
◎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！！～

6月17日(金 )発行

 次回予定日

６月24日(金)10時

６月８日～６月１５日までに受理した求人です。　ハローワーク久慈からの
お 知 ら せ

℡ 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

 【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）

「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：【★７月の開催日★】 ７月１３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、

資格の取得方法 など

お問い合せ ： 岩手県福祉人材センター

℡   080-1651-6203

県北担当：キャリア支援員 城内

「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：【★７月の開催日★】 ７月 ７日（木）

７月２１日（木）

１０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

不安や悩みがある方の相談 など

お問い合せ： 公益社団法人岩手県看護協会

岩手県ナースセンター

℡ 019-663-5206

お気軽にお問合わせ

ください！

ハローワークインターネットサービス

http://www.irasutoya.com/2013/08/blog-post_3185.html


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）

64歳以下 (1)9時00分～18時00分

（従業員数 2人 ）

正社員以外 03010-13447821 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30分

(2)16時30分～23時30分

(3)23時30分～8時30分

（従業員数 0人 ）

有期雇用派遣労働者 03010-13676421 就業場所 岩手県久慈市

（フルタイム）

不問 (1)8時25分～16時55分

小学校教諭免許（専修・１種・２種） 必須

（従業員数 52人 ） 中学校教諭免許（専修・１種・２種） 必須

正社員以外 03010-13488021 就業場所 岩手県久慈市 高等学校教諭免許（専修・１種） 必須

（フルタイム）

不問 (1)8時00分～16時00分

小型移動式クレーン運転技能者 あれば尚可

（従業員数 10人 ）

正社員 03090- 1188921 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30分～17時30分

(2)7時30分～16時30分

保育士 必須

（従業員数 8人 ）

正社員以外 03100- 1487321 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

二級建築士 必須

（従業員数 63人 ） ２級建築施工管理技士 必須

正社員 03100- 1464921 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

潜水士 必須

（従業員数 63人 ）

正社員 03100- 1533421 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級建築施工管理技士 必須

（従業員数 361人 ） ２級建築施工管理技士 必須

正社員 03100- 1494421 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)6時00分～17時00分

準中型自動車免許 必須

（従業員数 14人 ） フォークリフト運転技能者 必須

正社員 03100- 1485521 就業場所 岩手県九戸郡野田村

（フルタイム） 変形（1年単位）

不問 (1)8時00分～17時00分

玉掛技能者 あれば尚可

（従業員数 4人 ） 小型移動式クレーン運転技能者 あれば尚可

正社員 03100- 1547721 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00分～17時00分

（従業員数 34人 ）

正社員 03100- 1537121 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30分～16時00分

