
◎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）

3月26日(金)発行

 次回予定日

4月2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

１．職業相談には一定の時間を要します。

お待ちいただく時間は、日時によって変動しますので、時間に余裕を持って

ご相談いただきますようお願いいたします。

２．ご紹介の際には、先方（事業所）と連絡がつきにくい時間帯があります。

【事業所と連絡がつきにくい時間帯】

① ８：３０～ ９：００

② １２：００～１３：００

③ １７：００～１７：１５

予めご了承いただき、可能な限り上記の時間帯以外のご利用をお願いいたします。

当所では、窓口の混雑状況により、

９：００～１７：００の間のご利用をお勧め
しております。

◆ハローワーク久慈は、平日８：３０から１７：１５まで開庁しております。

なお、以下につきまして、ご案内いたします。

私たち職員一同は、お客様の目線に立った懇切丁寧な職業相談に努めて参ります。

ハローワーク久慈

http://www.irasutoya.com/2013/07/blog-post_6678.html
http://www.irasutoya.com/2014/08/blog-post_134.html
http://www.irasutoya.com/2013/08/blog-post_3185.html


職種 年齢 賃金 求人者名 就業時間 必要な免許資格

公用車運転、車両管理業務（久慈市） （フルタイム） 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15分 （AT限定不可）

165,000円～165,000円

（従業員数 9人 ）

正社員以外 03010- 6386611 就業場所 岩手県久慈市

（フルタイム） 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）

176,000円～300,000円

（従業員数 7人 ）

正社員 03090-  663411 就業場所 岩手県久慈市

（フルタイム） 普通自動車運転免許　　必須

不問 (1)8時30分～17時30分

130,400円～133,600円

（従業員数 6人 ）

正社員以外 03100-  789311 就業場所 岩手県九戸郡洋野町

（フルタイム） 交替制あり

不問 (1)7時30分～16時30分

150,000円～170,000円 (2)8時30分～17時30分

(3)9時45分～18時45分 保育士

（従業員数 9人 ）

正社員以外 03100-  770011 就業場所 岩手県久慈市

（フルタイム） 株式会社　久慈自動車学校 変形（1ヶ月単位）

40歳以下 (1)9時20分～17時20分

138,000円～165,000円 (2)10時20分～18時20分

(3)9時20分～18時20分

（従業員数 32人 ）

正社員 03100-  769211 就業場所 岩手県久慈市

医療社会事業士（会計年度任用職員） （フルタイム）

不問 (1)8時30分～17時15分

147,400円～173,200円
社会福祉士

（従業員数 484人 ）

正社員以外 03100-  800411 就業場所 岩手県久慈市

（フルタイム） 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-  774111 就業場所 岩手県久慈市

（フルタイム）

59歳以下 (1)8時00分～17時00分

152,000円～156,000円

（従業員数 17人 ）

正社員 03100-  758111 就業場所 岩手県久慈市

（フルタイム）

59歳以下 (1)8時20分～17時00分

137,460円～137,460円

（従業員数 36人 ）

正社員 03100-  773911 就業場所 岩手県久慈市

（フルタイム） 行政書士法人　リプル法務 普通自動車運転免許　　必須

59歳以下 (1)8時30分～17時30分

166,000円～186,000円
行政書士

（従業員数 5人 ）

正社員 03100-  776811 就業場所 岩手県久慈市

（フルタイム） 有限会社　野場造花仏具店 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-  760511 就業場所 岩手県久慈市

