
◎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。

◎賃金について、フルタイム求人の場合は月額換算、パートタイムの場合は時間額換算で表記してあります。

   また、パートタイム求人の場合は、労働時間によって記載されている各種社会保険に加入できない場合があります。

◎ハローワークでは随時、職業紹介を行っております。この求人の中でも採用者が決まり、求人を取り下げている場合があります。

ハローワーク久慈（久慈公共職業安定所） 平日　8：30～17：15
（0194）53-3374 （土曜・日曜・祝日・年末年始はお休み）

～ハローワーク求人情報一覧は、ここにも置いてあります！！～

 【盛岡市・県外】
 ・盛岡復興支援センター （盛岡市役所内）
 ・公益社団法人 岩手県シルバー人材センター連合会
 ・ひとり親家庭等就業自立支援センター
 ・自衛隊岩手地方協力本部 岩手地域支援センター
 ・青森職業能力開発促進センター
 ・岩手県Ｕターンセンター （東京都）
 ・岩手県Ｕターンセンター （愛知県）

4月2日(金)発行

 次回予定日

4月9日(金)10時

　ハローワーク久慈からの
お 知 ら せ

℡ 利用
時間

【久慈市】
・久慈市役所　企業立地港湾課
・久慈市役所　山形総合支所 ふるさと振興課
・ジョブ・カフェ久慈
・職業訓練法人 久慈職業訓練協会
・公益社団法人 久慈市シルバー人材センター
・社会福祉法人 修倫会 チャレンジドセンター久慈
・久慈市子育て支援センター
・社会福祉協議会 ふくしサロンしあわせＳＵＮつどいの広場

【近隣町村】
・ローソン （久慈市・野田村各6店舗）
・洋野町無料職業紹介所 （洋野町役場種市庁舎　特定政策推進室内）
・洋野町大野無料職業紹介所 （洋野町役場大野庁舎　総合サービス課内）
・洋野町役場 中野支所
・野田村役場 産業振興課
・普代村役場 住民課
・田野畑村役場 政策推進課
・岩泉町役場 安家支所
・公益社団法人 普代村シルバー人材センター
・二戸年金事務所

