
（フルタイム）
35歳以下 (1)8時30分～17時30分

正社員 03010-  772331
（フルタイム） 変形（1ヶ月単位）

18歳以上 (1)17時15分～8時30分

(2)17時15分～22時00分

正社員以外 03010-  471431
（フルタイム） 変形（1ヶ月単位）

64歳以下 (1)8時30分～17時30分

(2)11時00分～19時00分

正社員 03090-   62831
（フルタイム） 変形（1ヶ月単位）

64歳以下 (1)8時30分～17時30分

大型自動車免許 あれば尚可

正社員 03090-   64531
（フルタイム） 変形（1ヶ月単位）

64歳以下 (1)8時30分～17時30分

(2)11時00分～19時00分

正社員 03090-   78031
（フルタイム） 交替制あり

59歳以下 (1)8時30分～17時30分

(2)16時30分～9時00分
看護師 必須

准看護師 必須

正社員 03100-   58131
（フルタイム） 交替制あり

18歳以上 (1)8時30分～17時30分

(2)7時30分～16時30分

(3)16時30分～9時00分 大型自動車免許 あれば尚可

正社員以外 03100-   59031
（フルタイム）

59歳以下 (1)8時00分～17時00分

正社員 03100-   34231
（フルタイム）

59歳以下 (1)8時00分～17時00分

正社員以外 03100-   40031
（フルタイム） 変形（1年単位）

59歳以下 (1)8時00分～17時20分

正社員 03100-   57931
（フルタイム） 変形（1年単位）

59歳以下 (1)8時00分～17時20分

フォークリフト運転技能者 あれば尚可

第二種電気工事士 あれば尚可

正社員 03100-   64631
（フルタイム） 変形（1年単位）

不問 (1)7時15分～16時15分

(2)8時00分～17時00分

(3)9時45分～18時45分 保育士 必須

正社員以外 03100-   51231
（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-   62731
（フルタイム） 変形（1年単位）

59歳以下 (1)8時00分～17時00分

正社員 03100-   61431
（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-   48931

必要な免許資格

営業職（ソリューション営業
等）（久慈又は二戸営業所）

エクナ　株式会社
岩手県久慈市

普通自動車運転免許　　必須

210,000円～
260,000円

雇用期間の定めなし
岩手県盛岡市中央通１－６－３
０

職　種 年　齢 賃　金 求人者名 就業場所・所在地 就業時間

医療事務（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

141,075円～
148,913円

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）
岩手県盛岡市津志田町１丁目１
５－３７

ホールスタッフ・事務員
【久慈玉泉院】

株式会社　ケーエス
エンタープライズ 岩手県久慈市

普通自動車運転免許　　必須

153,000円～
245,000円

雇用期間の定めなし
岩手県九戸郡軽米町大字上舘１
５－１３０－１

葬祭スタッフ【久慈玉泉院】 株式会社　ケーエス
エンタープライズ 岩手県久慈市

普通自動車運転免許　　必須

（AT限定不可）

158,500円～
475,000円

雇用期間の定めなし
岩手県九戸郡軽米町大字上舘１
５－１３０－１

ホールスタッフ・事務員
【久慈玉泉院】

株式会社　ケーエス
エンタープライズ 岩手県久慈市

普通自動車運転免許　　必須

153,000円～
245,000円

雇用期間の定めなし
岩手県九戸郡軽米町大字上舘１
５－１３０－１

看護師・准看護師（正社員） 社団医療法人　祐和
会　北リアス病院 岩手県久慈市

175,600円～
395,500円

雇用期間の定めなし
岩手県久慈市源道第１２地割１
１１番

看護補助及び送迎員 社団医療法人　祐和
会　北リアス病院 岩手県久慈市

普通自動車運転免許　　必須

（AT限定不可）

137,200円～
137,200円

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）
岩手県久慈市源道第１２地割１
１１番

と畜解体 久慈食肉事業協同組合
岩手県久慈市

152,000円～
156,000円

雇用期間の定めなし
岩手県久慈市宇部町第１地割５
９－７

店員（鮮魚部門・フルタ
イム）［宇部店］

株式会社　越戸商店
岩手県久慈市

148,608円～
148,608円

雇用期間の定めなし
岩手県下閉伊郡普代村第１９地
割字白井１７番地２

チキン製造スタッフ 株式会社　十文字チ
キンカンパニー　久
慈工場

岩手県久慈市

174,000円～
174,000円

雇用期間の定めなし
岩手県久慈市小久慈町第６３地
割１６番地１

設備保全スタッフ 株式会社　十文字チ
キンカンパニー　久
慈工場

岩手県久慈市
普通自動車運転免許　　必須

174,000円～
174,000円

雇用期間の定めなし
岩手県久慈市小久慈町第６３地
割１６番地１

保育士 社会福祉法人　山口
保育会　山口保育園 岩手県久慈市

普通自動車運転免許　　必須

154,050円～
176,600円

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）
岩手県久慈市大川目町第１８地
割２２番地６

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

内装工（見習い可） 有限会社　松村内装
岩手県久慈市

普通自動車運転免許　　必須

161,000円～
276,000円

雇用期間の定めなし
岩手県久慈市天神堂第３７地割
１６８－２

販売員及び調剤助手（キ
ング薬局）

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 8時15分～20時00分の間

の8時間程度

◎ 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13日発行(次回１月20日) ※ １月５日～１月11日に受理した求人です。
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（フルタイム）
不問 (1)8時00分～18時00分