（フルタイム） びわ電機商会　枇杷　勉
40歳以下 (1)8時00分～17時00分

160,000円～250,000円
第二種電気工事士

（従業員数 4人 ）

正社員 03100-  778511 就業場所 岩手県久慈市

（フルタイム） 普通自動車運転免許　　あれば尚可

64歳以下 (1)8時00分～17時00分

158,360円～175,400円
看護師

（従業員数 47人 ） 准看護師

正社員 03100-  798611 就業場所 岩手県久慈市

重機オペレーター及び構内作業員 （フルタイム） 変形（1年単位）

18歳～64歳 (1)8時00分～17時00分

170,000円～190,000円

（従業員数 8人 ） 大型自動車免許

正社員 03100-  779411 就業場所 岩手県久慈市

（フルタイム） 変形（1年単位）

18歳～64歳 (1)8時00分～17時00分

170,000円～190,000円

（従業員数 8人 ）

正社員 03100-  780611 就業場所 岩手県久慈市

学童支援員または支援員補助 （フルタイム）

59歳以下

140,800円～156,800円
小学校教諭免許（専修・１種・２種）

（従業員数 4人 ） 保育士

正社員 03100-  792811 就業場所 岩手県久慈市 社会福祉士

車両系建設機械（整地・運搬・積
込用及び掘削用）運転技能者

通信外線工（久慈） 福岡電業　株式会社 岩手県二戸市石切所字前田５５
－４

雇用期間の定めなし

所在地・就業場所

株式会社　ふるさと交通 岩手県盛岡市手代森１６－２１
－１

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

保育士（正社員以外） 社会福祉法人　大川目保
育会

岩手県久慈市大川目町第６地割
８１番地２４

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

一般事務（本所） 洋野町商工会 岩手県九戸郡洋野町種市２３－
２７－１

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）

一般事務 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

と畜解体 久慈食肉事業協同組合 岩手県久慈市宇部町第１地割５
９－７

雇用期間の定めなし

技術者（見習可）作業員 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

行政書士（久慈事務所） 岩手県久慈市栄町第３７地割１
４８番地１

雇用期間の定めなし

裁断工補助 株式会社　県北ファッ
ション

岩手県久慈市新中の橋第３７地
割９８番地２

雇用期間の定めなし

電気工事士 岩手県久慈市長内町第９地割１
６番地１２

雇用期間の定めなし

販売及び接客 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

東立鉱業　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

看護師 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

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

雇用期間の定めなし

11時00分～19時00分の間
の7時間程度

プラント巡視員 東立鉱業　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

2／4



職種 年齢 賃金 求人者名 就業時間 必要な免許資格所在地・就業場所

（フルタイム） 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-  786511 就業場所 岩手県久慈市 介護職員初任者研修修了者

