136,120円～144,320円

（従業員数 80人 ）

正社員以外 03100-    3411 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

184,000円～345,000円

（従業員数 17人 ）

正社員 03100-   65611 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

160,000円～250,000円

（従業員数 17人 ）

正社員以外 03100-   66911 就業場所 岩手県久慈市

見積もり、積算業務（見習い可） 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-   67111 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30分 （AT限定不可）

154,000円～254,000円
第一種電気工事士

（従業員数 12人 ） 第二種電気工事士

正社員 03100-   37411 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30分 （AT限定不可）

157,000円～223,000円

（従業員数 12人 ）

正社員以外 03100-   38011 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30分 （AT限定不可）

154,000円～254,000円
一級建築士

（従業員数 12人 ） 二級建築士

正社員 03100-   39311 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

64歳以下 (1)7時30分～17時00分 （AT限定不可）

190,000円～300,000円
１級土木施工管理技士

（従業員数 28人 ） ２級土木施工管理技士

正社員 03100-   54411 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

69歳以下 (1)8時30分～18時00分

150,000円～250,000円

（従業員数 37人 ）

正社員 03100-   52211 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 （AT限定不可）

200,000円～270,000円
準中型自動車免許

（従業員数 15人 ）

正社員 03100-   68711 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）

234,000円～280,800円

（従業員数 8人 ）

正社員 03100-   60211 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)6時30分～15時00分

142,000円～150,625円 (2)11時30分～20時00分

（従業員数 40人 ）

正社員以外 03100-   56311 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

153,720円～186,360円

（従業員数 40人 ）

正社員 03100-   57611 就業場所 岩手県久慈市

月給

59歳以下

320,000円～420,000円
薬剤師

（従業員数 12人 ）

正社員 03100-   48611 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

144,088円～147,560円

（従業員数 25人 ）

正社員以外 03100-   50711 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 （AT限定不可）

182,800円～259,900円

（従業員数 25人 ）

正社員 03100-   51811 就業場所 岩手県久慈市

看護補助者（臨時職員） 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）

チキン製造スタッフ 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

施工管理見習い（本社） 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）

建築板金工 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

雇用期間の定めなし

電気工事士（正社員） 株式会社　カヌカテック
プラス

岩手県久慈市小久慈町第５４地
割２－２

雇用期間の定めなし

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）

建築士 株式会社　カヌカテック
プラス

岩手県久慈市小久慈町第５４地
割２－２

雇用期間の定めなし

大工（見習い可） 株式会社　カヌカテック
プラス

岩手県久慈市小久慈町第５４地
割２－２

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

自動車分解整備（見習可） 船渡整備工場　有限会社 岩手県久慈市侍浜町桑畑３地割
５－５３

雇用期間の定めなし

土木施工管理技士 栄大建設　株式会社 岩手県九戸郡洋野町中野第１１
地割４９－２６

雇用期間の定めなし

配管工（経験者） ウエヤマ水道工業　有限
会社

岩手県久慈市西の沢第６地割１
－４９

雇用期間の定めなし

舗装工 有限会社　瀧音建設工業 岩手県九戸郡洋野町大野第３地
割２０－８

雇用期間の定めなし

総合職 株式会社　久慈グランド
ホテル

岩手県久慈市川崎町１０－１５

雇用期間の定めなし

9時00分～22時00分の間
の7時間以上

レストラン・ラウンジサービスス
タッフ

株式会社　久慈グランド
ホテル

岩手県久慈市川崎町１０－１５

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

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

薬剤師 株式会社　ファーマ・ラ
ボ

岩手県久慈市十八日町１丁目２
１

雇用期間の定めなし

8時30分～19時30分の間
の8時間程度

総合職（葬祭ディレクター・営
業・配送）

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
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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

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-   15911 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-   16111 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-   17711 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

150,800円～185,600円

（従業員数 26人 ）

正社員以外 03100-   72311 就業場所 岩手県久慈市

ジャージ製品の外観検査・検品など 日給 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15分～17時15分

136,840円～136,840円

（従業員数 33人 ）

正社員 03100-   69811 就業場所 岩手県下閉伊郡普代村

ジャージ製品の縫製（座りミシン） 日給 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15分～17時15分

136,840円～136,840円

（従業員数 33人 ）

正社員 03100-   70411 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　　あれば尚可

59歳以下 (1)8時15分～17時15分

136,840円～136,840円

（従業員数 33人 ）

正社員 03100-   71011 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

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 25人 ） 小型移動式クレーン運転技能者

正社員 03100-   77811 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 普通自動車運転免許　　必須

59歳以下 (1)9時00分～17時45分

150,000円～250,000円 (2)9時00分～17時00分

（従業員数 3人 ）

正社員 03100-   41711 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

162,144円～197,260円

（従業員数 66人 ）

正社員以外 03100-   61511 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)7時00分～16時00分

