
◎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

2月12日(金)10時

2月5日(金)発行

次回予定日

　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

【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）

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！！

http://www.irasutoya.com/2013/08/blog-post_3185.html
http://www.irasutoya.com/2013/05/blog-post_3850.html
http://www.irasutoya.com/2014/06/blog-post_5673.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

45歳以下 (1)8時30分～17時30分 （AT限定不可）

146,000円～175,000円
三級自動車整備士

（従業員数 8人 ）

正社員 03100-  274611 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）

185,000円～300,000円
移動式クレーン運転士

（従業員数 68人 ） 車両系建設機械（基礎工事用）運転技能者

正社員 03100-  253811 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

194,100円～250,600円
看護師

（従業員数 120人 ）

正社員以外 03100-  252711 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

64歳以下 (1)8時00分～17時00分 （AT限定不可）

178,960円～283,000円
大型自動車免許

（従業員数 26人 ） 玉掛技能者

正社員 03100-  254211 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

64歳以下 (1)8時00分～17時00分 （AT限定不可）

226,100円～283,000円
玉掛技能者

（従業員数 26人 ）

正社員 03100-  255511 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）

184,200円～258,440円
車両系建設機械（基礎工事用）運転技能者

（従業員数 26人 ） 大型自動車免許

正社員 03100-  256411 就業場所 岩手県久慈市 玉掛技能者

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）

200,000円～350,000円
１級土木施工管理技士

（従業員数 26人 ） ２級土木施工管理技士

正社員 03100-  257011 就業場所 岩手県久慈市 ２級建設機械施工技士

日給 変形（1年単位）

59歳以下 (1)7時30分～16時30分

173,600円～217,000円
大型自動車免許

（従業員数 26人 ） 車両系建設機械（基礎工事用）運転技能者

正社員以外 03100-  259611 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
２級土木施工管理技士

（従業員数 27人 ）

正社員 03100-  260811 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
２級土木施工管理技士

（従業員数 27人 ） １級土木施工管理技士

正社員 03100-  261211 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-  248411 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00分

136,960円～171,200円
フォークリフト運転技能者

（従業員数 3人 ）

正社員以外 03100-  246211 就業場所 岩手県九戸郡洋野町

時給 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

135,762円～145,520円
フォークリフト運転技能者

（従業員数 3人 ）

正社員 03100-  247511 就業場所 岩手県九戸郡洋野町

月給 株式会社　久慈自動車学校 変形（1ヶ月単位） 普通自動車運転免許　　必須

59歳以下

150,000円～240,000円
指定自動車教習所指導員

（従業員数 32人 ）

正社員 03100-  323111 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

177,400円～244,800円
精神保健福祉士

（従業員数 193人 ）

正社員 03100-  240311 就業場所 岩手県久慈市

精神保健福祉士 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

教習指導員 岩手県久慈市大川目町第２地割
９－４

雇用期間の定めなし

8時20分～20時20分の間
の7時間以上

水産加工員 株式会社　宏八屋 岩手県九戸郡洋野町種市第２２
地割１３１－３

雇用期間の定めなし

水産加工員（季節雇用） 株式会社　宏八屋 岩手県九戸郡洋野町種市第２２
地割１３１－３

雇用期間の定めあり（４ヶ月未満） ６０歳以上
歓迎求人

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

土木技術職員 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

営業職 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

ダンプ運転手 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

土木技術者（見習い可） 外里建設　株式会社 岩手県久慈市大川目町第１４地
割６３－６

雇用期間の定めなし

建設機械オペレーター 外里建設　株式会社 岩手県久慈市大川目町第１４地
割６３－６

雇用期間の定めなし

型枠大工 外里建設　株式会社 岩手県久慈市大川目町第１４地
割６３－６

雇用期間の定めなし

一般作業員（見習い可） 外里建設　株式会社 岩手県久慈市大川目町第１４地
割６３－６

雇用期間の定めなし

看護師 野田村役場 岩手県九戸郡野田村大字野田第
２０地割１４

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

重機オペレーター 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

所在地・就業場所

整備士 久慈自動車整備協業組合 岩手県久慈市畑田第２６地割２
５－１１

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

64歳以下 (1)8時30分～17時30分 （AT限定不可）

180,000円～300,000円

（従業員数 21人 ）

正社員 03100-  269711 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

40歳以下 (1)9時00分～18時00分

145,000円～145,000円 (2)10時30分～19時30分

調理師

（従業員数 16人 ）

正社員 03100-  276111 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00分～17時00分 （AT限定不可）

