
◎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）

５月27日(金 )発行

 次回予定日

６月３日(金)10時

５月19日～５月25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

《お問い合わせ先》ハローワーク久慈 ℡ 0194-53-3374

ハローワークインターネットサービス

※いずれも会場は、ハローワーク２階 会議室となります。 

※希望の方は、開催日前日までのお申込みが必要となります。 

また、定員になり次第、締切となります。 

日  時 事業所名 

令和４年６月８日（水） 

説明会 １０：００～  

面接会 １０：３０～ 

社会福祉法人 みちのく大寿会 

令和４年６月１４日（火） 

説明会 １０：００～ 
有限会社 タニムラフードサービス 

  令和４年６月 15 日（水） 

説明会 １０：００～ 

面接会 １０：３０～ 

農事組合法人 八幡平ファーム 

令和４年 6 月 17 日（金） 

説明会 １１：００～ 

アクサ生命保険 株式会社 

盛岡営業所 久慈オフィス 

令和４年 6 月２１日（火） 

説明会 １１：００～ 

株式会社 十文字チキンカンパニー 

久慈工場 



職　種 年　齢 賃　金 求人者名 就業時間 必要な免許資格

（フルタイム） 変形（1ヶ月単位） 普通自動車運転免許　　必須

40歳以下 (1)10時00分～19時00分

（従業員数 6人 ）

正社員 02020- 7140521 就業場所 岩手県久慈市

（フルタイム）

不問 (1)9時00分～17時00分

（従業員数 4人 ）

有期雇用派遣労働者 03010-11854121 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

18歳～59歳 (1)23時00分～6時00分

（従業員数 29人 ）

正社員 03090- 1024921 就業場所 岩手県久慈市

（フルタイム）

64歳以下 (1)8時00分～16時00分

調理師

（従業員数 10人 ）

正社員 03100- 1285221 就業場所 岩手県九戸郡野田村

（フルタイム）

不問 (1)9時20分～18時20分

（従業員数 90人 ）

正社員以外 03100- 1272921 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

18歳～59歳 (1)14時00分～23時00分 （AT限定不可）

(2)12時30分～21時30分

大型自動車免許

（従業員数 17人 ）

正社員 03100- 1290021 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30分～17時25分

（従業員数 13人 ）

正社員 03100- 1286521 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30分～17時25分

（従業員数 34人 ）

正社員 03100- 1284821 就業場所 岩手県久慈市

（フルタイム） 変形（1年単位）

69歳以下 (1)8時30分～18時00分

大型自動車免許

（従業員数 39人 ）

正社員 03100- 1300121 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

69歳以下 (1)8時30分～18時00分

（従業員数 39人 ）

正社員 03100- 1301021 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)9時00分～17時30分

日商簿記３級

（従業員数 7人 ） 簿記実務検定３級

正社員 03100- 1277221 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)9時00分～17時30分

日商簿記３級

（従業員数 7人 ） 簿記実務検定３級

正社員 03100- 1278521 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)7時45分～16時45分

２級土木施工管理技士

（従業員数 5人 ）

正社員 03100- 1291721 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- 1280921 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） 普通自動車運転免許　　必須

