
（フルタイム）

18歳～64歳 (1)0時00分～6時00分

中型自動車免許 あれば尚可

準中型自動車免許 あれば尚可

正社員 03090- 1735021
（フルタイム） 変形（1年単位）

64歳以下 (1)8時00分～17時00分

その他の免許資格 必須

正社員 03100- 2115321
（フルタイム）

不問 (1)8時30分～17時15分

臨床検査技師 あれば尚可

正社員以外 03100- 2139521
（フルタイム） 変形（1ヶ月単位）

59歳以下 (1)8時45分～17時15分

(2)10時45分～19時15分

正社員 03100- 2080921
（フルタイム） 変形（1ヶ月単位）

59歳以下 (1)8時45分～17時15分

(2)11時00分～20時30分

正社員 03100- 2132621
（フルタイム） 変形（1ヶ月単位）

不問

正社員以外 03100- 2085221
（フルタイム）

62歳以下 (1)8時30分～18時00分

正社員 03100- 2086521
（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- 2134121
（フルタイム） 変形（1ヶ月単位）

69歳以下 (1)8時30分～17時30分

大型自動車第二種免許 あれば尚可

正社員 03100- 2140321
（フルタイム） 変形（1年単位）

59歳以下 (1)8時00分～16時40分

正社員 03100- 2076821
（フルタイム） 変形（1ヶ月単位）

45歳以下 (1)8時00分～17時00分

正社員 03100- 2079421
（フルタイム） 変形（1ヶ月単位）

59歳以下 (1)7時00分～16時00分

(2)8時00分～17時00分

(3)13時00分～22時00分 介護福祉士 必須

正社員 03100- 2126121
（フルタイム） 変形（1ヶ月単位）

不問 (1)8時30分～17時00分

(2)10時30分～19時00分

正社員以外 03100- 2137821
（フルタイム） 変形（1年単位）

59歳以下 (1)11時00分～19時30分

正社員 03100- 2142921
（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- 2101021
（フルタイム）

不問 (1)8時00分～17時00分

正社員 03100- 2135021

必要な免許資格

ブロイラー生鳥捕鳥作業員 ＣＣＩ合同会社
岩手県久慈市

普通自動車運転免許　　あれば尚可

156,100円～
196,240円

雇用期間の定めなし 岩手県九戸郡軽米町大字晴山第
８地割１８

職　種 年　齢 賃　金 求人者名 就業場所・所在地 就業時間

機械監視員 株式会社　三浦商店
岩手県九戸郡洋野町

150,150円～
161,700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１３７番地８２

臨床検査技師又は補助員
（会計年度任用職員）

岩手県立久慈病院
岩手県久慈市

133,618円～
222,800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

販売職 久慈琥珀　株式会社
岩手県久慈市

普通自動車運転免許　　必須

150,000円～
170,000円

雇用期間の定めなし 岩手県久慈市小久慈町１９地割
１５６－１３３

ホールスタッフ又は調理
補助

久慈琥珀　株式会社
岩手県久慈市

普通自動車運転免許　　必須

150,000円～
170,000円

雇用期間の定めなし 岩手県久慈市小久慈町１９地割
１５６－１３３

フロント業務（正社員以外／新
山根温泉べっぴんの湯）

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

146,200円～
163,400円

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 岩手県久慈市栄町第３７地割７
８－７ 8時00分～22時00分の間

