
◎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）

～ハローワーク求人情報一覧は、ここにも置いてあります！！～

　ハローワーク久慈からの
お 知 ら せ

 【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）

 4月15日(金)発行

 次回予定日

 4月22日(金)10時

４月６日～４月１２日までに受理した求人です。

℡ 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

「介護・福祉のしごと」定期相談会

福祉関係の仕事の経験があり再就職を考えている方、

興味のある方、資格について知りたい方などを対象に

相談を受けております。

日 時：【４月の開催日】

４月20日（水）

９時30分～11時30分

場 所： ハローワーク久慈 ２階

相 談 内 容 ： 仕事内容の紹介、職場見学の同行、

「看護のおしごと相談」
岩手県ナースセンターの就業相談員（看護職）が

皆さんのご相談に応じます。

日 時：【４月の開催日】４月21日（木）

11時～12時/13時～15時

場 所：

ハローワーク久慈 ２階

相 談 内 容： 看護の仕事に関する就業相談、

看護職の労働環境や再就業などに

ハローワークインターネットサービス

お気軽にお問合わせ

ください！



職　種 年　齢 賃　金 求人者名 就業時間

（フルタイム） 交替制あり

18歳～59歳

登録販売者（一般医薬品） 必須

（従業員数 18人 ）

正社員 01240- 7320121 就業場所 岩手県久慈市

（フルタイム） 交替制あり

59歳以下 (1)5時00分～14時00分

(2)8時00分～17時00分

(3)11時00分～20時00分 栄養士 必須

（従業員数 4人 ）

正社員 02020- 5334221 就業場所 岩手県九戸郡洋野町

（フルタイム） 変形（1年単位）

18歳以上 (1)8時00分～17時00分

交通誘導警備業務検定１級 必須

（従業員数 19人 ） 交通誘導警備業務検定２級 必須

正社員以外 03010- 8770921 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)8時00分～17時00分

