
（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 03010-24862021
（フルタイム） 変形（1ヶ月単位）

63歳以下 (1)0時00分～23時59分

大型自動車第二種免許 あれば尚可

大型自動車免許 あれば尚可

正社員 03010-25209821
（フルタイム） 変形（1年単位）

不問 (1)8時30分～17時30分
(2)9時00分～18時00分

正社員以外 03010-24964321
（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 あれば尚可

正社員 03010-25200221 測量士補 あれば尚可

（フルタイム） 変形（1年単位）
64歳以下 (1)8時30分～17時30分

(2)9時00分～17時30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 あれば尚可

正社員 03010-25205921 １級建築施工管理技士 あれば尚可

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

中型自動車免許 あれば尚可

大型自動車免許 あれば尚可

正社員以外 03100- 2361021 車両系建設機械（基礎工事用）運転技能者 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

大型自動車免許 あれば尚可

正社員 03100- 2316521
（フルタイム） 変形（1年単位）

64歳以下

正社員 03100- 2342321
（フルタイム） 変形（1年単位）

不問

正社員以外 03100- 2368621
（フルタイム） 交替制あり

59歳以下 (1)8時30分～17時30分
(2)16時30分～9時00分

看護師 必須

准看護師 必須

正社員 03100- 2339721
（フルタイム）

不問 (1)7時00分～17時15分

正社員以外 03100- 2343621
（フルタイム） 変形（1ヶ月単位）

不問 (1)7時00分～17時00分

正社員以外 03100- 2344921
（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

正社員以外 03100- 2355821
（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

三級自動車整備士 必須

大型自動車免許 必須

正社員 03100- 2349221 大型特殊自動車免許 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

(2)8時00分～16時30分

正社員 03100- 2350621
（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- 2366421
（フルタイム）

不問 (1)8時30分～18時30分
(2)8時30分～16時00分

正社員 03100- 2369921

歯科助手 岩本歯科医院　　岩
本　一夫

岩手県久慈市

140,000円～
160,000円

雇用期間の定めなし 岩手県久慈市田屋町第１地割４
８

ホールスタッフ調理補助 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～
200,000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

管理営業職 有限会社　谷地林業
岩手県久慈市

普通自動車運転免許　　必須
（AT限定不可）

210,000円～
350,000円

雇用期間の定めなし 岩手県久慈市山形町荷軽部第３
地割１８

整備士 有限会社　谷地林業
岩手県久慈市

180,600円～
242,500円

雇用期間の定めなし 岩手県久慈市山形町荷軽部第３
地割１８

店員（鮮魚部門）［久慈店］ 株式会社　越戸商店
岩手県久慈市

普通自動車運転免許　　必須
（AT限定不可）

147,920円～
163,400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

院内清掃員（岩手県立久
慈病院）

株式会社　久慈中央商事
岩手県久慈市

146,204円～
146,204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

清掃員／（フルタイム：普代村
国保診療所・歯科診療所）

株式会社　久慈中央商事
岩手県下閉伊郡普代村

125,247円～
125,247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

看護師・准看護師（正社員） 社団医療法人　祐和
会　北リアス病院 岩手県久慈市

175,600円～
395,500円

雇用期間の定めなし 岩手県久慈市源道第１２地割１
１１番

ガソリンスタンド業務お
よび灯油配達業務

株式会社　細谷地
岩手県久慈市

普通自動車運転免許　　必須
（AT限定不可）

164,160円～
164,160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１７地割
１００番地１０ 7時00分～21時00分の間

