
（フルタイム） 変形（1年単位）
不問 (1)8時00分～17時00分

有期雇用派遣労働者 02020- 8752021
（フルタイム） 変形（1年単位）

不問 (1)8時00分～17時00分

フォークリフト運転技能者 必須

有期雇用派遣労働者 02020- 8753721
（フルタイム）

不問 (1)8時30分～17時15分

正社員以外 03010-14435421
（フルタイム） 変形（1ヶ月単位）

64歳以下 (1)9時00分～18時00分

正社員 03100- 1580221
（フルタイム） 変形（1年単位）

59歳以下 (1)8時00分～17時20分

フォークリフト運転技能者 必須

正社員 03100- 1582421
（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

小型移動式クレーン運転技能者 あれば尚可

正社員 03100- 1575321 不整地運搬車運転技能者 あれば尚可

（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

(2)13時00分～21時00分

正社員 03100- 1590421
（フルタイム） 変形（1ヶ月単位）

64歳以下 (1)8時00分～16時00分

大型自動車免許 必須

正社員 03100- 1577921
（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

正社員以外 03100- 1579021
（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 大型自動車免許 必須

正社員 03100- 1587021 ショベルローダー等運転技能者 あれば尚可

（フルタイム）
不問 (1)6時00分～10時00分

(2)15時00分～19時00分

正社員 03100- 1586121
（フルタイム）

59歳以下 (1)7時00分～16時00分

正社員 03100- 1583321
（フルタイム）

64歳以下 (1)8時15分～17時15分

社会福祉士 必須

介護支援専門員（ケアマネージャー） 必須

正社員 03100- 1574421 介護福祉士 必須

（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

正社員 13060- 9357921
（パートタイム）

不問 (1)8時30分～17時15分

パート労働者 03010-14436321
（パートタイム）

不問

パート労働者 03100- 1585921
（パートタイム） 交替制あり

不問 (1)6時00分～13時00分
(2)10時00分～19時00分
(3)14時30分～19時00分

パート労働者 03100- 1589821

必要な免許資格

製品包装業（日勤）【久
慈市】

株式会社　オーエス
アドバンス 岩手県久慈市

155,520円～
155,520円

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 岩手県久慈市長内町第４０地割
１７番地４

職　種 年　齢 賃　金 求人者名 就業場所・所在地 就業時間

フォークリフト作業（日
勤）【久慈市】

株式会社　オーエス
アドバンス 岩手県久慈市

普通自動車運転免許　　必須

172,800円～
172,800円

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 岩手県久慈市長内町第４０地割
１７番地４

医療事務（岩手県立久慈
病院）

株式会社　メディカ
ルサポート 岩手県久慈市

128,650円～
128,650円

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 岩手県久慈市旭町１０－１

事務及び接客（種市営業所） 有限会社　久慈スズ
キ自動車販売 岩手県九戸郡洋野町

普通自動車運転免許　　必須

154,000円～
180,000円

雇用期間の定めなし 岩手県久慈市小久慈町第２７地
割６０

包装・出荷スタッフ 株式会社　十文字チ
キンカンパニー　久
慈工場

岩手県久慈市

174,000円～
174,000円

雇用期間の定めなし 岩手県久慈市小久慈町第６３地
割１６番地１

重機オペレーター 有限会社　谷地林業
岩手県久慈市

普通自動車運転免許　　必須
（AT限定不可）

172,800円～
255,500円

雇用期間の定めなし 岩手県久慈市山形町荷軽部第３
地割１８

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

調理助手及びホールサー
ビス

有限会社　はたけた
（ロイヤルパーク
カワサキ）

岩手県久慈市

145,520円～
154,080円

雇用期間の定めなし 岩手県久慈市長内町第２７地割
２７番地１

運転手（全農・大野コー
ルドセンター内）

有限会社　シーアー
ルエム 岩手県九戸郡洋野町

180,000円～
200,000円

雇用期間の定めなし 岩手県久慈市寺里第２９地割６
－１３

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

149,808円～
162,944円

雇用期間の定めなし 岩手県久慈市本町３丁目２８
又は9時00分～21時00分
の間の8時間程度

現場作業（製造・運搬） 株式会社　緑生
岩手県久慈市

普通自動車運転免許　　必須
（AT限定不可）

233,000円～
244,650円

雇用期間の定めなし 岩手県久慈市侍浜町北野第３地
