
（フルタイム） 変形（1年単位）
59歳以下 (1)8時00分～17時00分

玉掛技能者 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 02020-13343521 小型移動式クレーン運転技能者 あれば尚可

（フルタイム） 交替制あり
59歳以下 (1)5時00分～14時00分

(2)8時00分～17時00分
(3)11時00分～20時00分 栄養士 必須

正社員 02020-13676621
（フルタイム） 変形（1年単位）

64歳以下 (1)8時00分～17時00分
大型自動車免許 あれば尚可

玉掛技能者 あれば尚可

正社員 03100- 2168921
（フルタイム） 変形（1年単位）

64歳以下 (1)8時00分～17時00分

玉掛技能者 あれば尚可

正社員 03100- 2169121
（フルタイム） 変形（1年単位）

64歳以下 (1)8時00分～17時00分

大型自動車免許 あれば尚可

正社員 03100- 2170821 玉掛技能者 あれば尚可

（フルタイム） 変形（1年単位）
64歳以下 (1)8時00分～17時00分

１級土木施工管理技士 あれば尚可

２級土木施工管理技士 必須

正社員 03100- 2171221 ２級建設機械施工技士 必須

（フルタイム） 変形（1年単位）
40歳以下 (1)8時00分～17時00分

正社員 03100- 2194721
（フルタイム）

30歳以下 (1)8時30分～17時30分

日商簿記３級 必須

正社員 03100- 2180521
（フルタイム） 変形（1年単位）

59歳以下 (1)8時00分～17時30分

正社員 03100- 2177121
（フルタイム） 変形（1年単位）

64歳以下 (1)8時45分～17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 03100- 2187721
（フルタイム） 変形（1年単位）

59歳以下 (1)8時00分～17時00分
(2)8時00分～17時30分
(3)8時15分～17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 必須

正社員以外 03100- 2147221
（フルタイム）

59歳以下 (1)8時00分～17時30分

正社員 03100- 2144021
（フルタイム）

59歳以下 (1)8時00分～17時00分
(2)7時00分～16時00分

正社員 03100- 2185121
（フルタイム） 変形（1ヶ月単位）

不問 (1)6時30分～15時30分
(2)8時30分～17時30分
(3)12時00分～21時00分

正社員以外 03100- 2145721
（フルタイム） 交替制あり

不問 (1)6時00分～15時00分
(2)9時30分～18時30分
(3)10時00分～19時00分 調理師 必須

正社員以外 03100- 2184921
（フルタイム）

59歳以下 (1)9時00分～17時30分

医療事務資格 必須

正社員 03100- 2193021
（フルタイム）

不問 (1)9時00分～17時45分

正社員以外 03100- 2188821
（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30分～17時30分
(3)10時00分～19時00分

