
（フルタイム） 変形（1ヶ月単位）
40歳以下 (1)10時00分～19時00分

正社員 02020-12562621
（フルタイム）

不問 (1)8時30分～17時30分

準中型自動車免許 必須

正社員以外 03010-21435921
（フルタイム）

18歳～59歳 (1)19時00分～3時00分
(2)0時00分～8時00分

大型自動車免許 必須

フォークリフト運転技能者 あれば尚可

正社員 03090- 1689621
（フルタイム） 変形（1年単位）

39歳以下 (1)8時00分～17時00分

正社員 03100- 2039921
（フルタイム） 変形（1年単位）

不問 (1)6時00分～15時00分
(2)8時00分～17時00分
(3)12時30分～21時30分 危険物取扱者（丙種） 必須

準中型自動車免許 あれば尚可

正社員以外 03100- 2068221
（フルタイム）

不問 (1)8時30分～17時15分

栄養士 必須

正社員以外 03100- 2038621
（フルタイム） 変形（1年単位）

64歳以下 (1)8時00分～17時00分
(2)8時00分～16時30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 03100- 2044421 ２級建築施工管理技士 必須

（フルタイム） 交替制あり
不問 (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 看護師 必須

准看護師 必須

正社員以外 03100- 2060421
（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 03100- 2065021
（フルタイム）

59歳以下 (1)8時00分～17時00分

正社員以外 03100- 2069521
（フルタイム） 変形（1ヶ月単位）

59歳以下 (1)9時00分～17時45分

三級自動車整備士 あれば尚可

二級自動車整備士 あれば尚可

正社員 03100- 2041821
（フルタイム）

59歳以下 (1)8時30分～17時30分

看護師 必須

准看護師 必須

正社員 03100- 2040721
（フルタイム） 変形（1年単位）

64歳以下 (1)8時10分～17時10分

正社員 03100- 2072921
（フルタイム） 交替制あり

45歳以下 (1)9時00分～18時00分
(2)9時30分～18時30分
(3)13時00分～21時45分

正社員 03100- 2058721
（フルタイム） 変形（1ヶ月単位）

不問 (1)8時00分～17時00分

正社員 03100- 2052421
（フルタイム）

不問 (1)8時30分～17時30分

正社員以外 03100- 2046621

事務および送迎員 株式会社　ジャスト
ハーツ 岩手県久慈市

普通自動車運転免許　　必須

138,000円～
138,000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

現場作業員 株式会社　上野興業
岩手県九戸郡洋野町

180,000円～
220,000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２０
地割１－６

調理及び接客（豪ーめん
久慈店）

株式会社　レフリー
岩手県久慈市

154,780円～
168,970円

雇用期間の定めなし 岩手県久慈市本町３丁目２８
又は9時30分～22時00分
の間の8時間程度

組立製造員（各種電線加
工・端子部品取付作業）

株式会社　岩本電機
岩手県九戸郡洋野町

148,800円～
200,000円

雇用期間の定めなし 岩手県九戸郡洋野町種市第１３
地割４１－２５

看護師 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

184,000円～
247,700円

雇用期間の定めなし 岩手県久慈市小久慈町第６５地
割１６－２

自動車整備スタッフ 久慈日産チェリー
株式会社 岩手県久慈市

普通自動車運転免許　　必須

155,000円～
200,000円

雇用期間の定めなし 岩手県久慈市夏井町大崎第１２
地割９番地４

店員（鮮魚部門・フルタ
イム）［宇部店］

株式会社　越戸商店
岩手県久慈市

143,424円～
143,424円

雇用期間の定めなし 岩手県下閉伊郡普代村第１９地
割字白井１７番地２

現場作業員（期） 株式会社　マルサ嵯
峨商店 岩手県久慈市

160,300円～
192,000円

雇用期間の定めあり（４ヶ月未満） 岩手県久慈市長内町第４０地割
１１３番地２

看護師・准看護師（会計
年度任用職員）

岩手県立久慈病院
岩手県久慈市

164,400円～
250,200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

技術者 プレステック　株式会社
岩手県久慈市

普通自動車運転免許　　必須

180,000円～
290,000円

雇用期間の定めなし 岩手県久慈市山形町川井第８地
割１５－７

栄養士（会計年度任用職員） 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～
200,300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

