
（フルタイム）
18歳以上 (1)8時00分～17時00分

大型自動車免許 必須

正社員以外 02020-16370521
（フルタイム）

18歳以上 (1)8時00分～17時00分

正社員以外 02020-16372321
（フルタイム）

不問 (1)8時00分～17時00分

正社員以外 02020-16375121
（フルタイム） 変形（1年単位）

65歳以下 (1)7時00分～16時30分

正社員 03090- 2192721
（フルタイム） 変形（1年単位）

59歳以下 (1)8時15分～17時15分

正社員 03100- 2605821
（フルタイム） 変形（1年単位）

59歳以下 (1)8時15分～17時15分

正社員 03100- 2606221
（フルタイム） 交替制あり

59歳以下

栄養士 あれば尚可

登録販売者（一般医薬品） あれば尚可

正社員 03100- 2564021
（フルタイム）

不問 (1)8時00分～17時00分

介護職員初任者研修修了者 必須

介護職員実務者研修修了者 必須

正社員以外 03100- 2576521 介護福祉士 あれば尚可

（フルタイム） 交替制あり
不問

正社員以外 03100- 2579621
（フルタイム） 変形（1ヶ月単位）

不問 (1)6時00分～15時00分

(2)9時00分～18時00分

(3)12時00分～21時00分

正社員以外 03100- 2580021
（フルタイム） 交替制あり

不問

調理師 必須

正社員以外 03100- 2581721
（フルタイム） 変形（1年単位）

59歳以下 (1)8時15分～17時15分

正社員 03100- 2607521
（フルタイム） 変形（1年単位）

59歳以下 (1)8時15分～17時15分

正社員 03100- 2608421
（フルタイム） 変形（1年単位）

59歳以下 (1)8時15分～17時15分

正社員 03100- 2609321
（フルタイム） 変形（1ヶ月単位）

59歳以下 (1)9時00分～18時00分

正社員 03100- 2617321

必要な免許資格

大型ダンプ運転手 有限会社　中豊建設
岩手県久慈市

151,900円～
195,300円

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）
青森県八戸市大字石手洗字梨子
木平１２－１

職　種 年　齢 賃　金 求人者名 就業場所・所在地 就業時間

重機オペレーター 有限会社　中豊建設
岩手県久慈市

普通自動車運転免許　　必須

（AT限定不可）

151,900円～
195,300円

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）
青森県八戸市大字石手洗字梨子
木平１２－１

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 有限会社　中豊建設
岩手県久慈市

普通自動車運転免許　　必須

151,900円～
195,300円

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）
青森県八戸市大字石手洗字梨子
木平１２－１

鶏舎内作業員 有限会社　中村商事
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）

143,600円～
165,600円

雇用期間の定めなし
岩手県二戸郡一戸町岩舘字田中
５４－８

縫製工 株式会社　ゼフィール
岩手県九戸郡野田村

147,400円～
147,400円

雇用期間の定めなし
岩手県九戸郡野田村大字野田第
２５地割５２

仕上げ工 株式会社　ゼフィール
岩手県九戸郡野田村

147,400円～
147,400円

雇用期間の定めなし
岩手県九戸郡野田村大字野田第
２５地割５２

販売員及び調剤助手（ホソ
タ薬局）

株式会社　ファーマ・ラボ
岩手県久慈市

149,000円～
170,000円

雇用期間の定めなし
岩手県久慈市十八日町１丁目２
１ 9時00分～20時00分の間

の8時間程度

介護員（リハビリタウンくじ通
所リハビリ）

医療法人健生会
岩手県久慈市

150,375円～
218,840円

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）
岩手県久慈市中の橋１丁目５番
地

応接員【準社員】 株式会社　のだむら
岩手県九戸郡野田村

普通自動車運転免許　　必須

146,888円～
146,888円

雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）
岩手県九戸郡野田村大字野田第
３１地割３１－１ 6時00分～22時00分の間