162,144円～197,260円 (2)9時00分～18時00分

(3)10時00分～19時00分

（従業員数 66人 ）

正社員以外 03100-   63011 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～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-   40111 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-   42811 就業場所 岩手県九戸郡洋野町

月給

64歳以下 (1)8時30分～17時30分

180,000円～200,000円
看護師

（従業員数 18人 ） 准看護師

正社員 03100-   79511 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

161,000円～230,000円

（従業員数 5人 ）

正社員以外 03100-   64311 就業場所 岩手県久慈市

時給

不問

840円～840円
調理師

（従業員数 32人 ）

パート労働者 03100- 3004801 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-   33711 就業場所 岩手県久慈市

車両系建設機械（整地・運搬・積
込用及び掘削用）運転技能者

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

調理員（パート） 一般社団法人　久慈学校
給食協会

岩手県久慈市小久慈町第３９地
割２－２

雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）

8時00分～16時00分の間
の6時間程度

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

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

株式会社　エヌエル
フォーティ

岩手県下閉伊郡普代村第２０地
割字馬場野４３－２

雇用期間の定めなし

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

生地の裁断オペレーター（延反・
ＣＡＭ）

株式会社　エヌエル
フォーティ

岩手県下閉伊郡普代村第２０地
割字馬場野４３－２

雇用期間の定めなし

株式会社　エヌエル
フォーティ

岩手県下閉伊郡普代村第２０地
割字馬場野４３－２

雇用期間の定めなし

営業 有限会社　大上保険事務
所

岩手県久慈市夏井町大崎第１２
地割９番地４

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

生活支援員（夜勤なし） 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）

デイサービス生活支援員 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）

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

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

看護師又は准看護師 有限会社　中塚　小規模
多機能ホーム　ときわ苑

岩手県久慈市湊町第１４地割１
０３番地

雇用期間の定めなし
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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

59歳以下 (1)8時00分～14時00分

830円～830円

（従業員数 22人 ）

パート労働者 03100-   44511 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-    1211 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-    2511 就業場所 岩手県久慈市

時給

不問 (1)8時30分～12時00分

793円～793円 (2)14時30分～18時00分

（従業員数 4人 ）

パート労働者 03100-   55011 就業場所 岩手県久慈市

時給 普通自動車運転免許　　必須

18歳以上 (1)5時00分～7時00分

900円～900円

（従業員数 10人 ）

パート労働者 03100-   58911 就業場所 岩手県下閉伊郡普代村

時給 普通自動車運転免許　　必須

不問 (1)9時15分～11時15分

800円～900円

（従業員数 10人 ）

パート労働者 03100-   59111 就業場所 岩手県下閉伊郡普代村

時給 普通自動車運転免許　　必須

59歳以下 (1)8時30分～15時00分

830円～850円 (2)10時00分～16時00分

(3)8時30分～18時00分

（従業員数 25人 ）

パート労働者 03100-   49911 就業場所 岩手県久慈市

時給

不問

793円～797円

（従業員数 33人 ）

パート労働者 03100-   78211 就業場所 岩手県久慈市

時給

59歳以下

800円～800円

（従業員数 4人 ）

パート労働者 03100- 3003701 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)15時30分～19時30分

950円～1,200円

（従業員数 2人 ）

パート労働者 03100-   46011 就業場所 岩手県下閉伊郡普代村

時給 普通自動車運転免許　　必須

不問 (1)12時30分～19時30分

950円～1,200円

（従業員数 2人 ）

パート労働者 03100-   47311 就業場所 岩手県下閉伊郡普代村

時給 普通自動車運転免許　　必須

不問

800円～900円

（従業員数 3人 ）

パート労働者 03100-   43211 就業場所 岩手県九戸郡洋野町

時給

不問

800円～800円

（従業員数 57人 ）

パート労働者 03100-   73611 就業場所 岩手県久慈市

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-   74911 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-   75111 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-   76711 就業場所 岩手県久慈市

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）

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）

お弁当の製造と宅配 みちのくエコランドマネ
ジメント　株式会社

岩手県九戸郡洋野町種市第４２
地割１４７番

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

8時00分～16時00分の間
の5時間程度

鮮魚担当者（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）

8時00分～15時00分の間
の4時間程度

牛の飼育作業（パート２） 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

牛の飼育作業（パート１） 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

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

支援員 小久慈学童たんぽぽクラ
ブ　父母の会

岩手県久慈市小久慈町第２１地
割４２番地７

雇用期間の定めなし

13時00分～18時00分の間
の4時間程度

集金作業員 合同会社　文具かねこ 岩手県下閉伊郡普代村第１３地
割字普代１４２－４

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

又は10時30分～20時00分
の間の5時間以上

歯科アシスタント 医療法人　二紀会　岩城
歯科医院

岩手県久慈市川崎町９－３１

雇用期間の定めなし

新聞配達員【日曜日】 合同会社　文具かねこ 岩手県下閉伊郡普代村第１３地
割字普代１４２－４

雇用期間の定めなし

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

惣菜担当　［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
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