フォークリフト運転技能者 あれば尚可

（従業員数 4人 ）

正社員 03100- 1515221 就業場所 岩手県九戸郡洋野町

（フルタイム）

不問 (1)8時30分～17時30分

（従業員数 20人 ）

正社員以外 03100- 1481021 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

（従業員数 20人 ）

正社員 03100- 1482721 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30分

（従業員数 21人 ）

正社員 03100- 1543621 就業場所 岩手県久慈市

必要な免許資格所在地・就業場所

店頭アドバイザー（久慈店）
【女性限定求人】

株式会社　ロクイチマ
ル企画

岩手県盛岡市東安庭１丁目２２
－１８

普通自動車運転免許　　あれば尚可

160,000円～210,000円

普通自動車運転免許　　必須

182,000円～182,000円
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）

雇用期間の定めなし

化学プラントオペレーター
（久慈市）

株式会社　ヒューマン
ライフ

岩手県盛岡市大通３丁目１番２
３号

講師（久慈拓陽支援学校） 岩手県教育委員会事務
局　教職員課

岩手県盛岡市内丸１０－１

209,976円～344,656円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

鶏舎洗浄作業員【請負】 ＯＭＳ 岩手県九戸郡軽米町大字上舘第
７－６－１

普通自動車運転免許　　あれば尚可

147,000円～168,000円
雇用期間の定めなし

保育士 社会福祉法人　こだま
保育園

岩手県久慈市宇部町第１８地割
３５

152,000円～160,000円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

建築技術員 株式会社　小山組 岩手県久慈市新井田第４地割８
－６

普通自動車運転免許　　必須

（AT限定不可）

220,000円～380,000円
雇用期間の定めなし

潜水士 株式会社　小山組 岩手県久慈市新井田第４地割８
－６

普通自動車運転免許　　必須

（AT限定不可）

253,624円～253,624円
雇用期間の定めなし

建築施工管理職 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）

205,000円～280,000円
雇用期間の定めなし

一般職 野田村漁業協同組合 岩手県九戸郡野田村大字野田第
２７地割７３

普通自動車運転免許　　必須

（AT限定不可）

143,300円～180,300円
雇用期間の定めなし

溶接工（建築鉄骨） 下山鉄工　株式会社 岩手県久慈市長内町第４０地割
２２番地３

普通自動車運転免許　　必須

163,100円～233,000円
雇用期間の定めなし

土木作業員（オペレーター・普
通作業員・型枠工）

兼田建設　株式会社 岩手県久慈市畑田第２６地割１
３１

普通自動車運転免許　　必須

（AT限定不可）

147,700円～189,900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

水産加工員 株式会社　宏八屋 岩手県九戸郡洋野町種市第２２
地割１３１－３

普通自動車運転免許　　必須

113,667円～124,605円
雇用期間の定めなし

測量調査の補助 株式会社　スズマ測量設計 岩手県久慈市新中の橋第３７地
割１０１－１３

普通自動車運転免許　　必須

（AT限定不可）

180,000円～240,000円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

測量及び土木設計の補助　ＣＡ
Ｄエンジニア

株式会社　スズマ測量設計 岩手県久慈市新中の橋第３７地
割１０１－１３

普通自動車運転免許　　必須

145,000円～250,000円
雇用期間の定めなし

大工 山田建設　株式会社 岩手県久慈市宇部町第６地割１
７番地２

普通自動車運転免許　　必須

（AT限定不可）

194,400円～280,800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00分～17時30分

（従業員数 21人 ）

正社員 03100- 1544921 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30分

（従業員数 21人 ）

正社員 03100- 1545121 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30分

１級建築施工管理技士 必須

（従業員数 21人 ）

正社員 03100- 1546021 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

理学療法士 必須

（従業員数 484人 ） 作業療法士 必須

正社員以外 03100- 1469221 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- 1470621 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 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 必須

正社員以外 03100- 1499021 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

（従業員数 39人 ）

正社員以外 03100- 1500321 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

（従業員数 39人 ）

正社員以外 03100- 1501621 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

正社員以外 03100- 1502921 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- 1503121 就業場所 岩手県下閉伊郡普代村

（フルタイム）

59歳以下 (1)9時00分～17時45分

三級自動車整備士 あれば尚可

（従業員数 8人 ） 二級自動車整備士 あれば尚可

正社員 03100- 1505721 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

１級土木施工管理技士 必須

（従業員数 80人 ） ２級土木施工管理技士 必須

正社員 03100- 1527621 就業場所 岩手県久慈市

（フルタイム）

不問

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

正社員以外 03100- 1528921 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 16人 ）

正社員 03100- 1504021 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)5時00分～14時00分

大型自動車免許 必須

（従業員数 4人 ）

正社員 03100- 1492221 就業場所 岩手県久慈市

土木現場管理（見習い可） 山田建設　株式会社 岩手県久慈市宇部町第６地割１
７番地２

普通自動車運転免許　　必須

（AT限定不可）

170,000円～380,000円
雇用期間の定めなし

建築現場管理（見習可） 山田建設　株式会社 岩手県久慈市宇部町第６地割１
７番地２

普通自動車運転免許　　必須

（AT限定不可）

210,000円～350,000円
雇用期間の定めなし

建築現場管理 山田建設　株式会社 岩手県久慈市宇部町第６地割１
７番地２

普通自動車運転免許　　必須

（AT限定不可）

350,000円～350,000円
雇用期間の定めなし

理学療法士・作業療法士（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

164,500円～222,800円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

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）

鮮魚の集荷、運搬業務および水
産加工品選別箱詰作業

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）

169,926円～220,903円
雇用期間の定めなし

機械及び備品の整備 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～220,903円
雇用期間の定めなし

