
（フルタイム） 変形（1年単位）
61歳以下 (1)9時00分～18時00分

中型自動車免許 あれば尚可

正社員 03010-19228621
（フルタイム） 変形（1年単位）

61歳以下 (1)9時00分～18時00分

中型自動車免許 あれば尚可

二級自動車整備士 あれば尚可

正社員 03010-19235321 自動車検査員 あれば尚可

（フルタイム） 変形（1年単位）
61歳以下 (1)9時00分～18時00分

二級自動車整備士 必須

自動車検査員 必須

正社員 03010-19236621 中型自動車免許 あれば尚可

（フルタイム）
59歳以下 (1)8時00分～17時00分

(2)12時00分～21時00分

正社員 03010-19143821
（フルタイム）

18歳～59歳 (1)23時00分～6時00分

正社員 03090- 1517621
（フルタイム） 変形（1年単位）

不問 (1)8時00分～17時00分

玉掛技能者 あれば尚可

小型移動式クレーン運転技能者 あれば尚可

正社員 03100- 1900721
（フルタイム）

62歳以下 (1)8時30分～18時00分

正社員 03100- 1894921
（フルタイム）

62歳以下 (1)8時30分～18時00分

日商簿記３級 あれば尚可

簿記能力検定（全経３級） あれば尚可

正社員 03100- 1895121
（フルタイム）

62歳以下 (1)8時30分～18時00分

正社員 03100- 1896021
（フルタイム） 変形（1年単位）

59歳以下 (1)8時30分～17時25分

正社員 03100- 1908121
（フルタイム） 変形（1ヶ月単位）

不問 (1)8時45分～17時30分

(2)7時00分～15時45分

(3)17時00分～9時30分

正社員以外 03100- 1897721
（フルタイム） 変形（1ヶ月単位）

59歳以下 (1)6時00分～14時45分

(2)8時45分～17時30分

(3)17時00分～9時30分 看護師 必須

准看護師 必須

正社員 03100- 1898821
（フルタイム）

59歳以下 (1)8時00分～17時00分

大型自動車免許 必須

正社員 03100- 1891421
（フルタイム） 変形（1ヶ月単位）

59歳以下 (1)7時45分～17時00分

正社員 03100- 1887121
（フルタイム） 変形（1ヶ月単位）

不問 (1)8時00分～16時00分

正社員 03100- 1903521

調理補助（フルタイ
ム・８時～１６時）

株式会社　はまなす亭
岩手県九戸郡洋野町

150,000円～
180,000円

雇用期間の定めなし
60歳以上
歓迎求人

岩手県九戸郡洋野町種市第２
２地割１３１－３

菌床しいたけ管理、菌
床ブロック製造

有限会社　越戸きのこ園
岩手県久慈市

普通自動車運転免許　　必須

（AT限定不可）

165,000円～
250,000円

雇用期間の定めなし 岩手県久慈市侍浜町横沼第９
地割１－３

大型運転手 株式会社　ＤＡＹ
ＲＩＧＨＴ 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）

200,000円～
250,000円

雇用期間の定めなし 岩手県九戸郡洋野町大野第３
４地割３６番地２

正看護師又は准看護師 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

（AT限定不可）

189,600円～
406,200円

雇用期間の定めなし 岩手県久慈市小久慈町第１６
地割１２－１

介護員（臨時職員） 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

180,000円～
201,000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

縫製工・裁断・出荷等 株式会社　プランタ
ンいずみ 岩手県久慈市

142,525円～
143,220円

雇用期間の定めなし 岩手県久慈市寺里第２９地割
３３－１

ルートセールス 有限会社　栄光商会
岩手県久慈市

普通自動車運転免許　　必須

（AT限定不可）

170,000円～
210,000円

雇用期間の定めなし 岩手県久慈市栄町第３７地割
７８－７

総務事務員 有限会社　栄光商会
岩手県久慈市

普通自動車運転免許　　必須

（AT限定不可）

150,000円～
180,000円

雇用期間の定めなし 岩手県久慈市栄町第３７地割
７８－７

事務員 有限会社　栄光商会
岩手県久慈市

普通自動車運転免許　　必須

（AT限定不可）

150,000円～
180,000円

雇用期間の定めなし 岩手県久慈市栄町第３７地割
７８－７

溶接工（建築鉄骨） 下山鉄工　株式会社
岩手県久慈市

普通自動車運転免許　　必須

163,100円～
233,000円

雇用期間の定めなし 岩手県久慈市長内町第４０地
割２２番地３

生鳥捕鳥作業員 株式会社　十文字養鶏
岩手県久慈市

普通自動車運転免許　　あれば尚可

221,000円～
