
◎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！！～

【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

 【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）

時間

お 知 ら せ

 1月22日(金)発行

 次回予定日

 1月29日(金)10時

ハローワーク久慈からの

利用℡

●自分の求職活動は間違っていないだろうか？

●応募書類は何を準備したらよいのだろうか？

●資格や免許を取っておいた方がいいだろうか？

●このあたりの給料はいくらぐらいなのだろうか？

●正社員で働きたい。

●この会社では残業は多いのだろうか？

専門の相談員からのアドバイスはいかがですか？

履歴書や職務経歴書を応募企業へ提出する際に「本当にこれでいいのかな？」と

不安に思うことはありませんか？

「書き方がわからない！」「応募者が多いので自己ＰＲしたいけど・・」などで

お悩みの方、アドバイスを行っています。

お気軽にご相談くださいませ(^^)

就職活動 応援します！！
悩んでること、困ってること、何でも相談してください。

一人よりふたりで考えた方がいいと思うよ！

履歴書、職務経歴書の記載で

不安な点はありませんか？

http://www.irasutoya.com/2013/08/blog-post_3185.html
http://www.irasutoya.com/2014/05/blog-post_7011.html
http://www.irasutoya.com/2014/06/blog-post_6108.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 普通自動車運転免許　　必須

不問 (1)8時30分～17時15分 （AT限定不可）

200,000円～200,000円
２級土木施工管理技士

（従業員数 4人 ） 測量士補

正社員以外 03010- 1043811 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～17時00分 （AT限定不可）

150,000円～200,000円

（従業員数 3人 ）

正社員 03090-  178511 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)7時30分～16時30分

160,472円～194,272円 (2)8時30分～17時30分

保育士

（従業員数 32人 ） 幼稚園教諭免許（専修・１種・２種）

正社員 03100-  159511 就業場所 岩手県久慈市

月給 交替制あり

18歳～59歳 (1)8時30分～17時00分

180,000円～180,000円 (2)16時30分～1時00分

（従業員数 16人 ）

正社員 03100-  184011 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30分～17時00分

173,600円～173,600円

（従業員数 2人 ）

正社員以外 03100-  203211 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　　あれば尚可

不問 (1)7時00分～16時00分

164,800円～190,600円 (2)8時30分～17時30分

(3)9時30分～18時30分 保育士

（従業員数 18人 ）

正社員以外 03100-  180811 就業場所 岩手県久慈市

月給 交替制あり

不問 (1)7時20分～16時20分

151,200円～172,100円 (2)8時20分～17時20分

(3)10時00分～19時00分 保育士

（従業員数 16人 ）

正社員以外 03100-  160311 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）

180,000円～350,000円
大型自動車免許

（従業員数 16人 ） フォークリフト運転技能者

正社員 03100-  186611 就業場所 岩手県久慈市

重機オペレーター【環境保全部】 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）

197,490円～227,000円

（従業員数 3人 ） 大型特殊自動車免許

正社員 03100-  200111 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

138,000円～145,000円

（従業員数 3人 ）

正社員 03100-  201711 就業場所 岩手県久慈市

月給

不問

151,000円～154,000円
保育士

（従業員数 33人 ） 幼稚園教諭免許（専修・１種・２種）

正社員以外 03100-  202811 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）

231,000円～277,200円
大型自動車免許

（従業員数 11人 ）

正社員 03100-  199211 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～18時00分 （AT限定不可）

150,000円～180,000円

（従業員数 15人 ）

正社員 03100-  181211 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～18時00分 （AT限定不可）