鮮魚、水産物加工、箱詰作業 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

141,038円～161,429円
雇用期間の定めなし

営業（見習い） 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

148,855円～178,592円
雇用期間の定めなし

生産管理者（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～220,903円
雇用期間の定めなし

自動車整備スタッフ 久慈日産チェリー　株
式会社

岩手県久慈市夏井町大崎第１２
地割９番地４

普通自動車運転免許　　必須

155,000円～200,000円
雇用期間の定めなし

現場監督 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）

200,000円～320,000円
雇用期間の定めなし

保育教輸（産休代替え） 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

161,000円～164,000円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

7時00分～19時00分の間
の7時間以上

一般事務 株式会社　丸才 岩手県久慈市長内町第３７地割
１５－２３

普通自動車運転免許　　必須

146,625円～146,625円
雇用期間の定めなし

大型運転手 嘉村運送　有限会社 岩手県久慈市小久慈町第３０地
割５０

151,200円～259,200円
雇用期間の定めなし

又は0時00分～23時59分
の間の8時間程度

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
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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）

59歳以下 (1)8時00分～17時10分

（従業員数 9人 ）

正社員 03100- 1493521 就業場所 岩手県九戸郡野田村

（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 8人 ）

正社員 03100- 1538021 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～17時30分

三級自動車整備士 あれば尚可

（従業員数 6人 ）

正社員 03100- 1541421 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30分

（従業員数 8人 ）

正社員 03100- 1484221 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)9時00分～18時00分

(2)12時00分～20時30分

調理師 あれば尚可

（従業員数 13人 ）

正社員 03100- 1461421 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- 1531221 就業場所 岩手県九戸郡洋野町

（フルタイム） 交替制あり

40歳以下 (1)7時00分～16時00分

(2)7時30分～16時30分

(3)8時30分～17時30分 看護師 必須

（従業員数 58人 ） 准看護師 必須

正社員 03100- 1549221 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)6時00分～15時00分

(2)8時30分～17時30分

(3)9時45分～18時45分 管理栄養士 必須

（従業員数 58人 ） 調理師 あれば尚可

正社員 03100- 1550621 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)6時00分～14時30分

(2)10時30分～19時00分

(3)13時30分～22時00分

（従業員数 60人 ）

正社員以外 03100- 1520021 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00分

(2)10時30分～19時00分

（従業員数 60人 ）

正社員以外 03100- 1521721 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

（従業員数 10人 ）

正社員 03100- 1486421 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)6時30分～15時30分

(2)9時00分～18時00分

(3)10時30分～19時30分 介護福祉士 あれば尚可

（従業員数 82人 ）

正社員以外 03100- 1512021 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)6時30分～15時30分

(2)9時00分～18時00分

(3)10時00分～19時00分 介護福祉士 必須

（従業員数 82人 ）

正社員 03100- 1513721 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

２級土木施工管理技士 必須

（従業員数 35人 ） １級土木施工管理技士 必須

正社員 03100- 1532521 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～15時00分

(2)9時30分～18時30分

(3)12時00分～21時00分 調理師 あれば尚可

（従業員数 28人 ）

正社員 03100- 1465121 就業場所 岩手県九戸郡洋野町

事務員 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

150,000円～160,000円
雇用期間の定めなし

伐採・電線保守作業員 中吉林業土木　株式会社 岩手県久慈市源道第１４地割８
４

普通自動車運転免許　　必須

210,000円～250,000円
雇用期間の定めなし

自動車整備士（見習い可） 株式会社　みなもと 岩手県九戸郡洋野町大野第６１
地割１４－１２

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

建築大工（見習い可） 有限会社　福島工業 岩手県九戸郡洋野町大野第７０
地割２２番地１９

普通自動車運転免許　　必須

（AT限定不可）

144,300円～199,800円
雇用期間の定めなし

調理師 株式会社　大宮 岩手県久慈市長内町第３４地割
２６－１

普通自動車運転免許　　あれば尚可

155,000円～300,000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２３
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

