
◎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）

 ２月12日(金)発行

 次回予定日

 2月19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。A 

※前日までの申し込みが必要です。  

求人説明会・ミニ面接会 

日  時 
事業所名 

令和３年２月１７日（水） 

説明会 １０:００～ 面接会 １０:３０～ 
有限会社 谷地林業 

令和３年２月１８日（木） 

説明会 １０:００～ 

株式会社 十文字チキンカンパニー 

            久慈工場 

令和３年２月１９日（金） 

説明会 １０:００～ 
有限会社 タニムラフードサービス 

令和３年２月２２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２月２４日（水） 

説明会・面接会 １０:００～ 
有限会社 栄光商会 

《お問い合わせ先》 ハローワーク久慈 ☎０１９４－５３－３３７４

http://www.irasutoya.com/2014/04/blog-post_7628.html
http://www.irasutoya.com/2013/07/blog-post_5717.html
http://www.irasutoya.com/2013/07/blog-post_6678.html
http://www.irasutoya.com/2013/08/blog-post_3185.html
http://www.irasutoya.com/2012/07/blog-post_25.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

石油製品販売・サービススタッフ 日給 変形（1年単位） 普通自動車運転免許　　必須

不問 (1)6時00分～15時00分 （AT限定不可）

184,450円～184,450円 (2)8時00分～17時00分

(3)12時30分～21時30分 危険物取扱者（丙種）

（従業員数 7人 ） 準中型自動車免許

正社員以外 03100-  324711 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～228,300円
看護師

（従業員数 10人 ）

正社員以外 03100-  379311 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）

199,520円～225,040円 大型自動車免許

（従業員数 21人 ）

正社員以外 03100-  400311 就業場所 岩手県久慈市 玉掛技能者

日給 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00分 （AT限定不可）

185,600円～199,520円

（従業員数 8人 ）

正社員 03100-  386011 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

18歳以上 (1)8時30分～17時30分 （AT限定不可）

137,000円～137,000円 (2)7時30分～16時30分

(3)16時30分～9時00分 大型自動車免許

（従業員数 193人 ）

正社員以外 03100-  364111 就業場所 岩手県久慈市

月給

59歳以下 (1)8時30分～17時30分

300,000円～600,000円
薬剤師

（従業員数 193人 ）

正社員 03100-  365711 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）

180,180円～231,000円
準中型自動車免許

（従業員数 20人 ）

正社員 03100-  330911 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30分 （AT限定不可）

152,000円～160,000円

（従業員数 14人 ）

正社員 03100-  344011 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30分 （AT限定不可）

195,300円～282,100円

（従業員数 20人 ）

正社員 03100-  356111 就業場所 岩手県久慈市

月給 交替制あり

不問 (1)8時30分～17時15分

164,400円～250,200円 (2)16時30分～1時15分

(3)0時30分～9時15分 看護師

（従業員数 484人 ） 准看護師

正社員以外 03100-  392211 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 484人 ）

正社員以外 03100-  402911 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30分 （AT限定不可）

140,000円～250,000円

（従業員数 10人 ）

正社員 03100-  335511 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

40歳以下 (1)8時00分～17時00分

153,620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 34人 ） フォークリフト運転技能者

正社員以外 03100-  342511 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00分～17時20分

166,860円～166,860円

（従業員数 573人 ）

正社員 03100-  391811 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30分

138,880円～260,400円
準中型自動車免許

（従業員数 40人 ）

正社員 03100-  413811 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30分

138,880円～260,400円

（従業員数 40人 ）

正社員 03100-  414211 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30分 （AT限定不可）