介護職員 グループホーム　み
どりの里　株式会社
藤森

岩手県九戸郡洋野町
普通自動車運転免許　　あれば尚可

147,060円～
151,360円

雇用期間の定めなし 岩手県九戸郡洋野町種市第４０
地割２２－２

警察事務（運転免許事務・会計
年度任用職員）（育休代替）

久慈警察署
岩手県久慈市

147,400円～
183,800円

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 岩手県久慈市門前第３地割１番
地

受付・医療事務 久慈眼科クリニック
圓佛誠基 岩手県久慈市

150,000円～
175,000円

雇用期間の定めなし 岩手県久慈市長内町第３２地割

調理員（有期契約職員） 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

156,380円～
173,500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

生活支援員 社団医療法人　祐和
会　生活訓練施設
銀杏荘

岩手県久慈市
普通自動車運転免許　　必須

166,200円～
176,000円

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 岩手県久慈市門前第１地割１５
１－１

食肉処理工 有限会社　ノダミート
岩手県久慈市

143,000円～
150,000円

雇用期間の定めなし 岩手県九戸郡野田村大字野田第
２１地割２６７－７

一般事務 種市電工　株式会社
岩手県九戸郡洋野町

普通自動車運転免許　　必須

172,000円～
183,000円

雇用期間の定めなし 岩手県九戸郡洋野町種市第２５
地割１９番地２

鮮魚の集荷、運搬業務およ
び水産加工品選別箱詰作業

株式会社　越戸商店
岩手県下閉伊郡普代村

普通自動車運転免許　　必須
（AT限定不可）

169,926円～
220,903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

大型自動車運転手 十久輸送　有限会社
岩手県久慈市

普通自動車運転免許　　必須
（AT限定不可）

192,460円～
272,000円

雇用期間の定めなし 岩手県久慈市小久慈町第３２地
割２番地１

技術者（見習可）作業員 株式会社　共進設備
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 岩手県久慈市湊町第２２地割４
７番１０

経理・総務・営業事務 株式会社　藤森測量設計
岩手県久慈市

普通自動車運転免許　　必須

160,000円～
200,000円

雇用期間の定めなし 岩手県久慈市新井田第４地割１
３－１

一般事務 株式会社　ヤマイチ
岩手県久慈市

普通自動車運転免許　　必須

161,000円～
171,000円

雇用期間の定めなし 岩手県久慈市長内町２１－５０
－１

土木技術者（見習い可） 外里建設　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）

200,000円～
350,000円

雇用期間の定めなし 岩手県久慈市大川目町第１４地
割６３－６

建設機械オペレーター 外里建設　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）

183,350円～
257,320円

雇用期間の定めなし 岩手県久慈市大川目町第１４地
割６３－６

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

型枠大工 外里建設　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）

225,050円～
281,750円

雇用期間の定めなし 岩手県久慈市大川目町第１４地
割６３－６

一般作業員（見習い可） 外里建設　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）

178,130円～
281,750円

雇用期間の定めなし 岩手県久慈市大川目町第１４地
割６３－６ 車両系建設機械（整地・運搬・

積込用及び掘削用）運転技能者
あれば尚可

栄養士【じょうない】 有限会社　かん東
岩手県九戸郡洋野町

200,000円～
350,000円

雇用期間の定めなし 青森県八戸市売市２丁目３－１
５

必要な免許資格

一般作業員【久慈市】 信和工業　株式会社
岩手県久慈市

普通自動車運転免許　　必須

194,400円～
280,800円

雇用期間の定めなし 青森県八戸市石堂四丁目１０－
１

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8：30～17：15１０月７日発行(次回１０月１４日) ※ ９月２９日～１０月５日に受理した求人です。

1／2



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8：30～17：15１０月７日発行(次回１０月１４日) ※ ９月２９日～１０月５日に受理した求人です。

正社員以外 03100- 2167621
（フルタイム） 変形（1年単位）

不問 (1)8時00分～17時00分
２級管工事施工管理技士 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 03100- 2172521
（フルタイム）