（従業員数 19人 ）

正社員以外 03010- 8771121 就業場所 岩手県久慈市

（フルタイム） 変形（1ヶ月単位）

18歳～34歳 (1)18時00分～9時00分

(2)20時00分～9時00分

(3)9時00分～18時00分

（従業員数 6人 ）

正社員 03010- 8886921 就業場所 岩手県久慈市

（フルタイム） 変形（1ヶ月単位）

18歳以上 (1)8時00分～17時00分

(2)21時00分～6時00分

（従業員数 38人 ）

正社員以外 03030- 1402721 就業場所 岩手県久慈市

（フルタイム）

45歳以下 (1)8時00分～17時10分

（従業員数 1人 ）

正社員 03090-  795721 就業場所 岩手県久慈市

（フルタイム）

18歳～64歳 (1)0時00分～6時00分

中型自動車免許 あれば尚可

（従業員数 20人 ） 準中型自動車免許 あれば尚可

正社員 03090-  781321 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

（従業員数 104人 ）

正社員以外 03100- 1000421 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00分

１級土木施工管理技士 必須

（従業員数 100人 ）

正社員 03100- 1001321 就業場所 岩手県久慈市

（フルタイム）

不問 (1)8時00分～16時45分

自動二輪車免許 あれば尚可

（従業員数 20人 ）

正社員以外 03100-  959521 就業場所 岩手県九戸郡洋野町

（フルタイム） 変形（1年単位）

59歳以下 (1)8時00分～17時00分

準中型自動車免許 あれば尚可

（従業員数 41人 ） 小型移動式クレーン運転技能者 あれば尚可

正社員以外 03100-  943321 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00分

（従業員数 41人 ） 大型特殊自動車免許 あれば尚可

正社員以外 03100-  944621 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00分

１級土木施工管理技士 必須

（従業員数 41人 ） ２級土木施工管理技士 必須

正社員 03100-  945921 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

準中型自動車免許 必須

（従業員数 22人 ）

正社員以外 03100-  947021 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00分

準中型自動車免許 必須

（従業員数 22人 ）

正社員 03100-  948721 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00分

１級土木施工管理技士 必須

（従業員数 22人 ） ２級土木施工管理技士 必須

正社員 03100-  949821 就業場所 岩手県久慈市

土木施工管理者 株式会社　正栄 岩手県久慈市夏井町鳥谷第８地
割５０－５

普通自動車運転免許　　必須

（AT限定不可）

230,000円～290,000円
雇用期間の定めなし

土木作業員 株式会社　正栄 岩手県久慈市夏井町鳥谷第８地
割５０－５

普通自動車運転免許　　必須

（AT限定不可）

172,500円～207,000円
雇用期間の定めなし

重機オペレーター（アルバイト） 株式会社　正栄 岩手県久慈市夏井町鳥谷第８地
割５０－５

172,500円～207,000円
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）

車両系建設機械（整地・運搬・
積込用及び掘削用）運転技能者

必須

現場監督 北星鉱業　株式会社 岩手県久慈市川崎町１４－１０ 普通自動車運転免許　　必須

（AT限定不可）

159,000円～307,000円
雇用期間の定めなし

重機運転手 北星鉱業　株式会社 岩手県久慈市川崎町１４－１０ 普通自動車運転免許　　必須

（AT限定不可）

172,800円～216,000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

必須

土木作業員 北星鉱業　株式会社 岩手県久慈市川崎町１４－１０ 普通自動車運転免許　　必須

（AT限定不可）

151,200円～194,400円
雇用期間の定めなし

郵便配達（外務・種市郵便局） 久慈郵便局 岩手県久慈市中の橋１丁目４４ 普通自動車運転免許　　必須

160,704円～257,472円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

土木施工管理職 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

普通自動車運転免許　　必須

（AT限定不可）

200,000円～250,000円
雇用期間の定めなし

土木作業員 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

普通自動車運転免許　　必須

190,080円～211,680円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

ブロイラー生鳥捕鳥作業員 ＣＣＩ合同会社 岩手県九戸郡軽米町大字晴山第
８－１８

普通自動車運転免許　　あれば尚可

156,100円～196,240円
雇用期間の定めなし

営業職《在籍出向求人》 株式会社十文字総合開発 岩手県二戸市石切所字穴牛３３
－３

普通自動車運転免許　　必須

150,000円～170,000円
雇用期間の定めなし

警備員（久慈地域） 東洋ワークセキュリ
ティ株式会社　宮古営
業所

岩手県宮古市宮町４丁目５番１
６号

172,000円～172,000円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

総合職（グローバルコース／久
慈事務所）

セコム　株式会社　東
北本部　岩手統轄支社

岩手県盛岡市茶畑１－１７－１
０

普通自動車運転免許　　必須

202,950円～223,450円
雇用期間の定めなし

警備員Ｂ（久慈支社） 株式会社　Ｍ・Ｋ・Ｇ 岩手県盛岡市大通３丁目９番１
７－２０１号

普通自動車運転免許　　必須

176,000円～220,000円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

警備員Ａ（久慈支社）（有資格者） 株式会社　Ｍ・Ｋ・Ｇ 岩手県盛岡市大通３丁目９番１
７－２０１号

普通自動車運転免許　　必須

198,000円～220,000円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

普通自動車運転免許　　必須

190,000円～250,000円
雇用期間の定めなし

雇用期間の定めなし

8時30分～22時30分の間
の8時間程度

栄養士 有限会社　かん東 青森県八戸市売市２丁目３－１
５

必要な免許資格所在地・就業場所

登録販売者　ツルハドラッグ久
慈店（岩手県久慈市）

株式会社　ツルハ（ツ
ルハドラッグ）

北海道札幌市東区北２４条東２
０丁目１番２１号

普通自動車運転免許　　あれば尚可

185,000円～270,000円

2／8



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） 変形（1年単位）

64歳以下 (1)8時00分～17時00分

準中型自動車免許 必須

（従業員数 18人 ） フォークリフト運転技能者 あれば尚可

正社員 03100-  964021 就業場所 岩手県九戸郡洋野町

（フルタイム） 変形（1年単位）

64歳以下 (1)8時00分～17時00分

（従業員数 18人 ）

正社員 03100-  966821 就業場所 岩手県九戸郡洋野町

（フルタイム）

45歳以下 (1)6時30分～14時30分

（従業員数 6人 ）

正社員 03100- 1018521 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00分

（従業員数 30人 ）

正社員以外 03100-  976521 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00分

(2)8時00分～17時30分

(3)8時15分～17時00分

（従業員数 39人 ）

正社員以外 03100-  968521 就業場所 岩手県下閉伊郡普代村

（フルタイム） 変形（1年単位）

59歳以下 (1)8時00分～17時00分

(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 あれば尚可

（従業員数 39人 ） フォークリフト運転技能者 あれば尚可

正社員 03100-  969421 就業場所 岩手県下閉伊郡普代村

（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-  960321 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

(2)8時00分～16時30分

（従業員数 80人 ）

正社員 03100- 1023721 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

（従業員数 17人 ）

正社員 03100-  978321 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30分～17時30分

（従業員数 17人 ）

正社員以外 03100-  980021 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30分～17時30分

