
◎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！！～

 【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）

5月20日(金)発行

 次回予定日

5月27日(金)10時

　ハローワーク久慈からの
お 知 ら せ

 ５月11日～５月18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

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

選 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

二戸高等技術専門校の

ホームページをチェック



職　種 年　齢 賃　金 求人者名 就業時間

（フルタイム） 変形（1年単位）

59歳以下 (1)7時50分～17時10分

（従業員数 49人 ）

正社員 02020- 6696921 就業場所 岩手県久慈市

（フルタイム） 変形（1年単位）

61歳以下 (1)9時00分～18時00分

中型自動車免許 あれば尚可

（従業員数 14人 ）

正社員 03010-11434121 就業場所 岩手県久慈市

（フルタイム） 変形（1年単位）

61歳以下 (1)9時00分～18時00分

中型自動車免許 あれば尚可

（従業員数 34人 ） 二級自動車整備士 あれば尚可

正社員 03010-11439521 就業場所 岩手県久慈市 自動車検査員 あれば尚可

（フルタイム） 変形（1年単位）

61歳以下 (1)9時00分～18時00分

二級自動車整備士 必須

（従業員数 34人 ） 自動車検査員 必須

正社員 03010-11440321 就業場所 岩手県久慈市 中型自動車免許 あれば尚可

（フルタイム）

69歳以下 (1)7時30分～15時00分

（従業員数 33人 ）

正社員 03090-  953721 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

その他の自動車等車両・船舶運転免許 必須

（従業員数 122人 ）

正社員以外 03100- 1213621 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

三級自動車整備士 あれば尚可

（従業員数 7人 ） 自動車検査員 あれば尚可

正社員 03100- 1247921 就業場所 岩手県久慈市 大型自動車免許 あれば尚可

（フルタイム）

不問 (1)8時30分～17時00分

（従業員数 30人 ）

正社員以外 03100- 1267821 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00分

（従業員数 30人 ）

正社員以外 03100- 1268221 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 46人 ）

正社員 03100- 1254621 就業場所 岩手県久慈市

（フルタイム）

40歳以下 (1)8時30分～17時00分

(2)8時30分～16時30分

（従業員数 12人 ）

正社員以外 03100- 1229321 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

三級自動車整備士 必須

（従業員数 9人 ）

正社員 03100- 1239921 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 6人 ）

正社員 03100- 1262621 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

（従業員数 17人 ）

正社員 03100- 1255921 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 3人 ）

正社員 03100- 1263921 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)8時30分～17時30分