正社員以外 03100-   63331
（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)7時30分～16時00分
大型自動車免許 あれば尚可

中型自動車免許 あれば尚可

正社員 03100-   37731
（フルタイム）

59歳以下 (1)8時30分～17時30分

理学療法士 必須

作業療法士 必須

正社員 03100-   52531
（フルタイム） 変形（1ヶ月単位）

不問 (1)8時00分～16時00分

正社員 03100-   71331
（フルタイム） 変形（1年単位）

59歳以下 (1)8時00分～17時00分

正社員以外 03100-   72631
（フルタイム）

39歳以下 (1)9時00分～18時30分

正社員 03100-   26231
（フルタイム）

64歳以下 (1)9時00分～18時00分

準中型自動車免許 あれば尚可

正社員 03100-   70731
（フルタイム） 交替制あり

59歳以下 (1)9時30分～18時00分

(2)9時45分～18時15分

(3)10時00分～18時30分

正社員 04010- 2785931
（フルタイム）

不問 (1)9時00分～18時00分

正社員以外 45010- 1064131
（パートタイム）

不問 (1)9時30分～15時00分

(2)14時00分～19時30分

パート労働者 01020-  397031
（パートタイム）

不問 (1)6時00分～9時00分

(2)10時00分～13時00分

(3)16時00分～19時00分

パート労働者 02010-  867231
（パートタイム） 交替制あり

不問

パート労働者 03020-  143331
（パートタイム）

不問 (1)10時00分～15時00分

パート労働者 03090-   60131
（パートタイム）

不問 (1)8時30分～17時15分

パート労働者 03090-   25331
（パートタイム）

不問 (1)7時30分～17時30分

大型自動車免許 必須

パート労働者 03100-   54731
（パートタイム）

不問 (1)13時30分～16時30分

パート労働者 03100-   53431

介護員 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

854円～1,000円雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）
岩手県久慈市天神堂第３２地割
８

パート教職員（運転手等） 学校法人　東北文化学園
大学　幼保連携型認定こ
ども園　久慈幼稚園

岩手県久慈市

1,000円～1,000円雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）
岩手県久慈市本町３丁目１１番
地

医療事務：パート 株式会社北日本医療
事務サポートセン
ター

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）
岩手県二戸市金田一字馬場１０
１番地１３

セレモニーアシスタント
【久慈玉泉院】

株式会社　ケーエス
エンタープライズ 岩手県久慈市

普通自動車運転免許　　必須

1,000円～1,200円雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）
岩手県九戸郡軽米町大字上舘１
５－１３０－１

調理補助【普代村学校給
食センター】

株式会社　ニッコク
トラスト　東日本支
社

岩手県下閉伊郡普代村

854円～854円雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）
岩手県釜石市桜木町１丁目６番
４１号 8時15分～15時30分の間

の6時間程度

調理兼生活相談員（シニ
アパンション久慈）

特定非営利活動法人
ラ・シャリテ 岩手県久慈市

870円～870円雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）
青森県青森市第二問屋町３丁目
３－３１

建築大工（見習い可） 太内田建築　　太内
田　利吉 岩手県九戸郡洋野町

143,472円～
315,000円

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）
岩手県九戸郡洋野町大野第２８
地割４番地２

運転手及び作業員（洋野
町堆肥センター内）

有限会社　シーアー
ルエム 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）

200,000円～
220,000円

雇用期間の定めなし
岩手県久慈市寺里第２９地割６
－１３

理学療法士または作業療法士 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

196,000円～
296,000円

雇用期間の定めなし
岩手県久慈市天神堂第３２地割
８

調理補助（フルタイム・
８時～１６時）

株式会社　はまなす亭
岩手県九戸郡洋野町

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第２２
地割１３１－３

資材発注・在庫管理 八戸缶詰　株式会社
久慈工場 岩手県久慈市

普通自動車運転免許　　必須

161,913円～
170,553円

雇用期間の定めなし
岩手県久慈市長内町第４０地割
１７－４

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

セールスドライバー いわて生活協同組合
久慈センター 岩手県久慈市

普通自動車運転免許　　必須

224,600円～
319,620円

雇用期間の定めなし
岩手県久慈市新井田第３地割９
８－１

携帯電話ショップでの販
売接客

株式会社　ティーガ
イア　東北支店 岩手県久慈市

180,500円～
258,400円

雇用期間の定めなし
宮城県仙台市青葉区本町２丁目
１５－１　ルナール仙台１３階 又は10時30分～19時00分

の間の8時間程度

プログラマー（契）／岩
手営業所

株式会社　リモワ
岩手県久慈市

213,920円～
370,000円

雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）
宮崎県宮崎市橘通西１丁目２番
２５号
橘パークビル１階