（従業員数 17人 ）

正社員以外 03100-  981721 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00分

大型自動車免許 あれば尚可

（従業員数 13人 ） 移動式クレーン運転士 あれば尚可

正社員 03100-  983221 就業場所 岩手県下閉伊郡普代村 玉掛技能者 あれば尚可

（フルタイム） 変形（1年単位）

59歳以下 (1)8時00分～17時00分

１級土木施工管理技士 必須

（従業員数 13人 ） ２級土木施工管理技士 必須

正社員 03100-  984521 就業場所 岩手県下閉伊郡普代村

（フルタイム） 変形（1年単位）

59歳以下 (1)8時00分～17時00分

大型自動車免許 あれば尚可

（従業員数 36人 ）

正社員 03100- 1008221 就業場所 岩手県九戸郡洋野町

（フルタイム） 変形（1ヶ月単位）

59歳以下 (1)8時00分～17時00分

ガス溶接技能者 あれば尚可

（従業員数 9人 ） アーク溶接技能者（基本級） あれば尚可

正社員 03100- 1020921 就業場所 岩手県九戸郡洋野町 玉掛技能者 あれば尚可

（フルタイム） 交替制あり

不問 (1)8時45分～17時30分

(2)7時00分～15時45分

(3)17時00分～9時30分

（従業員数 83人 ）

正社員以外 03100-  996921 就業場所 岩手県久慈市

（フルタイム） 交替制あり

59歳以下 (1)8時45分～17時30分

(2)7時00分～15時45分

(3)17時00分～9時30分 介護福祉士 必須

（従業員数 83人 ）

正社員 03100-  997121 就業場所 岩手県久慈市

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

普通自動車運転免許　　必須

（AT限定不可）

180,000円～249,000円
雇用期間の定めなし

介護員（臨時職員） 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

普通自動車運転免許　　あれば尚可

180,000円～201,000円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

建設スタッフ 有限会社　逸見工業 岩手県九戸郡　洋野町種市第３
９地割８－７０

普通自動車運転免許　　必須

（AT限定不可）

146,400円～222,040円
雇用期間の定めなし

林業作業員 株式会社　ノブタ興業 岩手県九戸郡洋野町種市第５１
地割７２－４

普通自動車運転免許　　必須

209,700円～302,900円
雇用期間の定めなし

土木施工管理技士 有限会社　古沼建設 岩手県下閉伊郡普代村第２５地
割字卯子酉８１

普通自動車運転免許　　必須

（AT限定不可）

270,000円～370,000円
雇用期間の定めなし

土木作業員 有限会社　古沼建設 岩手県下閉伊郡普代村第２５地
割字卯子酉８１

普通自動車運転免許　　必須

（AT限定不可）

184,800円～254,100円
雇用期間の定めなし

見積もり、積算業務（見習い可） 有限会社　鹿糠板金工業 岩手県久慈市宇部町第３地割１
２１番地１５４

150,000円～220,000円
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）

施工管理見習い（本社） 有限会社　鹿糠板金工業 岩手県久慈市宇部町第３地割１
２１番地１５４

普通自動車運転免許　　必須

170,000円～250,000円
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）

建築板金工 有限会社　鹿糠板金工業 岩手県久慈市宇部町第３地割１
２１番地１５４

普通自動車運転免許　　必須

183,200円～343,500円
雇用期間の定めなし

伐採夫 有限会社　谷地林業 岩手県久慈市山形町荷軽部第３
地割１８

普通自動車運転免許　　必須

（AT限定不可）

141,019円～217,550円
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

170,000円～170,000円
雇用期間の定めなし

営業・商品管理（幹部候補として） 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

普通自動車運転免許　　必須

153,783円～220,904円
雇用期間の定めなし

鮮魚、水産加工品の配送等 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

普通自動車運転免許　　必須

（AT限定不可）

141,039円～156,332円
雇用期間の定めなし

現場作業員 株式会社　エスエステック 岩手県久慈市大川目町第６地割
１６３番地３

172,800円～259,200円
雇用期間の定めなし

パンの製造 有限会社　シャトータ
カマツ

岩手県久慈市中央４丁目１６ 普通自動車運転免許　　必須

139,000円～139,000円
雇用期間の定めなし

水産加工【１】 株式会社　カネセ関根商店 岩手県九戸郡洋野町種市第１地
割１４７－５

149,500円～165,600円
雇用期間の定めなし

水産加工【２】 株式会社　カネセ関根商店 岩手県九戸郡洋野町種市第１地
割１４７－５

200,000円～260,000円
雇用期間の定めなし
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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

（フルタイム） 変形（1年単位）

59歳以下 (1)8時45分～17時30分

社会福祉士 必須

（従業員数 83人 ） 介護支援専門員（ケアマネージャー） 必須

正社員 03100-  998021 就業場所 岩手県久慈市

（フルタイム）

59歳以下 (1)8時45分～17時30分

言語聴覚士 必須

（従業員数 83人 ）

正社員 03100-  999721 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00分

（従業員数 143人 ）

正社員 03100- 1017221 就業場所 岩手県久慈市

（フルタイム） 交替制あり

不問 (1)6時00分～15時00分

(2)9時30分～18時30分

(3)10時30分～19時30分

（従業員数 91人 ）

正社員以外 03100-  952621 就業場所 岩手県九戸郡洋野町

（フルタイム） 変形（1ヶ月単位）

不問 (1)7時00分～16時00分

(2)13時00分～22時00分

(3)10時00分～19時00分

（従業員数 93人 ）

正社員以外 03100-  962921 就業場所 岩手県久慈市

（フルタイム）

不問 (1)8時30分～17時30分

（従業員数 71人 ）

正社員以外 03100-  989121 就業場所 岩手県久慈市

（フルタイム）

59歳以下 (1)8時30分～17時30分

介護支援専門員（ケアマネージャー） 必須

（従業員数 71人 ）

正社員 03100-  990821 就業場所 岩手県久慈市

（フルタイム） 交替制あり

不問 (1)6時30分～15時00分

(2)10時00分～18時30分

(3)13時30分～22時00分 調理師 あれば尚可

（従業員数 60人 ）

正社員以外 03100-  935321 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)9時00分～17時30分

