
（フルタイム）
不問 (1)8時30分～17時00分

正社員以外 03010-27308421
（フルタイム） 変形（1年単位）

59歳以下 (1)8時00分～17時00分

８トン限定中型自動車免許 あれば尚可

大型自動車免許 あれば尚可

正社員 03090- 2083421
（フルタイム） 変形（1年単位）

不問 (1)8時00分～17時00分

正社員以外 03100- 2505121
（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

車両系建設機械（基礎工事用）運転技能者 あれば尚可

正社員以外 03100- 2500521 玉掛技能者 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

２級土木施工管理技士 必須

正社員 03100- 2501421
（フルタイム） 変形（1年単位）

40歳以下 (1)8時00分～17時30分

正社員 03100- 2522721
（フルタイム） 変形（1年単位）

64歳以下 (1)8時00分～17時30分
(2)8時00分～17時00分

建設業経理士１級 あれば尚可

建設業経理士２級 あれば尚可

正社員 03100- 2523821
（フルタイム）

不問 (1)8時30分～17時15分

正社員以外 03100- 2507721
（フルタイム）

不問 (1)8時30分～17時15分

正社員以外 03100- 2508821
（フルタイム） 変形（1年単位）

30歳以下 (1)7時00分～16時30分
(2)7時00分～15時30分

正社員 03100- 2517521
（フルタイム）

不問 (1)8時30分～16時45分

作業療法士 必須

正社員 03100- 2520121
（フルタイム）

59歳以下 (1)8時30分～18時00分

正社員 03100- 2497421
（フルタイム） 変形（1ヶ月単位）

不問 (1)7時30分～16時03分
(2)8時00分～17時00分
(3)8時30分～17時30分 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