（ソフトバンク　久慈）携帯電
話販売スタッフ【パート】

北信テレック株式会社
岩手県久慈市

1,000円～1,000円雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）
北海道函館市大川町８番２６号

職　種 年　齢 賃　金 求人者名 就業場所・所在地 就業時間 必要な免許資格
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（パートタイム）
不問 (1)9時00分～15時00分

パート労働者 03100-   65931
（パートタイム）

64歳以下

パート労働者 03100-   39631
（パートタイム）

不問

パート労働者 03100-   25831
（パートタイム）

不問

パート労働者 03100-   27531
（パートタイム） 交替制あり

不問

介護職員初任者研修修了者 必須

介護福祉士 必須

パート労働者 03100-   28431
（パートタイム） 交替制あり

不問 (1)23時00分～8時00分

介護福祉士 必須

介護職員初任者研修修了者 必須

パート労働者 03100-   30931
（パートタイム） 変形（1年単位）

不問

看護師 必須

准看護師 必須

パート労働者 03100-   31131
（パートタイム）

不問

介護福祉士 必須

介護職員初任者研修修了者 必須

パート労働者 03100-   32031
（パートタイム） 交替制あり

不問

パート労働者 03100-   46331
（パートタイム）

18歳～64歳 (1)9時00分～17時00分

パート労働者 05010-  393731
（パートタイム）

不問

パート労働者 15010-  824331

（請）クリーンクルー
（岩手県久慈長内町）

株式会社　ニュース
ペース 岩手県久慈市

854円～854円雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）
新潟県新潟市中央区山二ツ５７
６番地１１号 12時00分～16時00分の間

の2時間程度

施設常駐警備員（岩手県
洋野町）

ユーアイ警備保障
株式会社 岩手県九戸郡洋野町

854円～854円雇用期間の定めなし
秋田県秋田市山王２丁目１－５
４　三交ビル４Ｆ

事務および送迎員 株式会社　ジャスト
ハーツ 岩手県久慈市

普通自動車運転免許　　必須

860円～860円雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）
岩手県久慈市長内町第２９地割
６－６ 8時30分～17時30分の間

の5時間程度

通院介助専門員 株式会社　ジャスト
ハーツ 岩手県久慈市

1,000円～1,000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２９地割
６－６ 8時00分～16時00分の間

の1時間以上

看護師又は准看護師（通所） 株式会社　ジャスト
ハーツ 岩手県久慈市

1,200円～1,400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２９地割
６－６ 8時30分～18時00分の間

の6時間程度

夜勤介護専門員【パート】 株式会社　ジャスト
ハーツ 岩手県久慈市

900円～940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２９地割
６－６ 又は0時00分～9時00分の

間の8時間程度

在宅訪問専門員 株式会社　ジャスト
ハーツ 岩手県久慈市

1,000円～1,000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 8時00分～17時00分の間

の5時間程度

調理員（まごころの家） 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）
岩手県久慈市長内町第２９地割
６－６ 5時30分～18時30分の間

の6時間程度

通所介護職員（パート） 株式会社　ジャスト
ハーツ 岩手県久慈市

860円～940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２９地割
６－６ 8時30分～18時30分の間

の6時間程度

食肉加工 株式会社　にしのフーズ
岩手県久慈市

854円～854円雇用期間の定めなし
岩手県久慈市宇部町第８地割２
７－１ 8時00分～17時00分の間

の6時間以上

事務（パート・９時～１５時） 株式会社　はまなす亭
岩手県九戸郡洋野町

普通自動車運転免許　　必須

860円～960円雇用期間の定めなし
岩手県九戸郡洋野町種市第２２
地割１３１－３

職　種 年　齢 賃　金 求人者名 就業場所・所在地 就業時間 必要な免許資格

★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/
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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：１０：００～

面接会：１０：３０～
ハローワーク久慈　２階　会議室

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

令和５年１月１８日（水） 特定非営利活動法人　ファミリーサポートおひさま

令和５年１月１９日（木） 株式会社　久慈ソーイング

令和５年１月２６日（木）
株式会社　細谷地
太陽の野菜畑　株式会社

＊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。

久慈琥珀　株式会社

令和５年１月２４日（火）

令和５年１月２５日（水）

農事組合法人　八幡平ファーム

「求人説明会」　・　「ミニ面接会」【１月の予定】

お問い合わせ先 : ハローワーク久慈 ℡ 0194-53-3374
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