
◎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。

◎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）

℡ 利用
時間

～ハローワーク求人情報一覧は、ここにも置いてあります！！～

4月1日(金)発行

次回予定日

4月8日(金)10時

　ハローワーク久慈からの
お 知 ら せ

ハローワークインターネットサービス

【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

【盛岡市・県外】
・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）

【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

求職者マイページのご案内

仕事をお探しの方へ

ハローワークインターネットサービス上に「求職者マイページ」を開設すると、ご自宅のパソコンや

「求職者マイページ」でできること

○登録した求職情報を確認することや変更することができます。

○求人の検索条件を保存したり、気になった求人を保存することができます。

○ハローワークでご紹介した求人の内容や紹介状、応募履歴を確認することができます。

○ハローワークからおすすめの求人情報を受け取ることやオンラインで職業紹介（オンライ

ンハローワーク紹介）を受けることができます。

○求人に直接応募すること（オンライン自主応募）ができます。

○メッセージ機能により、応募した求人の担当者とやりとりができます。

「求職者マイページ」を開設するには

ハローワークインターネットサービス にアクセス!!



職　種 年　齢 賃　金 求人者名 就業時間

（フルタイム）

64歳以下 (1)9時00分～17時00分

(2)9時00分～14時00分

（従業員数 4人 ）

正社員 02020- 4409621 就業場所 岩手県九戸郡洋野町

（フルタイム） 変形（1年単位）

不問 (1)8時00分～17時00分

（従業員数 50人 ）

有期雇用派遣労働者 02020- 4559821 就業場所 岩手県久慈市

（フルタイム） 変形（1年単位）

18歳以上 (1)18時00分～3時00分

（従業員数 50人 ）

有期雇用派遣労働者 02020- 4561321 就業場所 岩手県久慈市

（フルタイム）

18歳以上 (1)18時00分～0時00分

（従業員数 10人 ）

正社員 03090-  634521 就業場所 岩手県九戸郡野田村

（フルタイム） 変形（1ヶ月単位）

45歳以下

（従業員数 32人 ）

正社員 03100-  828821 就業場所 岩手県久慈市

（フルタイム） 変形（1年単位）

不問 (1)8時00分～17時30分

２級建築大工技能士 必須

（従業員数 11人 ） １級建築大工技能士 あれば尚可

正社員 03100-  829221 就業場所 岩手県久慈市

（フルタイム） 変形（1年単位）

不問 (1)8時00分～17時30分

２級建築施工管理技士 必須

（従業員数 11人 ） 二級建築士 あれば尚可

正社員 03100-  830621 就業場所 岩手県久慈市

（フルタイム） 交替制あり

不問 (1)8時30分～17時15分

(2)16時30分～1時15分

(3)0時30分～9時15分 看護師 必須

（従業員数 484人 ） 准看護師 必須

正社員以外 03100-  824921 就業場所 岩手県久慈市

（フルタイム） 変形（1年単位）

59歳以下 (1)8時00分～17時20分

（従業員数 573人 ）

正社員 03100-  816921 就業場所 岩手県久慈市

（フルタイム） 変形（1年単位）

不問 (1)8時00分～17時00分

(2)8時00分～16時30分

中型自動車免許 あれば尚可

（従業員数 12人 ） 車両系建設機械（解体用）運転技能者 あれば尚可

正社員以外 03100-  840121 就業場所 岩手県久慈市

（フルタイム） 変形（1年単位）

59歳以下 (1)8時00分～17時10分

（従業員数 9人 ）

正社員 03100-  835821 就業場所 岩手県九戸郡野田村

（フルタイム）

39歳以下 (1)8時00分～17時30分

（従業員数 15人 ）

正社員 03100-  817121 就業場所 岩手県九戸郡洋野町

（フルタイム） 変形（1年単位）

不問 (1)9時00分～18時00分

（従業員数 11人 ）

正社員 03100-  823621 就業場所 岩手県久慈市

（フルタイム） 変形（1年単位）

不問 (1)8時00分～18時00分

（従業員数 2人 ）

正社員 03100-  833021 就業場所 岩手県久慈市