138,880円～282,100円
その他の自動車等車両・船舶運転免許

（従業員数 40人 ）

正社員 03100-  415511 就業場所 岩手県久慈市

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）

所在地・就業場所

重機オペレーター兼作業員 株式会社　新田組 岩手県久慈市八日町１丁目２０

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

看護師 洋野町役場 岩手県九戸郡洋野町種市第２３
地割２７

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

看護補助及び送迎員 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）

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

重機オペレーター 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

薬剤師 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

土工 山田建設　株式会社 岩手県久慈市宇部町第６地割１
７番地２

雇用期間の定めなし

電気工事士（見習い可） 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

事務補助（会計年度任用職員）
【障害者専用求人】

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）

看護師・准看護師（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）

生産管理者（準社員） 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

営業 株式会社　共進設備 岩手県久慈市新中の橋第４地割
３２－１４

雇用期間の定めなし

土木作業及び重機オペレーター
（見習い可）

有限会社　工藤左官工業
所

岩手県久慈市夏井町閉伊口第２
地割５８－１

雇用期間の定めなし

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

圧送ポンプ車オペレーター（見習
い可）

有限会社　工藤左官工業
所

岩手県久慈市夏井町閉伊口第２
地割５８－１

雇用期間の定めなし

左官（見習い可） 有限会社　工藤左官工業
所

岩手県久慈市夏井町閉伊口第２
地割５８－１

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

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

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

月給

不問 (1)8時30分～18時00分

170,000円～200,000円 (2)8時30分～12時00分

歯科衛生士

（従業員数 4人 ）

正社員 03100-  343411 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）

166,500円～188,700円
１級土木施工管理技士

（従業員数 8人 ） ２級土木施工管理技士

正社員 03100-  385411 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)7時30分～17時30分 （AT限定不可）

179,000円～317,000円

（従業員数 20人 ）

正社員 03100-  408411 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)6時30分～15時30分

193,000円～267,300円 (2)10時00分～19時00分

(3)13時00分～22時00分 介護福祉士

（従業員数 38人 ）

正社員 03100-  399111 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)8時45分～17時30分 （AT限定不可）

137,000円～160,000円 (2)7時00分～15時45分

(3)17時00分～9時30分 介護福祉士

（従業員数 87人 ）

正社員 03100-  362611 就業場所 岩手県久慈市

介護福祉士兼介護支援専門員 月給 交替制あり 普通自動車運転免許　　必須

59歳以下 (1)8時45分～17時30分 （AT限定不可）

137,000円～160,000円 (2)7時00分～15時45分

(3)17時00分～9時30分 介護福祉士

（従業員数 87人 ） 介護支援専門員（ケアマネージャー）

正社員 03100-  363911 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-  366811 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-  367211 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

（従業員数 155人 ）

正社員 03100-  369411 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）

203,000円～283,000円
１級土木施工管理技士

（従業員数 155人 ） ２級土木施工管理技士

正社員 03100-  370611 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）

203,000円～283,000円
１級管工事施工管理技士

（従業員数 155人 ）

正社員 03100-  371911 就業場所 岩手県久慈市

建築士および建築施工管理技士 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）

203,000円～283,000円
一級建築士

（従業員数 155人 ） １級建築施工管理技士

正社員 03100-  372111 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

64歳以下 (1)7時00分～16時00分 （AT限定不可）

172,800円～172,800円 (2)7時30分～16時30分

(3)8時00分～17時00分 大型自動車免許

（従業員数 7人 ）

正社員 03100-  404711 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～18時00分

159,750円～255,600円

（従業員数 2人 ）

正社員 03100-  334211 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

（従業員数 14人 ）

正社員以外 03100-  407511 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）

151,900円～217,000円

（従業員数 31人 ）

正社員 03100-  398911 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)7時00分～16時00分

