
（フルタイム） 交替制あり
不問 (1)7時00分～15時30分

(2)8時20分～16時50分

(3)10時45分～19時15分

正社員以外 03010-29873721
（フルタイム） 変形（1年単位）

69歳以下 (1)5時00分～13時00分

正社員 03090- 2241221
（フルタイム）

18歳～59歳 (1)19時00分～3時00分

(2)0時00分～8時00分
大型自動車免許 必須

フォークリフト運転技能者 必須

正社員 03090- 2246921
（フルタイム） 変形（1ヶ月単位）

不問 (1)8時30分～17時30分

(2)7時30分～16時30分
保育士 必須

正社員以外 03100-   21631
（フルタイム）

40歳以下 (1)8時00分～17時30分

正社員 03100- 2693621
（フルタイム） 変形（1年単位）

64歳以下

正社員 03100-   24031
（フルタイム） 変形（1年単位）

69歳以下 (1)8時30分～18時00分

大型自動車免許 必須

正社員 03100- 2691421
（フルタイム） 変形（1ヶ月単位）

不問

正社員 03100- 2694921
（フルタイム） 交替制あり

不問 (1)9時00分～18時00分

(2)7時00分～16時00分

正社員以外 03100-   12331
（フルタイム）

59歳以下 (1)6時00分～15時00分

正社員 03100-    1531
（フルタイム）

不問 (1)8時00分～17時00分

正社員 03100- 2690521
（フルタイム）

不問 (1)8時30分～17時30分

正社員 03100-    3731
（フルタイム） 交替制あり

不問 (1)8時30分～17時30分

保育士 必須

正社員 03100- 2681221
（フルタイム）

64歳以下 (1)8時00分～16時00分

正社員 03100- 2687121
（フルタイム） 変形（1年単位）

62歳以下 (1)8時00分～17時00分

正社員以外 03100- 2678921

必要な免許資格

寄宿舎指導員（久慈拓陽
支援学校）

岩手県教育委員会事
務局　教職員課 岩手県久慈市

209,976円～
344,656円

雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）
岩手県盛岡市内丸１０－１

職　種 年　齢 賃　金 求人者名 就業場所・所在地 就業時間

捕獲作業員 有限会社　折爪運送
岩手県九戸郡洋野町

199,800円～
244,200円

雇用期間の定めなし
岩手県九戸郡九戸村大字長興寺
８－３７ 又は6時00分～14時00分

の間の7時間程度

大型トラック運転手 株式会社　十文字養鶏
岩手県久慈市

普通自動車運転免許　　必須

264,000円～
400,000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8時00分～16時00分

の間の7時間程度

保育士 社会福祉法人　こだ
ま保育園 岩手県久慈市

152,000円～
160,000円

雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）
岩手県久慈市宇部町第１８地割
３５

工場管理職候補 一沢コンクリート工
業　株式会社 岩手県久慈市

普通自動車運転免許　　必須

160,000円～
192,000円

雇用期間の定めなし
岩手県久慈市長内町第３７地割
６番地１

ドコモショップスタッフ
（販売兼事務一般）

株式会社　細谷地
岩手県久慈市

普通自動車運転免許　　必須

160,000円～
196,000円

雇用期間の定めなし
岩手県久慈市長内町第１７地割
１００番地１０ 9時00分～20時00分の間

の8時間程度

大型トラックドライバー 船渡整備工場　有限会社
岩手県久慈市

180,000円～
300,000円

雇用期間の定めなし
岩手県久慈市侍浜町桑畑３地割
５－５３

店長候補 フレッシュマート
ニシヤマ　　工藤
統永

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
岩手県九戸郡洋野町種市２３－
２７－７６ 8時45分～18時30分の間

の7時間以上

事務及び販売員 株式会社　のだむら
岩手県九戸郡野田村

146,888円～
146,888円

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

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

食材加工（本社） 株式会社　碧青果
岩手県下閉伊郡普代村

普通自動車運転免許　　必須

135,786円～
135,786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

生活支援員（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

保育士（放課後等デイ
サービス希良里）

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

180,000円～
180,000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 又は9時30分～18時30分