看護師 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

151,000円～238,200円
雇用期間の定めなし

管理栄養士兼調理師　【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

148,000円～238,200円
雇用期間の定めなし

サービススタッフ【幹部候補】 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

184,800円～231,000円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

販売及び接客（農産物直売所） 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）

型枠大工 有限会社　秀建工務店 岩手県久慈市小久慈町第２７地
割１－１

普通自動車運転免許　　必須

192,000円～312,000円
雇用期間の定めなし

介護士（正社員以外） 介護老人保健施設
ユートピア白滝

岩手県九戸郡洋野町中野第３地
割３８－１８２

普通自動車運転免許　　必須

136,600円～217,000円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

介護福祉士 介護老人保健施設
ユートピア白滝

岩手県九戸郡洋野町中野第３地
割３８－１８２

普通自動車運転免許　　必須

（AT限定不可）

137,500円～222,000円
雇用期間の定めなし

土木施工管理者 株式会社　はやし工業 岩手県九戸郡洋野町阿子木１２
－３３－２３０

普通自動車運転免許　　必須

250,000円～500,000円
雇用期間の定めなし

調理員 大沢農村振興会　アグ
リパークおおさわ

岩手県九戸郡洋野町種市第６９
地割１６－１

普通自動車運転免許　　必須

150,000円～200,000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 (1)8時00分～17時00分

（従業員数 17人 ）

正社員以外 03100- 1529121 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～17時00分

（従業員数 17人 ）

正社員 03100- 1530821 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30分～19時30分 ホームヘルパー２級 必須

（従業員数 45人 ） 介護職員初任者研修修了者 必須

正社員以外 03100- 1472121 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00分

ホームヘルパー２級 必須

（従業員数 11人 ） 介護職員初任者研修修了者 必須

正社員 03100- 1497921 就業場所 岩手県久慈市 介護福祉士 あれば尚可

（フルタイム） 変形（1ヶ月単位）

59歳以下 (1)8時30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 03100- 1498121 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45分～17時30分

(2)8時45分～12時30分

薬剤師 必須

（従業員数 4人 ）

正社員 03100- 1476221 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30分～18時00分

三級自動車整備士 あれば尚可

（従業員数 15人 ） 大型自動車免許 あれば尚可

正社員 03100- 1491821 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

調理師 あれば尚可

（従業員数 9人 ）

正社員 03100- 1536921 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- 1467721 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 20人 ）

正社員 03100- 1526321 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)9時00分～18時00分