170,000円～210,000円

（従業員数 15人 ）

正社員 03100-  182511 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

59歳以下 (1)8時30分～17時00分

135,207円～135,207円

（従業員数 18人 ）

正社員 03100-  210711 就業場所 岩手県久慈市

日給 変形（1年単位）

59歳以下 (1)7時00分～17時15分

203,000円～331,600円
大型自動車免許

（従業員数 4人 ）

正社員 03100-  194611 就業場所 岩手県久慈市

その他 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05分 （AT限定不可）

160,000円～160,000円

（従業員数 73人 ）

正社員 03100-  173811 就業場所 岩手県久慈市

運転手 有限会社　ヤマキ商店 岩手県久慈市長内町第３６地割
５番地６

雇用期間の定めなし

設備保全（生産管理含む） 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

雇用期間の定めなし

ルートセールス 有限会社　栄光商会 岩手県久慈市栄町第３７地割７
８－７

雇用期間の定めなし

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

雇用期間の定めなし

大型トラック運転手 株式会社　丸才 岩手県久慈市長内町第３７地割
１５－２３

雇用期間の定めなし

事務員 有限会社　栄光商会 岩手県久慈市栄町第３７地割７
８－７

雇用期間の定めなし

現場事務【環境保全部】 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

保育教輸又は保育補助 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

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

7時00分～19時00分の間
の7時間以上

大型運転手 大沢運送　有限会社 岩手県久慈市長内町第３７地割
６－１３

雇用期間の定めなし

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

車両系建設機械（整地・運搬・積
込用及び掘削用）運転技能者雇用期間の定めなし

保育士 社会福祉法人　久慈湊厚
生会　久慈湊保育園

岩手県久慈市湊町第１９地割８
番地１

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

保育士 社会福祉法人　幸町保育
会

岩手県久慈市小久慈町第３６地
割２番地３

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） ６０歳以上
歓迎求人 又は7時20分～19時00分

の間の6時間以上

ホールスタッフ（新中の橋） 有限会社　樹商事 岩手県久慈市中央２丁目４２番
地

雇用期間の定めなし

牧場監視員 新岩手農業協同組合　久
慈支所

岩手県久慈市中央一丁目５７番
地

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

養鶏ボイラー管理作業員 有限会社　佐藤養鶏 岩手県二戸市金田一字新田野１
－８

雇用期間の定めなし

又は7時00分～19時00分
の間の8時間程度

保育士 社会福祉法人　畑田保育
会

岩手県久慈市寺里第２７地割９
－１

雇用期間の定めなし

又は9時00分～19時00分
の間の8時間程度

所在地・就業場所

道路巡回業務（久慈市） 株式会社　岩手パブリッ
ク

岩手県盛岡市高松２丁目１４番
２８号

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

2／4



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） 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～200,000円

（従業員数 1人 ）

正社員 03100-  204511 就業場所 岩手県久慈市
時給

65歳以下 (1)8時00分～17時00分
137,665円～137,665円

（従業員数 28人 ）

正社員 03100-  169011 就業場所 岩手県九戸郡洋野町
時給 変形（1年単位）

65歳以下 (1)8時00分～17時00分
137,665円～137,665円

（従業員数 15人 ）

正社員 03100-  170911 就業場所 岩手県久慈市
月給 普通自動車運転免許　　必須

65歳以下 (1)8時00分～17時00分 （AT限定不可）
180,000円～180,000円

（従業員数 27人 ）

正社員 03100-  196111 就業場所 岩手県九戸郡洋野町
日給 変形（1年単位）

59歳以下 (1)8時00分～17時00分
173,600円～314,650円

（従業員数 155人 ）

正社員 03100-  172711 就業場所 岩手県久慈市
月給 変形（1年単位）

不問 (1)6時40分～16時05分
190,960円～190,960円

（従業員数 80人 ）

正社員 03100-  207311 就業場所 岩手県久慈市
月給

18歳～40歳 (1)15時00分～23時00分
145,000円～155,000円

（従業員数 4人 ）

正社員 03100-  166211 就業場所 岩手県久慈市

薪の梱包及び薪割り作業補助員 時給 普通自動車運転免許　　必須
不問 (1)8時00分～16時30分

146,790円～146,790円

（従業員数 10人 ）

正社員以外 03100-  176411 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
157,282円～165,962円

