
（フルタイム）
69歳以下 (1)7時30分～15時00分

正社員 03090- 1899021
（フルタイム） 変形（1年単位）

64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

正社員 03100- 2294421
（フルタイム） 変形（1ヶ月単位）

59歳以下 (1)6時00分～15時00分

大型自動車免許 必須

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- 2293521 フォークリフト運転技能者 あれば尚可

（フルタイム）
不問 (1)8時30分～17時15分

臨床検査技師 必須

正社員以外 03100- 2290721
（フルタイム）

59歳以下 (1)8時00分～17時00分

正社員 03100- 2299021
（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- 2300321
（フルタイム） 変形（1年単位）

18歳～59
歳

(1)16時30分～9時30分
(2)10時30分～19時00分
(3)9時00分～17時30分

正社員 03100- 2296621
（フルタイム） 変形（1年単位）

59歳以下 (1)9時00分～17時30分
(2)10時30分～19時00分

正社員 03100- 2297921
（フルタイム） 変形（1年単位）

59歳以下

調理師 必須

正社員 03100- 2298121
（フルタイム） 変形（1ヶ月単位）

45歳以下

５トン限定準中型自動車免許 必須

危険物取扱者（丙種） あれば尚可

正社員 03100- 2303121
（フルタイム） 変形（1ヶ月単位）

不問 (1)9時15分～18時15分
(2)6時30分～15時30分
(3)10時30分～19時30分介護福祉士 あれば尚可

正社員以外 03100- 2304021
（フルタイム） 変形（1ヶ月単位）

59歳以下 (1)6時30分～15時30分
(2)9時15分～18時15分
(3)10時30分～19時30分介護福祉士 必須

正社員 03100- 2306821
（フルタイム）

59歳以下 (1)8時30分～17時30分

正社員 03100- 2313721
（フルタイム） 交替制あり

64歳以下 (1)8時00分～17時00分
(2)9時30分～18時30分

看護師 必須

准看護師 必須

正社員以外 03100- 2309421
（フルタイム） 変形（1年単位）

64歳以下

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

正社員以外 03100- 2311121 介護福祉士 あれば尚可

（フルタイム）
64歳以下 (1)8時00分～17時00分

看護師 必須

准看護師 必須

正社員以外 03100- 2312021
（フルタイム） 変形（1年単位）

59歳以下 (1)8時00分～17時00分

大型自動車免許 必須

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- 2292221
（フルタイム） 変形（1年単位）

不問 (1)9時45分～19時10分
(2)10時15分～19時40分
(3)10時45分～20時10分

正社員以外 03100- 2286421
（フルタイム） 変形（1年単位）

64歳以下 (1)10時00分～19時00分

正社員 04010-63002421
（フルタイム）

59歳以下 (1)8時00分～16時30分

正社員 13010- 7606922
（パートタイム）

不問 (1)9時00分～15時00分

パート労働者 03100- 2284221
（パートタイム）

不問

介護福祉士 必須

パート労働者 03100- 2302921
（パートタイム）

64歳以下

パート労働者 03100- 2295321
（パートタイム） 変形（1ヶ月単位）

不問 (1)22時00分～8時00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

パート労働者 03100- 2307221
（パートタイム） 交替制あり

不問

調理師 あれば尚可

パート労働者 03100- 2308521
（パートタイム）

64歳以下

パート労働者 03100- 2310921
（パートタイム）

不問

パート労働者 03100- 2305721
（パートタイム）

不問

パート労働者 03100- 2283821
（パートタイム）

不問

パート労働者 03100- 2285521

技能職／大野コールドセンター 全農物流株式会社
岩手県九戸郡洋野町

174,000円～
258,400円

雇用期間の定めなし 東京都千代田区神田錦町３－
１３－７　名古路ビル本館

イエローハット店頭販
売スタッフ（久慈店）

株式会社　ホットマン
岩手県久慈市

普通自動車運転免許　　必須

157,300円～
160,600円

雇用期間の定めなし 宮城県仙台市太白区西多賀４
丁目４－１７

販売スタッフ 紳士服のコナカ　久慈店
岩手県久慈市

170,000円～
170,000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３３地
割１１番地１

運転手 株式会社　ＭＩＵ
ＲＡ　ＥＸＰＲＥ
ＳＳ

岩手県久慈市

147,000円～
168,000円

雇用期間の定めなし 岩手県久慈市長内町第３７地
割１６－８

看護師・准看護師（カッケロ） 株式会社　ハート
フェルトケア 岩手県九戸郡洋野町

普通自動車運転免許　　必須

168,000円～
218,400円

雇用期間の定めなし 岩手県九戸郡洋野町中野第５
地割７５

介護職（カッケロ） 株式会社　ハート
フェルトケア 岩手県九戸郡洋野町

普通自動車運転免許　　必須

143,472円～
148,848円

雇用期間の定めなし 岩手県九戸郡洋野町中野第５
地割７５ 8時30分～18時00分の

間の8時間程度

看護師・准看護師（和　内） 株式会社　ハート
フェルトケア 岩手県九戸郡洋野町