の8時間程度

ドコモショップスタッフ
（販売兼事務一般）

株式会社　細谷地
岩手県久慈市

普通自動車運転免許　　必須

160,000円～
196,000円

雇用期間の定めなし 岩手県久慈市長内町第１７地割
１００番地１０ 9時30分～20時00分の間

の8時間程度

運転手及び現場作業【環
境事業部】

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）

163,400円～
230,000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

現場作業員（見習い可） 株式会社　岩瀬張建設
岩手県久慈市

普通自動車運転免許　　必須
（AT限定不可）

173,600円～
216,000円

雇用期間の定めなし 岩手県久慈市小久慈町第３地割
２０

土木技術者【岩手県】 株式会社　ナスキー
盛岡営業所 岩手県久慈市

普通自動車運転免許　　必須

358,164円～
574,414円

雇用期間の定めなし 岩手県盛岡市本宮３丁目３－２
０

土木施工管理【岩手県】 株式会社　ナスキー
盛岡営業所 岩手県久慈市

普通自動車運転免許　　必須

358,164円～
574,414円

雇用期間の定めなし 岩手県盛岡市本宮３丁目３－２
０

販売事務（久慈支店） 株式会社　みちのり
トラベル東北 岩手県久慈市

普通自動車運転免許　　あれば尚可

150,304円～
150,304円

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 岩手県盛岡市厨川１丁目１７－
１８

バス運転士（久慈営業所） 岩手県北自動車　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）

163,300円～
182,500円

雇用期間の定めなし 岩手県盛岡市厨川１－１７－１
８ 又は0時00分～23時59分

の間の7時間程度

必要な免許資格

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

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8：30～17：1511月4日発行(次11月11日) ※ 10月27日～11月1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8：30～17：1511月4日発行(次11月11日) ※ 10月27日～11月1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45分～17時30分

(2)7時00分～15時45分
(3)17時00分～9時30分 介護福祉士 必須

介護支援専門員（ケアマネージャー） 必須

正社員 03100- 2363821
（フルタイム） 変形（1年単位）

59歳以下 (1)8時00分～17時00分

正社員 03100- 2357521
（フルタイム） 変形（1年単位）

59歳以下 (1)8時00分～17時00分

正社員 03100- 2358421
（フルタイム） 変形（1年単位）

59歳以下 (1)8時00分～17時00分

正社員 03100- 2359321
（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

大型特殊自動車免許 必須

正社員 03100- 2360121
（フルタイム） 変形（1年単位）

59歳以下 (1)8時00分～17時00分

１級管工事施工管理技士 必須

正社員 03100- 2362721
（フルタイム） 変形（1年単位）

59歳以下 (1)8時00分～17時00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 03100- 2364221
（フルタイム） 変形（1年単位）

