
◎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22日(金)発行

 次回予定日

4月28日(木)10時

 ４月13日～４月20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

ハローワークインターネットサービス

選考場所
久慈高等職業訓練校

【対象者】

・ハローワークに求職申込をしている方

・ハローワークの受講指示、受講推薦または支援指示を受けられる見込の方

・訓練終了後３ヶ月以内に再就職する強い意志のある方

ハロートレーニングは、希

望する職業やキャリアアッ

プのために必要な職業ス

キルや知識を習得すること

ができる公的制度です。



職　種 年　齢 賃　金 求人者名 就業時間

（フルタイム） 変形（1ヶ月単位）

40歳以下 (1)8時00分～17時00分

（従業員数 7人 ）

正社員 02020- 5585521 就業場所岩手県久慈市

（フルタイム） 変形（1年単位）

25歳以下 (1)8時30分～17時00分

(2)8時30分～12時00分

（従業員数 6人 ）

正社員 03100- 1041221 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）

不問 (1)8時00分～17時30分

（従業員数 66人 ）

正社員以外 03100- 1052321 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 8人 ）

正社員 03100- 1034521 就業場所岩手県久慈市

（フルタイム）

不問 (1)8時30分～17時15分

その他の医療技術関係資格 あれば尚可

（従業員数 484人 ）

正社員以外 03100- 1051421 就業場所岩手県久慈市

（フルタイム）

不問 (1)8時30分～17時15分

歯科衛生士 あれば尚可

（従業員数 484人 ）

正社員以外 03100- 1054921 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

１級建築施工管理技士 必須

（従業員数 70人 ） ２級建築施工管理技士 必須

正社員 03100- 1043421 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

１級土木施工管理技士 必須

（従業員数 70人 ） ２級土木施工管理技士 必須

正社員 03100- 1044321 就業場所岩手県久慈市

（フルタイム） 変形（1ヶ月単位）

59歳以下

薬剤師 必須

（従業員数 12人 ）

正社員 03100- 1038921 就業場所岩手県久慈市

（フルタイム） 変形（1ヶ月単位）

59歳以下

調理師 あれば尚可

（従業員数 4人 ）

正社員 03100- 1033221 就業場所岩手県久慈市

（フルタイム） 変形（1年単位）

45歳以下 (1)8時00分～16時30分

（従業員数 11人 ）

正社員 03100- 1050521 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）

62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 看護師 必須

（従業員数 95人 ） 准看護師 必須

正社員 03100- 1059221 就業場所岩手県下閉伊郡普代村

（フルタイム） 変形（1ヶ月単位）

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 6人 ） 移動式クレーン運転士 あれば尚可

正社員 03100- 1053621 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15分～17時15分