160,000円～175,000円
三級自動車整備士

（従業員数 9人 ）

正社員 03100-  290611 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

150,000円～280,000円
二級建築士

（従業員数 11人 ）

正社員 03100-  270511 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）

163,800円～210,600円

（従業員数 78人 ）

正社員 03100-  319511 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）

163,800円～210,600円

（従業員数 78人 ）

正社員 03100-  320311 就業場所 岩手県久慈市

重機オペレーター（見習い可） 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

198,900円～234,000円
車両系建設機械（基礎工事用）運転技能者

（従業員数 78人 ）

正社員 03100-  321611 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～250,000円
１級建築施工管理技士

（従業員数 78人 ） ２級建築施工管理技士

正社員 03100-  322911 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30分

150,000円～250,000円

（従業員数 4人 ）

正社員 03100-  267911 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)7時15分～16時15分

142,650円～159,550円 (2)8時00分～17時00分

(3)9時45分～18時45分 保育士

（従業員数 11人 ）

正社員以外 03100-  278811 就業場所 岩手県久慈市

月給 交替制あり

不問 (1)7時00分～16時00分

153,760円～200,664円 (2)8時30分～17時30分

(3)9時45分～18時45分

（従業員数 39人 ）

正社員以外 03100-  285711 就業場所 岩手県久慈市

月給 交替制あり

59歳以下 (1)7時00分～16時00分

174,040円～200,664円 (2)8時30分～17時30分

(3)9時45分～18時45分 介護福祉士

（従業員数 39人 ）

正社員 03100-  286811 就業場所 岩手県久慈市

看護師・准看護師（正社員） 月給 交替制あり

18歳～59歳 (1)8時30分～17時30分

162,700円～340,200円 (2)16時30分～1時30分

(3)0時30分～9時30分 看護師

（従業員数 80人 ） 准看護師

正社員 03100-  273311 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

64歳以下 (1)7時30分～17時00分

133,120円～187,200円

（従業員数 28人 ）

正社員以外 03100-  265311 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

155,260円～170,100円 (2)8時00分～16時30分

中型自動車免許

（従業員数 14人 ）

正社員以外 03100-  275911 就業場所 岩手県久慈市

伐採作業員 山根林産企業組合 岩手県久慈市山根町下戸鎖第５
地割２７番地１

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

一般土工 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

久慈恵愛病院 岩手県久慈市湊町第１７地割１
００番地

雇用期間の定めなし

介護職員（正社員） 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

介護職員 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

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

保育士 社会福祉法人　山口保育
会　山口保育園

岩手県久慈市大川目町第１８地
割２２番地６

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

板金工（見習可） 有限会社　木地谷板金 岩手県久慈市長内町第６地割３
番地３

雇用期間の定めなし

建築施工管理技士 株式会社　中塚工務店 岩手県久慈市源道第１３地割２
１

雇用期間の定めなし

株式会社　中塚工務店 岩手県久慈市源道第１３地割２
１

雇用期間の定めなし

型枠大工（見習可） 株式会社　中塚工務店 岩手県久慈市源道第１３地割２
１

雇用期間の定めなし

鉄筋工（見習可） 株式会社　中塚工務店 岩手県久慈市源道第１３地割２
１

雇用期間の定めなし

建築士（見習い可） 株式会社　サンホームズ 岩手県久慈市川崎町１２－１４

雇用期間の定めなし

自動車整備士 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

調理員 平庭観光開発　株式会社 岩手県久慈市山形町来内第２０
地割１３番地１

雇用期間の定めなし

営業 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
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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)9時25分～18時00分

137,760円～137,760円

（従業員数 8人 ）

正社員 03100-  268111 就業場所 岩手県九戸郡洋野町

時給 変形（1年単位）

59歳以下 (1)8時30分～17時25分

137,665円～142,872円

（従業員数 15人 ）

正社員 03100-  272011 就業場所 岩手県久慈市

時給 変形（1年単位）

59歳以下 (1)8時30分～17時25分

137,665円～142,872円

（従業員数 34人 ）

正社員 03100-  271411 就業場所 岩手県久慈市

日給 交替制あり

不問 (1)6時00分～15時00分

149,600円～202,825円 (2)9時30分～18時30分

(3)10時30分～19時30分

（従業員数 6人 ）

正社員以外 03100-  302411 就業場所 岩手県九戸郡洋野町

日給 変形（1年単位）

18歳以上 (1)6時30分～15時30分

147,600円～214,225円 (2)9時00分～18時00分

(3)13時30分～22時30分

（従業員数 6人 ）

正社員以外 03100-  304311 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

150,000円～230,000円
調理師

（従業員数 4人 ）

正社員 03100-  303011 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)9時00分～17時30分