59歳以下 (1)8時00分～17時00分

一級建築士 必須

１級建築施工管理技士 必須

正社員 03100- 2365521
（フルタイム） 変形（1年単位）

59歳以下 (1)8時00分～17時00分

三級自動車整備士 あれば尚可

２級建設機械整備技能士 あれば尚可

正社員 03100- 2332521
（フルタイム） 変形（1年単位）

45歳以下 (1)7時30分～17時00分

正社員 03100- 2346021
（フルタイム） 変形（1年単位）

45歳以下 (1)7時30分～17時00分

正社員 03100- 2347721
（フルタイム） 変形（1年単位）

45歳以下 (1)7時30分～17時00分

大型自動車免許 必須

正社員 03100- 2348821
（フルタイム） 変形（1年単位）

59歳以下 (1)9時15分～18時15分
(2)17時30分～9時30分

看護師 必須

准看護師 必須

正社員 03100- 2327621
（フルタイム） 変形（1ヶ月単位）

45歳以下 (1)9時00分～18時00分

正社員 03100- 2351921
（フルタイム） 変形（1年単位）

64歳以下 (1)8時00分～17時00分

正社員以外 03100- 2356221
（フルタイム） 変形（1ヶ月単位）

64歳以下 (1)8時00分～15時30分
(2)6時30分～15時30分

大型自動車免許 必須

正社員 03100- 2340521
（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00分

正社員 03100- 2331221
（フルタイム） 変形（1年単位）

不問 (1)7時30分～16時30分
(2)7時30分～16時00分

大型特殊自動車免許 あれば尚可

正社員 03100- 2329121
（フルタイム） 変形（1年単位）

不問 (1)7時30分～16時30分
(2)7時30分～16時00分

正社員 03100- 2330821
（フルタイム） 変形（1年単位）

40歳以下 (1)9時00分～18時00分

正社員 03100- 2374421

調理・接客（キッチンレフリー） 株式会社　レフリー
岩手県久慈市

161,700円～
174,890円

雇用期間の定めなし 岩手県久慈市本町３丁目２８
9時00分～21時00分の間
の8時間程度

伐木作業員 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）

232,000円～
348,000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

林業機械オペレーター 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）

232,000円～
348,000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

あれば尚可

造林作業員 株式会社　野田造林
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）

186,666円～
203,000円

雇用期間の定めなし 岩手県九戸郡洋野町大野第６２
地割６３番地５

運転手（全農・大野コー
ルドセンター内）

有限会社　シーアー
ルエム

岩手県九戸郡洋野町

200,000円～
220,000円

雇用期間の定めなし 岩手県久慈市寺里第２９地割６
－１３

解体、土木作業員 カース興業　株式会社
岩手県久慈市

普通自動車運転免許　　必須

162,000円～
194,400円

雇用期間の定めなし 岩手県久慈市畑田第２６地割１
７４－１

配送、営業補助 有限会社　ケアサ
ポートホソタ

岩手県久慈市
普通自動車運転免許　　必須

150,000円～
200,000円

雇用期間の定めなし 岩手県久慈市旭町第１０地割６
３

看護師 介護老人保健施設
ユートピア白滝

岩手県九戸郡洋野町

163,900円～
309,300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

大型ダンプオペレーター（コン
クリートミキサー車含）

久慈新港運輸　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）

162,000円～
259,200円

雇用期間の定めなし 岩手県久慈市小久慈町第４０地
割２０－６

重機オペレーター 久慈新港運輸　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～
259,200円

雇用期間の定めなし 岩手県久慈市小久慈町第４０地
割２０－６

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

土木作業員 久慈新港運輸　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）

151,200円～
216,000円

雇用期間の定めなし 岩手県久慈市小久慈町第４０地
割２０－６

整備士・整備補助員・自
動車リサイクル解体

株式会社　ケイ・
シー・ティー

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 岩手県久慈市小久慈町第６１地
割８－１

建築士および建築施工管理技士 下舘建設　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）

203,000円～
283,000円

雇用期間の定めなし 岩手県久慈市長内町２４地割１
６２

土木技術職員 下舘建設　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）

203,000円～
283,000円

雇用期間の定めなし 岩手県久慈市長内町２４地割１
６２

管工事施工技士 下舘建設　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）

203,000円～
283,000円

雇用期間の定めなし 岩手県久慈市長内町２４地割１
６２

重機オペレーター 下舘建設　株式会社
岩手県久慈市

205,200円～
313,200円

雇用期間の定めなし 岩手県久慈市長内町２４地割１
６２

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 下舘建設　株式会社
岩手県久慈市

172,800円～
313,200円

雇用期間の定めなし 岩手県久慈市長内町２４地割１
６２

鳶工 下舘建設　株式会社
岩手県久慈市

216,000円～
313,200円

雇用期間の定めなし 岩手県久慈市長内町２４地割１
６２

左官工 下舘建設　株式会社
岩手県久慈市

216,000円～
313,200円

雇用期間の定めなし 岩手県久慈市長内町２４地割１
６２

介護福祉士兼介護支援専門員 社団医療法人祐和会
介護老人保健施設　欅
の里

岩手県久慈市
普通自動車運転免許　　必須

180,000円～
249,000円

雇用期間の定めなし 岩手県久慈市小久慈町第１６地
割１２－１
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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8：30～17：1511月4日発行(次11月11日) ※ 10月27日～11月1日に受理した求人です。