の8時間程度

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７
８－７

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

バス運転手 三陸観光　株式会社
岩手県久慈市

普通自動車運転免許　　必須

170,000円～
250,000円

雇用期間の定めなし 岩手県久慈市小久慈町第３５地
割３５番地１

縫製工 株式会社　アクティブ
岩手県久慈市

147,315円～
148,350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５３－５２

塗装工 小坂塗装　小坂　武志
岩手県久慈市

普通自動車運転免許　　必須

（AT限定不可）

157,500円～
292,500円

雇用期間の定めなし 岩手県久慈市寺里第３１地割１
０９－３

介護福祉士（リハビリタ
ウンくじ）

医療法人　健生会
岩手県久慈市

153,700円～
218,800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

販売及び接客（農産物直
売所）

一般社団法人　大野
ふるさと公社 岩手県九戸郡洋野町

普通自動車運転免許　　必須

122,850円～
136,500円

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 岩手県九戸郡洋野町大野第５８
地割１２－３０

学童支援員 小久慈学童たんぽぽ
クラブ　父母の会 岩手県久慈市

159,000円～
220,000円

雇用期間の定めなし 岩手県久慈市小久慈町第２１地
割４２番地７ 又は7時30分～19時30分

の間の7時間以上

理学療法士又は作業療法士 社会福祉法人　天神
会　障害者支援施設
ひばり療護園

岩手県久慈市
普通自動車運転免許　　必須

196,000円～
296,000円

雇用期間の定めなし 岩手県久慈市天神堂第３２地割
８

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

◎ 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３０日発行(次回１０月７日) ※ ９月１５日～９月２８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》 ℡ 平日 ： ～ ：９月３０日発行(次回１０月７日) ※ ９月１５日～９月２８日に受理した求人です。

（フルタイム） 変形（1ヶ月単位）

64歳以下 (1)7時00分～16時00分

(2)8時30分～17時30分

(3)10時00分～19時00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 03100- 2107321
（フルタイム） 変形（1年単位）

不問 (1)7時00分～16時00分

大型自動車免許 必須

正社員 03100- 2087421
（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- 2088321
（フルタイム） 交替制あり

不問 (1)7時00分～16時00分

(2)8時00分～17時00分

介護福祉士 必須

介護職員初任者研修修了者 必須

正社員以外 03100- 2128721 介護職員実務者研修修了者 必須

（フルタイム） 変形（1年単位）

59歳以下 (1)6時30分～15時30分

(2)8時00分～17時00分

(3)10時00分～19時00分 大型特殊自動車免許 必須

フォークリフト運転技能者 必須

正社員 03100- 2098921
（フルタイム）

不問 (1)8時00分～17時00分

第一種電気主任技術者 必須

第二種電気主任技術者 必須

正社員以外 03100- 2119021
（フルタイム） 変形（1ヶ月単位）

59歳以下 (1)9時45分～19時15分

(2)9時45分～13時15分

正社員以外 03100- 2116621
（フルタイム）

59歳以下 (1)7時00分～16時00分

正社員 03100- 2136721
（フルタイム） 変形（1年単位）

62歳以下 (1)8時00分～17時00分

正社員以外 03100- 2120221
（フルタイム） 変形（1ヶ月単位）

45歳以下 (1)8時00分～17時00分

正社員 03100- 2090021
（フルタイム）

不問 (1)8時00分～17時00分

正社員以外 13010-95908021
（フルタイム）

64歳以下 (1)8時30分～17時30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 15010-33374721
（パートタイム）

不問

パート労働者 02020-12941021
（パートタイム）

不問 (1)16時00分～19時00分

パート労働者 03100- 2099121
（パートタイム）

不問

パート労働者 03100- 2117921
（パートタイム）

不問

介護福祉士 必須

パート労働者 03100- 2118121
（パートタイム） 交替制あり

59歳以下

パート労働者 03100- 2081121

販売職 久慈琥珀　株式会社
岩手県久慈市

普通自動車運転免許　　必須

880円～900円雇用期間の定めなし 岩手県久慈市小久慈町１９地割
１５６－１３３ 8時45分～19時15分の間

の3時間以上

介護スタッフ（有資格者） 有限会社　ホームセ
ンター仙台 岩手県久慈市

普通自動車運転免許　　必須

854円～900円雇用期間の定めなし 岩手県久慈市田屋町第１地割３
０番地８ 9時00分～16時30分の間

の6時間程度

介護スタッフ（無資格者） 有限会社　ホームセ
ンター仙台 岩手県久慈市

普通自動車運転免許　　必須

854円～870円雇用期間の定めなし 岩手県久慈市田屋町第１地割３
０番地８ 9時00分～16時30分の間

の6時間程度

保育士又は保育補助者 社会福祉法人　天神
会　ひばり保育園 岩手県久慈市

880円～1,000円雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 岩手県久慈市天神堂第３２地割
４－１