(2)7時00分～16時00分

(3)10時00分～19時00分

（従業員数 58人 ）

正社員以外 03100- 1246621 就業場所 岩手県久慈市

（フルタイム） 変形（1ヶ月単位）

45歳以下 (1)8時00分～17時00分

（従業員数 8人 ）

正社員 03100- 1227521 就業場所 岩手県久慈市

必要な免許資格所在地・就業場所

安全衛生管理スタッフ【久慈工場】 北日本造船株式会社 青森県八戸市江陽３丁目１－２
５

普通自動車運転免許　　あれば尚可

180,000円～280,000円

普通自動車運転免許　　必須

（AT限定不可）

160,000円～200,000円
雇用期間の定めなし

雇用期間の定めなし

営業スタッフ（正社員：久慈店） トヨタカローラ岩手
株式会社

岩手県盛岡市上堂４丁目６－５

自動車整備士（久慈） トヨタカローラ岩手
株式会社

岩手県盛岡市上堂４丁目６－５ 普通自動車運転免許　　必須

（AT限定不可）

160,000円～200,000円
雇用期間の定めなし

自動車検査員（久慈） トヨタカローラ岩手
株式会社

岩手県盛岡市上堂４丁目６－５ 普通自動車運転免許　　必須

（AT限定不可）

208,000円～248,000円
雇用期間の定めなし

養鶏作業員 小野寺商事株式会社 岩手県九戸郡九戸村大字長興寺
８－４７－１

普通自動車運転免許　　あれば尚可

200,000円～225,000円
雇用期間の定めなし

船舶機関士 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

275,000円～275,000円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

自動車全般及び建設機械の修
理、点検・検査整備士

株式会社　金子デーゼ
ル商会

岩手県久慈市大川目町第１地割
２０

普通自動車運転免許　　必須

（AT限定不可）

156,000円～204,000円
雇用期間の定めなし

現場管理及び一般事務 久慈地方森林組合 岩手県久慈市長内町第４２地割
９番地７

普通自動車運転免許　　必須

（AT限定不可）

142,560円～154,440円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

伐採作業員 久慈地方森林組合 岩手県久慈市長内町第４２地割
９番地７

普通自動車運転免許　　必須

（AT限定不可）

184,800円～231,000円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

土木作業員、型枠大工、重機オ
ペレーター、配管工

プレステック　株式会社 岩手県久慈市山形町川井第８地
割１５－７

普通自動車運転免許　　必須

173,250円～254,100円
雇用期間の定めなし

一般事務 一般社団法人　大野畜
産公社

岩手県九戸郡洋野町大野第５６
地割７８番地１

普通自動車運転免許　　必須

148,800円～192,000円
雇用期間の定めなし

自動車整備士 株式会社　下幸屋商店 岩手県久慈市大川目町第３地割
７番地６

普通自動車運転免許　　必須

（AT限定不可）

161,000円～200,000円
雇用期間の定めなし

事務員（リサイクルセンター） 株式会社　中塚工務店 岩手県久慈市源道第１３地割２
１

145,000円～160,000円
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

152,000円～156,000円
雇用期間の定めなし

左官工（見習い可） 坂下工業　　坂下　了 岩手県九戸郡洋野町大野第４５
地割１５－１０

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

生活支援員 社会福祉法人　修愛会 岩手県久慈市小久慈町第６５地
割１６－２

普通自動車運転免許　　必須

134,640円～163,200円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 60歳以上

歓迎求人

塗装工 小坂塗装　　小坂　武志 岩手県久慈市寺里第３１地割１
０９－３

普通自動車運転免許　　必須

（AT限定不可）

157,500円～292,500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）

59歳以下

調理師 必須

（従業員数 6人 ）

正社員 03100- 1231021 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- 1232721 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- 1233821 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 必須

大型特殊自動車免許 必須

（従業員数 143人 ）

正社員 03100- 1234221 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- 1235521 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級管工事施工管理技士 必須

（従業員数 143人 ）

正社員 03100- 1236421 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 143人 ） ２級土木施工管理技士 必須

正社員 03100- 1237321 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

一級建築士 必須

（従業員数 143人 ） １級建築施工管理技士 必須

正社員 03100- 1238621 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30分

(2)9時00分～18時00分

(3)13時30分～22時30分

（従業員数 91人 ）

正社員以外 03100- 1228421 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)7時00分～16時00分