（フルタイム） 変形（1ヶ月単位） 普通自動車運転免許　　必須

64歳以下

200,000円～280,000円
介護支援専門員（ケアマネージャー）

（従業員数 18人 ）

正社員 03100-  787411 就業場所 岩手県久慈市

（フルタイム） 普通自動車運転免許　　必須

不問 (1)8時30分～17時30分

140,000円～170,000円 (2)9時00分～18時00分

（従業員数 0人 ）

正社員 03100-  782111 就業場所 岩手県久慈市

発注者支援業務（久慈市事務所） （フルタイム） 普通自動車運転免許　　必須

64歳以下 (1)8時30分～17時30分

400,000円～550,000円
１級土木施工管理技士

（従業員数 3人 ） ２級土木施工管理技士

正社員 04010-16610111 就業場所 岩手県久慈市

（フルタイム） フレックス 普通自動車運転免許　　必須

不問 (1)8時00分～16時30分

300,000円～400,000円 (2)7時00分～22時00分

(3)10時30分～15時30分 酸素欠乏危険作業主任者

（従業員数 10人 ） 第二種電気工事士

正社員以外 12010- 8913011 就業場所 岩手県久慈市

スーパーバイザー／東北地方担当 （フルタイム） 交替制あり 普通自動車運転免許　　必須

59歳以下 (1)10時00分～18時30分

250,000円～280,000円

（従業員数 0人 ）

正社員 27010-14874511 就業場所 岩手県久慈市

販売員（岩手県九戸郡洋野町）６Ｈ （パートタイム） 交替制あり 普通自動車運転免許　　あれば尚可

59歳以下

810円～810円

（従業員数 8人 ）

パート労働者 01230- 5216111 就業場所 岩手県九戸郡洋野町

水道メーター検針員【洋野町】 （パートタイム） 変形（1ヶ月単位） 普通自動車運転免許　　必須

不問 (1)8時00分～17時00分

1,050円～1,050円

（従業員数 5人 ）

パート労働者 02020- 4031311 就業場所 岩手県九戸郡洋野町

（パートタイム） 交替制あり

不問 (1)8時00分～13時00分

801円～801円 (2)13時00分～18時00分

（従業員数 15人 ）

パート労働者 03010- 6617011 就業場所 岩手県九戸郡洋野町

（パートタイム）

64歳以下 (1)13時00分～16時00分

1,000円～1,000円

（従業員数 4人 ）

パート労働者 03030- 1023211 就業場所 岩手県久慈市

（パートタイム） 普通自動車運転免許　　必須

不問

950円～980円

（従業員数 1人 ）

パート労働者 03100-  793211 就業場所 岩手県九戸郡野田村

（パートタイム）

不問

950円～980円

（従業員数 120人 ）

パート労働者 03100-  794511 就業場所 岩手県九戸郡野田村

（パートタイム）

不問 (1)8時00分～15時00分

905円～1,010円

（従業員数 2人 ）

パート労働者 03100-  796011 就業場所 岩手県九戸郡野田村

（パートタイム） 普通自動車運転免許　　必須

不問

905円～968円

（従業員数 29人 ）

パート労働者 03100-  765911 就業場所 岩手県久慈市

事務補助（ワクチン接種対策室） （パートタイム）

不問

905円～968円

（従業員数 610人 ）

パート労働者 03100-  799911 就業場所 岩手県久慈市

（パートタイム） 交替制あり

不問 (1)7時00分～11時30分

793円～793円 (2)7時00分～17時00分

（従業員数 21人 ）

パート労働者 03100-  791711 就業場所 岩手県久慈市

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

清掃員（岩手県立久慈病院）
【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）

特別支援教育支援員（野田中学
校・会計年度任用職員）

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）

作業補助及び事務補助（上下水道
部・会計年度任用職員）

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）

8時30分～17時15分の間
の7時間程度

アジア民族造形館管理員（会計年
度任用職員）

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）

9時00分～17時00分の間
の7時間程度

一般事務補助（教育委員会事務
局・会計年度任用職員）

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時間程度

ドラッグストアでの販売（岩手洋
野店）

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）

清掃作業員／久慈市 宮古環境管理株式会社 岩手県宮古市藤の川１３－２３

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

ＤＣＭニコット株式会社 北海道札幌市厚別区厚別中央３
条２丁目１－４０　マルシンビ
ル

雇用期間の定めなし

8時40分～20時20分の間
の6時間程度

北奥羽広域水道総合サー
ビス株式会社

青森県八戸市北白山台２丁目６
－１

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　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

7時00分～19時00分の間
の8時間程度

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

株式会社　ナスキー　仙
台東口支店

宮城県仙台市宮城野区榴岡３丁
目１０－７
サンライン第６６ビル７階

雇用期間の定めなし

一般事務 有限会社　トキオ商事 岩手県久慈市中央２丁目２番地

雇用期間の定めなし

株式会社　大西 大阪府大阪市中央区久太郎町３
－４－１２

雇用期間の定めなし

電気・計装関連工事の施工管理担
当者

出光エンジニアリング株
式会社

千葉県千葉市美浜区中瀬２－６
－１　ワールドビジネスガーデ
ン
マリブイースト３４Ｆ雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）
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職種 年齢 賃金 求人者名 就業時間 必要な免許資格所在地・就業場所