（従業員数 33人 ）

正社員 03100- 1042521 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

１級建築施工管理技士 あれば尚可

（従業員数 14人 ） １級土木施工管理技士 あれば尚可

正社員 03100- 1056021 就業場所岩手県久慈市 ２級建築施工管理技士 あれば尚可

建築・土木工事の施工及び管理 株式会社　エムエスケー 岩手県久慈市山形町荷軽部第
１地割８８－１

普通自動車運転免許　　必須

（AT限定不可）

178,000円～265,000円
雇用期間の定めなし

ジャージ製品の外観検査・検品など 株式会社　エヌエル
フォーティ

岩手県下閉伊郡普代村第２０
地割字馬場野４３－２

普通自動車運転免許　　あれば尚可

141,900円～141,900円
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１
３８－５

180,000円～210,000円
雇用期間の定めなし

看護師または准看護師 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

普通自動車運転免許　　必須

200,400円～260,100円
雇用期間の定めなし

ウニのビン詰加工および配達 有限会社　横道海産 岩手県九戸郡洋野町種市第２
３地割１２８－１０

普通自動車運転免許　　必須

141,930円～153,900円
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１０－１
７

普通自動車運転免許　　必須

153,000円～230,000円
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

薬剤師 株式会社　ファーマ・ラボ 岩手県久慈市十八日町１丁目
２１

320,000円～420,000円
雇用期間の定めなし

8時30分～19時30分の間
の8時間程度

土木施工管理技士 株式会社　中塚工務店 岩手県久慈市源道第１３地割
２１

普通自動車運転免許　　必須

（AT限定不可）

200,000円～300,000円
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
２１

普通自動車運転免許　　必須

（AT限定不可）

200,000円～300,000円
雇用期間の定めなし

歯科衛生士又は歯科助手（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

133,400円～222,800円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

事務補助（事務局・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

145,500円～171,600円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

配管工 有限会社　嵯峨水道 岩手県久慈市中町２丁目６番
地

普通自動車運転免許　　必須

（AT限定不可）

207,900円～254,100円
雇用期間の定めなし

電話応対・接客及び事務 株式会社　細谷地 岩手県久慈市長内町第１７地
割１００番地１０

普通自動車運転免許　　必須

146,880円～146,880円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

又は10時00分～19時30
分の間の8時間

普通自動車運転免許　　必須

（AT限定不可）

151,900円～183,800円
雇用期間の定めなし

又は6時00分～17時00分
の間の7時間以上

雇用期間の定めなし

又は7時00分～0時00分
の間の8時間程度

一般職（事務・現場作業） 普代村漁業協同組合 岩手県下閉伊郡普代村第９地
割字銅屋３１－４

必要な免許資格所在地・就業場所

ガソリンスタンド販売員
【久慈市】

東北つばめ石油販売
株式会社

青森県八戸市大字市川町字田
ノ沢頭３５－８

普通自動車運転免許　　必須

（AT限定不可）

148,000円～200,000円



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）

40歳以下 (1)8時00分～17時00分

（従業員数 14人 ）

正社員 03100- 1057721 就業場所岩手県久慈市

（フルタイム）

59歳以下

介護福祉士 必須

（従業員数 6人 ） 介護職員実務者研修修了者 必須

正社員 03100- 1058821 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

（従業員数 9人 ）

正社員 03100- 1037621 就業場所岩手県下閉伊郡普代村

（パートタイム）

不問

（従業員数 9人 ）

パート労働者 03100- 1035421 就業場所岩手県九戸郡野田村

（パートタイム）

不問 (1)9時00分～17時00分

保育士 必須

（従業員数 3人 ） 幼稚園教諭免許（専修・１種・２種） 必須

パート労働者 03100- 1045621 就業場所岩手県久慈市

（パートタイム）

59歳以下

（従業員数 24人 ）

パート労働者 03100- 1039121 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～10時00分

(2)9時30分～13時30分

（従業員数 7人 ）

パート労働者 03100- 1040821 就業場所岩手県久慈市

（パートタイム）

18歳以上 (1)17時00分～22時30分

（従業員数 3人 ）

パート労働者 03100- 1047121 就業場所岩手県久慈市

（パートタイム）

不問 (1)10時00分～13時30分

（従業員数 4人 ）

パート労働者 03100- 1048021 就業場所岩手県久慈市

（パートタイム）

不問 (1)13時00分～18時00分

(2)8時00分～12時00分

（従業員数 5人 ）

パート労働者 03100- 1049721 就業場所岩手県久慈市

（パートタイム）

不問 (1)8時00分～17時00分

介護職員初任者研修修了者 あれば尚可

（従業員数 9人 ）

パート労働者 03100- 1055121 就業場所岩手県九戸郡洋野町

（パートタイム）

不問 (1)8時00分～10時30分

（従業員数 12人 ）

パート労働者 13170-10029921 就業場所岩手県久慈市

（パートタイム）

不問 (1)9時00分～10時30分

（従業員数 12人 ）

パート労働者 13170-10074821 就業場所岩手県久慈市

食材加工（本社） 株式会社　碧青果 岩手県下閉伊郡普代村第６地
割字中山１０５番１

普通自動車運転免許　　必須

130,539円～130,539円
雇用期間の定めなし

サービス提供責任者 コアラいわて　有限会社 岩手県久慈市夏井町閉伊口第
３地割３３番地８

普通自動車運転免許　　必須

155,600円～164,000円
雇用期間の定めなし

8時00分～18時00分の間
の8時間程度

総務庶務全般事務 株式会社　エムエスケー 岩手県久慈市山形町荷軽部第
１地割８８－１

普通自動車運転免許　　必須

（AT限定不可）

150,000円～190,000円
雇用期間の定めなし

販売員 有限会社　マミーストアー 岩手県九戸郡　野田村大字野
田第２６地割１９－５

821円～821円
雇用期間の定めなし

8時30分～18時00分の間
の5時間程度

保育補助（子育て親子の支
援）【育休代替】

社会福祉法人　久慈市
社会福祉協議会

岩手県久慈市旭町第７地割１
２７番地３
久慈市総合福祉センター内
（福祉の村）

普通自動車運転免許　　必須

1,030円～1,030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１
２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

調理員（門前住宅） 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２
０－１７０

普通自動車運転免許　　必須

830円～870円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

調理補助およびホール係【２】 中村商事　有限会社 岩手県久慈市中央２丁目２３

850円～900円
雇用期間の定めなし

調理補助およびホール係【１】 中村商事　有限会社 岩手県久慈市中央２丁目２３

830円～850円
雇用期間の定めなし

学童保育支援員（補助） 侍浜学童クラブ　父母の会 岩手県久慈市侍浜町保土沢第
８地割２７番地１

821円～830円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

介護員（デイサービスきぼう） 社会福祉法人　ひろの会 岩手県九戸郡洋野町種市第２
３地割８１－６

普通自動車運転免許　　必須

821円～975円
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5時間程度

調理補助／モーニング時間帯
（ガスト　久慈店）

株式会社　すかいらー
くレストランツ

東京都武蔵野市西久保１－２
５－８

821円～821円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

接客／モーニング時間帯（ガ
スト　久慈店）

株式会社　すかいらー
くレストランツ

東京都武蔵野市西久保１－２
５－８

821円～821円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）