（従業員数 84人 ）

正社員以外 03100-  178311 就業場所 岩手県久慈市
月給 交替制あり

59歳以下 (1)7時30分～16時30分
179,000円～219,000円 (2)8時15分～17時15分

(3)10時30分～19時30分 保育士
（従業員数 24人 ） 幼稚園教諭免許（専修・１種・２種）

正社員 03100-  183411 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

64歳以下 (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-  161611 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
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-  162911 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）
152,000円～220,000円

準中型自動車免許
（従業員数 11人 ） 二級自動車整備士

正社員 03100-  163111 就業場所 岩手県久慈市 玉掛技能者
月給 交替制あり 普通自動車運転免許　　あれば尚可

不問 (1)7時00分～15時45分
147,400円～173,200円 (2)8時15分～17時00分

(3)10時00分～18時45分 ホームヘルパー２級
（従業員数 22人 ） 介護職員初任者研修修了者

正社員以外 03100-  167511 就業場所 岩手県九戸郡洋野町 介護福祉士
月給 交替制あり

不問 (1)8時15分～17時00分
166,700円～228,300円 (2)16時30分～8時30分

看護師
（従業員数 22人 ） 准看護師

正社員以外 03100-  168411 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

59歳以下 (1)8時30分～17時30分 （AT限定不可）
272,000円～325,000円

（従業員数 9人 ）

正社員 03100-  189711 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30分～17時30分 （AT限定不可）
348,000円～425,000円

（従業員数 9人 ）

正社員 03100-  190511 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- 1963311 就業場所 岩手県久慈市

営業　（久慈営業所） 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

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

看護師 洋野町国民健康保険種市
病院

岩手県九戸郡洋野町種市第２３
地割２７－２

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

修理（保守管理） 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

建設機械の整備 株式会社　ほくとう　久
慈営業所

岩手県久慈市長内町第１９地割
１６５番地１７

雇用期間の定めなし

介護職員 洋野町国民健康保険種市
病院

岩手県九戸郡洋野町種市第２３
地割２７－２

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

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

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

食品製造 八戸缶詰　株式会社　久
慈工場

岩手県久慈市長内町第４０地割
１７－４

雇用期間の定めなし

保育士 社会福祉法人　清翠会 岩手県九戸郡洋野町中野第９地
割２９番地２２

雇用期間の定めなし

ホール係（正社員） 中村商事　有限会社 岩手県久慈市中央２丁目２３

雇用期間の定めなし

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

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

生鳥処理加工 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番地３

雇用期間の定めなし

食肉加工（侍浜工場） 株式会社　吉成食品 岩手県久慈市侍浜町本町第９地
割５３－５０

雇用期間の定めなし

各種管理業務（種市工場） 株式会社　吉成食品 岩手県久慈市侍浜町本町第９地
割５３－５０

雇用期間の定めなし

自動車鈑金塗装（見習い可） 佐々木ボディー　　佐々
木　睦

岩手県久慈市大川目町第２６地
割３２－６

雇用期間の定めなし

食肉加工（種市工場） 株式会社　吉成食品 岩手県久慈市侍浜町本町第９地
割５３－５０

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 普通自動車運転免許　　必須
不問

810円～810円

（従業員数 16人 ）

パート労働者 01020-  922511 就業場所 岩手県久慈市
時給

18歳以上 (1)18時00分～22時15分

801円～801円

（従業員数 14人 ）

パート労働者 03010- 1390911 就業場所 岩手県久慈市
時給

不問 (1)13時00分～18時00分

801円～801円

（従業員数 14人 ）

パート労働者 03010- 1391111 就業場所 岩手県久慈市
時給

不問 (1)7時00分～11時15分

800円～800円

（従業員数 8人 ）

パート労働者 03100-  185311 就業場所 岩手県久慈市
時給

不問 (1)8時30分～16時30分

1,100円～1,150円 (2)9時00分～15時30分
看護師

（従業員数 19人 ） 准看護師
パート労働者 03100-  179611 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
59歳以下 (1)9時30分～16時00分

