
◎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15日(金)発行

 次回予定日

 1月22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

※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。  

【 お問い合わせ先 】 ハローワーク久慈  ☎0194- 53-3374 

求人説明会・ミニ面接会 

日  時 
事業所名 

令和３年１月１８日（月） 

説明会 １０：００～ 

面接会 １０：３０～ 

農事組合法人 八幡平ファーム 

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 

令和３年１月２０日（水） 

説明会 １０：００～ 
有限会社 タニムラフードサービス 

令和３年１月２２日（金） 

説明会 １３：３０～ 

株式会社 十文字チキンカンパニー 

久慈工場 

http://www.irasutoya.com/2013/08/blog-post_3185.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年単位） 普通自動車運転免許　　必須

59歳以下 (1)10時30分～19時30分

157,000円～157,000円 (2)11時00分～20時00分

(3)13時00分～22時00分

（従業員数 15人 ）

正社員 01020-  591111 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)9時30分～18時00分 （AT限定不可）

144,600円～253,400円

（従業員数 10人 ）

正社員 03010-  548611 就業場所 岩手県久慈市

パーツアドバイザー（久慈営業所） 月給 変形（1年単位） 普通自動車運転免許　　必須

40歳以下 (1)9時00分～18時00分

156,000円～200,000円

（従業員数 4人 ）

正社員 03010-  766611 就業場所 岩手県久慈市

月給 変形（1ヶ月単位）

不問

160,000円～170,000円
保育士

（従業員数 14人 ）

正社員 03010-  665811 就業場所 岩手県久慈市

日給 変形（1年単位）

21歳～64歳 (1)19時00分～3時00分

270,000円～270,000円 (2)5時00分～14時00分

大型自動車免許

（従業員数 5人 ） フォークリフト運転技能者

正社員 03090-  143811 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15分～17時00分

138,285円～138,285円

（従業員数 43人 ）

正社員 03100-  147111 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-  155111 就業場所 岩手県久慈市

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-  126011 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-  127311 就業場所 岩手県久慈市

月給 普通自動車運転免許　　必須

40歳以下 (1)8時30分～17時15分

147,400円～216,700円

（従業員数 16人 ）

正社員 03100-  144311 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

160,000円～196,000円

（従業員数 21人 ）

正社員 03100-  136311 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

145,000円～280,000円
測量士

（従業員数 22人 ） 技術士（建設部門）

正社員 03100-  128611 就業場所 岩手県久慈市 コンクリート技士・コンクリート主任技士

重機オペレーター（アルバイト） 時給 変形（1年単位）

不問 (1)8時00分～17時00分

173,250円～207,900円
準中型自動車免許

（従業員数 21人 ）

正社員以外 03100-   94211 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）

230,000円～290,000円
１級土木施工管理技士

（従業員数 21人 ） ２級土木施工管理技士

正社員 03100-   95511 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

144,900円～164,450円

（従業員数 21人 ）

正社員 03100-  116511 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)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-  149811 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)6時30分～14時30分

134,000円～134,000円

（従業員数 7人 ）

正社員 03100-  118011 就業場所 岩手県久慈市

パンの製造 有限会社　シャトータカ
マツ

岩手県久慈市中央４丁目１６

雇用期間の定めなし

自動車整備（種市営業所） 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

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

土木施工管理者 株式会社　正栄 岩手県久慈市夏井町鳥谷第８地
割５０－５

雇用期間の定めなし

株式会社　正栄 岩手県久慈市夏井町鳥谷第８地
割５０－５

雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）

測量技術者・設計技術者・用地補
償技術者及びその補助者

株式会社　スズマ測量設
計

岩手県久慈市新中の橋第３７地
割１０１－１３

雇用期間の定めなし

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

総合事務 久慈商工会議所 岩手県久慈市十八日町１丁目４
５番地

雇用期間の定めなし

縫製工 株式会社　東京ドレス研
究所

岩手県久慈市夏井町鳥谷第５地
割６５番地６

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（自動車整備）スタッフ
（久慈店）

ネッツトヨタ岩手　株式
会社

岩手県盛岡市東仙北２丁目１３
－３５

雇用期間の定めなし

大型運転手（本社） 小松運送　有限会社 岩手県九戸郡軽米町大字軽米２
２－４４－４５４

雇用期間の定めなし

保育士（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）

雇用期間の定めなし

7時30分～19時00分の間
の8時間程度

所在地・就業場所

エリア限定正社員（ピザ　テン．
フォー久慈店）

株式会社　テンフォー 北海道函館市柏木町２４番１９
号

雇用期間の定めなし

日産部品岩手販売　株式
会社

岩手県盛岡市流通センター北１
丁目３－１５

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

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

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



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）

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-  112111 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）

