
（フルタイム） 変形（1年単位）

61歳以下 (1)9時00分～18時00分

中型自動車免許 あれば尚可

正社員 03010-27154421
（フルタイム） 変形（1年単位）

61歳以下 (1)9時00分～18時00分

二級自動車整備士 必須

自動車検査員 必須

正社員 03010-27164621 中型自動車免許 あれば尚可

（フルタイム） 変形（1年単位）

61歳以下 (1)9時00分～18時00分

中型自動車免許 あれば尚可

二級自動車整備士 あれば尚可

正社員 03010-27165921 自動車検査員 あれば尚可

（フルタイム） 交替制あり

45歳以下 (1)8時30分～17時15分

(2)16時30分～1時15分

(3)0時30分～9時15分 助産師 必須

正社員 03010-26814521
（フルタイム） 交替制あり

45歳以下 (1)8時30分～17時15分

(2)16時30分～1時15分

(3)0時30分～9時15分 看護師 必須

正社員 03010-26815421
（フルタイム） 変形（1年単位）

59歳以下 (1)8時00分～17時00分

準中型自動車免許 必須

正社員 03080- 2933821
（フルタイム） 変形（1ヶ月単位）

不問

保育士 必須

正社員以外 03100- 2470421
（フルタイム） 変形（1ヶ月単位）

不問

保育士 必須

正社員以外 03100- 2471321
（フルタイム） 変形（1年単位）

40歳以下 (1)8時00分～17時00分

準中型自動車免許 あれば尚可

正社員 03100- 2493721
（フルタイム）

不問 (1)8時30分～17時15分

正社員以外 03100- 2455321
（フルタイム） 交替制あり

不問 (1)6時00分～15時00分

(2)7時00分～15時45分

(3)9時30分～18時15分 調理師 必須

正社員以外 03100- 2456621
（フルタイム）

不問 (1)8時30分～17時15分

歯科衛生士 必須

正社員以外 03100- 2457921
（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- 2458121
（フルタイム）

