
（フルタイム）
59歳以下 (1)8時30分～16時30分

正社員 02020-12407421
（フルタイム） 変形（1年単位）

18歳以上 (1)18時00分～3時00分

有期雇用派遣労働者 02020-12287521
（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 02020-12288421
（フルタイム） 変形（1年単位）

不問 (1)9時30分～18時00分

中型自動車免許 あれば尚可

正社員以外 03010-20311321
（フルタイム）

59歳以下 (1)8時00分～17時10分
(2)14時50分～0時00分

大型自動車免許 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 03090- 1593121 その他の製造・制作関係資格 あれば尚可

（フルタイム）
不問 (1)7時00分～15時00分

小型移動式クレーン運転技能者 あれば尚可

正社員 03090- 1587821
（フルタイム） 変形（1年単位）

45歳以下 (1)8時00分～17時00分

フォークリフト運転技能者 あれば尚可

ショベルローダー等運転技能者 あれば尚可

正社員 03100- 1965621
（フルタイム）

不問 (1)8時30分～17時15分

歯科衛生士 必須

正社員以外 03100- 1969721
（フルタイム）

不問 (1)8時30分～17時15分

看護師 必須

正社員以外 03100- 1970521
（フルタイム） 交替制あり

不問 (1)8時50分～17時50分
(2)9時50分～18時50分
(3)11時20分～20時20分

正社員以外 03100- 1997321
（フルタイム） 交替制あり

不問 (1)4時30分～9時30分
(2)9時30分～18時30分
(3)10時00分～19時00分 調理師 あれば尚可

正社員以外 03100- 1979221
（フルタイム）

64歳以下 (1)8時00分～17時00分

正社員 03100- 1986221
（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- 2022121
（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- 2023021
（フルタイム） 交替制あり

59歳以下 (1)8時30分～17時30分
(2)16時30分～1時30分
(3)0時30分～9時30分 看護師 必須

准看護師 必須

正社員 03100- 2006921
（フルタイム）

59歳以下 (1)8時30分～17時30分

理学療法士 必須

作業療法士 必須

正社員 03100- 2007121
（フルタイム） 変形（1年単位）

59歳以下 (1)7時30分～17時00分

正社員 03100- 1943721
（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- 2031021