正社員以外 03100- 2526421
（フルタイム）

59歳以下

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

正社員 03100- 2511921
（フルタイム）

30歳以下 (1)8時30分～18時00分

正社員 03100- 2527321
（フルタイム） 交替制あり

18歳以上 (1)16時00分～23時30分
(2)16時00分～0時30分

正社員 03100- 2499621

厨房及びホール係 株式会社　オフィス
ＣＯＥＵＲ 岩手県久慈市

160,000円～
210,000円

雇用期間の定めなし 岩手県久慈市栄町第３２地割８
７番地６

事務員 筑波重工　株式会社
岩手県九戸郡洋野町

普通自動車運転免許　　必須

150,000円～
250,000円

雇用期間の定めなし 岩手県九戸郡洋野町阿子木第１
８地割３５番地２９

訪問介護員 コアラいわて　有限
会社 岩手県久慈市

普通自動車運転免許　　必須

138,640円～
150,000円

雇用期間の定めなし 岩手県久慈市夏井町閉伊口第３
地割３３番地８ 7時00分～20時00分の間

の8時間程度

介護員（元気の泉デイサー
ビスセンター））

社会福祉法人　久慈
市社会福祉事業団 岩手県久慈市

普通自動車運転免許　　必須

138,976円～
146,248円

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 岩手県久慈市旭町第７地割１０
５－１０

販売及び接客 有限会社　野場造花
仏具店 岩手県久慈市

普通自動車運転免許　　必須

148,608円～
148,608円

雇用期間の定めなし 岩手県久慈市十八日町２丁目９
番地

作業療法士 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

167,475円～
167,475円

雇用期間の定めなし 岩手県久慈市田屋町第１地割３
０番地８

現場作業員 有限会社　丸大県北農林
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）

189,275円～
258,400円

雇用期間の定めなし 岩手県九戸郡洋野町中野第１２
地割１５番地５

事務補助（事務局・会計年度任
用職員）【障害者専用求人】

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

作業手（会計年度任用職
員）【障害者専用求人】

岩手県立久慈病院
岩手県久慈市

普通自動車運転免許　　必須

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

事務職 藤原電業　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）

148,000円～
148,000円

雇用期間の定めなし 岩手県久慈市中央１丁目３９

電気工事士（見習い可） 藤原電業　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）

148,000円～
180,000円

雇用期間の定めなし 岩手県久慈市中央１丁目３９

土木施工管理 鳥谷峰建設　株式会社
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）

150,000円～
250,000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２７－６９

土木作業員 鳥谷峰建設　株式会社
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）

160,300円～
251,900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２７－６９

土木作業員 宮城建設　株式会社
岩手県久慈市

普通自動車運転免許　　必須

190,080円～
211,680円

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 岩手県久慈市新中の橋第４地割
３５番地３

鶏舎清掃作業員（除糞） 株式会社　明和運輸
九戸営業所 岩手県久慈市・九戸郡洋野町

普通自動車運転免許　　必須
（AT限定不可）

193,500円～
216,000円

雇用期間の定めなし 岩手県九戸郡九戸村大字山屋第
３地割字山屋１０５－３

必要な免許資格

事務職（北三陸支店普代
村営業店）

東日本信用漁業協同組合
連合会　岩手支店 岩手県下閉伊郡普代村

普通自動車運転免許　　必須

172,000円～
172,000円

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 岩手県盛岡市内丸１６－１

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8：30～17：1512月2日発行(次回12月9日) ※ 11月24日～11月30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8：30～17：1512月2日発行(次回12月9日) ※ 11月24日～11月30日に受理した求人です。

（フルタイム） 交替制あり
不問 (1)8時00分～17時00分

(2)9時00分～18時00分
社会福祉士 必須

介護支援専門員（ケアマネージャー） 必須

正社員 03100- 2496521 精神保健福祉士 必須

（フルタイム）
39歳以下 (1)9時00分～18時30分

正社員 03100- 2521021
（フルタイム）

64歳以下 (1)7時30分～17時00分

(2)7時00分～16時30分
大型自動車免許 必須

大型特殊自動車免許 あれば尚可

正社員 03100- 2528621 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

（フルタイム）
64歳以下 (1)7時30分～17時00分

(2)7時00分～16時30分
三級自動車整備士 あれば尚可

大型自動車免許 あれば尚可

正社員 03100- 2529921
（パートタイム）

不問 (1)7時30分～14時30分

パート労働者 03100- 2503621
（パートタイム）

不問 (1)8時30分～16時30分

パート労働者 03100- 2519321
（パートタイム） 交替制あり

不問

パート労働者 03100- 2509221
（パートタイム）

不問 (1)13時15分～17時15分

パート労働者 03100- 2510621
（パートタイム）

不問

パート労働者 03100- 2516221
（パートタイム）

不問 (1)17時30分～20時30分

パート労働者 03100- 2513021
（パートタイム）

不問 (1)7時00分～10時00分

パート労働者 03100- 2514721
（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- 2524221
（パートタイム）

不問 (1)9時00分～16時00分

准看護師 必須

看護師 必須

パート労働者 03100- 2525521
（パートタイム） 変形（1年単位）

不問 (1)11時20分～12時30分

(2)15時45分～17時00分

パート労働者 03100- 2506021
（パートタイム）

不問

パート労働者 03100- 2504921
（パートタイム）

不問 (1)16時00分～21時00分

パート労働者 03100- 2498321

整備士 筑波フォレスト　株式会
社　洋野営業所 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）

250,000円～
480,000円

雇用期間の定めなし
岩手県九戸郡洋野町阿子木第１
８地割３５－２９

原木運搬車運転手 筑波フォレスト　株式会
社　洋野営業所 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）

250,000円～
350,000円

雇用期間の定めなし
岩手県九戸郡洋野町阿子木第１
８地割３５－２９

営業兼事務 株式会社　久慈保険
事務所 岩手県久慈市

普通自動車運転免許　　必須

200,000円～
200,000円

雇用期間の定めなし
岩手県久慈市新井田第３地割１
３２

生活相談員 株式会社　平谷商店
岩手県久慈市

普通自動車運転免許　　必須

175,000円～
175,000円

雇用期間の定めなし
岩手県久慈市長内町第２１地割
８１－２

【障】清掃員 宮城建設　株式会社
岩手県久慈市

普通自動車運転免許　　あれば尚可

865円～865円雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）
岩手県久慈市新中の橋第４地割
３５番地３