不問 (1)8時30分～17時15分

正社員以外 03100- 2459021
（フルタイム）

不問 (1)8時30分～17時15分

管理栄養士 必須

栄養士 必須

正社員以外 03100- 2460221
（フルタイム）

不問 (1)8時30分～17時15分

診療放射線技師 必須

正社員以外 03100- 2461521

必要な免許資格

営業スタッフ（正社員：
久慈店）

トヨタカローラ岩手
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）

160,000円～
200,000円

雇用期間の定めなし 岩手県盛岡市上堂４丁目６－５

職　種 年　齢 賃　金 求人者名 就業場所・所在地 就業時間

自動車検査員（正社員：二戸、
久慈、宮古、釜石、遠野）

トヨタカローラ岩手
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）

208,000円～
248,000円

雇用期間の定めなし 岩手県盛岡市上堂４丁目６－５

自動車整備士（正社員：二戸、
久慈、宮古、釜石、遠野）

トヨタカローラ岩手
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）

160,000円～
200,000円

雇用期間の定めなし 岩手県盛岡市上堂４丁目６－５

助産師Ａ（沿岸地域の県
立病院７病院）

岩手県医療局
岩手県久慈市

214,500円～
214,500円

雇用期間の定めなし
岩手県盛岡市内丸１１－１　盛岡合
同庁舎７階
岩手県医療局

看護師Ａ（沿岸地域の県
立病院７病院）

岩手県医療局
岩手県久慈市

194,100円～
211,600円

雇用期間の定めなし
岩手県盛岡市内丸１１－１　盛岡合
同庁舎７階
岩手県医療局

営業職【久慈支店】 橋爪商事　株式会社
岩手県久慈市

162,000円～
285,000円

雇用期間の定めなし 岩手県大船渡市大船渡町字砂森
２‐２０

保育士【臨時職員・１月
１日～】

社会福祉法人　久慈
福松会　久慈保育園 岩手県久慈市

157,000円～
168,450円

雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）
60歳以上
歓迎求人

岩手県久慈市中町２丁目２５
7時10分～19時00分の間
の8時間程度

保育士【臨時職員・４月
１日～】

社会福祉法人　久慈
福松会　久慈保育園 岩手県久慈市

157,000円～
168,450円

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）
60歳以上
歓迎求人

岩手県久慈市中町２丁目２５
7時10分～19時00分の間
の8時間程度

営業配送（洋野営業所） 株式会社　ヤマイチ
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）

161,000円～
182,000円

雇用期間の定めなし 岩手県久慈市長内町２１－５０
－１

医療事務補助員（医療ク
ラーク）

岩手県立久慈病院
岩手県久慈市

147,400円～
197,200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

調理師及び調理手（会計
年度任用職員）

岩手県立久慈病院
岩手県久慈市

138,989円～
170,600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

歯科衛生士（会計年度任
用職員）

岩手県立久慈病院
岩手県久慈市

138,989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

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

医療技術助手 岩手県立久慈病院
岩手県久慈市

138,989円～
170,600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

管理栄養士または栄養士
（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

診療放射線技師（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

◎ 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25日発行(次回12月２日) ※ 11月17日～11月22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25日発行(次回12月２日) ※ 11月17日～11月22日に受理した求人です。

（フルタイム） 変形（1ヶ月単位）

不問 (1)8時30分～17時15分

(2)16時30分～1時15分

(3)0時30分～9時15分 看護師 必須

准看護師 必須

正社員以外 03100- 2463321
（フルタイム）

不問 (1)8時30分～17時15分

正社員以外 03100- 2464621
（フルタイム）

59歳以下 (1)8時00分～17時00分

正社員 03100- 2492021
（フルタイム） 変形（1年単位）

59歳以下 (1)8時30分～17時00分

正社員 03100- 2483121
（フルタイム） 変形（1年単位）

65歳以下 (1)8時00分～17時00分

正社員 03100- 2485721
（フルタイム）

59歳以下 (1)8時30分～17時30分

正社員 03100- 2472621
（フルタイム）

59歳以下 (1)8時30分～17時30分

看護師 必須

准看護師 必須

正社員 03100- 2473921
（フルタイム）

59歳以下 (1)8時00分～17時00分

正社員以外 03100- 2462421
（フルタイム） 交替制あり

59歳以下 (1)6時00分～15時00分

(2)8時00分～17時00分

社会福祉士 あれば尚可

介護福祉士 あれば尚可

正社員 03100- 2466121 ホームヘルパー２級 必須

（フルタイム）

不問 (1)8時30分～17時30分

正社員 03100- 2491121
（フルタイム）

59歳以下 (1)7時00分～16時00分

正社員 03100- 2474121
（パートタイム）

不問 (1)6時00分～8時00分

パート労働者 02020-15768121
（パートタイム）

不問 (1)6時00分～14時00分

パート労働者 02020-15769021
（パートタイム）

不問

パート労働者 03100- 2478221
（パートタイム）

不問

歯科衛生士 必須

パート労働者 03100- 2467021
（パートタイム）

不問

パート労働者 03100- 2468721
（パートタイム） 交替制あり

不問

パート労働者 03100- 2469821

看護補助者（会計年度任
用職員）

岩手県立久慈病院
岩手県久慈市

854円～1,192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
0時00分～23時59分の間
の4時間以上

事務補助（事務局・会計
年度任用職員）

岩手県立久慈病院
岩手県久慈市

905円～1,064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
8時30分～17時15分の間
の4時間以上

歯科衛生士（会計年度任
用職員）

岩手県立久慈病院
岩手県久慈市

935円～1,368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
8時30分～17時15分の間
の7時間程度

除雪補助員（産業建設
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　　必須

（AT限定不可）

854円～890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7時間程度

お店での荷降ろし補助（久慈Ｓ
Ｃ店）【短期・低配】７時間

株式会社　共同物流
サービス 岩手県久慈市

1,000円～1,000円日雇（日々雇用または１ヶ月未満） 青森県八戸市卸センター１丁目
１３－１

お店での荷降ろし補助（久慈Ｓ
Ｃ店）【短期・低配】２時間

株式会社　共同物流
サービス 岩手県久慈市

1,000円～1,000円日雇（日々雇用または１ヶ月未満） 青森県八戸市卸センター１丁目
１３－１

看護師・准看護師（会計
年度任用職員）

岩手県立久慈病院
岩手県久慈市

166,700円～
251,400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

事務補助（事務局・会計
年度任用職員）

岩手県立久慈病院
岩手県久慈市

147,400円～
173,200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

運転手兼作業員 有限会社　光衛生社
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～
180,000円