割９番地２

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

牧場作業員 高山牧場　　高山
よし子 岩手県九戸郡洋野町

普通自動車運転免許　　必須

166,170円～
202,400円

雇用期間の定めなし 岩手県九戸郡洋野町帯島７－２
４３－２

肉用鶏種卵生産管理（畜
産作業員）

株式会社　イシイ
東北種鶏場　野田農
場

岩手県九戸郡野田村
普通自動車運転免許　　必須

170,400円～
240,000円

雇用期間の定めなし 岩手県九戸郡野田村大字野田第
２２地割１４６－１０

相談員兼介護員 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
普通自動車運転免許　　必須

154,800円～
172,800円

雇用期間の定めなし 岩手県九戸郡野田村大字野田第
２０地割２４－１

（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 岩手県久慈市

170,000円～
275,000円

雇用期間の定めなし 岩手県久慈市夏井町大崎３－９
５

医療事務（岩手県立久慈
病院）

株式会社　メディカ
ルサポート 岩手県久慈市

830円～830円雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 岩手県久慈市旭町１０－１

事務補助（農業委員会事務
局・会計年度任用職員）

久慈市役所
岩手県久慈市

905円～968円雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 岩手県久慈市川崎町１－１
8時30分～17時15分の間
の7時間程度

調理助手及び洗い場（養
寿荘）

有限会社　はたけた
（ロイヤルパーク
カワサキ）

岩手県久慈市

860円～920円雇用期間の定めなし 岩手県久慈市長内町第２７地割
２７番地１

◎ 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。

◎ フルタイム求人の賃金は月額、パートタイム求人の賃金は時給です。

◎ この求人の中でも、すでに採用者が決まり取下げとなっている場合があります。

《お問合せはハローワーク久慈まで》 ℡0194-53-3374 平日8：30～17：15７月 １日発行(次回７月８日) ※ ６月２３日～６月２９日に受理した求人です。
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必要な免許資格職　種 年　齢 賃　金 求人者名 就業場所・所在地 就業時間

◎ 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。

◎ フルタイム求人の賃金は月額、パートタイム求人の賃金は時給です。

◎ この求人の中でも、すでに採用者が決まり取下げとなっている場合があります。

《お問合せはハローワーク久慈まで》 ℡0194-53-3374 平日8：30～17：15７月 １日発行(次回７月８日) ※ ６月２３日～６月２９日に受理した求人です。

（パートタイム）
不問 (1)8時30分～17時15分

パート労働者 03100- 1578121
（パートタイム）

不問 (1)7時00分～9時00分

パート労働者 03100- 1576621
（パートタイム）

不問 (1)14時30分～19時30分

パート労働者 03100- 1581521
（パートタイム） 交替制あり

不問 (1)8時00分～17時00分
(2)9時00分～18時00分
(3)8時00分～13時00分 介護職員初任者研修修了者 必須

ホームヘルパー２級 必須

パート労働者 03100- 1584621
（パートタイム） 交替制あり

59歳以下 (1)10時00分～15時00分
(2)14時00分～19時00分
(3)10時00分～19時00分

パート労働者 03100- 1588721

松くい虫等防除推進員（林
務部・会計年度任用職員）

県北広域振興局
岩手県久慈市

普通自動車運転免許　　必須

1,191円～1,191円雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 岩手県久慈市八日町１丁目１番
地

清掃員 株式会社　つしま
岩手県久慈市

821円～821円雇用期間の定めなし 岩手県久慈市門前第３地割３９
番４号

レジ及び発注 株式会社　みちのく
クックサービス 岩手県九戸郡洋野町

825円～825円雇用期間の定めなし 岩手県九戸郡洋野町大野第８地
割８４地割２ 又は8時00分～19時30分

の間の5時間程度

介護職員 株式会社　平谷商店
岩手県久慈市

普通自動車運転免許　　必須

855円～860円雇用期間の定めなし 岩手県久慈市長内町第２１地割
８１－２

販売員 クラフトハートトー
カイ　久慈店　　堀
越　律子

岩手県久慈市
普通自動車運転免許　　あれば尚可

840円～840円雇用期間の定めなし 岩手県久慈市長内町第３０地割
３４－１

●前月末で期限が到来し、同内容で再公開した求人(更新求人)は掲載しておりません。

●ハローワークインターネットサービスまたはハローワーク窓口でご覧ください。

ハローワークインターネットサービスhttps://www.hellowork.mhlw.go.jp/

【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）
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