（フルタイム）
不問 (1)8時30分～17時30分

正社員 03100- 2328921
（フルタイム） 変形（1年単位）

不問 (1)8時30分～17時30分
(2)9時00分～18時00分

介護支援専門員（ケアマネージャー） 必須

正社員以外 03100- 2319621
（フルタイム）

59歳以下 (1)8時00分～17時00分

正社員以外 03100- 2341421
（フルタイム）

不問 (1)8時45分～17時45分

正社員以外 06010-21596321
（フルタイム） フレックス

不問 (1)8時00分～16時30分
(2)7時00分～22時00分
(3)10時30分～15時30分 １級管工事施工管理技士 あれば尚可

酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者 あれば尚可

正社員以外 12010-33587721 足場の組立て等作業主任者 あれば尚可

（パートタイム）
不問 (1)7時00分～10時00分

パート労働者 02020-14756821
（パートタイム）

不問 (1)8時30分～17時00分

パート労働者 03100- 2324521
（パートタイム） 交替制あり

不問 (1)9時00分～16時00分
(2)10時00分～17時00分

消費生活アドバイザー あれば尚可

パート労働者 03100- 2325421
（パートタイム） 変形（1年単位）

64歳以下

パート労働者 03100- 2367321
（パートタイム）

不問 (1)4時30分～9時30分

パート労働者 03100- 2333421
（パートタイム）

不問

臨床検査技師 必須

パート労働者 03100- 2334321
（パートタイム）

不問

診療放射線技師 必須

パート労働者 03100- 2335621
（パートタイム）

不問

准看護師 必須

パート労働者 03100- 2336921
（パートタイム）

不問

看護師 必須

パート労働者 03100- 2337121
（パートタイム）

不問

薬剤師 必須

パート労働者 03100- 2338021
（パートタイム）

不問 (1)8時00分～13時00分

パート労働者 03100- 2352121
（パートタイム）

59歳以下 (1)8時00分～13時00分

パート労働者 03100- 2353021
（パートタイム）

不問 (1)16時00分～20時00分

パート労働者 03100- 2354721
（パートタイム）

不問 (1)9時00分～13時00分

高等学校教諭免許（専修・１種） 必須

中学校教諭免許（専修・１種・２種） 必須

パート労働者 03100- 2317421 小学校教諭免許（専修・１種・２種） 必須

（パートタイム）
18歳以上 (1)22時00分～6時30分

パート労働者 03100- 2370721

機械系（静機器・回転機器）関
連工事の施工管理担当者

出光エンジニアリン
グ株式会社

岩手県久慈市
普通自動車運転免許　　必須

300,000円～
500,000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２－６－１
ワールドビジネスガーデン
マリブイースト３４Ｆ

（臨）大判焼き・たこ焼き
の製造販売員（久慈市）

株式会社　あじまん
岩手県久慈市

155,520円～
155,520円

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 山形県天童市乱川３丁目６番１
号

介護職員 洋野町種市デイ・サー
ビスセンター　株式会
社　藤森

岩手県九戸郡洋野町

147,232円～
154,080円

雇用期間の定めなし 岩手県九戸郡洋野町種市第２３
地割２７－２

介護支援専門員 株式会社　ジャスト
ハーツ

岩手県久慈市

195,000円～
215,000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

生活支援員（ワークス洋野） 特定非営利活動法人
なんぶ

岩手県九戸郡洋野町
普通自動車運転免許　　必須

140,000円～
146,000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１５番地６７

清掃スタッフ【洋野町役場】 太平ビルサービス株
式会社　八戸支店

岩手県九戸郡洋野町

871円～871円雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 青森県八戸市北白山台二丁目２
－２２

包装・出荷作業 株式会社　佐幸本店
岩手県久慈市

860円～880円雇用期間の定めあり（４ヶ月未満） 岩手県久慈市小久慈町第２地割
２－１５

消費生活相談員（生活環境
課／会計年度任用職員）

久慈市役所
岩手県久慈市

普通自動車運転免許　　あれば尚可

959円～1,436円雇用期間の定めあり（４ヶ月未満） 岩手県久慈市川崎町１－１

ドコモショップスタッフ
（販売兼事務一般）

株式会社　細谷地
岩手県久慈市

普通自動車運転免許　　必須

1,000円～1,000円雇用期間の定めなし 岩手県久慈市長内町第１７地割
１００番地１０ 9時30分～19時00分の間

の4時間以上

調理師（員）【パートタ
イマー職員】

社団医療法人　祐和
会　北リアス病院

岩手県久慈市

1,100円～1,100円雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 岩手県久慈市源道第１２地割１
１１番

臨床検査技師 社団医療法人　祐和
会　北リアス病院

岩手県久慈市

1,400円～1,600円雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 岩手県久慈市源道第１２地割１
１１番 8時30分～17時30分の間

の6時間程度

放射線技師 社団医療法人　祐和
会　北リアス病院

岩手県久慈市

1,400円～1,600円雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 岩手県久慈市源道第１２地割１
１１番 8時30分～17時30分の間

の6時間程度

准看護師 社団医療法人　祐和
会　北リアス病院

岩手県久慈市

1,300円～1,600円雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 岩手県久慈市源道第１２地割１
１１番 7時30分～18時00分の間