(2)8時00分～17時00分

(3)13時00分～22時00分 介護福祉士 必須

（従業員数 93人 ）

正社員 03100- 1214921 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

理学療法士 必須

（従業員数 93人 ） 作業療法士 必須

正社員 03100- 1216021 就業場所 岩手県久慈市 言語聴覚士 必須

（フルタイム） 交替制あり

不問 (1)7時00分～16時00分

(2)9時30分～18時30分

(3)13時00分～22時00分

（従業員数 71人 ）

正社員以外 03100- 1256121 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

介護支援専門員（ケアマネージャー） 必須

（従業員数 71人 ）

正社員以外 03100- 1257021 就業場所 岩手県久慈市

（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- 1243521 就業場所 岩手県久慈市

（フルタイム） 変形（1年単位）

不問 (1)6時55分～16時20分

（従業員数 105人 ）

正社員 03100- 1204321 就業場所 岩手県久慈市

（フルタイム） 変形（1年単位）

不問 (1)6時40分～16時05分

（従業員数 105人 ）

正社員 03100- 1205621 就業場所 岩手県久慈市

（フルタイム）

不問 (1)6時55分～16時20分

（従業員数 105人 ）

正社員 03100- 1206921 就業場所 岩手県久慈市

調理師 下舘建設　株式会社 岩手県久慈市長内町２４地割１
６２

普通自動車運転免許　　必須

（AT限定不可）

180,000円～180,000円
雇用期間の定めなし

10時00分～22時00分の間
の6時間以上

鳶工 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

型枠大工 下舘建設　株式会社 岩手県久慈市長内町２４地割１
６２

172,800円～313,200円
雇用期間の定めなし

重機オペレーター 下舘建設　株式会社 岩手県久慈市長内町２４地割１
６２

205,200円～313,200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

必須

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

205,200円～313,200円
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

普通自動車運転免許　　必須

（AT限定不可）

203,000円～283,000円
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

普通自動車運転免許　　必須

（AT限定不可）

203,000円～283,000円
雇用期間の定めなし

建築士および建築施工管理技士 下舘建設　株式会社 岩手県久慈市長内町２４地割１
６２

普通自動車運転免許　　必須

（AT限定不可）

203,000円～283,000円
雇用期間の定めなし

介護員（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

146,880円～213,180円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

介護福祉士（リハビリタウンくじ） 医療法人　健生会 岩手県久慈市中の橋１丁目５番
地

153,700円～218,800円
雇用期間の定めなし

理学療法士、作業療法士、言語
聴覚士（リハビリタウンくじ）

医療法人　健生会 岩手県久慈市中の橋１丁目５番
地

190,500円～262,000円
雇用期間の定めなし

介護士 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～158,790円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

介護支援専門員（正社員以外） 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

134,670円～162,810円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

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１３
８－５

180,000円～210,000円
雇用期間の定めなし

鶏肉処理加工 有限会社　タニムラ
フードサービス

岩手県久慈市長内町第２０地割
８４番地３

160,580円～160,580円
雇用期間の定めなし

生鳥処理加工管理候補 有限会社　タニムラ
フードサービス

岩手県久慈市長内町第２０地割
８４番地３

普通自動車運転免許　　あれば尚可

195,300円～245,300円
雇用期間の定めなし

鶏肉処理加工管理候補 有限会社　タニムラ
フードサービス

岩手県久慈市長内町第２０地割
８４番地３

普通自動車運転免許　　あれば尚可

195,300円～245,300円
雇用期間の定めなし

3／6



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）

不問 (1)8時15分～17時15分

簿記実務検定３級 必須

（従業員数 8人 ）

正社員以外 03100- 1207121 就業場所 岩手県久慈市

（フルタイム） 変形（1ヶ月単位）

不問 (1)7時00分～16時00分

(2)9時00分～18時00分

(3)10時00分～19時00分

（従業員数 65人 ）

正社員以外 03100- 1264121 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

理学療法士 必須

（従業員数 65人 ） 作業療法士 必須

正社員 03100- 1265021 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)8時00分～17時00分

(2)9時00分～18時00分

看護師 必須

（従業員数 11人 ） 准看護師 必須

正社員以外 03100- 1220621 就業場所 岩手県九戸郡洋野町

（フルタイム）

64歳以下 (1)8時00分～17時00分

看護師 必須

（従業員数 15人 ） 准看護師 必須

正社員以外 03100- 1222121 就業場所 岩手県九戸郡洋野町

（フルタイム）

64歳以下 (1)8時30分～17時30分

看護師 必須

（従業員数 18人 ） 准看護師 必須

正社員 03100- 1260421 就業場所 岩手県久慈市

（フルタイム） 変形（1ヶ月単位）

不問

（従業員数 5人 ）

正社員 03100- 1250221 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)7時30分～16時30分

(2)7時30分～16時00分

（従業員数 19人 ） 大型特殊自動車免許 あれば尚可

正社員 03100- 1225821 就業場所 岩手県久慈市

（フルタイム） 変形（1年単位）

不問 (1)7時30分～16時30分

(2)7時30分～16時00分

（従業員数 19人 ）

正社員 03100- 1226221 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- 1249021 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 (1)8時30分～18時15分