の間の8時間

ブロイラーの飼育管理作業員 株式会社　トライズ
ワーク 岩手県久慈市

普通自動車運転免許　　必須

171,500円～
196,000円

雇用期間の定めなし
岩手県久慈市山形町川井第４地
割３５番地１

孵卵作業員 プライフーズ　株式
会社　岩手孵卵場 岩手県九戸郡洋野町

143,300円～
166,700円

雇用期間の定めなし
岩手県九戸郡洋野町大野１４－
５

◎ 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8：30～17：15１月６日発行(次回１月13日) ※ 12月22日～１月４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8：30～17：15１月６日発行(次回１月13日) ※ 12月22日～１月４日に受理した求人です。

（フルタイム）
62歳以下 (1)8時00分～17時00分

大型自動車免許 必須

正社員以外 03100- 2679121
（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- 2680821
（フルタイム） 変形（1年単位）

不問 (1)8時00分～18時00分

正社員 03100- 2684321
（フルタイム） 変形（1ヶ月単位）

18歳～44歳 (1)15時00分～0時00分

(2)19時00分～1時00分

(3)10時00分～23時00分

正社員 13080- 1065531
（パートタイム）

不問

保育士 必須

パート労働者 03100-   20331
（パートタイム） 交替制あり

不問

パート労働者 03100- 2695121
（パートタイム） 交替制あり

不問

パート労働者 03100- 2696021
（パートタイム） 交替制あり

不問

調理師 あれば尚可

パート労働者 03100- 2686921
（パートタイム）

不問

パート労働者 03100- 2689721
（パートタイム）

不問 (1)8時15分～12時25分

パート労働者 03100- 2688021
（パートタイム）

不問 (1)13時00分～18時00分

(2)8時00分～12時00分

パート労働者 03100- 2685621

学童保育支援員（補助） 侍浜学童父母の会
岩手県久慈市

854円～854円雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）
岩手県久慈市侍浜町保土沢第８
地割２７番地１

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

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

調理師又は調理見習い 大沢農村振興会　ア
グリパークおおさわ 岩手県九戸郡洋野町

普通自動車運転免許　　必須

854円～864円雇用期間の定めなし
岩手県九戸郡洋野町種市第６９
地割１６－１ 10時00分～20時00分の間

の5時間以上

調理補助 フレッシュマート
ニシヤマ　　工藤
統永

岩手県九戸郡洋野町
普通自動車運転免許　　必須

854円～854円雇用期間の定めなし
岩手県九戸郡洋野町種市２３－
２７－７６ 7時00分～15時00分の間

の6時間以上

調理作業・接客 フレッシュマート
ニシヤマ　　工藤
統永

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
岩手県九戸郡洋野町種市２３－
２７－７６ 8時45分～18時30分の間

の6時間以上

保育士【パート】 社会福祉法人　こだ
ま保育園 岩手県久慈市

950円～1,000円雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）
岩手県久慈市宇部町第１８地割
３５ 8時30分～16時30分の間

の6時間程度

運送業務 プライフーズ　株式
会社　岩手孵卵場 岩手県九戸郡洋野町

普通自動車運転免許　　必須

216,700円～
216,700円

雇用期間の定めなし
岩手県九戸郡洋野町大野１４－
５

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

建築大工 舩渡建築
岩手県久慈市

普通自動車運転免許　　必須

172,800円～
259,200円

雇用期間の定めなし
岩手県九戸郡洋野町種市６ー４
８ー３

正社員店舗スタッフ（魚
民　久慈東口駅前店）

株式会社モンテロー
ザフーズ 岩手県久慈市

195,000円～
278,000円

雇用期間の定めなし
東京都杉並区梅里１－２１－１
５　モンテローザ本社ビル

★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/

【お知らせ】

◎ハローワーク久慈では、毎月求人説明会を開催しております。

◎今月の予定は、ハローワーク久慈の窓口でご確認ください。

（募集人数に制限がありますので、締め切りとなっている場合もあります。）
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