(2)11時00分～19時30分

（従業員数 60人 ）

正社員以外 03100-  936621 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)9時00分～17時30分

(2)11時00分～19時30分

（従業員数 60人 ）

正社員以外 03100-  937921 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)6時00分～14時30分

(2)8時30分～17時30分

（従業員数 60人 ）

正社員以外 03100- 1030021 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30分

８トン限定中型自動車免許 必須

（従業員数 3人 ）

正社員 03100- 1009521 就業場所 岩手県久慈市

（フルタイム） 変形（1年単位）

35歳以下 (1)8時00分～17時20分

（従業員数 4人 ）

正社員 03100-  987621 就業場所 岩手県久慈市

（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 4人 ）

正社員 03100-  991221 就業場所 岩手県九戸郡洋野町

（フルタイム）

59歳以下 (1)9時00分～18時00分

看護師 必須

（従業員数 125人 ） 准看護師 必須

正社員 03100-  941521 就業場所 岩手県久慈市

（フルタイム）

不問 (1)8時00分～17時00分

測量士 あれば尚可

（従業員数 4人 ）

正社員 03100- 1025221 就業場所 岩手県久慈市

（フルタイム）

不問 (1)8時00分～18時00分

第二種電気工事士 あれば尚可

（従業員数 11人 ）

正社員 03100- 1005021 就業場所 岩手県九戸郡洋野町

電気工事士（見習い可） 有限会社　山下電機設備 岩手県九戸郡洋野町種市第６０
地割５７

普通自動車運転免許　　必須

（AT限定不可）

150,000円～250,000円
雇用期間の定めなし

測量・土木設計・用地調査 有限会社　ティー・エ
ス・ピー

岩手県久慈市長内町第２５地割
４９－１

普通自動車運転免許　　必須

（AT限定不可）

160,000円～220,000円
雇用期間の定めなし

看護職員 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

普通自動車運転免許　　必須

150,000円～262,000円
雇用期間の定めなし

又は7時30分～18時30分
の間の8時間程度

営業 有限会社　八木自動車
サービス

岩手県九戸郡洋野町種市第３２
地割５９－３

普通自動車運転免許　　必須

（AT限定不可）

151,639円～249,987円
雇用期間の定めなし

電気工事士（見習い可） 有限会社　久慈電業 岩手県久慈市田高１丁目２３ 普通自動車運転免許　　必須

150,000円～221,000円
雇用期間の定めなし

作業員（左官、重機オペレー
ター、型枠等）

馬内工業　　馬内　繁治 岩手県久慈市小久慈町第２０地
割８０－１７

普通自動車運転免許　　必須

（AT限定不可）

184,800円～231,000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

必須

環境整備 一般社団法人　大野ふ
るさと公社

岩手県九戸郡洋野町大野第５８
地割１２－３０

普通自動車運転免許　　必須

122,850円～136,500円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

企画運営サポート 一般社団法人　大野ふ
るさと公社

岩手県九戸郡洋野町大野第５８
地割１２－３０

普通自動車運転免許　　必須

122,850円～136,500円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

経理業務 一般社団法人　大野ふ
るさと公社

岩手県九戸郡洋野町大野第５８
地割１２－３０

普通自動車運転免許　　必須

122,850円～136,500円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

調理員 一般社団法人　大野ふ
るさと公社

岩手県九戸郡洋野町大野第５８
地割１２－３０

普通自動車運転免許　　必須

122,850円～136,500円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

介護支援専門員　【正社員】 社会福祉法人　山形福祉会 岩手県久慈市山形町川井第１２
地割５５番地１

普通自動車運転免許　　必須

（AT限定不可）

151,000円～238,200円
雇用期間の定めなし

事務補助 社会福祉法人　山形福祉会 岩手県久慈市山形町川井第１２
地割５５番地１

普通自動車運転免許　　必須

132,660円～142,710円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

介護員補助 医療法人　健生会 岩手県久慈市中の橋１丁目５番
地

139,440円～150,990円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

調理員（正社員以外／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

157,880円～176,200円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

左官工 下舘建設　株式会社 岩手県久慈市長内町２４地割１
６２

216,000円～313,200円
雇用期間の定めなし

言語聴覚士 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

184,900円～401,500円
雇用期間の定めなし

支援相談員 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

普通自動車運転免許　　必須

148,000円～214,000円
雇用期間の定めなし
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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