138,000円～218,500円

（従業員数 80人 ）

正社員 03100-   80311 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

140,000円～180,000円

（従業員数 80人 ）

正社員 03100-   81611 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）

185,600円～255,200円
大型自動車免許

（従業員数 13人 ） 移動式クレーン運転士

正社員 03100-  124511 就業場所 岩手県下閉伊郡普代村 玉掛技能者

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）

270,000円～370,000円
１級土木施工管理技士

（従業員数 13人 ） ２級土木施工管理技士

正社員 03100-  125411 就業場所 岩手県下閉伊郡普代村

月給 変形（1年単位）

59歳以下 (1)8時30分～17時00分

150,000円～200,000円

（従業員数 20人 ）

正社員 03100-  105711 就業場所 岩手県九戸郡洋野町

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）

147,000円～294,000円
ガス溶接技能者

（従業員数 9人 ） アーク溶接技能者（基本級）

正社員 03100-  113711 就業場所 岩手県九戸郡洋野町 玉掛技能者

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45分～17時30分

138,800円～200,700円
介護支援専門員（ケアマネージャー）

（従業員数 87人 ）

正社員 03100-   98311 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）

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-  123211 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）

184,450円～260,400円

（従業員数 31人 ）

正社員 03100-   96411 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）

162,750円～260,400円
大型自動車免許

（従業員数 31人 ）

正社員 03100-   97011 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-   92711 就業場所 岩手県九戸郡野田村

月給 交替制あり 普通自動車運転免許　　必須

18歳～59歳 (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-  132211 就業場所 岩手県九戸郡洋野町

月給

不問

140,000円～160,000円

（従業員数 25人 ）

正社員 03100-  106811 就業場所 岩手県九戸郡洋野町

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-  100011 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

30歳以下 (1)8時00分～17時00分 （AT限定不可）

166,000円～235,000円

（従業員数 18人 ）

正社員 03100-   82911 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

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-  130711 就業場所 岩手県久慈市

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

配管工（見習い可） 有限会社　辰巳 岩手県久慈市川貫第７地割３７

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）

フロント及びホール接客 大沢農村振興会　アグリ
パークおおさわ

岩手県九戸郡洋野町種市第６９
地割１６－１

雇用期間の定めなし

6時30分～22時00分の間
の8時間程度

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

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

大型ダンプオペレーター（コンク
リートミキサー車含）

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

雇用期間の定めなし

重機オペレーター 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

居宅介護支援事業所・介護支援専
門員

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

雇用期間の定めなし

建設スタッフ 有限会社　逸見工業 岩手県九戸郡　洋野町種市第３
９地割８－７０

雇用期間の定めなし

事務職（出荷担当） 株式会社　長根商店 岩手県九戸郡洋野町中野９－１
６－１

雇用期間の定めなし

土木施工管理技士 有限会社　古沼建設 岩手県下閉伊郡普代村第２５地
割字卯子酉８１

雇用期間の定めなし

土木作業員 有限会社　古沼建設 岩手県下閉伊郡普代村第２５地
割字卯子酉８１

雇用期間の定めなし

管理事務員 有限会社　谷地林業 岩手県久慈市山形町荷軽部第３
地割１８

雇用期間の定めなし

伐採夫 有限会社　谷地林業 岩手県久慈市山形町荷軽部第３
地割１８

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

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

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-  108511 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

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-  103911 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)7時45分～16時30分

157,300円～200,000円

（従業員数 23人 ）

正社員 03100-   86211 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）

200,000円～200,000円
介護支援専門員（ケアマネージャー）

（従業員数 3人 ）

正社員 03100-  101311 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)7時45分～16時30分

157,300円～200,000円

（従業員数 21人 ）

正社員 03100-   85811 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）

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 3人 ）

正社員 03100-   90911 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

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-  131811 就業場所 岩手県九戸郡洋野町

月給 変形（1ヶ月単位）

59歳以下 (1)8時00分～18時00分

200,000円～400,000円

（従業員数 9人 ）

正社員 03100-  117411 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

65歳以下 (1)8時00分～17時00分

134,400円～167,000円 (2)9時00分～18時00分

ホームヘルパー２級

（従業員数 0人 ） 介護職員初任者研修修了者

正社員 03100-   83111 就業場所 岩手県久慈市 介護福祉士

月給 交替制あり

65歳以下 (1)6時00分～15時00分

134,400円～167,000円 (2)13時00分～22時00分

(3)9時00分～18時00分

（従業員数 37人 ）

正社員 03100-   84711 就業場所 岩手県久慈市

月給 変形（1年単位）

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-  140211 就業場所 岩手県久慈市 介護福祉士

月給 変形（1年単位）

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-  141511 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