必要な免許資格

養鶏業・鶏糞処理者（洋
野町・八木農場）

株式会社　青森ポートリー
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）

164,000円～
214,000円

雇用期間の定めなし 青森県三戸郡階上町蒼前東二丁
目９番地４６

職　種 年　齢 賃　金 求人者名 就業場所・所在地 就業時間

食品製造業（夜勤）【久慈市】 株式会社　オーエス
アドバンス

岩手県久慈市

172,800円～
172,800円

雇用期間の定めあり（４ヶ月未満） 青森県八戸市石堂４丁目３－８

食品製造業（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ヶ月未満） 青森県八戸市石堂４丁目３－８

洗車スタッフ（契約社
員：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）

150,000円～
150,000円

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 岩手県盛岡市上堂４丁目６－５

肥料製造作業員 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
（AT限定不可）

174,000円～
174,000円

雇用期間の定めなし 岩手県二戸市石切所字火行塚２
５

鶏舎洗浄作業員【請負】 ＯＭＳ
岩手県久慈市

普通自動車運転免許　　あれば尚可

154,000円～
229,900円

雇用期間の定めなし 岩手県九戸郡軽米町大字上舘第
７－６－１

集成材加工員 岡野木材　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）

168,000円～
185,000円

雇用期間の定めなし 岩手県久慈市巽町一丁目２５番
地

歯科衛生士（会計年度任
用職員）

普代村役場
岩手県下閉伊郡普代村

152,300円～
198,200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

看護師（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　　あれば尚可

194,100円～
228,300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

郵便配達（外務・種市郵便局） 久慈郵便局
岩手県九戸郡洋野町

普通自動車運転免許　　必須

160,704円～
257,472円

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 岩手県久慈市中の橋１丁目４４

調理師（員） 社団医療法人　祐和
会　北リアス病院

岩手県久慈市
普通自動車運転免許　　あれば尚可

137,200円～
137,200円

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 岩手県久慈市源道第１２地割１
１１番

清掃員 株式会社　久慈中央商事
岩手県久慈市

普通自動車運転免許　　必須
（AT限定不可）

180,000円～
180,000円

雇用期間の定めなし 岩手県久慈市長内町第９地割２
０

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

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

看護師・准看護師 久慈恵愛病院
岩手県久慈市

162,700円～
340,200円

雇用期間の定めなし 岩手県久慈市湊町第１７地割１
００番地

理学療法士または作業療法士 久慈恵愛病院
岩手県久慈市

175,700円～
395,600円

雇用期間の定めなし 岩手県久慈市湊町第１７地割１
００番地

土木作業員 清和建設　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）

141,868円～
194,400円

雇用期間の定めなし 岩手県久慈市湊町第１９地割２
０－５

作業員 株式会社　丸才
岩手県久慈市

普通自動車運転免許　　必須

141,622円～
141,622円

雇用期間の定めなし 岩手県久慈市長内町第３７地割
１５－２３

◎ 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8：30～17：15９月９日発行(次回９月１６日) ※ ９月１日～９月７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8：30～17：15９月９日発行(次回９月１６日) ※ ９月１日～９月７日に受理した求人です。

（フルタイム） 変形（1年単位）
35歳以下 (1)8時00分～17時05分

正社員以外 03100- 1963421
（フルタイム） 変形（1年単位）

不問 (1)8時00分～17時05分

正社員以外 03100- 1964321
（フルタイム） 変形（1年単位）

65歳以下 (1)8時00分～17時00分

正社員 03100- 1976021
（フルタイム）

不問 (1)8時30分～18時30分
(2)8時30分～16時00分

正社員 03100- 1996421
（フルタイム） 変形（1ヶ月単位）

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

中型自動車免許 必須

正社員 03100- 2021921
（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- 1993821
（フルタイム） 変形（1ヶ月単位）

64歳以下 (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

正社員 03100- 1959121
（フルタイム）

不問 (1)8時00分～17時00分

正社員 03100- 2010521
（フルタイム） 変形（1年単位）

不問 (1)8時00分～17時00分
(2)8時00分～15時00分

大型自動車免許 あれば尚可

正社員 03100- 2016021
（フルタイム） 変形（1年単位）

不問 (1)8時00分～18時00分

正社員 03100- 2029321
（フルタイム） 交替制あり

不問 (1)7時00分～16時00分
(2)12時30分～21時30分

介護職員初任者研修修了者 あれば尚可

正社員以外 03100- 1990121
（フルタイム） 変形（1ヶ月単位）

64歳以下 (1)8時00分～17時00分
(2)7時00分～16時00分
(3)10時00分～19時00分 介護福祉士 あれば尚可

ホームヘルパー２級 あれば尚可

正社員 03100- 2009721 介護職員初任者研修修了者 あれば尚可

（フルタイム） 変形（1ヶ月単位）
64歳以下

介護支援専門員（ケアマネージャー） 必須

正社員 03100- 2013621
（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 03100- 2014921
（フルタイム） 変形（1年単位）