（フルタイム） 変形（1年単位）

64歳以下

介護職員初任者研修修了者 あれば尚可

（従業員数 16人 ） ホームヘルパー２級 あれば尚可

正社員以外 03100-  930721 就業場所 岩手県九戸郡洋野町 介護福祉士 あれば尚可

（フルタイム）

30歳以下 (1)8時30分～18時00分

（従業員数 15人 ）

正社員 03100- 1031721 就業場所 岩手県九戸郡洋野町

（フルタイム） 変形（1年単位）

64歳以下 (1)8時00分～16時45分

(2)8時00分～16時30分

（従業員数 10人 ）

正社員 03100- 1028321 就業場所 岩手県久慈市

（フルタイム） 変形（1年単位）

40歳以下 (1)9時00分～18時00分

(2)12時00分～21時00分

（従業員数 1人 ）

正社員以外 03100- 1015721 就業場所 岩手県久慈市

（フルタイム） 交替制あり

45歳以下

（従業員数 6人 ）

正社員 03100- 1016821 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

大型自動車免許 必須

（従業員数 2人 ） フォークリフト運転技能者 あれば尚可

正社員 03100-  992521 就業場所 岩手県下閉伊郡普代村

（フルタイム） 交替制あり

不問 (1)8時00分～17時00分

(2)9時00分～18時00分

介護福祉士 必須

（従業員数 10人 ）

正社員 03100- 1010321 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)8時00分～17時00分

（従業員数 7人 ）

正社員以外 03100-  982821 就業場所 岩手県久慈市

（フルタイム） 交替制あり

59歳以下 (1)7時00分～16時00分

(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 あれば尚可

（従業員数 18人 ）

正社員以外 03100-  967221 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

(2)8時00分～15時00分

大型自動車免許 あれば尚可

（従業員数 3人 ）

正社員 03100-  946121 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

２級塗装技能士 あれば尚可

（従業員数 6人 ） ２級防水施工技能士 あれば尚可

正社員 03100-  986321 就業場所 岩手県九戸郡洋野町

（フルタイム） 変形（1ヶ月単位）

18歳～40歳 (1)8時30分～16時50分

(2)15時55分～0時00分

（従業員数 27人 ）

正社員 03100-  942421 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30分～17時30分

(2)9時00分～18時00分
介護支援専門員（ケアマネージャー） 必須

（従業員数 38人 ）

正社員以外 03100-  958221 就業場所 岩手県久慈市

（フルタイム） 交替制あり

64歳以下 (1)7時00分～16時00分

(2)8時00分～17時00分

(3)9時00分～18時00分 看護師 必須

（従業員数 76人 ） 准看護師 必須

正社員 03100-  963121 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00分～16時00分