レジ【種市店】１３：００～２
１：３０の間の４ｈ程度

株式会社　ユニバース
岩手県九戸郡洋野町

956円～956円雇用期間の定めあり（４ヶ月未満） 青森県八戸市大字長苗代字前田
８３－１ 13時00分～21時30分の間

の4時間程度

介護員 有限会社　中塚　小
規模多機能ホーム
ときわ苑

岩手県久慈市
普通自動車運転免許　　必須

（AT限定不可）

147,000円～
155,000円

雇用期間の定めなし 岩手県久慈市湊町第１４地割１
０３番地

運転手 株式会社　木ノ下林業
岩手県久慈市

普通自動車運転免許　　必須

（AT限定不可）

233,786円～
350,679円

雇用期間の定めなし 岩手県久慈市侍浜町北野第３地
割９－２ 車両系建設機械（整地・運搬・

積込用及び掘削用）運転技能者
必須

土木作業員 株式会社　新道建設
岩手県久慈市

普通自動車運転免許　　必須

173,250円～
277,200円

雇用期間の定めなし 岩手県久慈市長内町第２４地割
１１９－６

介護職員（臨時） 社会福祉法人　健慈会
岩手県九戸郡野田村

普通自動車運転免許　　必須

147,100円～
280,300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玉川第
５地割４５－２２ 又は10時00分～19時00分

の間の8時間

燃料受入、保全、投入業務職 株式会社　野田バイ
オパワーＪＰ 岩手県九戸郡野田村

普通自動車運転免許　　必須

150,100円～
183,000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５２番地３

電気主任技術者・メンテ
ナンス作業員

株式会社　野田バイ
オパワーＪＰ 岩手県九戸郡野田村

普通自動車運転免許　　必須

417,000円～
584,000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
２２地割５２番地３

販売員 株式会社　しまむら
ファッションセン
ターしまむら久慈店

岩手県久慈市

132,680円～
132,680円

雇用期間の定めなし 岩手県久慈市長内町第３０地割
１２－２

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

孵卵作業員 プライフーズ　株式
会社　岩手孵卵場 岩手県九戸郡洋野町

142,300円～
162,000円

雇用期間の定めなし 岩手県九戸郡洋野町大野１４－
５

塗装工 三上船舶工業　株式会
社（八戸事業所　久慈
工場）

岩手県久慈市

172,000円～
223,600円

雇用期間の定めなし 岩手県久慈市夏井町閉伊口第８
地割７４番地１５

粗大ごみ処理場の運転維持
管理業務／久慈市夏井町

メタウォーターサー
ビス　株式会社 岩手県久慈市

170,000円～
220,000円

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 東京都千代田区神田須田町１－
２５　ＪＲ神田万世橋ビル

土木技術者（施工管理業
務）岩手県内各現場

株式会社　エムエー
シー　新潟事務所 岩手県久慈市

普通自動車運転免許　　必須

350,000円～
550,000円

雇用期間の定めなし 新潟県新潟市中央区東大通２－
２－９－７０８
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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》 ℡ 平日 ： ～ ：９月３０日発行(次回１０月７日) ※ ９月１５日～９月２８日に受理した求人です。

（パートタイム） 交替制あり

59歳以下

パート労働者 03100- 2133921
（パートタイム）

59歳以下 (1)9時00分～16時00分

パート労働者 03100- 2138221
（パートタイム）

59歳以下

パート労働者 03100- 2123321
（パートタイム）

不問

パート労働者 03100- 2129821
（パートタイム）

不問 (1)8時00分～12時00分

介護職員初任者研修修了者 必須

介護職員実務者研修修了者 必須

パート労働者 03100- 2124621 介護福祉士 あれば尚可

（パートタイム）

不問 (1)8時15分～12時15分

調理師 必須

パート労働者 03100- 2131321
（パートタイム）

不問 (1)13時30分～16時30分

パート労働者 03100- 2100121
（パートタイム）

不問

ホームヘルパー２級 必須

パート労働者 03100- 2141621
（パートタイム）

不問 (1)8時00分～13時30分

(2)11時30分～17時00分

パート労働者 03100- 2114421
（パートタイム）

64歳以下 (1)19時00分～7時00分

パート労働者 03100- 2106421
（パートタイム）

不問 (1)9時00分～16時00分

パート労働者 03100- 2127021
（パートタイム）

不問 (1)6時00分～12時00分

パート労働者 03100- 2089621
（パートタイム） 交替制あり

18歳以上 (1)21時00分～5時00分

パート労働者 03100- 2105521
（パートタイム）

不問

パート労働者 03100- 2103821
（パートタイム）

不問

パート労働者 03100- 2122421
（パートタイム） 交替制あり

不問

パート労働者 12010-28124021

アミューズメント施設の接客ス
タッフ（ＰＡＬＯ久慈店）

株式会社　イオン
ファンタジー 岩手県久慈市

860円～950円雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 千葉県千葉市美浜区中瀬　１－
５－１　イオンタワー１３Ｆ 10時00分～21時59分の間