45歳以下 (1)9時00分～17時00分

正社員 03100- 2189221
（フルタイム） 変形（1年単位）

18歳以上 (1)8時30分～16時45分
(2)16時30分～23時45分
(3)23時30分～8時45分

有期雇用派遣労働者 11030-27236721
（フルタイム） 変形（1ヶ月単位）

59歳以下 (1)8時00分～17時00分
(2)20時00分～8時00分

無期雇用派遣労働者 13080-75844421
（パートタイム）

不問

パート労働者 02020-13666421
（パートタイム）

不問

パート労働者 02020-13670721
（パートタイム） 交替制あり

不問

栄養士 必須

パート労働者 02020-13675321
（パートタイム）

不問

パート労働者 03100- 2148521
（パートタイム）

不問 (1)8時00分～17時00分

パート労働者 03100- 2186021
（パートタイム）

不問 (1)9時00分～16時00分

保育士 必須

パート労働者 03100- 2146821
（パートタイム） 交替制あり

不問 (1)6時30分～11時30分

パート労働者 03100- 2182321
（パートタイム）

不問 (1)6時00分～11時30分
(2)9時00分～11時00分

パート労働者 03100- 2183621
（パートタイム）

不問 (1)9時30分～14時30分
(2)16時45分～21時45分

パート労働者 03100- 2160021
（パートタイム）

不問 (1)8時00分～17時30分

パート労働者 03100- 2149421
（パートタイム）

20歳以上 (1)20時00分～0時00分

パート労働者 03100- 2162821

ガス化プラント施設の試
運転業務

株式会社　朝日エン
ジニアリング 岩手県久慈市

普通自動車運転免許　　必須

240,000円～
280,000円

雇用期間の定めなし 東京都新宿区下宮比町２番１号
第一勧銀稲垣ビル８Ｆ

化学プラント内ホイルローダー
業務又は施設メンテ［久慈市］

株式会社ブッキン
ブックス 岩手県久慈市

普通自動車運転免許　　必須

270,000円～
270,000円

雇用期間の定めあり（４ヶ月未満） 埼玉県上尾市愛宕１丁目７－１
０　コスモ上尾１Ｆ

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

154,000円～
154,000円

雇用期間の定めなし 岩手県久慈市宇部町第１４地割
４７－１

土木作業及び配管工（見
習可）

株式会社　ＴＹＣ
岩手県久慈市

普通自動車運転免許　　必須
（AT限定不可）

180,800円～
271,200円

雇用期間の定めなし 岩手県久慈市夏井町大崎第１０
地割１９－２ 車両系建設機械（整地・運搬・

積込用及び掘削用）運転技能者
あれば尚可

147,060円～
151,360円

岩手県九戸郡洋野町種市第４０
地割２２－２

調理補助【じょうない】（５～
２０時の間の３～４時間）

有限会社　かん東
岩手県九戸郡洋野町

1,000円～1,000円雇用期間の定めあり（４ヶ月未満） 青森県八戸市売市２丁目３－１
５ 5時00分～20時00分の間

の4時間程度

洗い場スタッフ【じょうな
い】【洋野町】

有限会社　かん東
岩手県九戸郡洋野町

860円～860円雇用期間の定めあり（４ヶ月未満） 青森県八戸市売市２丁目３－１
５ 10時00分～19時00分の間

の2時間程度

栄養士【じょうない】（５～１
９時の間の３～４時間）

有限会社　かん東
岩手県九戸郡洋野町

1,000円～1,000円雇用期間の定めあり（４ヶ月未満） 青森県八戸市売市２丁目３－１
５ 5時00分～19時00分の間

の4時間程度

銀行事務 株式会社　岩手銀行
野田支店 岩手県久慈市

870円～970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
１９地割１３２番地 9時00分～17時15分の間

の5時間程度

清掃員（北リアス病院） 株式会社　久慈中央商事
岩手県久慈市

900円～900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９地割２
０

保育士（パート） 社会福祉法人　川貫
保育会　認定こども
園かわぬき

岩手県久慈市

1,000円～1,200円雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 岩手県久慈市大沢第８地割１０
－８

店内業務（ローソン久慈本町店
／６：３０～１１：３０）

株式会社　らいおん
岩手県久慈市

855円～860円雇用期間の定めなし 岩手県久慈市二十八日町１丁目
１９番地

調理業務（ローソン久慈本町
店：６：００～／９：００～）

株式会社　らいおん
岩手県久慈市

855円～860円雇用期間の定めなし 岩手県久慈市二十八日町１丁目
１９番地

接客・調理補助スタッフ
【豪－めん久慈店】

株式会社　レフリー
岩手県久慈市

929円～999円雇用期間の定めなし 岩手県久慈市本町３丁目２８

作業員（パート） 柿木畜産　柿木　敏由貴
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円雇用期間の定めなし 岩手県久慈市山形町小国第８地
割１４番地５ 又は8時00分～17時30分

の間の4時間程度

飲食店店員 スナック　ルーベン
ス　　小川　勲 岩手県久慈市

880円～960円雇用期間の定めなし 岩手県久慈市川崎町８－１８
吹上ビル１０３号

★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/
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