石油製品販売・サービス
スタッフ

宮城建設　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）

183,600円～
183,600円

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 岩手県久慈市新中の橋第４地割
３５番地３

事務員 株式会社　小山組
岩手県久慈市

普通自動車運転免許　　必須

160,000円～
250,000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

大型トラック運転手 株式会社　十文字養鶏
岩手県久慈市

普通自動車運転免許　　必須

264,000円～
420,000円

雇用期間の定めなし 岩手県二戸市下斗米字上野平６
７－１５ 又は8時00分～16時00分

の間の7時間程度

配達業務（県北事業所） 岩手県学校生活協同組合
岩手県久慈市

161,952円～
161,952円

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 岩手県滝沢市土沢２２０－５

必要な免許資格

店頭受付及び事務【久慈市】 株式会社　八戸通信機
岩手県久慈市

普通自動車運転免許　　必須

160,000円～
180,000円

雇用期間の定めなし 青森県八戸市城下１丁目２１－
２６

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8：30～17：15９月１６日発行(次回９月３０日) ※ ９月８日～９月１４日に受理した求人です。

1／3



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１６日発行(次回９月３０日) ※ ９月８日～９月１４日に受理した求人です。

（フルタイム）
64歳以下 (1)9時15分～17時00分

(2)9時15分～16時15分

正社員 03100- 2066721
（フルタイム）

62歳以下 (1)8時00分～17時00分

大型自動車免許 必須

正社員以外 03100- 2062621
（フルタイム）

不問 (1)8時30分～17時30分

危険物取扱者（丙種） 必須

危険物取扱者（乙種） あれば尚可

正社員以外 03100- 2054621 危険物取扱者（甲種） あれば尚可

（フルタイム）
59歳以下 (1)9時00分～17時00分

正社員 06060- 2718021
（フルタイム）

59歳以下 (1)9時00分～17時00分

正社員 06060- 2719721
（フルタイム）

59歳以下 (1)9時00分～17時00分

正社員 06060- 2720521
（フルタイム）

59歳以下 (1)9時00分～17時00分

正社員 06060- 2721421
（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 37020- 8038821
（パートタイム） 交替制あり

不問 (1)9時40分～13時40分
(2)15時20分～19時20分

パート労働者 01230-19287521
（パートタイム） 交替制あり

不問 (1)9時40分～16時40分
(2)12時20分～19時20分

パート労働者 01230-19289321
（パートタイム）

不問

歯科衛生士 あれば尚可

パート労働者 03100- 2061321
（パートタイム）

64歳以下 (1)9時00分～16時10分

パート労働者 03100- 2071621
（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- 2050221
（パートタイム）

不問 (1)13時15分～17時00分

パート労働者 03100- 2064121
（パートタイム）

64歳以下

パート労働者 03100- 2067821
（パートタイム）

64歳以下

パート労働者 03100- 2063921
（パートタイム）

不問 (1)10時00分～13時30分

パート労働者 03100- 2070321
（パートタイム）

不問 (1)13時00分～17時00分
(2)12時00分～17時00分

パート労働者 03100- 2056121

現場責任者（造船）【岩
手県】

有限会社　コウエイ
エンジニアリング 岩手県久慈市

224,640円～
276,480円

雇用期間の定めなし 香川県仲多度郡多度津町家中１
２５－４

家庭薬配置員【岩手営業
所】（普代村）

協同薬品工業　株式会社
岩手県下閉伊郡普代村

普通自動車運転免許　　必須

130,000円～
130,000円

雇用期間の定めなし 山形県長井市本町２丁目１０－
６

家庭薬配置員【岩手営業
所】（洋野町）

協同薬品工業　株式会社
岩手県九戸郡洋野町

普通自動車運転免許　　必須

130,000円～
130,000円

雇用期間の定めなし 山形県長井市本町２丁目１０－
６

家庭薬配置員【岩手営業
所】（野田村）

協同薬品工業　株式会社
岩手県九戸郡野田村

普通自動車運転免許　　必須

130,000円～
130,000円

雇用期間の定めなし 山形県長井市本町２丁目１０－
６

家庭薬配置員【岩手営業
所】（久慈市）

協同薬品工業　株式会社
岩手県久慈市

普通自動車運転免許　　必須

130,000円～
130,000円

雇用期間の定めなし 山形県長井市本町２丁目１０－
６

灯油配達員 カメイ株式会社　八
戸支店　久慈営業所 岩手県久慈市

普通自動車運転免許　　必須
（AT限定不可）

154,000円～
165,000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３５地割
１番地１５

運送業務 プライフーズ　株式
会社　岩手孵卵場 岩手県九戸郡洋野町

普通自動車運転免許　　必須

216,700円～
216,700円

雇用期間の定めなし 岩手県九戸郡洋野町大野１４－
５

商工会議所共済・福祉制
度推進スタッフ

アクサ生命保険　株
式会社　盛岡営業所
久慈オフィス

岩手県久慈市

180,000円～
240,000円

雇用期間の定めなし 岩手県久慈市十八日町１丁目４
５　久慈商工会議所会館内

販売員（岩手県久慈市山
形町）４Ｈ

ＤＣＭニコット　株式会社
岩手県久慈市

普通自動車運転免許　　あれば尚可

854円～854円雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 北海道札幌市厚別区厚別中央３
条２丁目１－４０　マルシンビ
ル