保育士 必須

（従業員数 12人 ） 理学療法士 必須

正社員 03100- 1506821 就業場所 岩手県久慈市 作業療法士 必須

（フルタイム） 変形（1ヶ月単位）

64歳以下 (1)8時30分～17時30分

看護師 必須

（従業員数 13人 ）

正社員 03100- 1462321 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

２級配管技能士 必須

（従業員数 6人 ）

正社員 03100- 1507221 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 6人 ）

正社員 03100- 1508521 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 6人 ）

正社員 03100- 1509421 就業場所 岩手県久慈市

解体、土木作業員 カース興業　株式会社 岩手県久慈市畑田２６－１７４
－１

普通自動車運転免許　　必須

162,000円～194,400円
雇用期間の定めなし

解体、土木作業員（正社員） カース興業　株式会社 岩手県久慈市畑田２６－１７４
－１

普通自動車運転免許　　必須

172,500円～207,000円
雇用期間の定めなし

介護員（ぎんたらす久慈） 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

134,128円～141,400円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

介護員 楓　有限会社 岩手県久慈市新中の橋第３７地
割５９番地２４

普通自動車運転免許　　必須

141,240円～154,080円
雇用期間の定めなし

看護師 楓　有限会社 岩手県久慈市新中の橋第３７地
割５９番地２４

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

調剤薬局薬剤師 株式会社　空我　アサ
ヒ薬局　久慈店

岩手県久慈市門前第２地割７－
１

普通自動車運転免許　　あれば尚可

250,000円～375,000円
雇用期間の定めなし

整備士 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

（AT限定不可）

153,000円～480,000円
雇用期間の定めなし

調理員 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

179,963円～248,280円
雇用期間の定めなし

9時00分～22時00分の間
の8時間程度

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

在庫管理及び運転業務 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

普通自動車運転免許　　必須

（AT限定不可）

190,000円～199,000円
雇用期間の定めなし

支援員 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

普通自動車運転免許　　必須

155,800円～212,900円
雇用期間の定めなし

又は7時30分～19時00分
の間の8時間程度

看護師（訪問看護） 株式会社　あすみ 岩手県九戸郡洋野町種市第２３
地割６５－６

普通自動車運転免許　　必須

180,000円～290,000円
雇用期間の定めなし

給排水設備配管工 株式会社　ＧＡＴ 岩手県久慈市山形町川井第９地
割３４番地

普通自動車運転免許　　必須

（AT限定不可）

221,000円～331,500円
雇用期間の定めなし

建築大工　（見習い） 株式会社　ＧＡＴ 岩手県久慈市山形町川井第９地
割３４番地

普通自動車運転免許　　必須

（AT限定不可）

143,650円～143,650円
雇用期間の定めなし

建築大工 株式会社　ＧＡＴ 岩手県久慈市山形町川井第９地
割３４番地

普通自動車運転免許　　必須

（AT限定不可）

176,800円～331,500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） 変形（1年単位）

59歳以下 (1)8時00分～17時00分

（従業員数 6人 ）

正社員 03100- 1510921 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級建築施工管理技士 必須

（従業員数 6人 ） ２級建築施工管理技士 必須

正社員 03100- 1511121 就業場所 岩手県久慈市 二級建築士 必須

（フルタイム） 変形（1ヶ月単位）

59歳以下 (1)8時00分～18時00分

（従業員数 9人 ）

正社員 03100- 1516521 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)5時30分～14時30分

(2)10時15分～19時15分

調理師 あれば尚可

（従業員数 78人 ）

正社員以外 03100- 1478421 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

看護師 必須

（従業員数 76人 ） 准看護師 必須

正社員以外 03100- 1479321 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）

20歳以上 (1)16時00分～23時30分

（従業員数 1人 ）

正社員 03100- 1518321 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)9時45分～19時15分

(2)9時45分～13時15分

（従業員数 12人 ）

正社員以外 03100- 1459721 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)10時00分～19時00分

（従業員数 9人 ）

正社員 04010-35418721 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～17時15分

（従業員数 7人 ）

正社員 04010-35854821 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30分～17時15分

（従業員数 7人 ）

正社員以外 04010-35855221 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 11030-16290821 就業場所 岩手県久慈市

（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- 8718721 就業場所 岩手県久慈市

（フルタイム） 交替制あり

不問 (1)9時00分～18時00分

(2)13時00分～22時00分

（従業員数 42人 ）

正社員以外 14010-28045621 就業場所 岩手県九戸郡洋野町

（フルタイム）

不問 (1)9時00分～18時00分

(2)13時00分～22時00分

（従業員数 5人 ）

正社員以外 14010-28048021 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)8時30分～17時30分

