
（フルタイム） 交替制あり

59歳以下 (1)5時00分～14時00分

(2)8時00分～17時00分

(3)11時00分～20時00分 栄養士 必須

正社員 02020- 9617821
（フルタイム） 交替制あり

18歳以上 (1)5時00分～14時00分

(2)8時00分～17時00分

(3)11時00分～20時00分 調理師 必須

正社員以外 02020- 9619521
（フルタイム） 変形（1ヶ月単位）

59歳以下 (1)9時30分～18時00分

正社員 03010-16083521
（フルタイム）

35歳以下 (1)8時30分～17時30分

正社員 03010-16013121
（フルタイム） 変形（1ヶ月単位）

18歳～34歳 (1)18時00分～9時00分

(2)20時00分～9時00分

(3)9時00分～18時00分

正社員 03010-16068421
（フルタイム） 変形（1年単位）

64歳以下 (1)8時00分～17時00分

正社員 03090- 1368021
（フルタイム）

不問 (1)8時30分～17時15分

介護支援専門員（ケアマネージャー） 必須

正社員以外 03100- 1688521
（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- 1711921
（フルタイム） 変形（1ヶ月単位）

59歳以下

正社員 03100- 1692021
（フルタイム） 変形（1年単位）

59歳以下 (1)8時00分～17時20分

正社員 03100- 1698321
（フルタイム） 変形（1年単位）

59歳以下 (1)8時00分～17時00分

正社員 03100- 1700521
（フルタイム） 変形（1ヶ月単位）

不問 (1)8時00分～17時00分

(2)9時00分～18時00分

正社員以外 03100- 1709221
（フルタイム） 変形（1年単位）

不問 (1)7時00分～16時00分

(2)15時00分～0時00分

(3)23時00分～8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

正社員以外 03100- 1696521 介護福祉士 必須

（フルタイム）
64歳以下 (1)8時00分～17時00分

２級土木施工管理技士 必須

１級土木施工管理技士 必須

正社員 09080- 3309021

訪問介護職員【有資格者】 株式会社　ジャスト
ハーツ 岩手県久慈市

145,500円～
150,500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２９地
割６－６

土木施工管理技士 株式会社ＨＲＳ
岩手県久慈市

普通自動車運転免許　　必須

デイサービス運転手兼
介助員

社会福祉法人　みち
のく大寿会 岩手県九戸郡洋野町

普通自動車運転免許　　必須

167,600円～
208,000円

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）
岩手県九戸郡洋野町大野第６
０地割４１－８

事務員 有限会社　普代土木
岩手県久慈市

普通自動車運転免許　　必須

200,000円～
300,000円

雇用期間の定めなし
岩手県久慈市川貫第７地割５
９－２７

チキン製造スタッフ 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

ガソリンスタンド販売員 株式会社　下幸屋商店
岩手県久慈市

普通自動車運転免許　　必須

163,000円～
190,000円

雇用期間の定めなし
岩手県久慈市大川目町第３地
割７番地６ 7時00分～20時00分の間

の7時間以上

事務及び接客（長内営
業所または種市営業
所）

有限会社　久慈スズ
キ自動車販売 岩手県久慈市

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

介護支援専門員 野田村役場
岩手県九戸郡野田村

普通自動車運転免許　　必須

194,100円～
250,600円

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）
岩手県九戸郡野田村大字野田
第２０地割１４

通信外線工（久慈） 福岡電業　株式会社
岩手県久慈市

普通自動車運転免許　　必須

（AT限定不可）

160,000円～
300,000円

雇用期間の定めなし
岩手県二戸市石切所字前田５
５－４

総合職（グローバル
コース／久慈事務所）

セコム　株式会社
東北本部　岩手統轄
支社

岩手県久慈市
普通自動車運転免許　　必須

205,950円～
226,450円

雇用期間の定めなし
岩手県盛岡市茶畑１－１７－
１０

営業職（ソリューション営業
等）（久慈又は二戸営業所）

エクナ　株式会社
岩手県久慈市

普通自動車運転免許　　必須

210,000円～
260,000円

雇用期間の定めなし
岩手県盛岡市中央通１－６－
３０

営業職（久慈店） 岩手トヨタ自動車
株式会社 岩手県久慈市

普通自動車運転免許　　必須

（AT限定不可）

171,500円～
248,000円

雇用期間の定めなし
岩手県盛岡市上堂４丁目１２
－１１

調理師【じょうない】
（正社員以外）

有限会社　かん東
岩手県九戸郡洋野町

