
（フルタイム） 変形（1ヶ月単位）

59歳以下 (1)8時15分～17時00分

正社員 02010-10651921
（フルタイム） 変形（1年単位）

59歳以下 (1)8時00分～17時00分

移動式クレーン運転士 あれば尚可

中型自動車免許 あれば尚可

正社員 03060- 4598221 ２級建設機械整備技能士 あれば尚可

（フルタイム） 変形（1年単位）

59歳以下 (1)8時00分～17時00分

中型自動車免許 あれば尚可

車両系建設機械（基礎工事用）運転技能者 あれば尚可

正社員 03060- 4599521
（フルタイム） 変形（1年単位）

59歳以下 (1)8時00分～17時00分

移動式クレーン運転士 あれば尚可

中型自動車免許 あれば尚可

正社員 03060- 4600021 ２級建設機械整備技能士 あれば尚可

（フルタイム）

69歳以下 (1)7時30分～15時00分

正社員 03090- 1489021
（フルタイム） 変形（1年単位）

30歳～39歳 (1)8時00分～17時00分

２級土木施工管理技士 必須

正社員 03100- 1845021
（フルタイム） 変形（1年単位）

23歳以下 (1)8時00分～17時00分

(2)8時30分～17時30分

(3)8時30分～12時00分

正社員 03100- 1839821
（フルタイム） 変形（1年単位）

30歳以下 (1)7時00分～16時30分

(2)7時00分～15時30分

正社員 03100- 1850321
（フルタイム）

59歳以下 (1)8時30分～17時30分

看護師 必須

正社員 03100- 1841321
（フルタイム）

59歳以下 (1)8時00分～17時30分

正社員 03100- 1857221
（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

(2)6時30分～15時30分

大型自動車免許 必須

正社員 03100- 1834621
（フルタイム）

不問 (1)8時45分～17時45分

正社員以外 06010-15814621
（フルタイム） 変形（1年単位）

不問 (1)8時00分～17時00分

正社員以外 13010-79425021
（パートタイム）

不問

パート労働者 03100- 1846721

事務補助（地域づくり振興
課・会計年度任用職員）産休
代替

久慈市役所
岩手県久慈市

普通自動車運転免許　　あれば尚可

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

必要な免許資格

営業職（久慈支店） 株式会社　角弘
岩手県久慈市

普通自動車運転免許　　必須

180,000円～
250,000円

雇用期間の定めなし
青森県青森市第二問屋町３丁
目７－１０

職　種 年　齢 賃　金 求人者名 就業場所・所在地 就業時間

メンテナンスエンジニ
ア職（久慈営業所）

株式会社　セントラル
岩手県久慈市

普通自動車運転免許　　必須

145,000円～
195,000円

雇用期間の定めなし
岩手県奥州市胆沢南都田字化
粧坂１７９番地

営業職（久慈営業所） 株式会社　セントラル
岩手県久慈市

普通自動車運転免許　　必須

145,000円～
195,000円

雇用期間の定めなし
岩手県奥州市胆沢南都田字化
粧坂１７９番地

サービス職（久慈営業所） 株式会社　セントラル
岩手県久慈市

普通自動車運転免許　　必須

145,000円～
195,000円

雇用期間の定めなし
岩手県奥州市胆沢南都田字化
粧坂１７９番地

養鶏作業員 小野寺商事株式会社
岩手県久慈市

普通自動車運転免許　　あれば尚可

200,000円～
225,000円

雇用期間の定めなし
岩手県九戸郡九戸村大字長興
寺８－４７－１ 又は8時00分～15時00分

の間の7時間程度

土木技術員 株式会社　小山組
岩手県久慈市

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
岩手県久慈市新井田第４地割
８－６

一般事務（総合職） 久慈市漁業協同組合
岩手県久慈市

普通自動車運転免許　　必須

141,000円～
141,000円

雇用期間の定めなし
岩手県久慈市長内町第４２地
割６番地

現場作業員 有限会社　丸大県北農林
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）

189,275円～
258,400円

雇用期間の定めなし
岩手県九戸郡洋野町中野第１
２地割１５番地５

看護師（訪問看護） 医療法人　健生会
岩手県久慈市

普通自動車運転免許　　必須

180,500円～
257,600円

雇用期間の定めなし
岩手県久慈市中の橋１丁目５
番地

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

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
岩手県九戸郡洋野町種市第２
５地割１９－２

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

（臨）大判焼き・たこ焼き
の製造販売員（久慈市）

株式会社　あじまん
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）
山形県天童市乱川３丁目６番
１号

一般事務（砂利・砂・砕石等
の骨材生産業務）岩手県九戸
郡

第一石産運輸株式会社
岩手県九戸郡野田村

普通自動車運転免許　　必須

170,000円～
210,000円

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）
東京都千代田区飯田橋２丁目
２番１号

◎ 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8：30～17：15８月１２日発行(次回８月１９日) ※ ８月４日～８月９日に受理した求人です。
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（パートタイム）

不問 (1)12時45分～16時45分

パート労働者 03100- 1836121
（パートタイム）

不問 (1)9時00分～15時00分

パート労働者 03100- 1837021
（パートタイム）

59歳以下 (1)9時30分～16時00分

パート労働者 03100- 1853121
（パートタイム）

18歳以上 (1)8時00分～17時00分

パート労働者 03100- 1842621
（パートタイム）

59歳以下

パート労働者 03100- 1864821
（パートタイム）

64歳以下

パート労働者 03100- 1838721
（パートタイム）

不問

パート労働者 03100- 1847821
（パートタイム）

59歳以下 (1)8時00分～17時00分

パート労働者 03100- 1833321
（パートタイム）

不問 (1)5時00分～11時00分

パート労働者 03100- 1865221

一般作業員 株式会社　ＦＴ洋野
岩手県九戸郡洋野町

2,000円～2,000円雇用期間の定めなし
岩手県九戸郡洋野町種市第７
地割１２４番地６

事務　　（本社） 株式会社　プライム
下舘工務店 岩手県九戸郡洋野町

普通自動車運転免許　　必須

900円～900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８３－１

弁当の製造と販売 株式会社　陽
岩手県久慈市

821円～821円雇用期間の定めなし
岩手県久慈市川貫第６地割５
５番８号 17時00分～22時00分の

間の4時間以上

食肉加工 株式会社　にしのフーズ
岩手県久慈市

821円～821円雇用期間の定めなし
岩手県久慈市宇部町第８地割
２７－１ 8時00分～17時00分の間

の6時間以上

看護師助手 金子クリニック
金子　卓司 岩手県久慈市

860円～860円雇用期間の定めなし
岩手県久慈市門前第２地割２
６ 8時30分～18時00分の間

の4時間以上

交通誘導 株式会社　つしま
岩手県久慈市

普通自動車運転免許　　あれば尚可

1,000円～1,000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

検査工 株式会社　久慈ソー
イング 岩手県久慈市

普通自動車運転免許　　あれば尚可

821円～821円雇用期間の定めなし
岩手県久慈市夏井町早坂第１
地割６－１９

緊急スクールサポート
スタッフ（野田村）

県北教育事務所
岩手県九戸郡野田村

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（普代村）

県北教育事務所
岩手県下閉伊郡普代村

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

★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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