(2)12時30分～21時30分

介護職員初任者研修修了者 あれば尚可

（従業員数 78人 ）

正社員以外 03100-  965721 就業場所 岩手県九戸郡洋野町

（フルタイム）

59歳以下 (1)8時00分～17時00分

（従業員数 12人 ）

正社員以外 03100- 1029621 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

２級管工事施工管理技士 あれば尚可

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 10人 ）

正社員 03100- 1021121 就業場所 岩手県久慈市

土木作業及び配管工（見習可） 株式会社　ＴＹＣ 岩手県久慈市夏井町大崎第１０
地割１９－２

普通自動車運転免許　　必須

（AT限定不可）

180,800円～271,200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

介護職員 洋野町種市デイ・サー
ビスセンター　株式会
社　藤森

岩手県九戸郡洋野町種市第２３
地割２７－２

145,520円～154,080円
雇用期間の定めなし

介護員（臨時職員） 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

133,988円～169,320円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

看護職 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

普通自動車運転免許　　必須

177,700円～280,000円
雇用期間の定めなし

介護支援専門員 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

189,000円～209,000円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

クリーンスタッフ 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

普通自動車運転免許　　必須

149,000円～177,000円
雇用期間の定めなし

塗装・防水工 坂久保塗工　株式会社 岩手県九戸郡洋野町大野第６４
地割７４－７

普通自動車運転免許　　必須

161,700円～277,200円
雇用期間の定めなし

現場作業員 株式会社　東北法面工業 岩手県久慈市川崎町１６番２７
号

普通自動車運転免許　　必須

（AT限定不可）

198,000円～286,000円
雇用期間の定めなし

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

普通自動車運転免許　　必須

146,424円～237,360円
雇用期間の定めなし

警備員 株式会社　若鷹警備 岩手県久慈市大川目町第１地割
４７

普通自動車運転免許　　必須

161,000円～230,000円
雇用期間の定めなし

生活相談員 株式会社　平谷商店 岩手県久慈市長内町第２１地割
８１－２

普通自動車運転免許　　必須

165,000円～165,000円
雇用期間の定めなし

大型運転手【１】 有限会社　北祥陸運 岩手県下閉伊郡普代村第２３地
割字小谷地２２－５

普通自動車運転免許　　必須

（AT限定不可）

156,634円～349,750円
雇用期間の定めなし

調理及び接客（豪ーめん久慈店） 株式会社　レフリー 岩手県久慈市本町３丁目２８

150,320円～157,320円
雇用期間の定めなし

9時00分～22時00分の間
の8時間

調理・接客（キッチンレフリー） 株式会社　レフリー 岩手県久慈市本町３丁目２８

143,808円～148,944円
雇用期間の定めなし

又は9時00分～21時00分
の間の8時間程度

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

普通自動車運転免許　　必須

（AT限定不可）

231,000円～300,300円
雇用期間の定めなし

事務員 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２９

普通自動車運転免許　　必須

140,000円～250,000円
雇用期間の定めなし

介護職（カッケロ） 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

普通自動車運転免許　　必須

137,928円～143,304円
雇用期間の定めなし

8時30分～18時00分の間
の8時間程度
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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

（フルタイム） 交替制あり

59歳以下 (1)4時45分～13時45分

(2)7時00分～16時00分

(3)13時00分～22時00分

（従業員数 22人 ）

正社員 03100-  939021 就業場所 岩手県九戸郡洋野町

（フルタイム） 変形（1年単位）

59歳以下 (1)8時00分～17時30分

（従業員数 3人 ）

正社員 03100- 1019421 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)7時50分～17時10分

ガス溶接技能者 あれば尚可

（従業員数 46人 ） フォークリフト運転技能者 あれば尚可

正社員 03100-  972021 就業場所 岩手県久慈市 床上操作式クレーン運転技能者 あれば尚可

（フルタイム）

59歳以下 (1)7時00分～16時00分

（従業員数 33人 ）

正社員 03100-  954121 就業場所 岩手県九戸郡野田村

（フルタイム） 交替制あり

不問 (1)7時00分～15時45分

(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 必須

（従業員数 80人 ） 介護職員初任者研修修了者 必須

正社員以外 03100-  970921 就業場所 岩手県九戸郡洋野町 介護福祉士 必須

（フルタイム） 交替制あり

不問 (1)8時15分～17時00分

(2)16時30分～8時30分

看護師 必須

（従業員数 80人 ） 准看護師 必須

正社員以外 03100-  971121 就業場所 岩手県九戸郡洋野町

（フルタイム）

不問 (1)8時00分～17時00分

（従業員数 0人 ）

正社員 03100- 1024821 就業場所 岩手県久慈市

（フルタイム）

64歳以下 (1)10時00分～19時00分

（従業員数 30人 ）

正社員 04010-22729721 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)8時30分～16時45分

(2)16時30分～23時45分

(3)23時30分～8時45分

（従業員数 3人 ）

有期雇用派遣労働者 11030-10772421 就業場所 岩手県久慈市

（フルタイム） 変形（1ヶ月単位）

35歳以下 (1)8時45分～18時00分

(2)10時45分～20時00分

(3)12時00分～21時15分

（従業員数1,809人 ）

正社員 15070- 4756021 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 4人 ）

パート労働者 02020- 5335521 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

（従業員数 49人 ）

パート労働者 03010- 9077221 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)10時30分～19時30分