146,081円～146,081円 (2)10時30分～19時00分

（従業員数 4人 ）

正社員 03100-  307111 就業場所 岩手県久慈市

月給

64歳以下 (1)8時00分～17時00分

160,000円～200,000円
準中型自動車免許

（従業員数 6人 ） 移動式クレーン運転士

正社員 03100-  312311 就業場所 岩手県久慈市

総合職【食品加工・経理事務】 月給 有限会社　総合農舎山形村 普通自動車運転免許　　必須

59歳以下 (1)8時00分～17時00分

152,000円～210,000円

（従業員数 24人 ）

正社員 03100-  288511 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15分～17時15分 （AT限定不可）

142,200円～144,800円
簿記実務検定３級

（従業員数 16人 ）

正社員以外 03100-  238211 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

162,800円～230,000円
社会福祉士

（従業員数 82人 ） 精神保健福祉士

正社員 03100-  291911 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)9時00分～18時00分

162,900円～300,100円 (2)17時30分～9時30分

看護師

（従業員数 82人 ） 准看護師

正社員 03100-  292111 就業場所 岩手県九戸郡洋野町

月給

不問 (1)6時55分～16時20分

163,618円～184,450円

（従業員数 80人 ）

正社員 03100-  264011 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)6時30分～15時30分

157,000円～164,000円 (2)8時30分～17時30分

(3)12時00分～21時00分

（従業員数 10人 ）

正社員以外 03100-  297411 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

164,920円～164,920円

（従業員数 80人 ）

正社員 03100-  299311 就業場所 岩手県久慈市

時給

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-  300211 就業場所 岩手県久慈市

事務員及び販売員 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

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

生活支援員 社団医療法人　祐和会
生活訓練施設　銀杏荘

岩手県久慈市門前第１地割１５
１－１

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番地３

雇用期間の定めなし

看護師 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

支援相談員 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

事務員 社会福祉法人　修倫会
障害者就労支援施設　み
ずき園

岩手県久慈市長内町第１８地割
１４－３

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

岩手県久慈市山形町霜畑第１２
地割１０５

雇用期間の定めなし

仕分け、回収作業員 有限会社　岩本朝日商店 岩手県久慈市門前第１地割１３
８－５

雇用期間の定めなし

菓子販売 有限会社　ローゼット 岩手県久慈市川崎町１０－１７

雇用期間の定めなし

菓子製造 有限会社　ローゼット 岩手県久慈市川崎町１０－１７

雇用期間の定めなし

8時30分～18時00分の間
の7時間以上

介護員（久慈平荘） 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）

調理職員（久慈平荘） 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ヶ月未満）

縫製工・裁断・出荷等 株式会社　プランタンい
ずみ

岩手県久慈市寺里第２９地割３
３－１

雇用期間の定めなし

縫製工・裁断・出荷等 有限会社　いずみ 岩手県久慈市寺里２９地割３３

雇用期間の定めなし

販売員 株式会社　藤森　種市店 岩手県九戸郡洋野町種市第２３
地割２５

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 社会福祉法人　侍浜福祉会 交替制あり

不問 (1)7時00分～16時00分

168,400円～197,000円 (2)8時30分～17時30分

(3)10時00分～19時00分 保育士

（従業員数 15人 ）

正社員 03100-  287211 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)7時30分～16時30分 （AT限定不可）

233,000円～291,250円 (2)7時30分～16時00分

（従業員数 19人 ） 大型特殊自動車免許

正社員 03100-  314911 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)7時00分～16時00分 （AT限定不可）

244,650円～372,800円
大型自動車免許

（従業員数 19人 ）

正社員 03100-  315111 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)7時30分～16時30分 （AT限定不可）

198,050円～279,600円 (2)7時30分～16時00分

（従業員数 19人 ）

正社員 03100-  316711 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00分～17時00分

137,600円～146,200円
介護職員初任者研修修了者

（従業員数 13人 ）

正社員以外 03100-  293711 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00分～17時00分