(2)13時00分～22時00分

看護師 必須

（従業員数 42人 ）

正社員以外 14010-28415021 就業場所 岩手県九戸郡洋野町

建築工事現場監理（見習い） 株式会社　ＧＡＴ 岩手県久慈市山形町川井第９地
割３４番地

普通自動車運転免許　　必須

（AT限定不可）

143,650円～143,650円
雇用期間の定めなし

建築工事現場監理 株式会社　ＧＡＴ 岩手県久慈市山形町川井第９地
割３４番地

普通自動車運転免許　　必須

（AT限定不可）

350,000円～350,000円
雇用期間の定めなし

内装作業員（見習い可） 下舘建装　株式会社 岩手県九戸郡洋野町大野第１５
地割１９－３

170,000円～350,000円
雇用期間の定めなし

調理員 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

133,987円～142,800円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

看護職（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

普通自動車運転免許　　必須

167,000円～196,000円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

接客及び調理補助 駅前酒場　一華 岩手県久慈市中央３丁目３７

160,300円～183,200円
雇用期間の定めなし

販売員 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

132,680円～132,680円
雇用期間の定めなし

イエローハット店頭販売スタッ
フ（久慈店）

株式会社　ホットマン 宮城県仙台市太白区西多賀４丁
目４－１７

普通自動車運転免許　　必須

157,300円～160,600円
雇用期間の定めなし

下水処理施設の運転・保守管理
（在籍出向）

水ｉｎｇ　株式会社
東北支店

宮城県仙台市宮城野区榴岡２丁
目５－３０　仙台イーストフロ
ントビル７Ｆ

普通自動車運転免許　　必須

161,000円～236,000円
雇用期間の定めなし

下水処理施設の運転・保守管理
（在籍出向）

水ｉｎｇ　株式会社
東北支店

宮城県仙台市宮城野区榴岡２丁
目５－３０　仙台イーストフロ
ントビル７Ｆ

普通自動車運転免許　　必須

200,000円～250,000円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

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）

（久慈市）一般ごみ廃棄物処理
施設の運営／転勤あり

荏原環境プラント　株
式会社

東京都大田区羽田旭町１１－１

170,000円～275,000円
雇用期間の定めなし

テレフォンオペレーター／洋野
（フルタイム）

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

146,000円～160,320円
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）

テレフォンオペレーター／宿戸
（フルタイム）

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

146,000円～160,320円
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）

看護師／宿戸（オペレーター）
フルタイム

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

272,000円～272,000円
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）
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（フルタイム） 交替制あり

不問 (1)8時30分～17時30分

(2)13時00分～22時00分

看護師 必須

（従業員数 42人 ）

正社員以外 14010-28425721 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 30人 ）

パート労働者 03100- 1548821 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

フォークリフト運転技能者 あれば尚可

（従業員数 4人 ）

パート労働者 03100- 1514821 就業場所 岩手県九戸郡洋野町

（パートタイム）

59歳以下

（従業員数 7人 ）

パート労働者 03100- 1542321 就業場所 岩手県久慈市

（パートタイム）

不問

（従業員数 484人 ）

パート労働者 03100- 1539721 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- 1489921 就業場所 岩手県久慈市

（パートタイム）

不問

（従業員数 13人 ）

パート労働者 03100- 1488621 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～13時00分

(2)10時00分～15時00分

（従業員数 13人 ）

パート労働者 03100- 1460521 就業場所 岩手県久慈市

（パートタイム）

不問 (1)8時00分～16時30分

（従業員数 11人 ）

パート労働者 03100- 1466021 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)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- 1524521 就業場所 岩手県久慈市