雇用期間の定めなし 岩手県久慈市小久慈町第８地割
２４－１

縫製工 株式会社　久慈ソー
イング 岩手県久慈市

普通自動車運転免許　　あれば尚可

145,607円～
145,607円

雇用期間の定めなし 岩手県久慈市夏井町早坂第１地
割６－１９

食肉加工（侍浜工場） 株式会社　吉成食品
岩手県久慈市

147,571円～
147,571円

雇用期間の定めなし 岩手県久慈市侍浜町本町第９地
割５３－５０

事務員 医療法人　おのでら
耳鼻咽喉科クリニッ
ク

岩手県久慈市

135,000円～
135,000円

雇用期間の定めなし 岩手県久慈市長内町第２４地割
１４７－１

看護師・准看護師 医療法人　おのでら
耳鼻咽喉科クリニッ
ク

岩手県久慈市

208,000円～
215,000円

雇用期間の定めなし 岩手県久慈市長内町第２４地割
１４７－１

介護職員 デイサービスセン
ターみどりの里　株
式会社藤森

岩手県九戸郡洋野町
普通自動車運転免許　　必須

143,472円～
143,472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１－１

介護員 社会福祉法人　侍浜
福祉会 岩手県久慈市

普通自動車運転免許　　必須

171,900円～
171,900円

雇用期間の定めなし 岩手県久慈市侍浜町外屋敷第６
地割１０－４ 又は6時00分～18時00分

の間の8時間程度

事務員（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

肉用鶏種卵生産管理（畜
産作業員）

株式会社　イシイ
東北種鶏場　野田農
場

岩手県九戸郡野田村
普通自動車運転免許　　必須

163,300円～
230,000円

雇用期間の定めなし 岩手県九戸郡野田村大字野田第
２２地割１４６－１０

2／3



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30分～17時30分

パート労働者 03100- 2488521
（パートタイム） 変形（1年単位）

65歳以下 (1)8時00分～17時00分

パート労働者 03100- 2484021
（パートタイム） 変形（1年単位）

65歳以下 (1)8時00分～17時00分

パート労働者 03100- 2486821
（パートタイム）

64歳以下

パート労働者 03100- 2475021
（パートタイム）

不問

ホームヘルパー２級 必須

介護職員初任者研修修了者 必須

パート労働者 03100- 2465921 介護福祉士 必須

（パートタイム） 交替制あり

不問 (1)5時30分～8時30分

(2)15時30分～18時30分

パート労働者 03100- 2490921
（パートタイム） 交替制あり

不問

パート労働者 03100- 2477821
（パートタイム）

不問 (1)9時30分～15時30分

パート労働者 03100- 2489421

職業指導員 合同会社　ｍａｍ’
ｓ　ｈｕｇ 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
60歳以上
歓迎求人

岩手県久慈市中央２丁目３３

調理員（しあわせの家） 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）
60歳以上
歓迎求人

岩手県久慈市長内町第２９地割
６－６ 10時00分～15時00分の間

の5時間程度

世話人 特定非営利活動法人
なんぶ 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種市第１地
割１５番地６７

介護員 社会福祉法人　侍浜
福祉会 岩手県久慈市

900円～1,000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 6時00分～20時00分の間

の6時間程度

木材加工 株式会社　リンザイ
岩手県久慈市

950円～950円雇用期間の定めなし 岩手県久慈市大川目町第３地割
３１－１ 8時00分～17時00分の間

の4時間以上

食肉加工（種市工場） 株式会社　吉成食品
岩手県九戸郡洋野町

854円～854円雇用期間の定めなし 岩手県久慈市侍浜町本町第９地
割５３－５０

食肉加工（侍浜工場） 株式会社　吉成食品
岩手県久慈市

854円～854円雇用期間の定めなし 岩手県久慈市侍浜町本町第９地
割５３－５０

看護補助者（パート） 久慈恵愛病院
岩手県久慈市

855円～880円雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 岩手県久慈市湊町第１７地割１
００番地

★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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