一般事務（税務出納課・会
計年度任用職員）

普代村役場
岩手県下閉伊郡普代村

普通自動車運転免許　　必須

905円～1,064円雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）
岩手県下閉伊郡普代村第９地割
字銅屋１３番地２

看護補助者（会計年度任用
職員）【障害者専用求人】

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

医療技術補助員（令和４年
度／会計年度任用職員）

岩手県立久慈病院
岩手県久慈市

854円～1,048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

商品管理、生花販売、配達
（土日勤務）

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

下膳および食器洗浄係（１
７時半～２０時半）

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

下膳および食器洗浄係（７
時～１０時）

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

介護員（元気の泉デイサー
ビスセンター）

社会福祉法人　久慈
市社会福祉事業団 岩手県久慈市

940円～960円雇用期間の定めなし
岩手県久慈市旭町第７地割１０
５－１０ 7時30分～12時30分の間

の4時間程度

登録看護師 社会福祉法人　久慈
市社会福祉事業団 岩手県久慈市

1,000円～1,000円雇用期間の定めなし
岩手県久慈市旭町第７地割１０
５－１０

配食員 特定非営利活動法人　ファ
ミリーサポートおひさま 岩手県久慈市

普通自動車運転免許　　必須

930円～930円雇用期間の定めなし
岩手県久慈市栄町第３２地割３
５番地１

食材加工（長内） 株式会社　碧青果
岩手県久慈市

854円～854円雇用期間の定めなし
岩手県下閉伊郡普代村第６地割
字中山１０５番１ 8時00分～17時00分の間

の6時間程度

ホール係 株式会社　オフィス
ＣＯＥＵＲ 岩手県久慈市

860円～880円雇用期間の定めなし
岩手県久慈市栄町第３２地割８
７番地６ 又は17時00分～21時00分

の間の4時間以上

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

《お問合せはハローワーク久慈まで》 ℡0194-53-3374 平日8：30～17：1512月2日発行(次回12月9日) ※ 11月24日～11月30日に受理した求人です。

（パートタイム）
不問 (1)9時00分～17時00分

(2)9時00分～15時00分

パート労働者 03100- 2518421
（パートタイム）

不問

パート労働者 03100- 2515821
（パートタイム）

18歳以上

パート労働者 03100- 2512121

説明会：１０：００～ ハローワーク久慈　２階　会議室

説明会：１４：００～ ハローワーク久慈　２階　会議室

説明会：１４：００～ ハローワーク久慈　２階　会議室

加工品製造 株式会社　北三陸
ファクトリー 岩手県九戸郡洋野町

854円～900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２２
地割１３３－１

衣料の販売 株式会社　マックハ
ウス　久慈店 岩手県久慈市

854円～854円雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）
岩手県久慈市長内町第３２地割
１４－１ 9時45分～19時00分の間

の5時間以上

カラオケスタッフ カラオケＷＯＮＤＡ久慈
店　代表　東　優奈 岩手県久慈市

900円～950円雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）
岩手県久慈市中央２丁目２番地

10時00分～0時00分の間
の4時間以上

「求人説明会」・「ミニ面接会」　１２月の予定

令和４年１２月１６日（金） 有限会社　ホームセンター仙台

令和４年１２月２０日（火）
株式会社　細谷地
太陽の野菜畑　株式会社

令和４年１２月２２日（木） 株式会社　久慈ソーイング

＊当日は、マスク着用でお願いします。また、会場入りの際はアルコール消毒もお願いします。
＊当日は、開始時間５分前に会場へご案内となります。
＊新型コロナウィルス感染症の発生状況によっては、中止となる場合もありますので、ご了承

◎お問い合わせ先　：　ハローワーク久慈　　☎０１９４－５３－３３７４

★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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