
（フルタイム） 交替制あり
不問 (1)9時00分～17時00分

(2)10時00分～18時00分

有期雇用派遣労働者 03010-26072521
（フルタイム）

18歳～64歳 (1)19時00分～1時00分

大型自動車免許 必須

正社員以外 03090- 2004721
（フルタイム）

18歳～59歳 (1)23時00分～6時00分

正社員 03090- 1989821
（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- 2413421
（フルタイム） 変形（1ヶ月単位）

64歳以下 (1)8時30分～17時30分

正社員 03100- 2394121
（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

玉掛技能者 あれば尚可

正社員 03100- 2386121 小型移動式クレーン運転技能者 あれば尚可

（フルタイム） 変形（1年単位）
不問 (1)8時00分～17時00分

５トン限定準中型自動車免許 必須

正社員 03100- 2409121
（フルタイム） 交替制あり

不問 (1)9時45分～18時30分
(2)4時30分～13時15分
(3)4時30分～8時30分

正社員以外 03100- 2390421
（フルタイム） 変形（1ヶ月単位）

不問 (1)9時15分～18時15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- 2387021
（フルタイム） 交替制あり

59歳以下 (1)6時30分～15時30分
(2)7時00分～16時00分
(3)8時30分～17時30分 看護師 必須

准看護師 必須

正社員 03100- 2382421
（フルタイム） 変形（1年単位）

不問 (1)8時00分～17時00分

大型自動車免許 必須

正社員 03100- 2385921
（フルタイム） 変形（1ヶ月単位）

64歳以下 (1)8時00分～18時00分
(2)8時30分～18時30分

正社員 03100- 2377921
（フルタイム） 交替制あり

不問 (1)7時00分～16時00分
(2)8時30分～17時30分
(3)9時30分～18時30分

正社員以外 03100- 2376621
（フルタイム） 変形（1年単位）

不問 (1)8時30分～17時00分

正社員以外 03100- 2414321
（フルタイム） 変形（1ヶ月単位）

18歳～64歳 (1)7時00分～19時00分
(2)19時00分～7時00分

正社員以外 05010-20376421
（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 13010-13476822
（フルタイム）