59歳以下 (1)7時45分～17時00分 （AT限定不可）

（従業員数 24人 ）

正社員 03100- 1283721 就業場所 岩手県久慈市

菌床しいたけ管理、菌床ブロック
製造

有限会社　越戸きのこ園 岩手県久慈市侍浜町横沼第９地
割１－３

165,000円～250,000円
雇用期間の定めなし

製材工場作業員 大野林産加工事業協同組合 岩手県九戸郡洋野町大野５８－
１２－２９

160,000円～175,000円
雇用期間の定めなし

土木施工管理者 株式会社　つしま 岩手県久慈市門前第３地割３９
番４号

200,000円～300,000円
雇用期間の定めなし

会計業務および税理士業務補助作
業（経験者）

和久喜美男　税理士事務所 岩手県久慈市新中の橋第３７地
割９６番地１２

180,000円～230,000円
雇用期間の定めなし

会計業務および税理士業務補助作業 和久喜美男　税理士事務所 岩手県久慈市新中の橋第３７地
割９６番地１２

150,000円～160,000円
雇用期間の定めなし

自動車分解整備（見習可） 船渡整備工場　有限会社 岩手県久慈市侍浜町桑畑３地割
５－５３

150,000円～250,000円
雇用期間の定めなし

大型トラックドライバー 船渡整備工場　有限会社 岩手県久慈市侍浜町桑畑３地割
５－５３

180,000円～300,000円
雇用期間の定めなし

縫製工・裁断・出荷等 株式会社　プランタンいずみ 岩手県久慈市寺里第２９地割３
３－１

142,525円～143,220円
雇用期間の定めなし

縫製工・裁断・出荷等 有限会社　いずみ 岩手県久慈市寺里２９地割３３

142,525円～143,220円
雇用期間の定めなし

大型ダンプ運転手（本社） 株式会社　丸才 岩手県久慈市長内町第３７地割
１５－２３

177,000円～177,000円
雇用期間の定めなし

郵便窓口後方事務【障害者専用求人】 久慈郵便局 岩手県久慈市中の橋１丁目４４

136,000円～136,000円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

調理員 野田村学校給食協会 岩手県九戸郡野田村大字野田第
２２地割１１４－１３

117,600円～132,540円
雇用期間の定めなし

生鳥捕鳥作業員 株式会社　十文字養鶏 岩手県九戸郡軽米町大字上舘第
２２地割２０番地１８

221,000円～276,250円
雇用期間の定めなし

《９月スタート》一般事務（岩手
県久慈市）

マンパワーグループ　株
式会社　盛岡オフィス

岩手県盛岡市盛岡駅西通２丁目
９－１　マリオス１５Ｆ

176,400円～176,400円
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）

所在地・就業場所

店頭受付及び事務【久慈市】 株式会社　八戸通信機 青森県八戸市城下１丁目２１－
２６

160,000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ヶ月単位） 普通自動車運転免許　　必須

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 22人 ）

正社員以外 03100- 1273121 就業場所 岩手県九戸郡洋野町

（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00分 （AT限定不可）

（従業員数 43人 ）

正社員 03100- 1293221 就業場所 岩手県九戸郡洋野町

（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00分 （AT限定不可）

（従業員数 43人 ）

正社員 03100- 1294521 就業場所 岩手県九戸郡洋野町

（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00分

（従業員数 43人 ）

正社員 03100- 1295421 就業場所 岩手県九戸郡洋野町

（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00分 （AT限定不可）

１級土木施工管理技士

（従業員数 43人 ） ２級土木施工管理技士

正社員 03100- 1296321 就業場所 岩手県九戸郡洋野町

（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00分 （AT限定不可）

１級建築施工管理技士

（従業員数 43人 ） ２級建築施工管理技士

正社員 03100- 1297621 就業場所 岩手県九戸郡洋野町 一級建築士

（フルタイム） 変形（1年単位） 普通自動車運転免許　　必須

不問 (1)8時00分～18時00分

（従業員数 1人 ）

正社員 03100- 1292821 就業場所 岩手県九戸郡洋野町

（フルタイム） 変形（1年単位） 普通自動車運転免許　　必須

18歳～59歳 (1)8時30分～17時30分

(2)13時00分～22時00分

(3)18時00分～3時00分 フォークリフト運転技能者

（従業員数 24人 ） その他の食品技術関係資格

正社員 03100- 1281121 就業場所 岩手県久慈市 大型自動車免許

（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 (1)8時30分～17時30分

看護師

（従業員数 3人 ）

正社員 03100- 1305521 就業場所 岩手県九戸郡野田村

（フルタイム） 変形（1年単位）

45歳以下 (1)8時00分～17時00分

（従業員数 20人 ）

正社員 03100- 1289621 就業場所 岩手県久慈市

（パートタイム）

不問 (1)8時30分～16時30分

看護師

（従業員数 16人 ） 准看護師

パート労働者 03100- 1279421 就業場所 岩手県久慈市

（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

不問

看護師

（従業員数 83人 ） 准看護師

パート労働者 03100- 1270321 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　　あれば尚可

