
（フルタイム）

不問 (1)9時00分～18時00分

正社員以外 03010-23749221
（フルタイム） 変形（1年単位）

不問 (1)8時30分～17時20分

有期雇用派遣労働者 03010-23650821
（フルタイム） 変形（1年単位）

59歳以下 (1)7時40分～16時40分

正社員 03090- 1806121
（フルタイム） 変形（1年単位）

59歳以下 (1)7時40分～16時40分

正社員 03090- 1809821
（フルタイム）

不問 (1)8時30分～17時15分

正社員以外 03090- 1833721
（フルタイム） 変形（1年単位）

45歳以下 (1)8時00分～17時00分

正社員 03100- 2232021
（フルタイム） 変形（1年単位）

64歳以下 (1)8時30分～17時30分

その他の自動車等車両・船舶運転免許 必須

正社員 03100- 2213921
（フルタイム）

不問 (1)8時30分～17時15分

正社員以外 03100- 2238321
（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

三級自動車整備士 必須

正社員 03100- 2243221
（フルタイム）

39歳以下 (1)8時00分～17時30分

正社員 03100- 2239621
（フルタイム）

不問 (1)8時30分～17時30分

正社員以外 03100- 2207021
（フルタイム） 交替制あり

59歳以下

栄養士 あれば尚可

登録販売者（一般医薬品） あれば尚可

正社員 03100- 2217821
（フルタイム） 変形（1ヶ月単位）

不問 (1)8時00分～17時00分

(2)9時00分～18時00分

正社員以外 03100- 2204621
（フルタイム） 交替制あり

30歳以下 (1)7時00分～16時00分

(2)10時00分～19時00分

(3)13時00分～22時00分 介護福祉士 あれば尚可

正社員 03100- 2214121
（フルタイム） 変形（1ヶ月単位）

59歳以下 (1)7時50分～17時00分

正社員 03100- 2219521
（フルタイム）

不問 (1)8時30分～17時15分

正社員以外 03100- 2212621

必要な免許資格

道の駅いわて北三陸副駅
長（久慈市）

シダックス大新東
ヒューマンサービス
株式会社　盛岡営業所

岩手県久慈市
普通自動車運転免許　　必須

180,000円～
200,000円

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）
岩手県盛岡市大沢川原２丁目５－
３３【求人票郵送先指定あり】

職　種 年　齢 賃　金 求人者名 就業場所・所在地 就業時間

電子部品組立 株式会社　エムアン
ドエム　盛岡営業所 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）

140,595円～
140,595円

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 岩手県盛岡市向中野３丁目１８
番２０号　２Ｆ　アクエリアス
ビル

種鶏飼育・採卵作業員 株式会社　十文字チ
キンカンパニー
生産部　種鶏孵卵課

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 岩手県九戸郡九戸村大字江刺家
２－５５－１１

孵卵場作業員【山形孵卵場】 株式会社　十文字チ
キンカンパニー
生産部　種鶏孵卵課

岩手県久慈市
普通自動車運転免許　　必須

174,000円～
174,000円

雇用期間の定めなし 岩手県九戸郡九戸村大字江刺家
２－５５－１１

医療事務【請負】 株式会社北日本医療
事務サポートセン
ター

岩手県久慈市

139,500円～
160,000円

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 岩手県二戸市金田一字馬場１０
１番地１３

製材作業員 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

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

航海士 久慈港運　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～
300,000円

雇用期間の定めなし 岩手県久慈市長内町第４２地割
８－１４

事務及び接客 久慈商工会議所
岩手県久慈市

普通自動車運転免許　　必須

149,700円～
149,700円

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 岩手県久慈市十八日町１丁目４
５番地

自動車整備士 株式会社　下幸屋商店
岩手県久慈市

普通自動車運転免許　　必須

（AT限定不可）

163,000円～
200,000円

雇用期間の定めなし 岩手県久慈市大川目町第３地割
７番地６

一般事務・経理 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

事務職 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

136,000円～
168,000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６５地
割１６－２

販売員及び調剤助手 株式会社　ファー
マ・ラボ 岩手県久慈市

145,000円～
170,000円

雇用期間の定めなし 岩手県久慈市十八日町１丁目２
１ 9時00分～19時00分の間

の8時間程度

デイサービス運転手兼介助員 社会福祉法人　みち
のく大寿会 岩手県九戸郡洋野町

普通自動車運転免許　　必須

167,600円～
208,000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６０
地割４１－８

介護士 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　　必須

（AT限定不可）

200,100円～
247,100円

雇用期間の定めなし 岩手県久慈市山形町川井第１２
地割５５番地１

菌床しいたけの収穫作業
及びパック詰め

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

140,352円～
140,352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

労務職員（種苗飼育管理作業） 一般社団法人　岩手
県栽培漁業協会　種
市事業所

岩手県九戸郡洋野町

137,600円～
137,600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２０
地割１７７

◎ 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１４日発行(次回１０月２１日) ※ １０月６日～１０月１２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8：30～17：15１０月１４日発行(次回１０月２１日) ※ １０月６日～１０月１２日に受理した求人です。