64歳以下

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- 2015121
（フルタイム）

59歳以下 (1)7時00分～16時00分

正社員 03100- 1987521
（フルタイム）

64歳以下 (1)8時00分～17時00分

正社員 03100- 1991021
（フルタイム）

59歳以下 (1)10時00分～19時00分

正社員 13010-86962621
（フルタイム）

59歳以下 (1)10時00分～19時00分

正社員 13010-86967821

アパレルＣＡＤスタッフ ミドリ久慈衣料　株
式会社 岩手県久慈市

152,640円～
152,640円

雇用期間の定めなし 岩手県久慈市大川目町１４地割
６７番地１

縫製工 ミドリ久慈衣料　株
式会社 岩手県久慈市

150,944円～
150,944円

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 岩手県久慈市大川目町１４地割
６７番地１

食肉加工（侍浜工場） 株式会社　吉成食品
岩手県久慈市

141,868円～
141,868円

雇用期間の定めなし 岩手県久慈市侍浜町本町第９地
割５３－５０

歯科助手 岩本歯科医院　　岩
本　一夫 岩手県久慈市

140,000円～
160,000円

雇用期間の定めなし 岩手県久慈市田屋町第１地割４
８

運転手及び作業員（洋野
町堆肥センター内）

有限会社　シーアー
ルエム 岩手県九戸郡洋野町

普通自動車運転免許　　必須
（AT限定不可）

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

土木作業員 有限会社　Ｙ・Ｓライン
岩手県久慈市

普通自動車運転免許　　必須
（AT限定不可）

194,400円～
216,000円

雇用期間の定めなし 岩手県久慈市山形町川井第９地
割３８番地２

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

150,944円～
162,816円

雇用期間の定めなし 岩手県久慈市栄町第３２地割３
５番地１

食材加工（本社） 株式会社　碧青果
岩手県下閉伊郡普代村

普通自動車運転免許　　必須

130,539円～
130,539円

雇用期間の定めなし 岩手県下閉伊郡普代村第６地割
字中山１０５番１

現場作業員 株式会社　東北法面工業
岩手県久慈市

普通自動車運転免許　　必須
（AT限定不可）

198,000円～
286,000円

雇用期間の定めなし 岩手県久慈市川崎町１６番２７
号

内装工（見習い可） 誠建装　　長川　誠
岩手県九戸郡洋野町

普通自動車運転免許　　必須

151,200円～
324,000円

雇用期間の定めなし 岩手県九戸郡洋野町阿子木第１
８地割３６番地９６

介護員（臨時職員） 社会福祉法人　ひろの会
岩手県九戸郡洋野町

142,187円～
186,220円

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 岩手県九戸郡洋野町種市第２３
地割８１－６

介護員 プレステック　株式
会社　しらかば園 岩手県久慈市

普通自動車運転免許　　必須

145,000円～
160,000円

雇用期間の定めなし 岩手県久慈市山形町川井第１０
地割５５－１

介護支援専門員 プレステック　株式
会社　しらかば園 岩手県久慈市

普通自動車運転免許　　必須

200,000円～
280,000円

雇用期間の定めなし 岩手県久慈市山形町川井第１０
地割５５－１ 7時00分～19時00分の間

の8時間程度

一般作業員（土木・解
体）【久慈管内】

株式会社　さくら綜
合企画 岩手県久慈市

普通自動車運転免許　　必須

200,700円～
334,500円

雇用期間の定めなし 岩手県九戸郡野田村大字野田第
２７地割１６０－１

土木施工管理技士【久慈管内】 株式会社　さくら綜
合企画 岩手県久慈市

普通自動車運転免許　　必須

250,000円～
420,000円

雇用期間の定めなし 岩手県九戸郡野田村大字野田第
２７地割１６０－１

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

163,300円～
230,000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

牛の飼養管理・牧草の収穫 わさらび牧場
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～
250,000円

雇用期間の定めなし 岩手県久慈市山根町上戸鎖第１
地割１４

プログラマー／九戸郡洋野町 アンテナ株式会社
岩手県九戸郡洋野町

171,000円～
300,000円

雇用期間の定めなし 東京都中央区八丁堀四丁目２番
８号　７０２号

ＷＥＢデザイナー／洋野町 アンテナ株式会社
岩手県九戸郡洋野町

171,000円～
300,000円

雇用期間の定めなし 東京都中央区八丁堀四丁目２番
８号　７０２号
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（フルタイム）
59歳以下 (1)10時00分～19時00分

正社員 13010-86977221
（フルタイム） 変形（1ヶ月単位）

不問 (1)9時30分～18時30分

正社員以外 13130-22091521
（パートタイム）

不問 (1)9時00分～17時00分
(2)8時40分～16時40分

パート労働者 03010-20770021
（パートタイム）

不問

パート労働者 03100- 2034221
（パートタイム）

不問

看護師 必須

准看護師 必須

パート労働者 03100- 2005621
（パートタイム） 交替制あり

59歳以下

パート労働者 03100- 1957621
（パートタイム）

不問

８トン限定中型自動車免許 必須

中型自動車免許 あれば尚可

パート労働者 03100- 1983021
（パートタイム） 変形（1年単位）

不問

パート労働者 03100- 1962521
（パートタイム）

不問 (1)17時00分～21時00分

パート労働者 03100- 2018821
（パートタイム）

不問

パート労働者 03100- 2012321
（パートタイム）

不問

ホームヘルパー２級 あれば尚可

介護職員初任者研修修了者 あれば尚可

パート労働者 03100- 1982121 介護福祉士 あれば尚可

（パートタイム） 交替制あり
不問

パート労働者 03100- 1972321
（パートタイム）

不問

パート労働者 03100- 1999921
（パートタイム）

不問

パート労働者 03100- 2001221
（パートタイム）

18歳以上

パート労働者 03100- 1952821
（パートタイム）

不問

パート労働者 03100- 1992721
（パートタイム） 交替制あり

不問

パート労働者 04010-53377221
（パートタイム） 交替制あり

不問

パート労働者 04010-53380921

接客販売サポート（生活
家電）【久慈店】

株式会社　デンコー
ドー　［ケーズデン
キグループ］

岩手県久慈市

861円～861円雇用期間の定めあり（４ヶ月未満） 宮城県名取市上余田字千刈田３
０８ 9時50分～20時10分の間

の5時間以上

レジスタッフ【久慈店】 株式会社　デンコー
ドー　［ケーズデン
キグループ］

岩手県久慈市

861円～861円雇用期間の定めあり（４ヶ月未満） 宮城県名取市上余田字千刈田３
０８ 9時50分～20時10分の間

の5時間以上

牛の飼養管理・牧草の収
穫（パート）

わさらび牧場
岩手県久慈市

普通自動車運転免許　　必須
（AT限定不可）

880円～950円雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 岩手県久慈市山根町上戸鎖第１
地割１４ 8時00分～17時00分の間