149,135円～180,650円 (2)9時15分～18時15分

(3)11時30分～20時30分

（従業員数 63人 ）

正社員以外 03100-  389911 就業場所 岩手県下閉伊郡普代村

土木施工管理 有限会社　松川建設 岩手県久慈市長内町第２４地割
８８

雇用期間の定めなし

歯科衛生士 宮澤歯科医院　　小柳
寿美子

岩手県久慈市八日町１丁目３７

雇用期間の定めなし

介護職員 社会福祉法人　野田白寿
会

岩手県九戸郡野田村大字野田第
２２地割４４－１

雇用期間の定めなし

電気工事士（見習い可） 種市電工　株式会社 岩手県九戸郡洋野町種市第２５
地割１９番地２

雇用期間の定めなし

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

介護福祉士 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

鳶工 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

鉄筋工 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

土木技術職員 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

鍛冶工 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

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

管工事施工技士 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

大工（見習い可） 大西建築　　大西　鶴勝 岩手県久慈市侍浜町白前第１地
割１３７－５

雇用期間の定めなし

ダンプ運転手 有限会社　澤里運輸 岩手県久慈市宇部町第７地割７
５－１１

雇用期間の定めなし

土木作業員 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

職業指導員 社会福祉法人　修倫会
就労継続支援Ｂ型事業所
松柏園

岩手県久慈市長内町第１８地割
３３－２

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

介護員 社会福祉法人　普代福祉
会

岩手県下閉伊郡普代村第２４地
割字鳥居５－１

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）
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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00分～17時00分

165,360円～250,000円
大型自動車免許

（従業員数 8人 ）

正社員 03100-  339611 就業場所 岩手県久慈市

月給 交替制あり

不問 (1)10時00分～19時00分

131,500円～157,000円 (2)5時00分～14時00分

(3)6時00分～15時00分 調理師

（従業員数 82人 ）

正社員以外 03100-  332711 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

18歳以上 (1)6時30分～15時30分

136,600円～217,000円 (2)9時00分～18時00分

(3)10時30分～19時30分 介護福祉士

（従業員数 82人 ）

正社員以外 03100-  338311 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

不問 (1)6時00分～15時00分

170,000円～180,000円 (2)9時30分～18時30分

(3)12時00分～21時00分 調理師

（従業員数 25人 ）

正社員 03100-  384511 就業場所 岩手県九戸郡洋野町

日給

不問 (1)8時00分～18時00分

137,665円～282,100円

（従業員数 4人 ）

正社員以外 03100-  341211 就業場所 岩手県九戸郡洋野町

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

129,920円～141,897円 (2)9時00分～18時00分

(3)10時30分～19時30分 ホームヘルパー２級

（従業員数 45人 ） 介護職員初任者研修修了者

正社員以外 03100-  351411 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

129,920円～141,897円 (2)7時30分～16時30分

(3)8時00分～17時00分 ホームヘルパー２級

（従業員数 30人 ） 介護職員初任者研修修了者

正社員以外 03100-  352011 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30分 （AT限定不可）

162,750円～206,150円
車両系建設機械（基礎工事用）運転技能者

（従業員数 14人 ） 小型移動式クレーン運転技能者

正社員 03100-  388611 就業場所 岩手県久慈市 玉掛技能者

看護師・准看護師（カッケロ） 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

168,000円～218,400円
看護師

（従業員数 15人 ） 准看護師

正社員以外 03100-  326211 就業場所 岩手県九戸郡洋野町

看護師・准看護師（和　内） 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

168,000円～218,400円 (2)9時00分～18時00分

看護師

（従業員数 11人 ） 准看護師

正社員以外 03100-  327511 就業場所 岩手県九戸郡洋野町

時給 変形（1ヶ月単位） 普通自動車運転免許　　必須

59歳以下

133,224円～143,304円
ホームヘルパー２級

（従業員数 13人 ） 介護福祉士

正社員以外 03100-  359211 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

18歳～64歳 (1)8時00分～17時00分

141,050円～217,000円

（従業員数 34人 ）

正社員 03100-  396311 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

（従業員数 13人 ）

正社員以外 03100-  333811 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 (1)7時00分～16時00分

137,600円～146,200円 (2)8時30分～17時30分

(3)10時00分～19時00分

（従業員数 22人 ）

正社員以外 03100-  397611 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

64歳以下 (1)8時30分～18時00分 （AT限定不可）

153,000円～480,000円
三級自動車整備士

（従業員数 21人 ） 大型自動車免許

正社員 03100-  336411 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～16時45分 （AT限定不可）