（フルタイム） 変形（1年単位）

64歳以下 (1)8時00分～17時00分

車両系建設機械（基礎工事用）運転技能者 あれば尚可

（従業員数 8人 ）

正社員 03100-  820521 就業場所 岩手県久慈市

（フルタイム）

59歳以下 (1)7時45分～16時30分

（従業員数 22人 ）

正社員 03100-  841021 就業場所 岩手県九戸郡洋野町

（フルタイム） 交替制あり

64歳以下 (1)8時00分～17時00分

（従業員数 14人 ）

正社員以外 03100-  831921 就業場所 岩手県久慈市

必要な免許資格所在地・就業場所

医療事務員 有限会社　八戸保険調
剤薬局

青森県八戸市田向２丁目７番７
号

普通自動車運転免許　　必須

170,000円～170,000円

155,520円～155,520円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

雇用期間の定めなし

食品製造業（日勤）【久慈市】 株式会社　オーエスア
ドバンス

青森県八戸市石堂４丁目３－８

食品製造業（夜勤）【久慈市】 株式会社　オーエスア
ドバンス

青森県八戸市石堂４丁目３－８

172,800円～172,800円
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）

生鳥捕鳥員【請負】 ＯＭＳ 岩手県九戸郡軽米町大字上舘第
７－６－１

161,000円～218,500円
雇用期間の定めなし

総合職 株式会社　久慈自動車学校 岩手県久慈市大川目町第２地割
９－４

普通自動車運転免許　　必須

150,000円～230,000円
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

建築大工 有限会社　谷地建築 岩手県久慈市新中の橋第４地割
２２－２

普通自動車運転免許　　必須

（AT限定不可）

176,800円～331,000円
雇用期間の定めなし

建築現場管理者 有限会社　谷地建築 岩手県久慈市新中の橋第４地割
２２－２

普通自動車運転免許　　必須

（AT限定不可）

165,000円～350,000円
雇用期間の定めなし

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

164,400円～250,200円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

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

170,000円～170,000円
雇用期間の定めなし

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

普通自動車運転免許　　必須

154,530円～169,300円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

作業スタッフ 大沢住資　株式会社 岩手県九戸郡野田村大字野田第
２８地割６番地１

普通自動車運転免許　　必須

（AT限定不可）

171,000円～227,925円
雇用期間の定めなし

一般事務 株式会社　カンキョウ 岩手県九戸郡洋野町種市第２５
地割１９－２

普通自動車運転免許　　必須

168,000円～202,000円
雇用期間の定めなし

販売員及び事務 有限会社　ケアサポー
トホソタ

岩手県久慈市旭町第１０地割６
３

普通自動車運転免許　　必須

150,000円～180,000円
雇用期間の定めなし

大工 タナカ建築 　田中　石男 岩手県久慈市夏井町閉伊口第５
地割５８番地２

普通自動車運転免許　　必須

172,800円～248,400円
雇用期間の定めなし

重機オペレーター 株式会社　新道建設 岩手県久慈市長内町第２４地割
１１９－６

普通自動車運転免許　　あれば尚可

184,000円～276,000円
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

あれば尚可

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

普通自動車運転免許　　必須

157,300円～200,000円
雇用期間の定めなし

就労支援員 一般社団法人　コノハ
ナサカス

岩手県久慈市夏井町夏井第９地
割３６番地２

普通自動車運転免許　　必須

142,120円～183,920円
雇用期間の定めなし 60歳以上

歓迎求人
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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） 交替制あり