793円～793円

（従業員数 18人 ）

パート労働者 03100-  208611 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

不問 (1)9時30分～16時00分

793円～793円

（従業員数 18人 ）

パート労働者 03100-  209911 就業場所 岩手県久慈市

持ち帰り弁当等の調理、販売、配達 時給 普通自動車運転免許　　必須
不問

793円～793円

（従業員数 6人 ）

パート労働者 03100-  205411 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15分～15時00分

793円～793円 (2)8時30分～13時00分
(3)8時30分～14時00分 調理師

（従業員数 47人 ）

パート労働者 03100-  211811 就業場所 岩手県久慈市
時給

18歳以上 (1)18時00分～23時00分

850円～850円

（従業員数 4人 ）

パート労働者 03100-  164711 就業場所 岩手県久慈市
時給

18歳以上 (1)18時00分～23時00分

850円～850円

（従業員数 4人 ）

パート労働者 03100-  165811 就業場所 岩手県久慈市
時給 交替制あり

64歳以下 (1)11時00分～17時00分

793円～793円 (2)10時00分～17時45分

（従業員数 6人 ）

パート労働者 03100-  177011 就業場所 岩手県久慈市
時給 交替制あり

不問 (1)6時00分～11時30分

800円～1,000円 (2)13時30分～19時00分
調理師

（従業員数 37人 ）

パート労働者 03100-  212211 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～850円

調理師
（従業員数 3人 ）

パート労働者 03100-  197711 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～15時00分

800円～860円

（従業員数 3人 ）

パート労働者 03100-  198811 就業場所 岩手県久慈市
時給

不問
800円～800円

（従業員数 60人 ）

パート労働者 03100-  192011 就業場所 岩手県久慈市
時給

不問
800円～800円

（従業員数 60人 ）

パート労働者 03100-  193311 就業場所 岩手県久慈市
時給

18歳以上
850円～850円

（従業員数 5人 ）

パート労働者 03100-  195911 就業場所 岩手県久慈市

食品担当者（７：００～）
（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

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）
7時00分～13時00分の間
の4時間程度

カラオケボックス店員 カラオケＷＯＮＤＡ久慈
店　代表　東　優奈

岩手県久慈市中央２丁目２番地

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）
10時00分～2時00分の間
の6時間程度

生活支援員 合同会社　リモーネ 岩手県久慈市新井田第５地割３
０番地３

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

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

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）
14時00分～19時00分の間
の4時間程度

調理員（パート） 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

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）
又は6時00分～19時00分
の間の4時間以上

調理員 合同会社　リモーネ 岩手県久慈市新井田第５地割３
０番地３

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）
9時00分～13時00分の間
の3時間程度

調理補助、洗い場 中村商事　有限会社 岩手県久慈市中央２丁目２３

雇用期間の定めなし

清掃・接客及び事務補助 久慈広域葬祭業協同組合 岩手県久慈市夏井町鳥谷第４地
割２３－３５

雇用期間の定めなし

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３
５番地１

雇用期間の定めなし ６０歳以上
歓迎求人

ホール係 中村商事　有限会社 岩手県久慈市中央２丁目２３

雇用期間の定めなし

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

雇用期間の定めなし

本家かまどや　久慈店
久保文男

岩手県久慈市二十八日町２丁目
２５

雇用期間の定めなし
8時30分～19時30分の間
の4時間以上

看護師・准看護師（パート） 有限会社　ホームセン
ター仙台

岩手県久慈市田屋町第１地割３
０番地８

雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）
又は8時30分～15時30分
の間の3時間以上

検査工 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

雇用期間の定めなし

ドラッグストアでの販売（１３：
００～）（久慈川崎店）

株式会社　薬王堂 岩手県紫波郡矢巾町大字広宮沢
第３地割４２６番地

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

清掃員（北リアス病院）
（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）

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

ドラッグストアでの販売（１８：
００～）（久慈川崎店）

株式会社　薬王堂 岩手県紫波郡矢巾町大字広宮沢
第３地割４２６番地

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）
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