210,000円～210,000円
看護師

（従業員数 13人 ） 准看護師

正社員 03100-  294811 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

65歳以下

188,100円～202,200円
看護師

（従業員数 37人 ） 准看護師

正社員 03100-  283911 就業場所 岩手県久慈市

燃料受入、保全、投入業務職 月給 変形（1年単位） 普通自動車運転免許　　必須

59歳以下 (1)6時00分～15時00分

150,100円～183,000円 (2)8時00分～17時00分

(3)9時00分～18時00分 大型特殊自動車免許

（従業員数 41人 ） フォークリフト運転技能者

正社員 03100-  298011 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

35歳以下 (1)8時30分～16時50分

143,000円～157,000円

（従業員数 24人 ）

正社員 03100-  311011 就業場所 岩手県久慈市

看護師又は准看護師（通所） 月給 株式会社　ジャストハーツ 変形（1年単位）

不問 (1)8時30分～17時30分

204,000円～224,000円 (2)9時00分～18時00分

(3)9時30分～18時30分 看護師

（従業員数 38人 ） 准看護師

正社員以外 03100-  306911 就業場所 岩手県久慈市

月給 株式会社　ジャストハーツ 普通自動車運転免許　　必須

不問 (1)8時30分～17時30分

134,000円～134,000円

（従業員数 38人 ）

正社員以外 03100-  309811 就業場所 岩手県久慈市

土木作業及び配管工（見習可） 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 14人 ）

正社員 03100-  318211 就業場所 岩手県久慈市

相談員・介護員（デイサービス） 月給 普通自動車運転免許　　必須

64歳以下 (1)8時15分～17時15分 （AT限定不可）

169,800円～172,800円
介護福祉士

（従業員数 6人 ） 介護支援専門員（ケアマネージャー）

正社員 03100-  280011 就業場所 岩手県九戸郡野田村 精神保健福祉士

時給

69歳以下 (1)9時00分～17時00分

800円～850円

（従業員数 10人 ）

パート労働者 03100-  249011 就業場所 岩手県久慈市

一般事務補助（会計年度任用職員） 月給 普通自動車運転免許　　必須

不問

950円～980円

（従業員数 120人 ）

パート労働者 03100-  251111 就業場所 岩手県九戸郡野田村

時給

不問 (1)6時30分～11時00分

798円～798円

（従業員数 13人 ）

パート労働者 03100-  241611 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

車両系建設機械（整地・運搬・積
込用及び掘削用）運転技能者

車両系建設機械（整地・運搬・積
込用及び掘削用）運転技能者

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　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

事務および送迎員 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）

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）

事務員 株式会社　ジャムフレン
ド　クラブエース久慈

岩手県久慈市長内町第３１地割
１９－２

雇用期間の定めなし

株式会社　野田バイオパ
ワーＪＰ

岩手県九戸郡野田村大字野田第
２２地割５２番地３

雇用期間の定めなし

看護師 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

7時30分～19時00分の間
の8時間

看護師または准看護師 デイサービスセンターひ
まわり　株式会社　藤森

岩手県九戸郡洋野町種市第２３
地割２５－８９

雇用期間の定めなし

介護職員 デイサービスセンターひ
まわり　株式会社　藤森

岩手県九戸郡洋野町種市第２３
地割２５－８９

雇用期間の定めなし

伐木作業員 株式会社　木ノ下林業 岩手県久慈市侍浜町北野第３地
割９－２

雇用期間の定めなし

運転手 株式会社　木ノ下林業 岩手県久慈市侍浜町北野第３地
割９－２

雇用期間の定めなし

林業機械オペレーター 株式会社　木ノ下林業 岩手県久慈市侍浜町北野第３地
割９－２

雇用期間の定めなし

保育教諭 岩手県久慈市侍浜町外屋敷第６
地割１０－４

雇用期間の定めなし ６０歳以上
歓迎求人

事務員 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

野田村役場 岩手県九戸郡野田村大字野田第
２０地割１４

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

8時30分～17時15分の間
の7時間

店内業務（ローソン久慈長内橋南
店／６：３０～１１：００）

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
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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

調理職員（久慈平荘・パート） 時給 交替制あり

不問 (1)9時30分～18時30分

900円～900円 (2)6時00分～15時00分

(3)10時30分～19時30分

（従業員数 6人 ）

パート労働者 03100-  301511 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

59歳以下

795円～800円

（従業員数 4人 ）

パート労働者 03100-  313611 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)6時00分～9時00分

