
（フルタイム） 変形（1ヶ月単位）
40歳以下 (1)8時00分～16時50分

８トン限定中型自動車免許 あれば尚可

フォークリフト運転技能者 あれば尚可

正社員 01230-15147521 大型特殊自動車免許 あれば尚可

（フルタイム） 変形（1ヶ月単位）
39歳以下 (1)8時00分～16時40分

正社員 01230-15151021
（フルタイム） 変形（1年単位）

18歳～64歳 (1)8時00分～17時00分

正社員 02020- 9930721
（フルタイム） 変形（1ヶ月単位）

18歳～59歳 (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 ２級ボイラー技士 あれば尚可

危険物取扱者（乙種） あれば尚可

正社員 03010-16814221
（フルタイム） 変形（1年単位）

40歳以下 (1)8時00分～17時10分

正社員 03090- 1429621
（フルタイム）

18歳～64歳 (1)19時00分～1時00分

大型自動車免許 必須

正社員以外 03090- 1430021
（フルタイム） 変形（1ヶ月単位）

不問

正社員以外 03100- 1732221
（フルタイム） 変形（1年単位）

不問

正社員以外 03100- 1758221
（フルタイム） 変形（1年単位）

64歳以下 (1)8時00分～17時00分

準中型自動車免許 必須

フォークリフト運転技能者 あれば尚可

正社員 03100- 1748721
（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- 1766821
（フルタイム） 変形（1ヶ月単位）

64歳以下 (1)7時30分～17時00分

１級土木施工管理技士 必須

２級土木施工管理技士 必須

正社員 03100- 1754121
（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00分～16時00分
(3)10時00分～19時00分

正社員以外 03100- 1774821
（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

正社員以外 03100- 1750421
（フルタイム） 変形（1年単位）

40歳以下 (1)8時00分～17時00分

正社員 03100- 1756721
（フルタイム）

59歳以下 (1)8時00分～17時00分

８トン限定中型自動車免許 あれば尚可

正社員 03100- 1749821
（フルタイム）

59歳以下 (1)8時30分～17時30分

正社員 03100- 1759521

必要な免許資格

鶏舎管理（岩手県九戸
郡洋野町）

株式会社　ホクリヨウ
岩手県九戸郡洋野町

普通自動車運転免許　　必須

180,000円～
230,960円

雇用期間の定めなし 北海道札幌市白石区中央２条
３丁目６番１５号

職　種 年　齢 賃　金 求人者名 就業場所・所在地 就業時間

製造管理職（岩手県九
戸郡洋野町）

株式会社　ホクリヨウ
岩手県九戸郡洋野町

普通自動車運転免許　　必須

180,000円～
230,960円

雇用期間の定めなし 北海道札幌市白石区中央２条
３丁目６番１５号

鳶工（見習い可）【久
慈市】

有限会社　丸博　渡
辺建設 岩手県久慈市

161,000円～
253,000円

雇用期間の定めなし 青森県八戸市諏訪１丁目１５
－５０

設備管理（久慈市） 協栄テックス　株式会社
岩手県久慈市

161,600円～
161,600円

雇用期間の定めなし 岩手県盛岡市中央通３丁目３
番１号

管理職候補 株式会社　十文字チ
キンカンパニー 岩手県久慈市

普通自動車運転免許　　必須

200,000円～
240,000円

雇用期間の定めなし 岩手県二戸市石切所字火行塚
２５

トラック運転手（生鳥輸送） 有限会社　佐々正
岩手県九戸郡洋野町

普通自動車運転免許　　あれば尚可
（AT限定不可）

350,000円～
400,000円

雇用期間の定めなし 岩手県二戸市石切所字向川原
４５番地１

フロント・接客係（くろさ
き荘・会計年度任用職員）

普代村役場
岩手県下閉伊郡普代村

普通自動車運転免許　　必須

147,400円～
224,500円

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 岩手県下閉伊郡普代村第９地
割字銅屋１３番地２ 6時00分～22時00分の間

の7時間以上

ガソリンスタンド業務およ
び灯油配達業務

株式会社　細谷地
岩手県久慈市

普通自動車運転免許　　必須
（AT限定不可）

164,160円～
164,160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１７地
割１００番地１０ 7時00分～21時00分の間

の8時間程度

水産加工【２】 株式会社　カネセ関
根商店 岩手県九戸郡洋野町

180,000円～
220,000円

雇用期間の定めなし 岩手県九戸郡洋野町種市第１
地割１４７－５

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

土木施工管理技士 栄大建設　株式会社
岩手県九戸郡洋野町

普通自動車運転免許　　必須
（AT限定不可）

220,000円～
320,000円

雇用期間の定めなし 岩手県九戸郡洋野町中野第１
１地割４９－２６

生活支援員 社会福祉法人　修愛会
岩手県久慈市

普通自動車運転免許　　必須

134,640円～
163,200円

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）
60歳以上
歓迎求人

岩手県久慈市小久慈町第６５
地割１６－２

観光案内・施設管理等 一般社団法人　久慈
市観光物産協会 岩手県久慈市

普通自動車運転免許　　あれば尚可

146,200円～
163,400円

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 岩手県久慈市中町二丁目５番
６号

造園・林業作業員 有限会社　八香園
岩手県久慈市

普通自動車運転免許　　必須
（AT限定不可）

174,000円～
197,200円

雇用期間の定めなし 岩手県久慈市小久慈町第２１
地割４５番地９

運搬作業員 久慈地区環境事業協
同組合 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～
170,000円