の6時間程度

看護師 社団医療法人　祐和
会　北リアス病院

岩手県久慈市

1,500円～1,800円雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 岩手県久慈市源道第１２地割１
１１番 7時30分～18時00分の間

の6時間程度

薬剤師 社団医療法人　祐和
会　北リアス病院

岩手県久慈市

2,500円～3,000円雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 岩手県久慈市源道第１２地割１
１１番 8時30分～17時30分の間

の6時間程度

店員（鮮魚部門・パート）［宇
部店］（８時～１３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

店員（惣菜部門・パート）［宇
部店］（８時～１３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

レジ係［宇部店］（夜間担当） 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
60歳以上
歓迎求人

岩手県下閉伊郡普代村第１９地
割字白井１７番地２

非常勤講師（会計年度任用職員） 岩手県立久慈拓陽支
援学校 岩手県久慈市

2,598円～2,598円雇用期間の定めあり（４ヶ月未満） 岩手県久慈市侍浜町堀切第１０
地割５６－４６

店内業務（２２時～６時半）
（ローソン久慈川貫店）

株式会社　らいおん
岩手県久慈市

860円～860円雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 岩手県久慈市二十八日町１丁目
１９番地
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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8：30～17：1511月4日発行(次11月11日) ※ 10月27日～11月1日に受理した求人です。

（パートタイム）
不問 (1)16時00分～21時00分

パート労働者 03100- 2371821
（パートタイム）

不問 (1)6時30分～12時00分

パート労働者 03100- 2372221
（パートタイム）

不問 (1)6時55分～9時00分
(2)9時15分～11時15分
(3)12時05分～14時05分

パート労働者 03100- 2326321
（パートタイム）

不問 (1)17時00分～21時00分

パート労働者 03100- 2373521
（パートタイム）

64歳以下

パート労働者 03100- 2345121
（パートタイム） 交替制あり

不問

介護職員初任者研修修了者 必須

介護福祉士 必須

パート労働者 03100- 2318321
（パートタイム）

不問

パート労働者 03100- 2320021
（パートタイム） 交替制あり

不問 (1)23時00分～8時00分

介護福祉士 必須

介護職員初任者研修修了者 必須

パート労働者 03100- 2321721
（パートタイム） 変形（1年単位）

不問

看護師 必須

准看護師 必須

パート労働者 03100- 2322821
（パートタイム）

不問

パート労働者 03100- 2323221

店内業務（１６時～２１時）
（ローソン久慈川貫店）

株式会社　らいおん
岩手県久慈市

860円～860円雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 岩手県久慈市二十八日町１丁目
１９番地

店内業務（６時半～１２時）
（ローソン久慈二十八日町店）

株式会社　らいおん
岩手県久慈市

860円～860円雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 岩手県久慈市二十八日町１丁目
１９番地 又は6時30分～12時00分

の間の4時間程度

鶏肉処理加工（パート） 有限会社　タニムラ
フードサービス 岩手県久慈市

925円～925円雇用期間の定めなし 岩手県久慈市長内町第２０地割
８４番地３

接客・調理補助（１７時～２１
時・キッチンレフリー）

株式会社　レフリー
岩手県久慈市

917円～999円雇用期間の定めなし 岩手県久慈市本町３丁目２８

食肉加工品の検品・梱包作業 株式会社　にしのフーズ
岩手県久慈市

854円～854円雇用期間の定めなし 岩手県久慈市宇部町第８地割２
７－１ 8時00分～17時00分の間

の6時間以上

在宅訪問専門員 株式会社　ジャスト
ハーツ 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）
60歳以上
歓迎求人

岩手県久慈市長内町第２９地割
６－６ 8時00分～17時00分の間

の5時間程度

調理員（まごころの家） 株式会社　ジャスト
ハーツ 岩手県久慈市

860円～860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 5時30分～18時30分の間

の6時間程度

夜勤介護専門員【パート】 株式会社　ジャスト
ハーツ 岩手県久慈市

900円～940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 又は0時00分～9時00分の

間の8時間程度

看護師又は准看護師（通所） 株式会社　ジャスト
ハーツ 岩手県久慈市

1,200円～1,400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 8時30分～18時00分の間

の6時間程度

通所介護職員（パート） 株式会社　ジャスト
ハーツ 岩手県久慈市

860円～940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 8時30分～18時30分の間

の6時間程度

★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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