(2)8時30分～12時30分

看護師 必須

（従業員数 8人 ）

正社員 03100- 1212321 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)18時00分～3時00分

（従業員数 88人 ）

正社員以外 03100- 1242221 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

（従業員数 18人 ）

正社員以外 03100- 1217721 就業場所 岩手県九戸郡洋野町

（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 介護職員実務者研修修了者 必須

（従業員数 18人 ） 介護福祉士 あれば尚可

正社員 03100- 1218821 就業場所 岩手県九戸郡洋野町

（フルタイム） 交替制あり

59歳以下 (1)8時30分～17時30分

(2)7時00分～16時00分

(3)10時00分～19時00分

（従業員数 18人 ）

正社員以外 03100- 1219221 就業場所 岩手県九戸郡洋野町

（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 介護職員実務者研修修了者 必須

（従業員数 18人 ） 介護福祉士 あれば尚可

正社員 03100- 1221921 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

社会福祉士 必須

（従業員数 14人 ） 介護支援専門員（ケアマネージャー） 必須

正社員 03100- 1230121 就業場所 岩手県九戸郡洋野町 精神保健福祉士 必須

事務員 社会福祉法人　修倫会
あすリード本舗

岩手県久慈市長内町第１８地割
１４－１

普通自動車運転免許　　必須

（AT限定不可）

150,800円～150,800円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

生活支援員（臨時職員） 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

普通自動車運転免許　　必須

172,212円～225,700円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

理学療法士または作業療法士 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

普通自動車運転免許　　必須

196,000円～296,000円
雇用期間の定めなし

看護師・准看護師（和　内） 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

168,000円～218,400円
雇用期間の定めなし

看護師・准看護師（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

168,000円～218,400円
雇用期間の定めなし

看護師又は准看護師 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

普通自動車運転免許　　必須

185,000円～210,000円
雇用期間の定めなし

調理補助 株式会社　はまなす亭 岩手県九戸郡洋野町種市第２２
地割１３１－３

150,000円～180,000円
雇用期間の定めなし

8時00分～16時00分の間
の7時間程度

林業機械オペレーター 株式会社　木ノ下林業 岩手県久慈市侍浜町北野第３地
割９－２

普通自動車運転免許　　必須

（AT限定不可）

232,000円～348,000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

伐木作業員 株式会社　木ノ下林業 岩手県久慈市侍浜町北野第３地
割９－２

普通自動車運転免許　　必須

（AT限定不可）

232,000円～348,000円
雇用期間の定めなし

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

149,808円～162,944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

正看護師 関上こどもクリニック
関上　勇

岩手県久慈市長内町第２４地割
９８番地２

普通自動車運転免許　　あれば尚可

225,000円～255,000円
雇用期間の定めなし

食品製造 八戸缶詰　株式会社
久慈工場

岩手県久慈市長内町第４０地割
１７－４

156,557円～165,197円
雇用期間の定めなし

介護員（準社員・ほほえみ） 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

介護員（正職員・ほほえみ） 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

153,000円～240,000円
雇用期間の定めなし

介護業務（準社員・まごころ） 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

介護員（正職員・まごころ） 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

153,000円～240,000円
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

普通自動車運転免許　　必須

180,000円～180,000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）

不問 (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 1人 ）

正社員 03100- 1269521 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 必須

（従業員数 10人 ） 車両系建設機械（基礎工事用）運転技能者 あれば尚可

正社員 03100- 1258721 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 8人 ）

正社員 03100- 1224721 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 12人 ）

正社員 03100- 1203421 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～59歳 (1)8時15分～17時00分

(2)16時30分～9時00分

（従業員数 16人 ）

正社員 13060- 6840121 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 4人 ）

正社員以外 13120- 9167521 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00分～12時00分