301,600円～348,000円 (2)8時00分～16時30分

（従業員数 11人 ）

正社員 03100-  409011 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

184,800円～300,300円

（従業員数 8人 ）

正社員 03100-  347911 就業場所 岩手県久慈市

牧場作業員 有限会社　田村牧場 岩手県久慈市侍浜町角柄第１１
地割１１３

雇用期間の定めなし

介護士（正社員以外） 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

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

調理員（正社員以外） 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

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

建築大工（見習い可） 太内田建築　　　太内田
利吉

岩手県九戸郡洋野町大野第２８
地割４番地２

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

調理師 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

介護員（元気の泉） 社会福祉法人　久慈市社
会福祉事業団

岩手県久慈市旭町第７地割１０
５－１０

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

介護員（ぎんたらす久慈） 社会福祉法人　久慈市社
会福祉事業団

岩手県久慈市旭町第７地割１０
５－１０

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

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

土木作業員 有限会社　楓建設 岩手県久慈市長内町第３５地割
１２２番地９２

雇用期間の定めなし

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

7時00分～19時30分の間
の8時間程度

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

介護職員 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

警備員（久慈市内他） 株式会社　平成ＧＵＡＲ
Ｄ

岩手県久慈市栄町第３７地割７
８－２

雇用期間の定めなし

整備士 筑波重工　株式会社 岩手県九戸郡洋野町阿子木第１
８地割３５番地３２

雇用期間の定めなし

介護職員 グループホーム　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２２－２

雇用期間の定めなし

建築大工 株式会社　新道建設 岩手県久慈市長内町第２４地割
１１９－６

雇用期間の定めなし

伐木作業員（経験者） 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
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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
59歳以下 (1)7時00分～16時00分

141,880円～238,320円 (2)8時30分～17時30分
(3)10時00分～19時00分 介護職員初任者研修修了者

（従業員数 18人 ）

正社員以外 03100-  337011 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)7時00分～16時00分
138,000円～236,000円 (2)10時00分～19時00分

(3)8時00分～17時00分 介護職員初任者研修修了者
（従業員数 42人 ） 介護福祉士

正社員以外 03100-  381711 就業場所 岩手県九戸郡野田村 介護職員実務者研修修了者
月給 交替制あり 普通自動車運転免許　　必須

59歳以下 (1)8時30分～17時30分
165,000円～260,000円 (2)9時30分～18時30分

管理栄養士
（従業員数 43人 ） 栄養士

正社員以外 03100-  382811 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

59歳以下 (1)8時00分～17時00分
165,000円～350,000円 (2)8時30分～17時30分

(3)7時30分～16時30分 看護師
（従業員数 43人 ） 准看護師

正社員 03100-  383211 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

59歳以下 (1)8時00分～17時00分
180,000円～180,000円

介護支援専門員（ケアマネージャー）

（従業員数 13人 ）

正社員 03100-  353311 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～18時00分
151,900円～325,500円

（従業員数 0人 ）

正社員 03100-  410911 就業場所 岩手県九戸郡洋野町
月給 交替制あり

64歳以下 (1)7時00分～16時00分
134,300円～191,200円 (2)8時30分～17時30分

(3)12時30分～21時30分 介護福祉士
（従業員数 76人 ） 介護職員初任者研修修了者

正社員 03100-  375211 就業場所 岩手県九戸郡洋野町

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-  417011 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）
160,000円～280,000円

（従業員数 12人 ）

正社員 03100-  346611 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 (1)8時30分～17時30分
137,760円～137,760円