の8時間

事務及びフロント業務 株式会社　のだむら
岩手県九戸郡野田村

普通自動車運転免許　　必須

146,888円～
146,888円

雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）
岩手県九戸郡野田村大字野田第
３１地割３１－１

調理員【準社員】 株式会社　のだむら
岩手県九戸郡野田村

普通自動車運転免許　　必須

146,888円～
200,000円

雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）
岩手県九戸郡野田村大字野田第
３１地割３１－１ 5時00分～21時00分の間

の8時間程度

縫製工場のＣＡＤオペレーター 株式会社　エヌエル
フォーティ 岩手県下閉伊郡普代村

167,400円～
172,400円

雇用期間の定めなし
岩手県下閉伊郡普代村第２０地
割字馬場野４３－２

生地の裁断オペレーター（延
反・ＣＡＭ）

株式会社　エヌエル
フォーティ 岩手県下閉伊郡普代村

普通自動車運転免許　　あれば尚可

147,400円～
147,400円

雇用期間の定めなし
岩手県下閉伊郡普代村第２０地
割字馬場野４３－２

一般事務・生産工程事務 株式会社　エヌエル
フォーティ 岩手県下閉伊郡普代村

普通自動車運転免許　　あれば尚可

147,400円～
147,400円

雇用期間の定めなし
岩手県下閉伊郡普代村第２０地
割字馬場野４３－２

福祉用具等の管理及びメン
テナンス

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～
180,000円

雇用期間の定めなし
岩手県久慈市旭町第１０地割６
３

◎ 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9日発行(次回12月16日) ※ 12月1日～12月7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

12月9日発行(次回12月16日) ※ 12月1日～12月7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)7時00分～16時00分