(2)8時00分～15時00分

（従業員数 3人 ）

パート労働者 03010-11177321 就業場所 岩手県久慈市

（パートタイム）

59歳以下 (1)8時00分～13時00分

（従業員数 30人 ）

パート労働者 03100- 1202521 就業場所 岩手県久慈市

（パートタイム）

不問 (1)9時00分～15時00分

保育士 必須

（従業員数 33人 ） 幼稚園教諭免許（専修・１種・２種） 必須

パート労働者 03100- 1266721 就業場所 岩手県久慈市

（パートタイム）

18歳以上

（従業員数 3人 ）

パート労働者 03100- 1241821 就業場所 岩手県久慈市

（パートタイム）

64歳以下 (1)9時00分～17時00分

（従業員数 1人 ）

パート労働者 03100- 1244421 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- 1252421 就業場所 岩手県九戸郡洋野町

（パートタイム）

59歳以下

看護師 必須

（従業員数 46人 ） 准看護師 必須

パート労働者 03100- 1210521 就業場所 岩手県久慈市

（パートタイム）

不問

介護職員初任者研修修了者 必須

（従業員数 22人 ） ホームヘルパー２級 必須

パート労働者 03100- 1253321 就業場所 岩手県久慈市

（パートタイム）

不問 (1)8時00分～13時30分

（従業員数 75人 ）

パート労働者 03100- 1248121 就業場所 岩手県久慈市

（パートタイム） 交替制あり

不問 (1)9時00分～15時00分

（従業員数 6人 ）

パート労働者 03100- 1251521 就業場所 岩手県九戸郡洋野町

（パートタイム）

64歳以下

（従業員数 21人 ）

パート労働者 03100- 1223021 就業場所 岩手県久慈市

食肉加工 株式会社　にしのフーズ 岩手県久慈市宇部町第８地割２
７－１

821円～821円
雇用期間の定めなし

8時00分～17時00分の間
の6時間程度

調理補助（パート・９時～１５時） 株式会社　はまなす亭 岩手県九戸郡洋野町種市第２２
地割１３１－３

850円～950円
雇用期間の定めなし 60歳以上

歓迎求人

菓子製造（８：００～１３：３０） 有限会社　宇部煎餅店 岩手県久慈市長内町第３５地割
１２３－１９

900円～900円
雇用期間の定めなし

訪問介護員 有限会社　七福神 岩手県久慈市湊町第２１地割４
８

普通自動車運転免許　　必須

（AT限定不可）

921円～1,500円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

9時00分～16時00分の間
の3時間以上

看護師 株式会社　中央介護センター 岩手県久慈市旭町第１０地割６
６－１

普通自動車運転免許　　必須

980円～1,200円
雇用期間の定めなし

9時00分～18時00分の間
の4時間以上

食堂スタッフ 食の館　小笠原　ひとみ 岩手県九戸郡洋野町種市第３２
地割９５番地１
（たねいち産直ふれあい広場
内）830円～830円

雇用期間の定めなし

9時00分～16時00分の間
の6時間程度

一般事務 岩手県食品衛生協会久
慈支会

岩手県久慈市八日町１丁目１番 普通自動車運転免許　　必須

900円～900円
雇用期間の定めなし

調理（養老乃瀧　久慈駅前店） 株式会社　レーベル′
ホールディングス

岩手県久慈市川崎町１２－３

850円～900円
雇用期間の定めなし

16時00分～0時00分の間
の5時間以上

保育教輸（産休代替え・パート） 学校法人　東北文化学
園大学　幼保連携型認
定こども園　久慈幼稚
園

岩手県久慈市本町３丁目１１番
地

普通自動車運転免許　　あれば尚可

900円～900円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

店員（惣菜部門・パート）［宇
部店］（８時～１３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

日常清掃業務（久慈警察署） エーワメデック　株式会社 岩手県盛岡市盛岡駅前通１５－
２０　東日本不動産盛岡駅前ビ
ル　ＢＦ

825円～825円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

塗装工・防水工 ＦｒｅｅＰａｉｎｔｅ
ｒ　友装　田中友次

岩手県久慈市湊町２１地割３１
番地６

普通自動車運転免許　　必須

148,400円～212,000円
雇用期間の定めなし

運転手 株式会社　ＭＩＵＲＡ
ＥＸＰＲＥＳＳ

岩手県久慈市長内町第３７地割
１６－８

147,000円～168,000円
雇用期間の定めなし

生活支援員（ワークス洋野） 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

普通自動車運転免許　　必須

140,000円～146,000円
雇用期間の定めなし

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３３
地割４５－４

普通自動車運転免許　　必須

（AT限定不可）

159,200円～278,600円
雇用期間の定めなし

（久慈市）一般ごみ廃棄物処理
施設の運営

荏原環境プラント　株
式会社

東京都大田区羽田旭町１１－１

162,000円～261,000円
雇用期間の定めなし

仮設工事の施工管理、施設設備
の保全点検／岩手県久慈

ジオテクノス　株式会社 東京都墨田区押上１丁目１番２
号
東京スカイツリーイーストタ
ワー１４階

普通自動車運転免許　　必須