152,700円～
152,700円

雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）
青森県八戸市売市２丁目３－
１５

必要な免許資格

栄養士【じょうない】 有限会社　かん東
岩手県九戸郡洋野町

200,000円～
350,000円

雇用期間の定めなし
青森県八戸市売市２丁目３－
１５

職　種 年　齢 賃　金 求人者名 就業場所・所在地 就業時間

（AT限定不可）

350,000円～
450,000円

雇用期間の定めなし 栃木県大田原市前田８４８－
２５

◎ 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１５日発行(次回７月２２日) ※ ７月７日～７月１３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

《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１５日発行(次回７月２２日) ※ ７月７日～７月１３日に受理した求人です。

（パートタイム）

不問 (1)14時00分～20時00分

パート労働者 02020- 9615021
（パートタイム） 交替制あり

不問

栄養士 必須

パート労働者 02020- 9618221
（パートタイム）

不問

パート労働者 02020- 9718321
（パートタイム）

18歳～59歳 (1)22時50分～23時50分

パート労働者 03100- 1687221
（パートタイム） 交替制あり

不問 (1)9時00分～17時00分

パート労働者 03100- 1706021
（パートタイム）

不問 (1)8時00分～9時30分

(2)15時15分～17時00分

パート労働者 03100- 1701421
（パートタイム）

不問

パート労働者 03100- 1691121
（パートタイム） 交替制あり

不問

パート労働者 12010-21332721
（パートタイム）

不問 (1)8時30分～11時00分

パート労働者 13170-18350721

青森県八戸市卸センター１丁
目１３－１

お店での荷降ろし補助
（久慈ＳＣ店）【短
期】

株式会社　共同物流
サービス 岩手県久慈市

1,000円～1,000円日雇（日々雇用または１ヶ月未満）

栄養士【じょうない】（５～
１９時の間の５～６時間）

有限会社　かん東
岩手県九戸郡洋野町

900円～900円雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）
青森県八戸市売市２丁目３－
１５ 5時00分～19時00分の間

の5時間程度

洗い場スタッフ
【じょうない】

有限会社　かん東
岩手県九戸郡洋野町

830円～830円雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）
青森県八戸市売市２丁目３－
１５ 10時00分～19時00分の

間の2時間程度

夜間清掃（中央） 有限会社　樹商事
岩手県久慈市

880円～880円雇用期間の定めなし
60歳以上
歓迎求人

岩手県久慈市中央２丁目４２
番地

調理員 一般社団法人　大野
ふるさと公社 岩手県九戸郡洋野町

900円～1,000円雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）
岩手県九戸郡洋野町大野第５
８地割１２－３０ 又は9時00分～17時00分

の間の4時間以上

送迎運転手 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
普通自動車運転免許　　必須

1,000円～1,100円雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）
60歳以上
歓迎求人

岩手県久慈市天神堂第３２地
割８

千葉県千葉市美浜区中瀬　１
－５－１　イオンタワー１３
Ｆ

10時00分～21時59分の
間の4時間以上

縫製工 合同会社　ｍａｍ’
ｓ　ｈｕｇ 岩手県久慈市

821円～821円雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）
岩手県久慈市中央２丁目３３

9時00分～17時00分の間
の5時間程度

調理補助／モーニング時間
帯（ガスト　久慈店）

株式会社　すかい
らーくレストランツ 岩手県久慈市

821円～821円雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）
東京都武蔵野市西久保１－２
５－８

アミューズメント施設の接客
スタッフ（ＰＡＬＯ久慈店）

株式会社　イオン
ファンタジー 岩手県久慈市

830円～850円雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

★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/

～ハローワーク久慈求人情報 設置場所～

【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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