（パートタイム）

不問

793円～793円

（従業員数 36人 ）

パート労働者 03100-  772611 就業場所 岩手県久慈市

（パートタイム）

不問 (1)10時00分～18時30分

800円～800円

（従業員数 125人 ）

パート労働者 03100-  766111 就業場所 岩手県久慈市

（パートタイム） 普通自動車運転免許　　必須

18歳以上 (1)22時00分～8時00分

1,500円～1,500円
介護職員初任者研修修了者

（従業員数 63人 ） ホームヘルパー２級

パート労働者 03100-  763311 就業場所 岩手県九戸郡洋野町

森林作業業務補助（山形森林事務所） （パートタイム） 普通自動車運転免許　　必須

不問 (1)8時30分～17時15分

864円～1,264円

（従業員数 1人 ）

パート労働者 03100-  777211 就業場所 岩手県久慈市

接客スタッフ【豪－めん久慈店】 （パートタイム）

不問 (1)9時30分～14時30分

840円～840円

（従業員数 7人 ）

パート労働者 03100-  768811 就業場所 岩手県久慈市

（パートタイム）

不問

793円～793円

（従業員数 4人 ）

パート労働者 03100-  771311 就業場所 岩手県久慈市

（パートタイム） 普通自動車運転免許　　必須

不問 (1)13時00分～17時00分 （AT限定不可）

800円～900円
大型自動車免許

（従業員数 12人 ）

パート労働者 03100-  764611 就業場所 岩手県久慈市

（パートタイム） 変形（1ヶ月単位） 普通自動車運転免許　　必須

64歳以下

850円～950円
介護福祉士

（従業員数 18人 ） ホームヘルパー２級

パート労働者 03100-  790111 就業場所 岩手県久慈市 介護職員初任者研修修了者

（パートタイム） 普通自動車運転免許　　必須

不問 (1)8時30分～12時30分

795円～795円

（従業員数 12人 ）

パート労働者 03100-  788011 就業場所 岩手県久慈市

（パートタイム）

不問

800円～800円

（従業員数 57人 ）

パート労働者 03100-  767711 就業場所 岩手県久慈市

事務員【４月５日～６月４日】 （パートタイム）

不問 (1)9時00分～15時00分

810円～810円 (2)10時00分～16時00分

（従業員数 33人 ）

パート労働者 03100-  762011 就業場所 岩手県久慈市

プールの監視員（侍浜地区プール） （パートタイム） 交替制あり

不問 (1)8時30分～15時30分

793円～793円 (2)11時30分～18時30分

（従業員数 0人 ）

パート労働者 03100-  737511 就業場所 岩手県久慈市

（パートタイム） 交替制あり

不問 (1)8時30分～15時30分

793円～793円 (2)11時30分～18時30分

（従業員数 0人 ）

パート労働者 03100-  738411 就業場所 岩手県久慈市

プールの監視員（小久慈・大川
目・宇部・夏井地区プール）

一般社団法人　久慈市体
育協会

岩手県久慈市新中の橋第４地割
１３－３

雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）

又は8時30分～18時30分
の間の8時間程度

東北電力ネットワーク
株式会社　久慈電力セン
ター

岩手県久慈市門前第４地割１番
地１号

雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）

一般社団法人　久慈市体
育協会

岩手県久慈市新中の橋第４地割
１３－３

雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）

又は8時30分～18時00分
の間の8時間程度

配送及び商品出庫 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）

食品担当者（７：３０～）（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）

7時30分～13時00分の間
の4時間以上

運転手兼支援員補助 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） 60歳以上
歓迎求人

又は9時00分～17時00分
の間の2時間以上

介護員（パート） 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

8時00分～17時00分の間
の4時間以上

株式会社　レフリー 岩手県久慈市本町３丁目２８

雇用期間の定めなし

麺の製造 株式会社　オフィス　Ｃ
ＯＥＵＲ

岩手県久慈市栄町第３２地割８
７番地６

雇用期間の定めなし 60歳以上
歓迎求人

8時00分～23時00分の間
の2時間以上

介護職（和内・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

三陸北部森林管理署　久
慈支署

岩手県久慈市夏井町大崎第１４
地割１２番地

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

裁断工補助 株式会社　県北ファッ
ション

岩手県久慈市新中の橋第３７地
割９８番地２

雇用期間の定めなし

9時00分～17時00分の間
の5時間程度

洗濯業務員（ぎんたらす） 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

雇用期間の定めなし
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