210,000円～300,000円
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） 交替制あり

59歳以下 (1)7時00分～11時00分

(2)15時00分～19時00分

（従業員数 18人 ）

パート労働者 03100- 1215121 就業場所 岩手県九戸郡洋野町

（パートタイム） 変形（1ヶ月単位）

不問 (1)7時00分～15時00分

(2)11時00分～19時00分

(3)9時00分～17時00分 介護福祉士 必須

（従業員数 29人 ） 介護職員初任者研修修了者 必須

パート労働者 03100- 1208021 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 必須

（パートタイム） 変形（1ヶ月単位）

不問 (1)8時00分～16時00分

(2)9時00分～17時00分

(3)7時30分～15時30分 看護師 必須

（従業員数 29人 ） 准看護師 必須

パート労働者 03100- 1209721 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～12時00分

（従業員数 57人 ）

パート労働者 03100- 1211421 就業場所 岩手県久慈市

（パートタイム）

不問 (1)8時00分～13時00分

（従業員数 60人 ）

パート労働者 03100- 1201221 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 20人 ）

パート労働者 13040-53862021 就業場所 岩手県久慈市

（パートタイム）

18歳以上 (1)22時00分～8時00分

（従業員数 42人 ）

パート労働者 14010-23041121 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 5人 ）

パート労働者 14010-23067121 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)17時00分～22時00分

看護師 必須

（従業員数 42人 ）

パート労働者 14010-23095521 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 22人 ）

パート労働者 34020- 3405521 就業場所 岩手県久慈市

販売（ダイソー久慈店＿２７９４） 株式会社　大創産業
（ＤＡＩＳＯ／ダイ
ソー）

広島県東広島市西条吉行東１丁
目４番１４号

825円～925円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

8時30分～20時30分の間
の3時間以上

看護師／洋野（オペレーター）
短時間

株式会社　ＣＴＩ情報
センター

神奈川県横浜市西区楠町９丁目
７　ＴＡＫビル４階

1,700円～1,700円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

テレフォンオペレーター／宿戸
（短時間）

株式会社　ＣＴＩ情報
センター

神奈川県横浜市西区楠町９丁目
７　ＴＡＫビル４階

1,100円～1,100円
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）

6時00分～12時00分の間
の4時間程度

テレフォンオペレーター／洋野
（深夜帯）

株式会社　ＣＴＩ情報
センター

神奈川県横浜市西区楠町９丁目
７　ＴＡＫビル４階

1,100円～1,100円
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）

接客・調理／久慈店 株式会社　すき家 東京都港区港南二丁目１８番１
号　ＪＲ品川イーストビル５階

900円～900円
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）

9時00分～8時59分の間の
2時間以上

食品担当者（８時～１３時）
（ジョイス久慈長内店）

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

825円～825円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

食肉担当者（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

825円～825円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

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

普通自動車運転免許　　必須

1,000円～1,850円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

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

普通自動車運転免許　　必須

821円～1,350円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

又は8時00分～16時00分
の間の7時間

介護員（パート・ほほえみ） 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

830円～1,200円
雇用期間の定めなし

又は7時00分～19時00分
の間の4時間程度
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