調理師 必須

（従業員数 8人 ）

パート労働者 03010- 8571821 就業場所 岩手県下閉伊郡普代村

（パートタイム） 交替制あり

不問 (1)5時30分～14時30分

(2)10時30分～19時30分

（従業員数 8人 ）

パート労働者 03010- 8572221 就業場所 岩手県下閉伊郡普代村

（パートタイム）

不問 (1)8時30分～16時30分

５トン限定準中型自動車免許 必須

（従業員数 30人 ）

パート労働者 03100- 1004121 就業場所 岩手県久慈市

（パートタイム）

不問

（従業員数 1人 ）

パート労働者 03100-  973721 就業場所 岩手県久慈市

（パートタイム）

65歳以下

（従業員数 3人 ）

パート労働者 03100- 1011621 就業場所 岩手県久慈市

販売・店舗運営職（リージョナ
ル社員）

株式会社　コメリ 新潟県新潟市南区清水４５０１
番地１

普通自動車運転免許　　必須

179,000円～231,000円
雇用期間の定めなし

バイオエタノールパイロットプ
ラントの計器管理［久慈市］

株式会社ブッキンブックス 埼玉県上尾市愛宕１丁目７－１
０　コスモ上尾１Ｆ

普通自動車運転免許　　必須

270,000円～270,000円
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）

販売接客アドバイザー【久慈市】 株式会社ウィルオブ・
ワーク　仙台支店

宮城県仙台市青葉区中央２丁目
８－１３　大和証券仙台ビル６
階

普通自動車運転免許　　あれば尚可

200,000円～260,000円
雇用期間の定めなし

板金工事作業員（見習い可） 柏木板金 岩手県久慈市新井田第３地割１
０－２

普通自動車運転免許　　必須

（AT限定不可）

168,000円～252,000円
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

166,700円～228,300円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

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

普通自動車運転免許　　あれば尚可

147,400円～173,200円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

肉用鶏種卵生産管理（畜産作業員） 株式会社　イシイ　東
北種鶏場　野田農場

岩手県九戸郡野田村大字野田第
２２地割１４６－１０

普通自動車運転免許　　必須

170,400円～240,000円
雇用期間の定めなし

鉄工及び溶接作業員 信和工業　株式会社
久慈事務所

岩手県久慈市夏井町閉伊口第８
地割７４－１５

普通自動車運転免許　　必須

190,080円～280,800円
雇用期間の定めなし

電気工事士（見習い可） 株式会社　田家無線 岩手県久慈市湊町第２２地割４
７番地１０

普通自動車運転免許　　必須

（AT限定不可）

143,000円～200,000円
雇用期間の定めなし

牧場作業員 株式会社　久慈平岳牧場 岩手県九戸郡洋野町大野第２６
地割４０番地２

普通自動車運転免許　　必須

190,000円～250,000円
雇用期間の定めなし

調理補助【じょうない】（５～
２０時の間の３～６時間）

有限会社　かん東 青森県八戸市売市２丁目３－１
５

普通自動車運転免許　　必須

830円～900円
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）

5時00分～20時00分の間
の4時間程度

医療事務（岩手県立久慈病院） 株式会社　メディカル
サポート

岩手県盛岡市津志田町１丁目１
５－３７

830円～830円
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5時間程度

調理師（下閉伊郡） 日清医療食品　株式会
社　北東北支店

岩手県盛岡市大通３丁目３番１
０号　七十七日生盛岡ビル　９
階

850円～1,000円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

調理員（下閉伊郡） 日清医療食品　株式会
社　北東北支店

岩手県盛岡市大通３丁目３番１
０号　七十七日生盛岡ビル　９
階

850円～1,000円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

自然公園保護管理員（産業建設
課・会計年度任用職員）

久慈市役所 岩手県久慈市川崎町１－１

905円～968円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

美容師アシスタント 美容室　三愛　　内澤　朝子 岩手県久慈市本町二丁目１番地

821円～1,500円
雇用期間の定めなし

10時00分～18時00分の間
の4時間程度

調理場の補助及びホールスタッフ 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

850円～850円
雇用期間の定めなし

9時00分～20時00分の間
の6時間程度
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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 (1)8時30分～12時30分

（従業員数 4人 ）

パート労働者 03100-  950421 就業場所 岩手県久慈市

（パートタイム）

不問 (1)4時30分～9時45分

調理師 あれば尚可

（従業員数 83人 ）

パート労働者 03100-  994321 就業場所 岩手県久慈市

（パートタイム） 交替制あり

不問 (1)12時00分～16時00分

(2)14時00分～16時00分

（従業員数 91人 ）

パート労働者 03100-  953921 就業場所 岩手県九戸郡洋野町

（パートタイム）

不問

看護師 必須

（従業員数 71人 ） 准看護師 必須

パート労働者 03100-  988921 就業場所 岩手県久慈市

（パートタイム）

64歳以下 (1)10時00分～15時00分

（従業員数 6人 ）

パート労働者 03100-  931821 就業場所 岩手県久慈市

（パートタイム）

不問 (1)12時30分～16時30分

（従業員数 65人 ）

パート労働者 03100- 1032821 就業場所 岩手県久慈市

（パートタイム）

不問 (1)9時00分～16時00分

准看護師 必須

（従業員数 125人 ） 看護師 必須

パート労働者 03100-  940221 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)22時00分～8時00分