不問 (1)8時30分～19時15分

司書 あれば尚可

正社員以外 13010-10513922

必要な免許資格

営業事務（北上市） 株式会社　インター
ワークス 岩手県久慈市

168,000円～
182,000円

雇用期間の定めあり（４ヶ月未満） 岩手県盛岡市門１－４－３２
ベストビジネスビル　１Ｆ

職　種 年　齢 賃　金 求人者名 就業場所・所在地 就業時間

トラック運転手（生鳥輸送） 有限会社　佐々正
岩手県九戸郡洋野町

普通自動車運転免許　　あれば尚可
（AT限定不可）

350,000円～
400,000円

雇用期間の定めなし 岩手県二戸市石切所字向川原４
５番地１

生鳥捕鳥作業員 株式会社　十文字養鶏
岩手県久慈市

普通自動車運転免許　　あれば尚可

220,000円～
275,000円

雇用期間の定めなし 岩手県二戸市下斗米字上野平６
７－１５ 又は22時00分～5時00分

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

営業 有限会社　久慈スズ
キ自動車販売 岩手県久慈市

普通自動車運転免許　　必須
（AT限定不可）

180,000円～
300,000円

雇用期間の定めなし 岩手県久慈市小久慈町第２７地
割６０

運転手 株式会社　青松
岩手県久慈市

181,200円～
276,400円

雇用期間の定めなし 岩手県久慈市長内町第３７地割
１２－８

土木作業員 有限会社　松川建設
岩手県久慈市

普通自動車運転免許　　必須
（AT限定不可）

154,700円～
176,800円

雇用期間の定めなし 岩手県久慈市長内町第２４地割
８８

調理員（臨時職員） 社団医療法人祐和会
介護老人保健施設
欅の里

岩手県九戸郡洋野町
普通自動車運転免許　　あれば尚可

146,000円～
154,000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１６地
割１２－１

介護補助員（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　　あれば尚可

141,600円～
181,400円

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）
60歳以上
歓迎求人

岩手県九戸郡洋野町中野第３地
割３８－１８２

看護師または准看護師 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

176,000円～
256,000円

雇用期間の定めなし 岩手県久慈市天神堂第３２地割
８

運転手（本社） 有限会社　陸中商会
岩手県久慈市

普通自動車運転免許　　必須
（AT限定不可）

181,200円～
276,400円

雇用期間の定めなし 岩手県久慈市長内町第３７地割
１２－８

医療事務 おおさわ内科胃腸科
医院　　大澤　一嘉 岩手県久慈市

164,000円～
164,000円

雇用期間の定めなし 岩手県久慈市中の橋第１地割４
８番地２

保育補助 社会福祉法人　侍浜
福祉会 岩手県久慈市

157,200円～
161,200円

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 岩手県久慈市侍浜町外屋敷第６
地割１０－４

鈑金または塗装の補助 関上自動車鈑金　関
上　博則 岩手県久慈市

普通自動車運転免許　　必須

137,494円～
179,400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３７地割
９－３

施設常駐警備員（岩手県
久慈市）

ユーアイ警備保障
株式会社 岩手県久慈市

148,434円～
148,434円

雇用期間の定めなし 秋田県秋田市山王２丁目１－５
４　三交ビル４Ｆ

総合職（砂利・砂・砕石等の骨
材生産業務）岩手県九戸郡

第一石産運輸株式会社
岩手県九戸郡野田村

普通自動車運転免許　　必須

175,000円～
220,000円

雇用期間の定めなし 東京都千代田区飯田橋２丁目２
番１号

（障）［指定管理］図書
館業務（久慈市）

株式会社　図書館流通
センター　図書館サ
ポート事業部

岩手県久慈市

156,555円～
161,347円

雇用期間の定めあり（４ヶ月未満） 東京都文京区大塚３－１－１

◎ 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8：30～17：1511月11日発行(次回11月18日) ※ 11月２日～11月９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11日発行(次回11月18日) ※ 11月２日～11月９日に受理した求人です。

（フルタイム）
不問 (1)8時30分～19時15分

司書 あれば尚可

正社員以外 13010-11398122
（フルタイム） 変形（1ヶ月単位）

不問 (1)8時45分～17時45分

準中型自動車免許 必須

正社員以外 13130-27807721
（パートタイム）

不問 (1)8時00分～11時00分
(2)8時00分～11時30分

パート労働者 02020-15249921
（パートタイム） 交替制あり

不問

パート労働者 03010-25838921
（パートタイム）

18歳～64歳 (1)19時00分～1時00分

フォークリフト運転技能者 必須

パート労働者 03090- 2005821
（パートタイム）

不問

パート労働者 03100- 2407621
（パートタイム） 交替制あり

不問 (1)12時00分～16時00分
(2)14時00分～16時00分

パート労働者 03100- 2397821
（パートタイム） 変形（1ヶ月単位）

不問 (1)17時30分～9時30分

看護師 必須

准看護師 必須

パート労働者 03100- 2412521
（パートタイム）

不問

看護師 必須

パート労働者 03100- 2375321
（パートタイム）

不問 (1)8時15分～12時25分

パート労働者 03100- 2379021
（パートタイム） 交替制あり

不問

パート労働者 03100- 2408921
（パートタイム）

不問 (1)16時15分～20時15分

パート労働者 03100- 2391321
（パートタイム） 交替制あり

不問

パート労働者 13040-31954922

接客・調理／久慈店 株式会社　すき家
岩手県久慈市

940円～940円雇用期間の定めあり（４ヶ月未満） 東京都港区港南二丁目１８番１
号　ＪＲ品川イーストビル５階 9時00分～8時59分の間の

2時間以上

レジ業務 ＤＣＭ　久慈店
岩手県久慈市

877円～877円雇用期間の定めなし 岩手県久慈市長内町第３４地割
６０

訪問介護職員【パート】 株式会社　ジャスト
ハーツ 岩手県久慈市

860円～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２９地割
６－６ 7時00分～20時00分の間

の5時間程度

食肉加工員 有限会社　Ｏ・Ｂ・
Ｆのだ 岩手県久慈市

854円～854円雇用期間の定めなし 岩手県久慈市長内町第３７地割
１１－１ 又は8時15分～15時00分

の間の4時間以上

看護師 おおさわ内科胃腸科
医院　　大澤　一嘉 岩手県久慈市

1,000円～1,300円雇用期間の定めなし 岩手県久慈市中の橋第１地割４
８番地２ 9時00分～18時00分の間

の5時間以上

看護師（夜勤専従） 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　　あれば尚可

1,300円～1,500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

介護職員 社会福祉法人　みち
のく大寿会 岩手県九戸郡洋野町

900円～1,206円雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）
60歳以上
歓迎求人

岩手県九戸郡洋野町大野第６０
地割４１－８ 又は6時30分～19時00分

の間の4時間程度

事務補助（財政課・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ヶ月未満） 岩手県久慈市川崎町１－１
8時30分～17時15分の間
の5時間程度

捕鳥業務 有限会社　佐々正
岩手県九戸郡洋野町

1,363円～1,818円雇用期間の定めなし 岩手県二戸市石切所字向川原４
５番地１

岩手県警察職員（事務補助）
（会計年度任用職員）宮古～二
戸

岩手県警察本部　警務課
岩手県久慈市

919円～1,146円雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 岩手県盛岡市内丸８－１０
8時00分～17時45分の間
の6時間程度

清掃員（久慈市） 株式会社　日新管財
岩手県久慈市

普通自動車運転免許　　あれば尚可

855円～855円雇用期間の定めなし 青森県八戸市江陽４丁目８－１
１

［指定管理］図書館業務
（久慈市）

株式会社　図書館流通
センター　図書館サ
ポート事業部

岩手県久慈市

156,555円～
161,347円

雇用期間の定めあり（４ヶ月未満） 東京都文京区大塚３－１－１

セールスドライバー職／
久慈営業所

佐川急便株式会社
岩手県久慈市

160,000円～
210,000円

雇用期間の定めあり（４ヶ月未満） 東京都江東区新砂２丁目１－１
７

★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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