販売員（岩手県久慈市山
形町）６Ｈ

ＤＣＭニコット　株式会社
岩手県久慈市

普通自動車運転免許　　あれば尚可

854円～854円雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 北海道札幌市厚別区厚別中央３
条２丁目１－４０　マルシンビ
ル

歯科衛生士又は歯科助手
（会計年度任用職員）

岩手県立久慈病院
岩手県久慈市

821円～1,368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
8時30分～17時15分の間
の7時間程度

組立製造員パート（各種電線加
工・端子部品取付作業）

株式会社　岩本電機
岩手県九戸郡洋野町

821円～821円雇用期間の定めなし 岩手県九戸郡洋野町種市第１３
地割４１－２５

看護師（パート） 社会福祉法人　山形
福祉会 岩手県久慈市

普通自動車運転免許　　あれば尚可

1,000円～1,050円雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 岩手県久慈市山形町川井第１２
地割５５番地１ 7時00分～19時30分の間

の6時間程度

清掃員（市民体育館） 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３９
番４号

調剤補助・医療事務ス
タッフ

有限会社　コミュニ
ティーファーマシー
みどり薬局

岩手県久慈市
普通自動車運転免許　　必須

855円～900円雇用期間の定めなし 岩手県久慈市旭町第１０地割３
２番地７ 8時30分～17時00分の間

の5時間程度

木材加工 株式会社　リンザイ
岩手県久慈市

900円～900円雇用期間の定めなし 岩手県久慈市大川目町第３地割
３１－１ 8時00分～17時00分の間

の4時間以上

調理補助およびホール係【１】 中村商事　有限会社
岩手県久慈市

860円～860円雇用期間の定めなし 岩手県久慈市中央２丁目２３

接客・調理補助（１３時～／１
２時～・キッチンレフリー）

株式会社　レフリー
岩手県久慈市

877円～959円雇用期間の定めなし 岩手県久慈市本町３丁目２８
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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１６日発行(次回９月３０日) ※ ９月８日～９月１４日に受理した求人です。

（パートタイム）
不問 (1)9時30分～14時00分

パート労働者 03100- 2057021
（パートタイム）

59歳以下 (1)8時30分～17時00分

パート労働者 03100- 2049021
（パートタイム）

不問 (1)9時00分～13時15分

パート労働者 13010-91073921

接客・調理補助（９時半～１４
時・キッチンレフリー）

株式会社　レフリー
岩手県久慈市

857円～939円雇用期間の定めなし 岩手県久慈市本町３丁目２８

医療材料の管理及び院内
搬送

株式会社　エフエス
ユニマネジメント
久慈事業所

岩手県久慈市

830円～830円雇用期間の定めなし 岩手県久慈市旭町第１０地割１
番　（岩手県立久慈病院内）

ホテルの客室清掃／久慈市 サンリツテクノス
株式会社 岩手県久慈市

825円～825円雇用期間の定めあり（４ヶ月未満） 東京都千代田区神田須田町１丁
目２６－２　松浦ビル８Ｆ

★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）

◆ハローワーク久慈は、平日８：３０から１７：１５まで開庁しております。なお、以下につきまして、ご案内いたします。

１．職業相談には一定の時間がかかります。

お待ちいただく時間は、日時によって変動しますので、時間に余裕を持った

ご来所をお願いいたします。

２．ご紹介の際には、先方（事業所）と連絡がつきにくい時間帯があります。

【事業所と連絡がつきにくい時間帯】

① ８：３０～ ９：００

② １２：００～１３：００

③ １７：００～１７：１５

予めご了承いただき、可能な限り、上記の時間帯以外のご利用をお願いいたします。

◎当所では、窓口の混雑状況により、

９：００～１７：００の間のご利用をお勧め しております。

私たち職員一同は、お客様の目線に立った懇切丁寧な職業相談に努めて参ります。

ハローワーク久慈
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