の4時間以上

作業員 有限会社　野田タイ
ヤ商会 岩手県九戸郡野田村

普通自動車運転免許　　必須

1,000円～1,000円雇用期間の定めあり（４ヶ月未満） 岩手県久慈市宇部町第１４地割
４７－１ 9時00分～17時00分の間

の5時間以上

構内作業員 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３２
地割１１７番地１ 9時00分～17時00分の間

の5時間程度

夜勤専門員 合同会社　ｍａｍ’
ｓ　ｈｕｇ 岩手県久慈市

普通自動車運転免許　　必須

821円～1,027円雇用期間の定めなし 岩手県久慈市中央２丁目３３

世話人 合同会社　ｍａｍ’
ｓ　ｈｕｇ 岩手県久慈市

普通自動車運転免許　　必須

821円～821円雇用期間の定めなし 岩手県久慈市中央２丁目３３

清掃員 社会福祉法人　健慈会
岩手県九戸郡野田村

普通自動車運転免許　　必須

854円～1,100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玉川第
５地割４５－２２

介護員補助（夜勤専門） 有限会社　中塚　小
規模多機能ホーム
ときわ苑

岩手県久慈市

854円～880円雇用期間の定めなし 岩手県久慈市湊町第１４地割１
０３番地

清掃作業員 有限会社　宇部煎餅店
岩手県久慈市

850円～850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

訪問介護員 コアラいわて　有限会社
岩手県久慈市

普通自動車運転免許　　必須

950円～1,100円雇用期間の定めなし
60歳以上
歓迎求人

岩手県久慈市夏井町閉伊口第３
地割３３番地８ 8時00分～18時00分の間

の4時間程度

介護員 社会福祉法人　天神
会　障害者支援施設
ひばり療護園

岩手県久慈市

850円～1,000円雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 岩手県久慈市天神堂第３２地割
８

調理員 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

870円～870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１８地割
１４－３

介護員（リハビリタウンくじ） 医療法人　健生会
岩手県久慈市

845円～1,000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５番
地

事務（産休代替） 有限会社　逸見工業
岩手県九戸郡洋野町

普通自動車運転免許　　必須

900円～900円雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 岩手県九戸郡　洋野町種市第３
９地割８－７０ 8時00分～17時00分の間

の4時間程度

事務員 株式会社　三陸水産
岩手県下閉伊郡普代村

普通自動車運転免許　　必須

950円～1,100円雇用期間の定めなし 岩手県下閉伊郡普代村第５地割
字上の山９番地４ 8時00分～14時00分の間

の3時間以上

縫製工 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

ホールスタッフ又は調理
補助

久慈琥珀　株式会社
岩手県久慈市

普通自動車運転免許　　必須

880円～900円雇用期間の定めなし 岩手県久慈市小久慈町１９地割
１５６－１３３ 8時45分～19時15分の間

の4時間以上
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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》 ℡ 平日 ： ～ ：９月３０日発行(次回１０月７日) ※ ９月１５日～９月２８日に受理した求人です。

説明会：１４：００～ ハローワーク久慈　２階　会議室

説明会：１４：００～ ハローワーク久慈　２階　会議室

説明会：１４：００～ ハローワーク久慈　２階　会議室

＊当日は、マスク着用でお願いします。また、会場入りの際はアルコール消毒もお願いします。
＊当日は、開始時間５分前に会場へご案内となります。
＊新型コロナウィルス感染症の発生状況によっては、中止となる場合もありますので、ご了承
　　ください。

◎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」　１０月の予定

令和４年１０月１７日（月） 株式会社　十文字チキンカンパニー　久慈工場

令和４年１０月１８日（火） 株式会社　越戸商店

令和４年１０月２５日（火） 株式会社　久慈ソーイング

★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～

【お知らせ】
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