
◎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！！～

℡ 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）

６月24日(金 )発行

 次回予定日

７月１日(金)10時

６月16日～６月22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

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７月１２日（火） 

説明会 １０：００～ 

株式会社 十文字チキンカンパニー 

            久慈工場 

令和４年７月１５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７月１９日（火） 

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７月２０日（水） 

説明会 １０：００～ 
有限会社 タニムラフードサービス 

令和４年７月２１日（木） 

説明会 １４：００～ 
株式会社 久慈ソーイング 

令和４年７月２６日（火） 

説明会 １４：００～ 
株式会社 越戸商店 
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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）

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 03070- 3666821 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 10人 ）

正社員以外 03090- 1203021 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

(2)8時00分～12時00分

（従業員数 23人 ）

正社員 03100- 1555821 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30分

（従業員数 15人 ）

正社員 03100- 1562721 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

看護師 必須

（従業員数 22人 ） 准看護師 必須

正社員以外 03100- 1552121 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 27人 ）

正社員 03100- 1571821 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 9人 ）

正社員 03100- 1565521 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30分～17時00分

（従業員数 2人 ）

正社員以外 03100- 1568621 就業場所岩手県久慈市

（フルタイム）

40歳以下 (1)8時00分～17時30分

（従業員数 3人 ）

正社員 03100- 1553021 就業場所岩手県久慈市

（フルタイム）

不問 (1)10時00分～18時00分

(2)9時00分～17時00分

（従業員数 0人 ）

正社員以外 04010-37164721 就業場所岩手県久慈市

（フルタイム）

59歳以下 (1)9時00分～17時00分

（従業員数 18人 ）

正社員 06060- 1852121 就業場所岩手県久慈市

（フルタイム）

59歳以下 (1)9時00分～17時00分

（従業員数 18人 ）

正社員 06060- 1853021 就業場所岩手県九戸郡野田村

（フルタイム）

59歳以下 (1)9時00分～17時00分

（従業員数 18人 ）

正社員 06060- 1854721 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～17時00分

（従業員数 18人 ）

正社員 06060- 1855821 就業場所岩手県下閉伊郡普代村

家庭薬配置員【岩手営業所】
（普代村）

協同薬品工業　株式会社 山形県長井市本町２丁目１０
－６

普通自動車運転免許　　必須

130,000円～130,000円
雇用期間の定めなし

家庭薬配置員【岩手営業所】
（洋野町）

協同薬品工業　株式会社 山形県長井市本町２丁目１０
－６

普通自動車運転免許　　必須

130,000円～130,000円
雇用期間の定めなし

家庭薬配置員【岩手営業所】
（野田村）

協同薬品工業　株式会社 山形県長井市本町２丁目１０
－６

普通自動車運転免許　　必須

130,000円～130,000円
雇用期間の定めなし

家庭薬配置員【岩手営業所】
（久慈市）

協同薬品工業　株式会社 山形県長井市本町２丁目１０
－６

普通自動車運転免許　　必須

130,000円～130,000円
雇用期間の定めなし

フィールドスタッフ店頭販促
（八戸市、二戸市、久慈市
他）

フィクスコミュニケー
ションズ　株式会社
仙台営業所

宮城県仙台市青葉区一番町２
丁目１－２　ＮＯＦ仙台青葉
通りビル７階

普通自動車運転免許　　必須

170,000円～170,000円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

作業員 柿木畜産　柿木　敏由貴 岩手県久慈市山形町小国第８
地割１４番地５

普通自動車運転免許　　必須

（AT限定不可）

156,800円～201,600円
雇用期間の定めなし

鈑金または塗装の補助 関上自動車鈑金　　関
上　博則

岩手県久慈市長内町第３７地
割９－３

普通自動車運転免許　　必須

132,181円～179,400円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

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

製造・出荷作業員 株式会社　おおのミル
ク工房

岩手県九戸郡洋野町大野第５
８地割１２番地３２

普通自動車運転免許　　必須

146,200円～200,000円
雇用期間の定めなし

看護師 有限会社　七福神 岩手県久慈市湊町第２１地割
４８

170,000円～170,000円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

配管工及び土木作業員（見習い可） 株式会社　カンキョウ 岩手県九戸郡洋野町種市第２
５地割１９－２

普通自動車運転免許　　必須

（AT限定不可）

178,000円～350,000円
雇用期間の定めなし

現場作業員（正） 株式会社　マルサ嵯峨商店 岩手県久慈市長内町第４０地
割１１３番地２

普通自動車運転免許　　必須

160,000円～180,000円
雇用期間の定めなし

154,000円～220,000円
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）

雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）

【森林作業員】（岩手県内・
秋田県北・宮城県内）

司林業土木 岩手県二戸郡一戸町奥中山字
西田子７５－３７

必要な免許資格所在地・就業場所

バルブ・機械操作（久慈市） 株式会社　ＳＴＡＧＥＵＰ 岩手県北上市鬼柳町都鳥１２
１番地３

187,068円～285,600円
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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)7時15分～14時15分

