
（フルタイム） 変形（1年単位）

18歳～64歳 (1)8時00分～17時00分

交通誘導警備業務検定１級 必須

交通誘導警備業務検定２級 必須

正社員以外 02020-17224821
（フルタイム）

59歳以下 (1)8時15分～17時00分

メディカルクラーク（医療事務技能審査） あれば尚可

正社員 03010-29347921
（フルタイム） 交替制あり

18歳～59歳 (1)8時30分～17時00分

(2)16時30分～1時00分

正社員 03100- 2660921
（フルタイム） 変形（1年単位）

不問 (1)8時00分～17時30分

日商簿記３級 あれば尚可

簿記能力検定（全経３級） あれば尚可

正社員以外 03100- 2659421 簿記実務検定３級 あれば尚可

（フルタイム） 変形（1ヶ月単位）
18歳以上 (1)8時00分～17時00分

(2)5時00分～14時00分
大型自動車免許 必須

正社員 03100- 2664821
（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

正社員 03100- 2674521
（フルタイム） 変形（1ヶ月単位）

64歳以下 (1)7時00分～16時00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- 2652921
（フルタイム） 変形（1ヶ月単位）

不問 (1)6時00分～15時00分

(2)13時00分～22時00分

(3)8時00分～17時00分 ホームヘルパー２級 あれば尚可

介護職員初任者研修修了者 あれば尚可

正社員以外 03100- 2656821 介護福祉士 あれば尚可

（フルタイム） 交替制あり
65歳以下 (1)6時00分～15時00分

(2)13時00分～22時00分
調理師 あれば尚可

栄養士 あれば尚可

正社員 03100- 2657221 野菜ソムリエ あれば尚可

（フルタイム）

59歳以下 (1)8時30分～17時30分

正社員以外 03100- 2677621
（フルタイム）

不問

正社員以外 04010-76254721
（パートタイム） 交替制あり

不問 (1)8時00分～13時30分

(2)12時30分～18時00分

パート労働者 03010-29375721
（パートタイム）

不問 (1)8時20分～15時20分

(2)9時00分～16時00分

パート労働者 03100- 2663721
（パートタイム）

59歳以下 (1)9時00分～17時00分

パート労働者 03100- 2650321

9時00分～19時00分の間
の7時間程度

ルート保守・点検 株式会社　アイエヌ
エス 岩手県久慈市

普通自動車運転免許　　必須

240,000円～
240,000円

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）
宮城県名取市増田５丁目１－６

医療材料の管理及び院内搬送 株式会社　エフエス
ユニマネジメント
久慈事業所

岩手県久慈市

141,040円～
141,040円

雇用期間の定めなし
岩手県久慈市旭町第１０地割１
番　（岩手県立久慈病院内）

調理員（山根温泉べっぴ
んの湯）

社会福祉法人　琥珀会
岩手県久慈市

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
岩手県久慈市小久慈町第１９地
割１１８－１ 又は6時00分～22時00分

の間の8時間程度

介護員（フルタイム） 社会福祉法人　琥珀会
岩手県久慈市

普通自動車運転免許　　必須

142,788円～
142,788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１９地
割１１８－１

産廃処理（動物のふん尿）
及びたい肥製造作業員

農事組合法人　アー
スクリエート 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）

190,000円～
230,000円

雇用期間の定めなし
岩手県九戸郡洋野町大野第５７
地割１－１６４ 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

介護福祉士 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

（AT限定不可）

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

大型運転手 嘉村運送　有限会社
岩手県久慈市

151,200円～
259,200円

雇用期間の定めなし
岩手県久慈市小久慈町第３０地
割５０ 又は0時00分～23時59分

の間の8時間程度

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

事務職 株式会社　細谷地
岩手県久慈市

普通自動車運転免許　　必須

147,744円～
147,744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 又は9時40分～19時10分