820円～820円 (2)16時00分～20時00分

（従業員数 16人 ）

パート労働者 03100-  239511 就業場所 岩手県久慈市

時給

不問 (1)6時40分～8時45分

1,100円～1,100円 (2)9時00分～11時00分

(3)11時50分～13時50分

（従業員数 80人 ）

パート労働者 03100-  263411 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 （AT限定不可）

900円～1,500円
ホームヘルパー２級

（従業員数 22人 ） 介護福祉士

パート労働者 03100-  284111 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30分

793円～1,000円
ホームヘルパー２級

（従業員数 10人 ） 介護職員初任者研修修了者

パート労働者 03100-  289411 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～17時00分

800円～800円 (2)9時00分～18時00分

(3)8時00分～13時00分 介護職員初任者研修修了者

（従業員数 10人 ） ホームヘルパー２級

パート労働者 03100-  266611 就業場所 岩手県久慈市

時給

64歳以下

793円～793円

（従業員数 21人 ）

パート労働者 03100-  281311 就業場所 岩手県久慈市

介護支援専門員（パート） 時給 普通自動車運転免許　　必須

不問

910円～1,560円
介護支援専門員（ケアマネージャー）

（従業員数 37人 ）

パート労働者 03100-  282611 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 24人 ）

パート労働者 03100-  310411 就業場所 岩手県久慈市

時給 株式会社　ジャストハーツ
不問

800円～900円

（従業員数 38人 ）

パート労働者 03100-  305611 就業場所 岩手県久慈市

事務および送迎員（パート） 時給 株式会社　ジャストハーツ 普通自動車運転免許　　必須

不問

800円～800円

（従業員数 38人 ）

パート労働者 03100-  308711 就業場所 岩手県久慈市

時給

不問 (1)8時00分～16時30分

830円～830円

（従業員数 24人 ）

パート労働者 03100-  279211 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～12時00分

793円～793円 (2)14時00分～18時00分

(3)19時00分～22時00分

（従業員数 3人 ）

パート労働者 03100-  295211 就業場所 岩手県久慈市

時給

20歳以上 (1)20時00分～0時00分

880円～960円

（従業員数 0人 ）

パート労働者 03100-  296511 就業場所 岩手県久慈市

時給

不問 (1)10時00分～16時00分

800円～1,000円
トリマー

（従業員数 1人 ）

パート労働者 03100-  258311 就業場所 岩手県久慈市

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ヶ月未満）

又は9時00分～14時00分
の間の5時間程度

菓子販売 有限会社　ローゼット 岩手県久慈市川崎町１０－１７

雇用期間の定めなし

9時00分～17時00分の間
の5時間以上

世話人 社会福祉法人　修倫会
障害者就労支援施設　み
ずき園

岩手県久慈市長内町第１８地割
１４－３

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

生鳥処理加工（パート） 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 ６０歳以上
歓迎求人

訪問介護員 有限会社　七福神 岩手県久慈市湊町第２１地割４
８

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

9時00分～16時00分の間
の3時間以上

介護員（おらホーム） 特定非営利活動法人　ひ
まわり

岩手県久慈市川崎町１２－３－
８　レーベルマンション８階

雇用期間の定めなし

介護職員 株式会社　平谷商店 岩手県久慈市長内町第２１地割
８１－２

雇用期間の定めなし

食肉加工 株式会社　にしのフーズ 岩手県久慈市宇部町第８地割２
７－１

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

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）

8時30分～17時30分の間
の4時間以上

事務員（パート） 株式会社　ジャムフレン
ド　クラブエース久慈

岩手県久慈市長内町第３１地割
１９－２

雇用期間の定めなし

8時30分～13時15分の間
の4時間程度

通所介護職員【パート】 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4時間以上

調理補助・接客・配達 竹の露　新井野　亮治 岩手県久慈市川貫第６地割４２
－１

雇用期間の定めなし

又は8時00分～17時00分
の間の4時間程度

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5時間程度

ライン選別作業員 株式会社　第一ポート
リーファーム

岩手県九戸郡洋野町種市第３１
地割９６番地１

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

飲食店店員 スナック　ルーベンス
小川　勲

岩手県久慈市川崎町８－８　吹
上ビル１０３号

雇用期間の定めなし

トリマー ドッグ　サロン　パピー
小倉　雅美

岩手県久慈市畑田第２４地割１
２４－２

雇用期間の定めなし
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