276,250円

雇用期間の定めなし 岩手県二戸市下斗米字上野平
６７－１５

酒部門担当 株式会社　マルイチ
岩手県久慈市

185,000円～
315,000円

雇用期間の定めなし 岩手県盛岡市城西町１３－１
又は8時00分～21時00分
の間の8時間

自動車検査員（二戸、久慈、
宮古、釜石、遠野）

トヨタカローラ岩手
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）

208,000円～
248,000円

雇用期間の定めなし 岩手県盛岡市上堂４丁目６－
５

自動車整備士（二戸、久慈、
宮古、釜石、遠野）

トヨタカローラ岩手
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～
200,000円

雇用期間の定めなし 岩手県盛岡市上堂４丁目６－
５

必要な免許資格

営業スタッフ（久慈店） トヨタカローラ岩手
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～
200,000円

雇用期間の定めなし 岩手県盛岡市上堂４丁目６－
５

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8：30～17：15８月２６日発行(次回９月２日) ※ ８月１８日～８月２４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8：30～17：15８月２６日発行(次回９月２日) ※ ８月１８日～８月２４日に受理した求人です。

（フルタイム） 変形（1年単位）
45歳以下 (1)8時15分～17時00分

正社員以外 03100- 1906621
（フルタイム） 変形（1ヶ月単位）

64歳以下 (1)8時30分～17時30分

看護師 必須

正社員 03100- 1905321
（パートタイム） 交替制あり

不問 (1)8時00分～13時30分

(2)12時30分～18時00分

パート労働者 03010-19303021
（パートタイム）

不問

パート労働者 03100- 1907921
（パートタイム）

18歳以上 (1)21時00分～9時00分

パート労働者 03100- 1890521
（パートタイム） 変形（1ヶ月単位）

不問 (1)8時00分～17時00分

(2)8時30分～17時30分

介護職員初任者研修修了者 あれば尚可

ホームヘルパー２級 あれば尚可

パート労働者 03100- 1899221
（パートタイム）

不問 (1)8時30分～12時30分

パート労働者 03100- 1901821
（パートタイム） 交替制あり

不問

パート労働者 13040-94276421

訪問看護師 株式会社われもこう
われもこう訪問看護
ステーション

岩手県九戸郡野田村
普通自動車運転免許　　必須

190,000円～
270,000円

雇用期間の定めなし 岩手県九戸郡野田村大字野田
第２８地割１８番地４

電線加工全般（生産管
理含む）

室電子工業　株式会社
岩手県久慈市

普通自動車運転免許　　必須

170,500円～
187,550円

雇用期間の定めなし 岩手県久慈市長内町第３５地
割１２３番地２５

電話交換手（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～840円雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 岩手県盛岡市津志田町１丁目
１５－３７

時計・宝飾品・メガネの販売 有限会社　ササキ時
計宝飾店 岩手県久慈市

821円～821円雇用期間の定めあり（４ヶ月未満） 岩手県久慈市二十八日町２丁
目８番地 9時00分～18時30分の間

の5時間以上

宿直員（国民宿舎　え
ぼし荘）

株式会社　のだむら
岩手県九戸郡野田村

938円～938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３１地割３１－１

介護員 特定非営利活動法人
ファミリーサポート
おひさま

岩手県久慈市
普通自動車運転免許　　必須

890円～960円雇用期間の定めなし
60歳以上
歓迎求人

岩手県久慈市栄町第３２地割
３５番地１ 又は7時00分～17時30分

の間の4時間以上

配送及び商品出庫 株式会社　バイタル
ネット　久慈支店 岩手県久慈市

普通自動車運転免許　　必須

855円～855円雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 岩手県久慈市川貫第９地割１
４

接客・調理／久慈店 株式会社　すき家
岩手県久慈市

940円～940円雇用期間の定めあり（４ヶ月未満） 東京都港区港南二丁目１８番
１号　ＪＲ品川イーストビル
５階

9時00分～8時59分の間
の2時間以上

★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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