(2)9時00分～18時00分

(3)10時00分～19時00分

正社員以外 03100- 2601921
（フルタイム）

59歳以下 (1)9時00分～17時30分

登録販売者（一般医薬品） あれば尚可

正社員 03100- 2593421
（フルタイム） 変形（1ヶ月単位）

64歳以下 (1)8時00分～17時00分

(2)8時30分～17時30分
看護師 必須

准看護師 必須

正社員 03100- 2565721
（フルタイム）

59歳以下 (1)6時00分～15時00分

正社員 03100- 2590821
（フルタイム） 交替制あり

64歳以下 (1)9時00分～18時00分

保育士 必須

理学療法士 必須

正社員 03100- 2542421 作業療法士 必須

（フルタイム） 交替制あり
64歳以下 (1)7時00分～16時00分

(2)12時30分～21時30分

(3)8時30分～17時30分 介護職員初任者研修修了者 あれば尚可

正社員 03100- 2569421
（フルタイム） 変形（1年単位）

59歳以下

大型自動車免許 必須

正社員 04010-71039621
（フルタイム）

59歳以下 (1)9時00分～17時00分

正社員 06060- 3527721
（フルタイム）

59歳以下 (1)9時00分～17時00分

正社員 06060- 3528821
（フルタイム）

59歳以下 (1)9時00分～17時00分

正社員 06060- 3529221
（フルタイム）

59歳以下 (1)9時00分～17時00分

正社員 06060- 3530621
（フルタイム）

59歳以下 (1)10時00分～19時00分

正社員 13010-22473222
（フルタイム）

59歳以下 (1)10時00分～19時00分

正社員 13010-22476722
（フルタイム）

59歳以下 (1)10時00分～19時00分

正社員 13010-22483422
（パートタイム）

59歳以下 (1)9時00分～15時00分

パート労働者 03100- 2598021
（パートタイム）

59歳以下 (1)9時00分～15時00分

パート労働者 03100- 2604721

仕上げ工（パート） 株式会社　ゼフィール
岩手県九戸郡野田村

854円～854円雇用期間の定めなし
岩手県九戸郡野田村大字野田第
２５地割５２

縫製工（パート） 株式会社　ゼフィール
岩手県九戸郡野田村

854円～854円雇用期間の定めなし
岩手県九戸郡野田村大字野田第
２５地割５２

生活支援員（臨時職員） 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

177,888円～
225,700円

雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）
岩手県久慈市天神堂第３２地割
８

販売及び看護助手 久慈眼科クリニック　圓
佛誠基 岩手県久慈市

145,000円～
165,000円

雇用期間の定めなし
岩手県久慈市長内町第３２地割
１２－４

看護師 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　　あれば尚可

196,648円～
200,040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

配送係 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

（AT限定不可）

147,060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５８
地割１２番地３２

支援員 特定非営利活動法人　ｍａ
ｚｅｌ．ｂｅ 岩手県久慈市

普通自動車運転免許　　必須

155,800円～
212,900円

雇用期間の定めなし
岩手県久慈市門前第３地割１５
２番地１ 又は7時30分～19時00分

の間の8時間程度

介護員（正社員） 社会福祉法人　ひろの会
岩手県九戸郡洋野町

147,572円～
195,920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８１－６

大型運転手［九戸郡野田村］ 協和運輸倉庫　株式会社
岩手県九戸郡野田村

普通自動車運転免許　　必須

（AT限定不可）

250,000円～
300,000円

雇用期間の定めなし
宮城県仙台市宮城野区苦竹３丁
目６－１０ 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
7時30分～17時00分の間
の8時間程度

家庭薬配置員【岩手営業
所】（久慈市）

協同薬品工業　株式会社
岩手県久慈市

普通自動車運転免許　　必須

130,000円～
130,000円

雇用期間の定めなし
山形県長井市本町２丁目１０－
６

家庭薬配置員【岩手営業
所】（野田村）

協同薬品工業　株式会社
岩手県九戸郡野田村

普通自動車運転免許　　必須

130,000円～
130,000円

雇用期間の定めなし
山形県長井市本町２丁目１０－
６

家庭薬配置員【岩手営業
所】（洋野町）

協同薬品工業　株式会社
岩手県九戸郡洋野町

普通自動車運転免許　　必須

130,000円～
130,000円

雇用期間の定めなし
山形県長井市本町２丁目１０－
６

家庭薬配置員【岩手営業
所】（普代村）

協同薬品工業　株式会社
岩手県下閉伊郡普代村

普通自動車運転免許　　必須

130,000円～
130,000円

雇用期間の定めなし
山形県長井市本町２丁目１０－
６

プログラマー／正社員／九
戸郡洋野町

アンテナ株式会社
岩手県九戸郡洋野町

176,000円～
300,000円

雇用期間の定めなし
東京都中央区八丁堀四丁目２番
８号　７０２号

ＷＥＢデザイナー／洋野町 アンテナ株式会社
岩手県九戸郡洋野町

176,000円～
300,000円

雇用期間の定めなし
東京都中央区八丁堀四丁目２番
８号　７０２号

ＷＥＢディレクター／洋野町 アンテナ株式会社
岩手県九戸郡洋野町

176,000円～
300,000円

雇用期間の定めなし
東京都中央区八丁堀四丁目２番
８号　７０２号
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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
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（パートタイム）
不問 (1)8時00分～17時00分

パート労働者 03100- 2583221
（パートタイム） 交替制あり

不問

パート労働者 03100- 2610121
（パートタイム）

59歳以下

パート労働者 03100- 2563121
（パートタイム）

不問 (1)5時00分～11時00分

パート労働者 03100- 2577421

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

～「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
　　ください。

調理補佐（パート） 株式会社　のだむら
岩手県九戸郡野田村

普通自動車運転免許　　必須

990円～990円雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）
岩手県九戸郡野田村大字野田第
３１地割３１－１

接客スタッフ（カーブス久
慈長内店）

株式会社　ファーマ・ラ
ボ 岩手県久慈市

890円～950円雇用期間の定めなし
岩手県久慈市十八日町１丁目２
１ 9時00分～19時00分の間

の5時間程度

客室清掃係（ルームメイク係） 株式会社　久慈グランド
ホテル 岩手県久慈市

860円～860円雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）
岩手県久慈市川崎町１０－１５

9時00分～15時00分の間
の5時間程度

清掃員（北リアス病院） 株式会社　久慈中央商事
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９地割２
０

★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/

お問い合わせ先 : ハローワーク久慈 ℡ 0194-53-3374
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