（パートタイム）

不問 (1)7時00分～13時00分

(2)8時00分～13時00分

(3)14時00分～19時00分 ホームヘルパー２級 必須

（従業員数 125人 ） 介護職員初任者研修修了者 必須

パート労働者 03100- 1471921 就業場所 岩手県久慈市

（パートタイム） 交替制あり

不問 (1)15時00分～22時00分

(2)6時00分～8時00分

(3)8時00分～15時00分

（従業員数 7人 ）

パート労働者 03100- 1483821 就業場所 岩手県久慈市

（パートタイム）

不問

（従業員数 7人 ）

パート労働者 03100- 1535621 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

調理師 あれば尚可

（従業員数 9人 ）

パート労働者 03100- 1534321 就業場所 岩手県久慈市

（パートタイム）

不問 (1)9時30分～14時30分

(2)16時45分～21時45分

（従業員数 7人 ）

パート労働者 03100- 1463621 就業場所 岩手県久慈市

接客・調理補助スタッフ【豪－
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

869円～909円
雇用期間の定めなし

調理員 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

9時00分～21時00分の間
の4時間程度

販売スタッフ ファミリーマート　久
慈北インター前店　湊
孝治

岩手県久慈市夏井町鳥谷第７地
割２５番地２

821円～821円
雇用期間の定めなし

8時00分～17時00分の間
の4時間以上

販売員 ファミリーマート久慈
大川目店　下舘　鶴美

岩手県久慈市大川目町第１４地
割６６番地４

821円～950円
雇用期間の定めなし

介護員（ぎんたらす） 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

940円～960円
雇用期間の定めなし

調理員（岩手県立久慈拓陽支援学校） 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）

ウニのビン詰加工員 有限会社　横道海産 岩手県九戸郡洋野町種市第２３
地割１２８－１０

821円～850円
雇用期間の定めなし

調理補助（パート） 株式会社　大宮 岩手県久慈市長内町第３４地割
２６－１

830円～900円
雇用期間の定めなし

又は8時00分～20時30分
の間の5時間程度

店員（久慈湊町店）（６：００
～１４：００の間の５時間）

有限会社　小山商店 岩手県久慈市湊町第２０地割８
－１

821円～821円
雇用期間の定めなし

6時00分～14時00分の間
の5時間程度

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

看護補助者（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

821円～1,192円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

0時00分～23時59分の間
の7時間以上

販売員（パート） 有限会社　沢菊 岩手県久慈市十八日町２丁目１
番地

821円～821円
雇用期間の定めなし

9時00分～17時00分の間
の5時間程度

水産加工員（季節雇用） 株式会社　宏八屋 岩手県九戸郡洋野町種市第２２
地割１３１－３

普通自動車運転免許　　必須

1,000円～1,000円
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満） 60歳以上

歓迎求人

事務補助（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）

8時30分～17時15分の間
の7時間程度

看護師／洋野コールセンター
（オペレーター）フルタイム

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

272,000円～272,000円
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）
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（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- 1473021 就業場所 岩手県九戸郡洋野町

（パートタイム）

不問

ホームヘルパー２級 必須

（従業員数 78人 ） 介護職員初任者研修修了者 必須

パート労働者 03100- 1477521 就業場所 岩手県九戸郡洋野町 介護職員実務者研修修了者 あれば尚可

（パートタイム）

不問 (1)8時00分～16時00分

(2)8時30分～16時30分

（従業員数 4人 ）

パート労働者 03100- 1525421 就業場所 岩手県久慈市

（パートタイム）

不問 (1)5時00分～11時00分

（従業員数 12人 ）

パート労働者 03100- 1519621 就業場所 岩手県九戸郡洋野町

（パートタイム）

20歳以上

（従業員数 1人 ）

パート労働者 03100- 1517421 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- 1475821 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～13時00分

(2)13時00分～18時00分

(3)18時00分～22時00分

（従業員数 42人 ）

パート労働者 14010-28042521 就業場所 岩手県九戸郡洋野町

（パートタイム）

18歳以上 (1)22時00分～8時00分

看護師 必須

（従業員数 42人 ）

パート労働者 14010-28401521 就業場所 岩手県九戸郡洋野町

（パートタイム）

不問 (1)17時00分～22時00分

看護師 必須

（従業員数 5人 ）

パート労働者 14010-28428521 就業場所 岩手県九戸郡洋野町

看護師／宿戸（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ヶ月未満）

看護師／洋野（オペレーター）
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

1,700円～1,700円
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）

テレフォンオペレーター／洋野
（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

900円～1,080円
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）

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

接客及び調理補助（パート） 駅前酒場　一華 岩手県久慈市中央３丁目３７

900円～1,200円
雇用期間の定めなし

17時00分～23時30分の間
の4時間程度

一般作業員 株式会社　ＦＴ洋野 岩手県九戸郡洋野町種市第７地
割１２４番地６

2,000円～2,000円
雇用期間の定めなし

生活支援員 合同会社　リモーネ 岩手県久慈市新井田第５地割３
０番地３

普通自動車運転免許　　必須

821円～860円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 60歳以上

歓迎求人

介護員（ひろの会指定訪問介護
事業所）

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

853円～957円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 60歳以上

歓迎求人
8時15分～13時15分の間
の4時間程度

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
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