（フルタイム） 変形（1ヶ月単位）

59歳以下 (1)8時30分～17時30分

正社員 03100- 2236521
（パートタイム）

不問 (1)7時00分～12時00分

(2)7時00分～10時00分

パート労働者 02020-13871121
（パートタイム）

不問

パート労働者 03090- 1807021
（パートタイム）

不問

パート労働者 03100- 2228521
（パートタイム）

不問

パート労働者 03100- 2209821
（パートタイム）

不問 (1)8時30分～16時30分

パート労働者 03100- 2229421
（パートタイム）

不問

パート労働者 03100- 2230921
（パートタイム）

59歳以下 (1)8時00分～14時00分

パート労働者 03100- 2208721
（パートタイム）

59歳以下 (1)14時00分～19時00分

パート労働者 03100- 2210421
（パートタイム）

不問

パート労働者 03100- 2244521
（パートタイム）

不問 (1)8時30分～17時15分

管理栄養士 必須

栄養士 必須

パート労働者 03100- 2218221
（パートタイム）

不問 (1)17時30分～20時30分

パート労働者 03100- 2227221
（パートタイム） 交替制あり

59歳以下 (1)9時00分～18時00分

パート労働者 03100- 2237421
（パートタイム）

不問

パート労働者 03100- 2224021
（パートタイム） 交替制あり

不問 (1)9時00分～13時00分

(2)14時30分～19時30分

パート労働者 03100- 2231121
（パートタイム）

不問

看護師 あれば尚可

准看護師 必須

パート労働者 03100- 2240021
（パートタイム）

不問

パート労働者 03100- 2245421

レジ担当（ジョイス久慈
長内店）

株式会社　ベルジョ
イス　久慈長内店 岩手県久慈市

855円～855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
１０－１ 9時00分～21時30分の間

の5時間

看護師（パート） 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

1,260円～1,590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 7時30分～19時00分の間

の4時間以上

スーパーマーケットでの
業務全般

株式会社　みちのく
クックサービス 岩手県九戸郡洋野町

854円～854円雇用期間の定めなし 岩手県九戸郡洋野町大野第８地
割８４番地２ 又は9時00分～19時30分

の間の5時間程度

事務補助【会計年度任用職員】 久慈広域連合
岩手県久慈市

普通自動車運転免許　　あれば尚可

905円～968円雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 岩手県久慈市中町１丁目６７番
地 8時30分～17時15分の間

の7時間程度

事務経理・製造加工の補
助（パート）

有限会社　総合農舎
山形村 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 岩手県久慈市山形町霜畑第１２
地割１０５

下膳および食器洗浄係
（請）

株式会社　つしま
岩手県久慈市

875円～875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

事務補助（保健福祉環境部） 県北広域振興局
岩手県久慈市

906円～1,086円雇用期間の定めあり（４ヶ月未満） 岩手県久慈市八日町１丁目１番
地

商品管理、生花販売、配
達（パート）

有限会社　ひまわり
生花店 岩手県久慈市

普通自動車運転免許　　必須

860円～860円雇用期間の定めなし 岩手県久慈市田屋町第２地割３
５番地２ 8時30分～18時00分の間

の5時間以上

レジ係［久慈店］（１４
時～１９時）

株式会社　越戸商店
岩手県久慈市

860円～860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

惣菜担当　［久慈店］ 株式会社　越戸商店
岩手県久慈市

860円～860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

事務補助（税務課・会計
年度任用職員）

久慈市役所
岩手県久慈市

905円～968円雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 岩手県久慈市川崎町１－１
8時30分～17時15分の間
の7時間程度

事務補助（社会福祉課・
会計年度任用職員）

久慈市役所
岩手県久慈市

905円～968円雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 岩手県久慈市川崎町１－１

一般事務（税務課・会計
年度任用職員）

洋野町役場
岩手県九戸郡洋野町

980円～1,117円雇用期間の定めあり（４ヶ月未満） 岩手県九戸郡洋野町種市第２３
地割２７番地 8時30分～17時15分の間

の7時間程度

一般事務補助（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

950円～980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 8時30分～17時15分の間

の7時間

孵卵場作業員【山形孵卵
場・パート】

株式会社　十文字チ
キンカンパニー
生産部　種鶏孵卵課

岩手県久慈市
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） 岩手県九戸郡九戸村大字江刺家
２－５５－１１ 7時40分～16時40分の間

の4時間以上

日常清掃（洋野町役場
大野庁舎）

株式会社　ビー・エム
岩手県九戸郡洋野町

854円～854円雇用期間の定めなし 青森県八戸市下長１丁目１８－
２３

営業　（久慈営業所） 東亜リース株式会社
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）

350,000円～
425,000円

雇用期間の定めなし 岩手県久慈市侍浜町北野第１０
地割２２６－６
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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
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（パートタイム）

不問 (1)8時00分～11時00分

パート労働者 13170-27649321
（パートタイム）

不問 (1)10時00分～14時00分

(2)18時00分～22時00分

(3)21時00分～23時30分

パート労働者 13170-28137021
（パートタイム）

不問

パート労働者 21020-12283421

接客・商品陳列・清掃（障がい
者専用求人）久慈ショッピング

株式会社　セリア
岩手県久慈市

860円～860円雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 岐阜県大垣市外渕２丁目３８番
地 10時00分～20時00分の間

の5時間程度

東京都武蔵野市西久保１－２５
－８

調理補助／モーニング
（ガスト　久慈店）

株式会社　すかい
らーくレストランツ 岩手県久慈市

854円～854円雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 東京都武蔵野市西久保１－２５
－８

調理補助（ガスト　久慈店） 株式会社　すかい
らーくレストランツ 岩手県久慈市

854円～854円雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

★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～

開催イベントのお知らせは裏面にあります。
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