128,640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 76人 ）

正社員以外 03100-  153611 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

64歳以下 (1)8時00分～17時00分

177,700円～199,300円 (2)9時00分～18時00分

看護師

（従業員数 76人 ） 准看護師

正社員 03100-  154911 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)8時00分～17時00分 （AT限定不可）

200,000円～230,000円

（従業員数 0人 ）

正社員 03100-  111911 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

64歳以下 (1)8時00分～17時00分

140,000円～160,000円 (2)7時00分～16時00分

(3)10時00分～19時00分 介護福祉士

（従業員数 18人 ） ホームヘルパー２級

正社員 03100-  151011 就業場所 岩手県久慈市 介護職員初任者研修修了者

介護員 株式会社　久慈山形介護
センター

岩手県久慈市山形町川井第１０
地割５５－１

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

看護職 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）

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）

介護員 社会福祉法人　琥珀会 岩手県久慈市小久慈町第１９地
割１１８－１

雇用期間の定めなし

介護員（地域密着型認知症対応型
デイサービスセンター）

社会福祉法人　琥珀会 岩手県久慈市小久慈町第１９地
割１１８－１

雇用期間の定めなし

内装作業員（見習い可） 下舘建装　株式会社 岩手県九戸郡洋野町大野第１５
地割１９－３

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

現場作業員 株式会社　東北法面工業 岩手県久慈市川崎町１６番２７
号

雇用期間の定めなし

養豚飼育管理 農事組合法人　八幡平洋
野牧場

岩手県九戸郡洋野町大野第３４
地割６６－７９

雇用期間の定めなし

介護支援専門員（みどりの里介護
支援センター）

デイサービスセンターみ
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１－１

雇用期間の定めなし

養豚飼育管理 農事組合法人　八幡平
ファーム

岩手県九戸郡洋野町阿子木第１
２地割３３番地１２７

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

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
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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

59歳以下 (1)7時45分～16時30分

157,300円～200,000円

（従業員数 22人 ）

正社員 03100-   87511 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

不問 (1)7時30分～16時30分 （AT限定不可）

180,000円～250,000円 (2)7時30分～16時00分 大型自動車免許

（従業員数 5人 ）

正社員 03100-  107211 就業場所 岩手県久慈市 ショベルローダー等運転技能者

月給 交替制あり 普通自動車運転免許　　必須

59歳以下 (1)9時00分～18時00分 （AT限定不可）

150,000円～200,000円
三級自動車整備士

（従業員数 2人 ） 二級自動車整備士

正社員 03100-  157811 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30分～17時00分

118,664円～118,664円

（従業員数 12人 ）

正社員以外 03100-   99611 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-  133511 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-  134411 就業場所 岩手県久慈市

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

212,000円～212,000円
大型自動車免許

（従業員数 21人 ）

正社員以外 03100-  115211 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

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-  135011 就業場所 岩手県久慈市

イエローハット軽整備スタッフ 月給 変形（1年単位） 普通自動車運転免許　　必須

64歳以下 (1)10時00分～19時00分

155,000円～160,600円

（従業員数 9人 ）

正社員 04010- 2972511 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

800円～800円

（従業員数 6人 ）

パート労働者 03100-  152311 就業場所 岩手県九戸郡野田村

時給

不問 (1)9時30分～17時00分

800円～900円 (2)9時30分～14時00分

(3)12時00分～17時00分

（従業員数 2人 ）

パート労働者 03100-   93811 就業場所 岩手県久慈市

時給

18歳以上 (1)1時00分～6時30分

795円～795円

（従業員数 13人 ）

パート労働者 03100-  119311 就業場所 岩手県久慈市

時給

59歳以下

800円～850円

（従業員数 20人 ）

パート労働者 03100-  104111 就業場所 岩手県九戸郡洋野町

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 6人 ）

パート労働者 03100-  137611 就業場所 岩手県九戸郡洋野町

時給 交替制あり

不問 (1)5時30分～14時30分

793円～1,000円 (2)9時30分～18時30分

調理師

（従業員数 4人 ）

パート労働者 03100-  129911 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-  122811 就業場所 岩手県久慈市