（従業員数 6人 ）

正社員以外 03100-  357711 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

59歳以下 （AT限定不可）
132,000円～137,000円

準中型自動車免許
（従業員数 9人 ）

正社員 03100-  331111 就業場所 岩手県下閉伊郡普代村
日給

不問 (1)8時30分～17時15分
147,460円～195,738円

（従業員数 16人 ）

正社員以外 03100-  354611 就業場所 岩手県久慈市
月給

62歳以下 (1)8時00分～17時00分
138,600円～162,000円

（従業員数 21人 ）

正社員以外 03100-  403111 就業場所 岩手県九戸郡洋野町

事務補助（会計年度任用職員） 月給 普通自動車運転免許　　あれば尚可
不問

905円～968円

（従業員数 350人 ）

パート労働者 03100-  355911 就業場所 岩手県久慈市

事務補助（ワクチン接種対策室） 月給
不問

905円～968円

（従業員数 610人 ）

パート労働者 03100-  401611 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
886円～1,091円

（従業員数 350人 ）

パート労働者 03100-  416411 就業場所 岩手県久慈市
時給

不問 (1)9時00分～15時00分

793円～793円

（従業員数 3人 ）

パート労働者 03100-  348111 就業場所 岩手県久慈市

看護補助者（会計年度任用職員） 月給
不問

807円～1,192円

（従業員数 484人 ）

パート労働者 03100-  393511 就業場所 岩手県久慈市

清掃員／平庭山荘【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）

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）
0時00分～23時59分の間
の7時間以上

久慈市役所 岩手県久慈市川崎町１－１

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7時間程度

学校用務員 久慈市役所 岩手県久慈市川崎町１－１

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）
7時00分～17時00分の間
の7時間程度

久慈市役所 岩手県久慈市川崎町１－１

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時間以上

介護員（グループホーム） 社会福祉法人　健慈会 岩手県九戸郡野田村大字玉川第
５地割４５－２２

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

介護員（準社員・ほほえみ／夜勤
なし）

株式会社　海山会 岩手県九戸郡洋野町種市第４１
地割１５－２

雇用期間の定めなし

看護職員 社会福祉法人　健慈会 岩手県九戸郡野田村大字玉川第
５地割４５－２２

雇用期間の定めなし

栄養士又は管理栄養士 社会福祉法人　健慈会 岩手県九戸郡野田村大字玉川第
５地割４５－２２

雇用期間の定めなし

内装工（見習い可） 誠建装　　長川　誠 岩手県九戸郡洋野町阿子木第１
８地割３６番地９６

雇用期間の定めなし

生活相談員 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

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 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

岩手県久慈市夏井町大崎第１３
地割５０番地１１

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

鳶・鍛冶工・土工 株式会社　日山工業 岩手県九戸郡洋野町種市第２８
地割１７４

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

孵卵作業員 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

事務補助 国土交通省　東北地方整
備局　三陸国道事務所
久慈維持出張所

岩手県久慈市川崎町第１６地割
３５番地

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

集配ドライバー（正社員）【普代
センター】

ヤマト運輸　株式会社
久慈営業所

岩手県久慈市大川目町第１地割
２４－３

雇用期間の定めなし
7時40分～18時00分の間
の8時間程度

生活支援員（正社員以外） 特定非営利活動法人
ウィズ友
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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30分～12時00分

1,350円～1,350円 (2)13時30分～15時00分
(3)8時30分～12時30分 看護師

（従業員数 3人 ） 准看護師
パート労働者 03100-  387311 就業場所 岩手県久慈市

時給
59歳以下 (1)9時00分～13時00分

793円～793円

（従業員数 10人 ）

パート労働者 03100-  377411 就業場所 岩手県久慈市
時給

59歳以下
793円～793円

（従業員数 18人 ）

パート労働者 03100-  340811 就業場所 岩手県久慈市

嘱託看護師（会計年度任用職員） 時給
不問

1,192円～1,300円
看護師

（従業員数 50人 ） 准看護師
パート労働者 03100-  360011 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

1,000円～1,500円
看護師

（従業員数 87人 ） 准看護師
パート労働者 03100-  361311 就業場所 岩手県久慈市

時給 交替制あり
不問 (1)9時00分～16時00分

800円～1,000円

（従業員数 2人 ）

パート労働者 03100-  419611 就業場所 岩手県九戸郡野田村
時給 普通自動車運転免許　　必須

64歳以下 (1)8時15分～13時15分

793円～793円

（従業員数 9人 ）

パート労働者 03100-  378011 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)9時00分～17時00分