不問

（従業員数 83人 ）

パート労働者 03100- 1271621 就業場所 岩手県久慈市

（パートタイム）

不問

（従業員数 6人 ）

パート労働者 03100- 1299121 就業場所 岩手県久慈市

（パートタイム）

不問 (1)11時30分～17時00分

（従業員数 75人 ）

パート労働者 03100- 1302721 就業場所 岩手県久慈市

塗装工 三上船舶工業　株式会社
（八戸事業所　久慈工
場）

岩手県久慈市夏井町閉伊口第８
地割７４番地１５

172,000円～223,600円
雇用期間の定めなし

訪問看護師 株式会社われもこう　わ
れもこう訪問看護ステー
ション

岩手県九戸郡野田村大字野田第
２８地割１８番地４

190,000円～270,000円
雇用期間の定めなし

スープ製造オペレーター 株式会社　十文字丸善スープ 岩手県久慈市小久慈町第６２地
割８番地１

164,000円～190,000円
雇用期間の定めなし

内装工（見習い可） 誠建装　　長川　誠 岩手県九戸郡洋野町阿子木第１
８地割３６番地９６

151,200円～324,000円
雇用期間の定めなし

建築施工管理（東北） 株式会社　プライム下舘
工務店

岩手県九戸郡洋野町大野第８地
割８３－１

300,000円～450,000円
雇用期間の定めなし

土木施工管理技士（岩・青） 株式会社　プライム下舘
工務店

岩手県九戸郡洋野町大野第８地
割８３－１

200,000円～350,000円
雇用期間の定めなし

営業（本社） 株式会社　プライム下舘
工務店

岩手県九戸郡洋野町大野第８地
割８３－１

200,000円～400,000円
雇用期間の定めなし

大工（本社） 株式会社　プライム下舘
工務店

岩手県九戸郡洋野町大野第８地
割８３－１

228,000円～342,000円
雇用期間の定めなし

大工見習い（本社） 株式会社　プライム下舘
工務店

岩手県九戸郡洋野町大野第８地
割８３－１

140,402円～159,600円
雇用期間の定めなし

介護職員 グループホーム　みどり
の里　株式会社　藤森

岩手県九戸郡洋野町種市第４０
地割２２－２

142,096円～150,656円
雇用期間の定めなし

看護師又は准看護師（山形診療所
／会計年度任用職員）

久慈市役所 岩手県久慈市川崎町１－１

1,024円～1,444円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

看護師又は准看護師 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

1,000円～1,500円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

8時45分～17時30分の間
の3時間以上

介護員（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）

8時45分～17時30分の間
の3時間以上

販売および洋菓子製造補助 洋菓子　ミリオンベル
繁名広達

岩手県久慈市中央２－２

822円～1,080円
雇用期間の定めなし

10時00分～19時00分の間
の5時間程度

菓子製造（１１：３０～１７：００） 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
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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）

64歳以下 (1)8時30分～15時30分

（従業員数 39人 ）

パート労働者 03100- 1287421 就業場所 岩手県久慈市

（パートタイム）

64歳以下 (1)8時30分～15時30分

（従業員数 39人 ）

パート労働者 03100- 1288321 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)8時00分～13時00分 （AT限定不可）

（従業員数 0人 ）

パート労働者 03100- 1303821 就業場所 岩手県久慈市

（パートタイム）

不問

（従業員数 60人 ）

パート労働者 03100- 1298921 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)10時00分～12時00分

(2)13時30分～15時30分

看護師

（従業員数 6人 ） 准看護師

パート労働者 03100- 1274021 就業場所 岩手県九戸郡野田村 柔道整復師

（パートタイム） 普通自動車運転免許　　必須

不問 (1)8時15分～11時45分

ホームヘルパー２級

（従業員数 6人 ） 介護職員初任者研修修了者

パート労働者 03100- 1275721 就業場所 岩手県九戸郡野田村 介護福祉士

軽作業員 株式会社　ミツボシ　久
慈工場

岩手県久慈市長内町第３２地割
１８番地１

821円～821円
雇用期間の定めなし

又は9時00分～16時00分
の間の6時間程度

軽作業及び縫製工 株式会社　ミツボシ　久
慈工場

岩手県久慈市長内町第３２地割
１８番地１

821円～821円
雇用期間の定めなし

又は9時00分～16時00分
の間の6時間程度

配達員及び接客 サンショップ　ささき
佐々木好平

岩手県久慈市中央４丁目２９

821円～821円
雇用期間の定めなし

介護員 企業組合労協センター事
業団　野田事業所

岩手県九戸郡野田村大字野田第
２０地割２４－１

825円～855円
雇用期間の定めなし

食品担当者（１３時～１９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

850円～850円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

13時00分～19時00分の間
の5時間程度

機能訓練士 企業組合労協センター事
業団　野田事業所

岩手県九戸郡野田村大字野田第
２０地割２４－１

1,000円～1,100円
雇用期間の定めなし
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