の間の8時間

ホールスタッフ（中央） 有限会社　樹商事
岩手県久慈市

180,000円～
180,000円

雇用期間の定めなし
岩手県久慈市中央２丁目４２番
地

医療事務（種市） 株式会社　ニチイ学
館　盛岡支店 岩手県九戸郡洋野町

135,020円～
142,870円

雇用期間の定めなし
岩手県盛岡市盛岡駅西通２－９
－１　マリオスビル１２Ｆ

必要な免許資格

交通誘導警備員（有資格者） 株式会社　トーショ
ウビルサービス　八
戸営業所

岩手県九戸郡洋野町
普通自動車運転免許　　必須

183,168円～
185,760円

雇用期間の定めなし
青森県八戸市青葉１丁目９番３
６号

職　種 年　齢 賃　金 求人者名 就業場所・所在地 就業時間

電話交換手（岩手県立久
慈病院）

株式会社　メディカ
ルサポート 岩手県久慈市

860円～860円雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）
岩手県盛岡市津志田町１丁目１
５－３７

郵便窓口後方事務【障害
者専用求人】

久慈郵便局
岩手県久慈市

880円～880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４４

一般事務 久慈日産チェリー
株式会社 岩手県久慈市

普通自動車運転免許　　必須

879円～879円雇用期間の定めなし
岩手県久慈市夏井町大崎第１２
地割９番地４

◎ 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23日発行(次回１月６日) ※ 12月15日～12月21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23日発行(次回１月６日) ※ 12月15日～12月21日に受理した求人です。

（パートタイム）
59歳以下 (1)9時00分～16時00分

パート労働者 03100- 2670021
（パートタイム）

不問 (1)9時00分～11時00分

パート労働者 03100- 2675421
（パートタイム）

不問 (1)8時45分～17時15分

パート労働者 03100- 2653121
（パートタイム）

不問 (1)8時30分～15時30分

パート労働者 03100- 2654021
（パートタイム）

不問 (1)9時00分～16時00分

パート労働者 03100- 2667421
（パートタイム）

不問 (1)9時00分～16時00分

パート労働者 03100- 2668321
（パートタイム）

不問 (1)9時00分～16時00分

パート労働者 03100- 2669621
（パートタイム）

不問 (1)9時00分～17時30分

パート労働者 03100- 2648221
（パートタイム）

不問

パート労働者 03100- 2658521

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

854円～854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

調理業務（ローソン久慈本町
店：９：００～１１：００）

株式会社　らいおん
岩手県久慈市

855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

自作農財産関係事務嘱託員 県北広域振興局
岩手県久慈市

普通自動車運転免許　　必須

905円～1,129円雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）
岩手県久慈市八日町１丁目１番
地

事務補助（会計年度任用職員・
久慈農業改良普及センター）

県北広域振興局
岩手県久慈市

905円～1,129円雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）
岩手県久慈市八日町１丁目１番
地

会計年度任用職員（事務補
助）【経営企画部総務課】

県北広域振興局
岩手県久慈市

905円～1,129円雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）
岩手県久慈市八日町１丁目１番
地

会計年度任用職員（用務
員）【経営企画部】

県北広域振興局
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）
岩手県久慈市八日町１丁目１番
地

会計年度任用職員（総合
案内員）【経営企画部】

県北広域振興局
岩手県久慈市

905円～1,129円雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）
岩手県久慈市八日町１丁目１番
地

事務職（パート） 株式会社　レーベ
ル′ホールディング
ス

岩手県久慈市
普通自動車運転免許　　必須

860円～1,000円雇用期間の定めなし
岩手県久慈市川崎町１２－３

販売および洋菓子製造補助 洋菓子　ミリオンベ
ル　繁名広達 岩手県久慈市

860円～1,080円雇用期間の定めなし
岩手県久慈市中央２－１２

10時00分～19時00分の間
の5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/

※当所は12/29(木)～1/3(火)まで閉庁となります。
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