800円～800円

（従業員数 3人 ）

パート労働者 03100-  358811 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)21時00分～2時00分 （AT限定不可）

793円～793円

（従業員数 3人 ）

パート労働者 03100-  376511 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
820円～1,000円

美容師
（従業員数 3人 ）

パート労働者 03100-  328411 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

不問 (1)7時00分～15時00分

800円～1,200円 (2)11時00分～19時00分
(3)8時00分～16時00分 介護福祉士

（従業員数 43人 ） 介護職員初任者研修修了者
パート労働者 03100-  380111 就業場所 岩手県九戸郡野田村 介護職員実務者研修修了者

時給
不問 (1)9時00分～17時00分

800円～800円

（従業員数 23人 ）

パート労働者 03100-  368511 就業場所 岩手県久慈市
時給

不問 (1)12時30分～20時30分

800円～800円

（従業員数 23人 ）

パート労働者 03100-  373711 就業場所 岩手県久慈市
時給

不問 (1)7時00分～11時00分

800円～925円 (2)9時00分～13時00分

（従業員数 76人 ）

パート労働者 03100-  374811 就業場所 岩手県九戸郡洋野町
時給

不問
793円～793円

（従業員数 37人 ）

パート労働者 03100-  406211 就業場所 岩手県久慈市
惣菜担当者（ジョイス久慈中の橋店） 時給

不問 (1)13時00分～17時00分

800円～800円

（従業員数 57人 ）

パート労働者 03100-  349711 就業場所 岩手県久慈市

レジ担当（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-  325811 就業場所 岩手県久慈市
時給

不問 (1)16時40分～18時10分

900円～1,100円 (2)18時20分～19時50分
(3)20時00分～21時30分

（従業員数 0人 ）

パート労働者 03100-  345311 就業場所 岩手県久慈市

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）
12時00分～21時30分の間
の2時間以上

講師 合同会社　ちびらーさん 岩手県久慈市宇部町第５地割１
１９

雇用期間の定めなし
又は9時30分～22時00分
の間の1時間以上

レジチェッカー 株式会社　サンデー　久
慈長内店

岩手県久慈市長内町第３３地割
１１番地１

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）
6時45分～21時15分の間
の7時間程度

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）
又は8時00分～13時00分
の間の4時間程度

レジ・品出し【パート】【１２時
半～２０時半】

株式会社　マルイチマル
シェ久慈店

岩手県久慈市門前第６地割６５
番

雇用期間の定めなし

介護員 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） ６０歳以上
歓迎求人

介護員（パート） 社会福祉法人　健慈会 岩手県九戸郡野田村大字玉川第
５地割４５－２２

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

レジ・品出し【パート】【９時～
１７時】

株式会社　マルイチマル
シェ久慈店

岩手県久慈市門前第６地割６５
番

雇用期間の定めなし

運転代行伴走車 北都安全運転代行　　大
澤　勘一

岩手県久慈市長内町第２５地割
４９番地７

雇用期間の定めなし

美容師 株式会社　パリス 岩手県久慈市川崎町１２－３

雇用期間の定めなし
9時00分～17時00分の間
の4時間以上

検品係員 有限会社　コミュニ
ティーファーマシー　み
どり薬局

岩手県久慈市旭町第１０地割３
２番地７

雇用期間の定めなし

事務員 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

看護師又は准看護師 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

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）
8時45分～17時30分の間
の3時間以上

清掃・洗濯業務（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）

アイロン工 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
9時00分～17時00分の間
の5時間以上

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）
8時30分～17時15分の間
の7時間程度

准看護師または看護師 小林外科　小林　貞夫 岩手県久慈市巽町１丁目３０番
地

雇用期間の定めなし

販売員 株式会社　藤森　久慈店 岩手県久慈市川崎町９－２５

雇用期間の定めなし
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