普通自動車運転免許　　必須

168,000円～
218,400円

雇用期間の定めなし 岩手県九戸郡洋野町中野第５
地割７５

製造・出荷作業員 株式会社　おおの
ミルク工房 岩手県九戸郡洋野町

普通自動車運転免許　　必須

148,000円～
200,000円

雇用期間の定めなし 岩手県九戸郡洋野町大野第５
８地割１２番地３２

介護福祉士 介護老人保健施設
ユートピア白滝 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）

146,600円～
225,500円

雇用期間の定めなし 岩手県九戸郡洋野町中野第３
地割３８－１８２

介護士（正社員以外） 介護老人保健施設
ユートピア白滝 岩手県九戸郡洋野町

普通自動車運転免許　　必須

141,600円～
220,500円

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 岩手県九戸郡洋野町中野第３
地割３８－１８２

ガソリンスタンド販売員 株式会社　平船商
店 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）

155,000円～
200,000円

雇用期間の定めなし 岩手県九戸郡洋野町大野第７
１地割１－３ 7時00分～19時30分の

間の8時間程度

調理師（正社員） 株式会社　久慈グ
ランドホテル 岩手県久慈市

普通自動車運転免許　　必須

168,000円～
255,000円

雇用期間の定めなし 岩手県久慈市川崎町１０－１
５ 9時00分～20時00分の

間の7時間以上

フロント係（日勤） 株式会社　久慈グ
ランドホテル 岩手県久慈市

普通自動車運転免許　　必須

160,520円～
190,480円

雇用期間の定めなし 岩手県久慈市川崎町１０－１
５

フロント係（主に夜勤） 株式会社　久慈グ
ランドホテル 岩手県久慈市

普通自動車運転免許　　必須

169,600円～
200,920円

雇用期間の定めなし 岩手県久慈市川崎町１０－１
５

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

と畜解体 久慈食肉事業協同組合
岩手県久慈市

152,000円～
156,000円

雇用期間の定めなし 岩手県久慈市宇部町第１地割
５９－７

臨床検査技師（会計年
度任用職員）

岩手県立久慈病院
岩手県久慈市

152,300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

大型トラック運転手 丸栄運送　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）

146,888円～
322,500円

雇用期間の定めなし 岩手県久慈市夏井町鳥谷７－
２５－５

加工員 株式会社　三浦商店
岩手県九戸郡洋野町

147,955円～
168,630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

必要な免許資格

養鶏作業員またはク
リーニングスタッフ

小野寺商事株式会社
岩手県久慈市

普通自動車運転免許　　あれば尚可

200,000円～
225,000円

雇用期間の定めなし 岩手県九戸郡九戸村大字長興
寺８－４７－１

職　種 年　齢 賃　金 求人者名 就業場所・所在地 就業時間

又は8時00分～15時00
分の間の7時間程度

清掃員（平庭山荘） 株式会社　久慈中央商事
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） 岩手県久慈市長内町第９地割
２０

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

880円～930円雇用期間の定めなし 岩手県久慈市田屋町第１地割
３０番地８ 9時00分～16時30分の

間の6時間程度

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
３２番地７ 8時30分～17時00分の

間の5時間程度

介護職（くるみ・夜勤専門） 株式会社　ハート
フェルトケア 岩手県九戸郡洋野町

普通自動車運転免許　　必須

1,300円～1,300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中野第５
地割７５

調理員（和　内） 株式会社　ハート
フェルトケア 岩手県九戸郡洋野町

普通自動車運転免許　　必須

854円～854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中野第５
地割７５ 6時00分～18時30分の

間の5時間

介護職（カッケロ・パート） 株式会社　ハート
フェルトケア 岩手県九戸郡洋野町

普通自動車運転免許　　必須

854円～886円雇用期間の定めなし 岩手県九戸郡洋野町中野第５
地割７５ 8時00分～18時00分の

間の5時間程度

食品製造 株式会社　ミナミ食品
岩手県九戸郡洋野町

858円～860円雇用期間の定めなし 岩手県九戸郡洋野町大野第５
５地割３８－８ 9時00分～16時00分の

間の4時間以上

調理補助・接客・配達 竹の露　新井野　亮治
岩手県久慈市

普通自動車運転免許　　必須

854円～854円雇用期間の定めなし 岩手県久慈市川貫第６地割４
２－１ 8時00分～18時00分の

間の4時間程度

販売スタッフ 紳士服のコナカ　久慈店
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３３地
割１１番地１ 9時45分～20時00分の

間の4時間以上

◎ 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２８日発行(次回１１月４日) ※ 10月20日～10月26日に受理した求人です。

★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～
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