株式会社　ホットマン 宮城県仙台市太白区西多賀４丁
目４－１７

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

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

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

配送及び事務補助 株式会社　バイタルネッ
ト　久慈支店

岩手県久慈市川貫第９地割１４

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

自動車整備・清掃員 株式会社　カービュー
ティーサービス

岩手県久慈市新井田第３地割９
１番地１

雇用期間の定めなし

現場作業及び事務処理 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

養豚飼育管理 農事組合法人　ジョイフ
ルファーム八幡平

岩手県九戸郡洋野町種市第４地
割１０４－１

雇用期間の定めなし

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

時計・宝飾品・メガネの販売 有限会社　ササキ時計宝
飾店

岩手県久慈市二十八日町２丁目
８番地

雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）

店内業務（ローソン久慈本町店／
１：００～６：３０）

株式会社　らいおん 岩手県久慈市二十八日町１丁目
１９番地

雇用期間の定めなし

事務職（出荷担当・パート） 株式会社　長根商店 岩手県九戸郡洋野町中野９－１
６－１

雇用期間の定めなし

8時30分～15時00分の間
の5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） ６０歳以上
歓迎求人

又は6時30分～19時00分
の間の4時間程度

調理業務（結の里） 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）

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

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

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

800円～800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-   91111 就業場所 岩手県九戸郡野田村

時給 交替制あり

18歳以上 (1)6時30分～15時00分

793円～793円 (2)15時00分～23時00分

(3)23時00分～8時00分

（従業員数 22人 ）

パート労働者 03100-  150411 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

18歳以上 (1)22時00分～8時00分

1,300円～1,300円
介護職員初任者研修修了者

（従業員数 15人 ） ホームヘルパー２級

パート労働者 03100-  120111 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

793円～853円

（従業員数 13人 ）

パート労働者 03100-  121711 就業場所 岩手県九戸郡洋野町

時給 交替制あり

不問 (1)8時00分～13時00分

793円～793円 (2)13時00分～17時00分

(3)8時00分～17時00分

（従業員数 7人 ）

パート労働者 03100-  145611 就業場所 岩手県久慈市

時給

不問

793円～793円

（従業員数 7人 ）

パート労働者 03100-  102611 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)13時00分～18時00分

850円～1,030円 (2)7時30分～19時30分

保育士

（従業員数 12人 ） 社会福祉士

パート労働者 03100-  109411 就業場所 岩手県久慈市 精神保健福祉士

学童支援員または支援員補助 時給

不問

830円～950円
小学校教諭免許（専修・１種・２種）

（従業員数 4人 ） 保育士

パート労働者 03100-  110611 就業場所 岩手県久慈市 社会福祉士

時給 交替制あり

不問

800円～1,200円

（従業員数 38人 ）

パート労働者 03100-  138911 就業場所 岩手県久慈市

看護師又は准看護師（通所） 時給 変形（1年単位）

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-  139111 就業場所 岩手県久慈市

惣菜担当（ジョイス久慈長内店） 時給

不問

800円～800円

（従業員数 60人 ）

パート労働者 03100-  156711 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

（従業員数 16人 ）

パート労働者 03100-  114811 就業場所 岩手県久慈市

時給

不問 (1)10時00分～14時00分

800円～800円 (2)12時00分～16時00分

（従業員数 2人 ）

パート労働者 03100-  158211 就業場所 岩手県九戸郡洋野町

時給

18歳以上

830円～850円

（従業員数 27人 ）

パート労働者 03100-  148711 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15分～11時45分

812円～830円
ホームヘルパー２級

（従業員数 6人 ） 介護職員初任者研修修了者

パート労働者 03100-   88411 就業場所 岩手県九戸郡野田村 介護福祉士

時給 普通自動車運転免許　　必須

不問 (1)9時00分～12時00分

1,050円～1,100円
看護師

（従業員数 6人 ） 准看護師

パート労働者 03100-   89011 就業場所 岩手県九戸郡野田村 柔道整復師

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）

販売員 ファミリーマート　久慈
旭町店　　坊良　満人

岩手県久慈市旭町第８地割１７
番地

雇用期間の定めなし

介護職（くるみ・夜勤専門） 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

雇用期間の定めなし ６０歳以上
歓迎求人

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

雇用期間の定めなし ６０歳以上
歓迎求人

8時00分～18時00分の間
の5時間程度

販売スタッフ ファミリーマート　久慈
北インター前店　湊　孝
治

岩手県久慈市夏井町鳥谷第７地
割２５番地２

雇用期間の定めなし

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

6時00分～20時00分の間
の2時間以上

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

支援員 特定非営利活動法人　ｍ
ａｚｅｌ．ｂｅ

岩手県久慈市門前第３地割１５
２番地１

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

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3時間以上

看護師または機能訓練士 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

雇用期間の定めなし

調理補助接客係 麺介　　　金澤　勝司 岩手県九戸郡洋野町種市第２３
地割６５番地６

雇用期間の定めなし

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

介護員 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

雇用期間の定めなし

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

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

11時00分～18時00分の間
の4時間程度

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）

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）
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