介護職員初任者研修修了者 あれば尚可

（従業員数 15人 ） ホームヘルパー２級 あれば尚可

パート労働者 03100-  993421 就業場所 岩手県九戸郡洋野町

（パートタイム）

64歳以下 (1)9時30分～13時00分

（従業員数 18人 ）

パート労働者 03100- 1002621 就業場所 岩手県久慈市

（パートタイム）

64歳以下

（従業員数 18人 ）

パート労働者 03100- 1003921 就業場所 岩手県久慈市

（パートタイム） 交替制あり

59歳以下 (1)11時30分～14時30分

(2)17時30分～22時00分

（従業員数 9人 ）

パート労働者 03100-  961621 就業場所 岩手県久慈市

（パートタイム）

不問 (1)17時00分～21時00分

（従業員数 5人 ）

パート労働者 03100- 1014021 就業場所 岩手県久慈市

（パートタイム）

不問

（従業員数 9人 ）

パート労働者 03100- 1026521 就業場所 岩手県九戸郡洋野町

（パートタイム）

20歳以上 (1)11時00分～14時30分

(2)18時00分～23時00分

（従業員数 2人 ）

パート労働者 03100-  974821 就業場所 岩手県久慈市

（パートタイム） 交替制あり

不問 (1)6時00分～11時30分

(2)13時30分～19時00分

調理師 あれば尚可

（従業員数 37人 ）

パート労働者 03100-  951321 就業場所 岩手県久慈市

（パートタイム）

不問

（従業員数 38人 ）

パート労働者 03100-  957821 就業場所 岩手県久慈市

（パートタイム）

59歳以下

（従業員数 12人 ）

パート労働者 03100-  934421 就業場所 岩手県久慈市

行政書士補助（久慈本社） 行政書士法人　リプル法務 岩手県久慈市栄町第３７地割１
４８番地１

普通自動車運転免許　　必須

830円～830円
雇用期間の定めなし

調理師または調理員（パート） 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

850円～850円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

介護職員 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

900円～1,206円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 60歳以上

歓迎求人
又は6時30分～19時00分
の間の4時間程度

看護師（パート） 社会福祉法人　山形福祉会 岩手県久慈市山形町川井第１２
地割５５番地１

普通自動車運転免許　　あれば尚可

1,000円～1,050円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

7時00分～19時30分の間
の6時間程度

販売員 有限会社　北三陸天然市場 岩手県久慈市長内町第２９地割
２９－５

普通自動車運転免許　　必須

830円～830円
雇用期間の定めなし

生活支援員（デイサービス担当） 社会福祉法人　天神会
障害者支援施設　ひば
り療護園

岩手県久慈市天神堂第３２地割
８

821円～850円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

登録看護師 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

1,000円～1,000円
雇用期間の定めなし

介護職（くるみ・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

普通自動車運転免許　　必須

1,300円～1,300円
雇用期間の定めなし 60歳以上

歓迎求人

調理員 有限会社　中塚　小規
模多機能ホーム　とき
わ苑

岩手県久慈市湊町第１４地割１
０３番地

830円～900円
雇用期間の定めなし

介護員 有限会社　中塚　小規
模多機能ホーム　とき
わ苑

岩手県久慈市湊町第１４地割１
０３番地

821円～900円
雇用期間の定めなし

7時00分～19時00分の間
の4時間程度

フロアスタッフ 有限会社　田村牧場
たむら屋

岩手県久慈市長内町第３２地割
１５番地２

830円～1,000円
雇用期間の定めなし

接客・調理補助 株式会社　レフリー 岩手県久慈市本町３丁目２８

840円～870円
雇用期間の定めなし

食品製造 株式会社　ミナミ食品 岩手県九戸郡洋野町大野第５５
地割３８－８

830円～830円
雇用期間の定めなし

9時00分～16時00分の間
の5時間以上

接客および調理補助 ＣＡＦＥ　ＢＯＮ一Ｂ
０Ｎ　清水大路

岩手県久慈市中央２丁目３８－
１０

850円～900円
雇用期間の定めなし

調理員（こはく苑・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

普通自動車運転免許　　必須

821円～839円
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（まごころの家） 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～830円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 60歳以上

歓迎求人
5時30分～18時30分の間
の6時間程度

衣料品販売（アルバイト） 株式会社　しまむら
ファッションセンター
しまむら久慈店

岩手県久慈市長内町第３０地割
１２－２

900円～900円
雇用期間の定めなし

9時45分～19時15分の間
の3時間以上
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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）

18歳以上 (1)19時00分～22時30分

（従業員数 57人 ）

パート労働者 03100-  938121 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- 1022021 就業場所 岩手県久慈市

（パートタイム）

不問

（従業員数 2人 ）

パート労働者 03100-  956721 就業場所 岩手県久慈市

（パートタイム）

不問 (1)10時00分～14時00分

(2)12時00分～16時00分

（従業員数 2人 ）

パート労働者 03100-  955021 就業場所 岩手県九戸郡洋野町

（パートタイム）

18歳以上

（従業員数 27人 ）

パート労働者 03100-  933521 就業場所 岩手県久慈市

（パートタイム）

不問 (1)8時30分～17時00分

（従業員数 3人 ）

パート労働者 03100-  975221 就業場所 岩手県久慈市

（パートタイム）

不問

（従業員数 0人 ）

パート労働者 03100-  985421 就業場所 岩手県九戸郡洋野町

レジ担当者（１９：００～）
（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

900円～900円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

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

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

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4時間程度

調理補助接客係 麺介　　　金澤　勝司 岩手県九戸郡洋野町種市第２３
地割６５番地６

850円～850円
雇用期間の定めなし

ホール係、キッチン係 カッパ・クリエイト
株式会社　かっぱ寿司
久慈店

岩手県久慈市長内町第３４地割
３－６

940円～940円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

9時00分～0時00分の間の
2時間以上

収穫・出荷作業員 Ｔ・Ｔ農園　　垂柳　隆 岩手県久慈市栄町第３７地割１
１８－８

821円～821円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

便利屋業務 なもなも　　小柏　匡慎 岩手県九戸郡洋野町種市第３２
地割１１７番地１

普通自動車運転免許　　あれば尚可

900円～1,500円
雇用期間の定めなし

9時00分～18時00分の間
の5時間程度
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