保育士 あれば尚可

（従業員数 11人 ）

パート労働者 03100- 1567321 就業場所岩手県久慈市

（パートタイム）

不問 (1)8時30分～15時30分

（従業員数 39人 ）

パート労働者 03100- 1563821 就業場所岩手県久慈市

（パートタイム）

不問

介護福祉士 必須

（従業員数 19人 ）

パート労働者 03100- 1569921 就業場所岩手県久慈市

（パートタイム）

不問

（従業員数 19人 ）

パート労働者 03100- 1570721 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～6時30分

（従業員数 9人 ）

パート労働者 03100- 1556221 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～6時30分

（従業員数 10人 ）

パート労働者 03100- 1557521 就業場所岩手県久慈市

（パートタイム）

不問 (1)17時00分～22時00分

（従業員数 13人 ）

パート労働者 03100- 1558421 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 0人 ）

パート労働者 03100- 1566421 就業場所岩手県久慈市

（パートタイム） 変形（1ヶ月単位）

59歳以下 (1)17時30分～9時00分

（従業員数 42人 ）

パート労働者 03100- 1560121 就業場所岩手県久慈市

（パートタイム）

59歳以下

（従業員数 5人 ）

パート労働者 03100- 1559321 就業場所岩手県久慈市

（パートタイム）

不問

看護師 必須

（従業員数 22人 ） 准看護師 必須

パート労働者 03100- 1551921 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- 1561021 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～14時00分

(2)18時00分～22時00分

（従業員数 8人 ）

パート労働者 03100- 1554721 就業場所岩手県九戸郡洋野町

（パートタイム）

不問 (1)9時00分～13時00分

（従業員数 32人 ）

パート労働者 03100- 1564221 就業場所岩手県久慈市

保育補助 社会福祉法人　山口保
育会　山口保育園

岩手県久慈市大川目町第１８
地割２２番地６

821円～950円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

又は8時00分～15時00分
の間の6時間程度

洗濯業務従事者 社会福祉法人　慈恵会
特別養護老人ホーム
和光苑

岩手県久慈市長内町第４６地
割２番地１１

900円～900円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

介護スタッフ（有資格者） 有限会社　ホームセン
ター仙台

岩手県久慈市田屋町第１地割
３０番地８

普通自動車運転免許　　必須

850円～900円
雇用期間の定めなし

9時00分～16時30分の間
の6時間程度

介護スタッフ 有限会社　ホームセン
ター仙台

岩手県久慈市田屋町第１地割
３０番地８

普通自動車運転免許　　必須

821円～850円
雇用期間の定めなし

9時00分～16時30分の間
の6時間程度

店内業務（２２時～６時半）
（ローソン久慈川貫店）

株式会社　らいおん 岩手県久慈市二十八日町１丁
目１９番地

825円～850円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

店内業務（２２時～６時半）
（ローソン久慈二十八日町
店）

株式会社　らいおん 岩手県久慈市二十八日町１丁
目１９番地

825円～850円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

店内業務（１７時～２２時）
（ローソン久慈長内橋南店）

株式会社　らいおん 岩手県久慈市二十八日町１丁
目１９番地

825円～850円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

プールの監視員（小久慈地区プール） 一般社団法人　久慈市
体育協会

岩手県久慈市新中の橋第４地
割１３－３

821円～821円
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）

8時30分～18時30分の間
の8時間程度

介護員（夜勤専門） 株式会社　中央介護センター 岩手県久慈市旭町第１０地割
６６－１

830円～830円
雇用期間の定めなし

学童支援員 小久慈学童たんぽぽク
ラブ　父母の会

岩手県久慈市小久慈町第２１
地割４２番地７

900円～900円
雇用期間の定めなし

13時00分～18時00分の
間の4時間程度

看護師 有限会社　七福神 岩手県久慈市湊町第２１地割
４８

1,200円～1,500円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

8時00分～17時00分の間
の2時間以上

通院介助専門員 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

1,000円～1,000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00分～16時00分の間
の1時間以上

ホールスタッフ兼調理補助
（海鮮酒房　わだつみ）

株式会社　三陸海鮮　良味 岩手県九戸郡洋野町種市第４
地割９２－９７

821円～900円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

レジ業務 ＤＣＭホーマック　久慈店 岩手県久慈市長内町第３４地
割６０

844円～844円
雇用期間の定めなし
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