不問 (1)16時30分～21時30分

（従業員数 15人 ）

パート労働者 02030- 3480121 就業場所 岩手県久慈市

（パートタイム）

不問 (1)7時00分～16時00分

（従業員数 2人 ）

パート労働者 03100-  837521 就業場所 岩手県久慈市

（パートタイム）

59歳以下 (1)8時30分～14時00分

（従業員数 20人 ）

パート労働者 03100-  834721 就業場所 岩手県久慈市

（パートタイム）

不問 (1)11時00分～19時00分

（従業員数 2人 ）

パート労働者 03100-  838421 就業場所 岩手県久慈市

（パートタイム）

不問

（従業員数 24人 ）

パート労働者 03100-  843821 就業場所 岩手県久慈市

（パートタイム） 交替制あり

不問 (1)5時30分～14時30分

(2)9時30分～18時30分

（従業員数 3人 ）

パート労働者 03100-  826021 就業場所 岩手県久慈市

（パートタイム）

不問

看護師 必須

（従業員数 22人 ） 准看護師 必須

パート労働者 03100-  827721 就業場所 岩手県久慈市

（パートタイム）

不問 (1)13時30分～18時00分

大型自動車免許 あれば尚可

（従業員数 12人 ） 中型自動車免許 必須

パート労働者 03100-  846421 就業場所 岩手県久慈市

（パートタイム） 交替制あり

不問 (1)5時30分～8時30分

(2)15時30分～18時30分

（従業員数 4人 ）

パート労働者 03100-  821421 就業場所 岩手県九戸郡洋野町

（パートタイム）

不問

（従業員数 38人 ）

パート労働者 03100-  839321 就業場所 岩手県久慈市

（パートタイム） 交替制あり

不問

（従業員数 38人 ）

パート労働者 03100-  844221 就業場所 岩手県久慈市

（パートタイム） 変形（1ヶ月単位）

不問 (1)8時30分～16時00分

(2)9時30分～15時30分

(3)9時00分～15時00分

（従業員数 14人 ）

パート労働者 03100-  819721 就業場所 岩手県久慈市

（パートタイム）

不問

（従業員数 37人 ）

パート労働者 03100-  842721 就業場所 岩手県久慈市

（パートタイム）

不問

（従業員数 5人 ）

パート労働者 03100-  825121 就業場所 岩手県久慈市

衣料の販売 株式会社　マックハウ
ス　久慈店

岩手県久慈市長内町第３２地割
１４－１

830円～830円
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）

9時45分～19時00分の間
の5時間以上

販売員　（コミュニティ社員） 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

821円～821円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

6時30分～21時15分の間
の4時間以上

【障】作業員／障がい福祉サービス 一般社団法人　コノハ
ナサカス

岩手県久慈市夏井町夏井第９地
割３６番地２

821円～1,000円
雇用期間の定めなし

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

830円～1,000円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

7時00分～20時00分の間
の2時間以上

通所介護職員（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

830円～890円
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

世話人 特定非営利活動法人　なんぶ 岩手県九戸郡洋野町種市第１地
割１５番地６７

850円～850円
雇用期間の定めなし

送迎運転手及び学童補助員 特定非営利活動法人
ｍａｚｅｌ．ｂｅ

岩手県久慈市門前第３地割１５
２番地１

850円～850円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

又は8時00分～18時00分
の間の4時間程度

看護師 有限会社　七福神 岩手県久慈市湊町第２１地割４
８

1,200円～1,500円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

8時00分～17時00分の間
の2時間以上

（請）調理員 有限会社　第一ライフ
トラスト

岩手県久慈市川貫第５地割２０
－１７０

普通自動車運転免許　　必須

830円～850円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

食品加工（パート） 有限会社　総合農舎山形村 岩手県久慈市山形町霜畑第１２
地割１０５

普通自動車運転免許　　必須

821円～821円
雇用期間の定めなし

8時00分～18時00分の間
の5時間以上

販売および事務補助 有限会社　ゆう 岩手県久慈市長内町第３０地割
７－１

900円～1,100円
雇用期間の定めなし

レジ係［久慈店］（８時半～１４時） 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

830円～830円
雇用期間の定めなし

（請）清掃員（久慈消防本部・
久慈消防署）

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

821円～821円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

レジスタッフ（久慈店） 株式会社　横浜ファーマシー 青森県弘前市大字末広２丁目２
－１０

825円～825円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）
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