の5時間以上

時間帯リーダー カラオケＷＯＮＤＡ
久慈店　代表　東
優奈

岩手県久慈市

900円～950円雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 岩手県久慈市中央２丁目２番地
16時00分～0時00分の間
の4時間以上

品出し、販売員　（コ
ミュニティ社員）

株式会社　サンデー
久慈長内店 岩手県久慈市

821円～821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３３地割
１１番地１ 6時30分～21時15分の間

の4時間以上

レジチェッカー 株式会社　サンデー
久慈長内店 岩手県久慈市

821円～821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３３地割
１１番地１ 6時45分～21時15分の間

の7時間程度

ジェラート販売 株式会社　舘豆富店
岩手県九戸郡洋野町

850円～1,000円雇用期間の定めなし 岩手県九戸郡洋野町有家第５地
割４７ 9時00分～16時30分の間

の3時間以上

介護員（パート・こはく苑） 社会福祉法人　琥珀会
岩手県久慈市

普通自動車運転免許　　必須

821円～1,000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１９地
割１１８－１ 6時00分～18時00分の間

の4時間以上

食材加工（長内） 株式会社　碧青果
岩手県久慈市

821円～821円雇用期間の定めなし 岩手県下閉伊郡普代村第６地割
字中山１０５番１ 8時00分～17時00分の間

の6時間程度

応接員【パート】 株式会社　のだむら
岩手県九戸郡野田村

普通自動車運転免許　　必須

854円～1,000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

縫製工（パート） ミドリ久慈衣料　株
式会社 岩手県久慈市

885円～885円雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 岩手県久慈市大川目町１４地割
６７番地１ 8時00分～17時05分の間

の6時間程度

採捕作業員 久慈川漁業協同組合
岩手県久慈市

1,000円～1,000円雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 岩手県久慈市大川目町第１５地
割８番地１ 8時30分～17時00分の間

の4時間以上

調理助手及びホールサー
ビス（パート）

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
普通自動車運転免許　　必須

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 8時00分～21時00分の間

の4時間以上

看護師・准看護師（パート） 久慈恵愛病院
岩手県久慈市

940円～1,430円雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 岩手県久慈市湊町第１７地割１
００番地 8時30分～17時30分の間

の4時間以上

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

銀行一般事務【久慈支店】 株式会社　北日本銀行
岩手県久慈市

普通自動車運転免許　　あれば尚可

860円～860円雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 岩手県盛岡市中央通１丁目６－
７

ＷＥＢディレクター／洋野町 アンテナ株式会社
岩手県九戸郡洋野町

171,000円～
300,000円

雇用期間の定めなし 東京都中央区八丁堀四丁目２番
８号　７０２号

軽四セールスドライバー
職（久慈営業所）

佐川急便株式会社
岩手県久慈市

普通自動車運転免許　　必須
（AT限定不可）

146,200円～
146,200円

雇用期間の定めあり（４ヶ月未満） 東京都江東区新砂２丁目１－１
７
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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8：30～17：15９月９日発行(次回９月１６日) ※ ９月１日～９月７日に受理した求人です。

説明会：１０：００～ 面接会：１０：３０～

説明会：１４：００～

説明会：１４：００～

説明会：１１：００～

説明会：１０：００～

令和４年９月２０日（火）

令和４年９月２２日（木）

令和４年９月２６日（月）

＊いずれも会場は、ハローワーク久慈　２階 会議室となります。
＊当日は、自宅にて検温のうえご来所下さい。　（受付時にお伺いします）。
＊当日は、開始時間５分前に会場へご案内となります。

◎お問い合わせ先　：　ハローワーク久慈　　☎０１９４－５３－３３７４

「求人説明会」・「ミニ面接会」　９月の予定

農事組合法人　八幡平ファーム

株式会社　十文字チキンカンパニー　久慈工場

株式会社　久慈ソーイング

アクサ生命保険　株式会社
盛岡営業所　久慈オフィス

株式会社　越戸商店

令和４年９月１２日（月）

令和４年９月１６日（金）

★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）

【お知らせ】
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