雇用期間の定めなし 岩手県久慈市湊町第１５地割
１番地６

看護助手 医療法人　おのでら耳
鼻咽喉科クリニック 岩手県久慈市

130,000円～
150,000円

雇用期間の定めなし 岩手県久慈市長内町第２４地
割１４７－１

◎ 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２９日発行(次回８月５日) ※ ７月２１日～７月２７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２９日発行(次回８月５日) ※ ７月２１日～７月２７日に受理した求人です。

（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

介護職員初任者研修修了者 必須

正社員以外 03100- 1777421
（フルタイム） 変形（1年単位）

不問 (1)8時00分～17時00分

正社員 03100- 1740221
（フルタイム） 変形（1年単位）

35歳以下 (1)8時00分～17時00分

正社員 03100- 1741521
（フルタイム）

64歳以下 (1)8時30分～17時00分

大型自動車免許 あれば尚可

正社員 03100- 1753921
（パートタイム）

18歳～64歳 (1)19時00分～1時00分

フォークリフト運転技能者 必須

パート労働者 03090- 1411621
（パートタイム）

不問

保育士 必須

パート労働者 03100- 1757821
（パートタイム）

不問

パート労働者 03100- 1767221
（パートタイム）

不問 (1)8時30分～12時30分

パート労働者 03100- 1734421
（パートタイム）

不問 (1)12時30分～16時30分

パート労働者 03100- 1735321
（パートタイム）

不問 (1)12時30分～16時30分

パート労働者 03100- 1736621
（パートタイム）

不問

パート労働者 03100- 1775221
（パートタイム）

不問 (1)13時00分～16時45分

パート労働者 03100- 1763121
（パートタイム）

不問 (1)6時00分～9時00分
(2)16時00分～20時00分

パート労働者 03100- 1744621
（パートタイム）

18歳以上 (1)17時00分～22時30分

パート労働者 03100- 1762921
（パートタイム） 交替制あり

不問

パート労働者 03100- 1747021
（パートタイム）

不問 (1)8時30分～13時00分
(2)8時30分～14時00分

パート労働者 03100- 1746121
（パートタイム）

不問

パート労働者 03100- 1738121
（パートタイム）

不問 (1)9時00分～15時00分

パート労働者 03100- 1739021

事務員 なもなも　小柏　匡慎
岩手県九戸郡洋野町

普通自動車運転免許　　あれば尚可

850円～850円雇用期間の定めなし 岩手県九戸郡洋野町種市第３
２地割１１７番地１

片付け作業スタッフ なもなも　小柏　匡慎
岩手県九戸郡洋野町

普通自動車運転免許　　あれば尚可

900円～1,500円雇用期間の定めなし 岩手県九戸郡洋野町種市第３
２地割１１７番地１ 9時00分～18時00分の間

の6時間程度

生活支援員 合同会社　リモーネ
岩手県久慈市

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

岩手県久慈市新井田第５地割
３０番地３

調理員（しあわせの家） 株式会社　ジャスト
ハーツ 岩手県久慈市

830円～830円雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）
60歳以上
歓迎求人

岩手県久慈市長内町第２９地
割６－６ 10時00分～15時00分の

間の5時間程度

調理補助およびホール係 中村商事　有限会社
岩手県久慈市

850円～1,000円雇用期間の定めなし 岩手県久慈市中央２丁目２３

ホーム支援員（世話人） 社会福祉法人　修倫会
障害者就労支援施設
みずき園

岩手県久慈市
普通自動車運転免許　　必須

915円～915円雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）
60歳以上
歓迎求人

岩手県久慈市長内町第１８地
割１４－３

清掃員（アンバーホール） 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３
９番４号

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
普通自動車運転免許　　あれば尚可

850円～850円雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 岩手県久慈市小久慈町第１６
地割１２－１ 8時45分～17時30分の間

の3時間以上

緊急スクールサポート
スタッフ（久慈市３）

県北教育事務所
岩手県久慈市

905円～1,129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

緊急スクールサポート
スタッフ（久慈市２）

県北教育事務所
岩手県久慈市

905円～1,129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

緊急スクールサポート
スタッフ（久慈市１）

県北教育事務所
岩手県久慈市

905円～1,129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

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

821円～1,192円雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 岩手県久慈市旭町第１０地割
１ 0時00分～23時59分の間

の7時間以上

保育士【パート】 社会福祉法人　こだ
ま保育園 岩手県久慈市

950円～1,000円雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 岩手県久慈市宇部町第１８地
割３５ 8時30分～16時30分の間

の6時間程度

捕鳥業務 有限会社　佐々正
岩手県九戸郡洋野町

1,181円～1,818円雇用期間の定めなし 岩手県二戸市石切所字向川原
４５番地１

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

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） 岩手県久慈市旭町第７地割１
０５－１０

清掃作業員 有限会社　宇部煎餅店
岩手県久慈市

146,880円～
146,880円

雇用期間の定めなし 岩手県久慈市長内町第３５地
割１２３－１９

菓子製造 有限会社　宇部煎餅店
岩手県久慈市

164,160円～
164,160円

雇用期間の定めなし 岩手県久慈市長内町第３５地
割１２３－１９

養豚作業員 有限会社　みつば
岩手県九戸郡洋野町

普通自動車運転免許　　必須
（AT限定不可）

175,000円～
225,000円

雇用期間の定めなし 岩手県九戸郡洋野町大野第５
７地割１－１６５
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