http://www.irasutoya.com/2013/08/blog-post_3185.html


職種 年齢 賃金 求人者名 就業時間 必要な免許資格

ブロイラー飼育管理作業員 （フルタイム） 普通自動車運転免許　　必須

不問 (1)8時00分～17時00分 （AT限定不可）

200,000円～230,000円

（従業員数 2人 ）

正社員 03090-  690611 就業場所 岩手県九戸郡洋野町

事務兼施設管理（山形事務所） （フルタイム） 普通自動車運転免許　　必須

不問 (1)8時30分～17時15分

136,680円～150,348円

（従業員数 3人 ）

正社員以外 03100-  815811 就業場所 岩手県久慈市

（フルタイム） 変形（1ヶ月単位） 普通自動車運転免許　　必須

59歳以下

150,000円～230,000円

調理師

（従業員数 4人 ）

正社員 03100-  819011 就業場所 岩手県久慈市

（フルタイム） 社会福祉法人　山形福祉会 交替制あり 普通自動車運転免許　　必須

40歳以下 (1)7時00分～16時00分

151,000円～238,200円 (2)7時30分～16時30分

(3)8時30分～17時30分 看護師

（従業員数 71人 ） 准看護師

正社員 03100-  814711 就業場所 岩手県久慈市

（フルタイム） せきね歯科医院　関根　元
59歳以下 (1)9時00分～19時00分

150,000円～165,000円 (2)9時00分～13時00分

歯科衛生士

（従業員数 7人 ） 歯科技工士

正社員 03100-  821111 就業場所 岩手県九戸郡洋野町

（フルタイム） 変形（1年単位）

45歳以下 (1)8時00分～17時00分

157,282円～165,962円

（従業員数 84人 ）

正社員以外 03100-  808211 就業場所 岩手県久慈市

（フルタイム） 変形（1年単位）

不問 (1)8時30分～17時30分

137,665円～147,560円

（従業員数 15人 ）

正社員以外 03100-  804911 就業場所 岩手県九戸郡洋野町

（フルタイム） 変形（1年単位） 普通自動車運転免許　　必須

不問 (1)8時30分～17時30分

138,880円～147,560円

（従業員数 15人 ）

正社員以外 03100-  805111 就業場所 岩手県九戸郡洋野町

日常清掃員（和光苑）【久慈市】 （パートタイム） 交替制あり

不問 (1)8時30分～14時30分

793円～793円 (2)8時30分～12時00分

（従業員数 3人 ）

パート労働者 02020- 4197011 就業場所 岩手県久慈市

（パートタイム）

不問

800円～800円

（従業員数 3人 ）

パート労働者 03010- 6932911 就業場所 岩手県久慈市

（パートタイム）

不問 (1)16時45分～19時30分

820円～820円

（従業員数 5人 ）

パート労働者 03040- 1388911 就業場所 岩手県久慈市

（パートタイム）

不問 (1)8時45分～13時00分

820円～820円 (2)12時45分～17時00分

(3)16時45分～19時45分

（従業員数 3人 ）

パート労働者 03040- 1389111 就業場所 岩手県久慈市

又は17時00分～19時30分
の間の2時間以上

レジアルバイト（野田店） 株式会社コメリ　東北ス
トアサポートセンター

岩手県花巻市空港南１丁目１番
地

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

又は17時00分～19時45分
の間の2時間以上

レジアルバイト（大沢店） 株式会社コメリ　東北ス
トアサポートセンター

岩手県花巻市空港南１丁目１番
地

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

商品入出庫（久慈営業所） 株式会社　藤村商会 岩手県紫波郡矢巾町流通セン
ター南３－９－７

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

9時00分～16時00分の間
の5時間程度

株式会社　ビー・エム 青森県八戸市日計４丁目１－３
３

雇用期間の定めなし

所在地・就業場所

有限会社　佐藤養鶏 岩手県二戸市金田一字新田野１
－８

雇用期間の定めなし

又は7時00分～19時00分
の間の8時間程度

社会福祉法人　久慈市社
会福祉協議会

岩手県久慈市旭町第７地割１２
７番地３
久慈市総合福祉センター内（福
祉の村）

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

菓子製造 有限会社　ローゼット 岩手県久慈市川崎町１０－１７

雇用期間の定めなし

8時30分～18時00分の間
の7時間以上

看護師 岩手県久慈市山形町川井第１２
地割５５番地１

雇用期間の定めなし

歯科衛生士又は歯科助手 岩手県九戸郡洋野町種市第２３
地割９４地割１６

雇用期間の定めなし

資材調味料発注・在庫管理 八戸缶詰　株式会社　久
慈工場

岩手県久慈市長内町第４０地割
１７－４

雇用期間の定めなし

水産加工員 株式会社　北三陸ファク
トリー

岩手県九戸郡洋野町種市第２２
地割１

雇用期間の定めなし

事務員 株式会社　北三陸ファク
トリー

岩手県九戸郡洋野町種市第２２
地割１

雇用期間の定めなし
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職種 年齢 賃金 求人者名 就業時間 必要な免許資格所在地・就業場所

（パートタイム）

不問 (1)8時15分～15時10分

950円～1,117円

（従業員数 15人 ）

パート労働者 03100-  810311 就業場所 岩手県下閉伊郡普代村

（パートタイム）

不問 (1)8時15分～16時00分

950円～1,117円

（従業員数 17人 ）

パート労働者 03100-  811611 就業場所 岩手県下閉伊郡普代村

（パートタイム）

不問 (1)8時00分～16時00分

950円～1,117円

（従業員数 15人 ）

パート労働者 03100-  812911 就業場所 岩手県下閉伊郡普代村

調理師・調理手（会計年度任用職員） （パートタイム）

不問 (1)9時00分～13時00分

807円～1,063円 (2)14時00分～18時00分

（従業員数 484人 ）

パート労働者 03100-  803611 就業場所 岩手県久慈市

（パートタイム）

不問 (1)16時15分～19時00分

798円～798円 (2)16時15分～22時00分

（従業員数 13人 ）

パート労働者 03100-  817511 就業場所 岩手県久慈市

（パートタイム） 交替制あり

不問 (1)8時30分～16時30分

793円～890円

（従業員数 19人 ）

パート労働者 03100-  813111 就業場所 岩手県久慈市

（パートタイム）

不問 (1)13時30分～18時30分

850円～850円

（従業員数 13人 ）

パート労働者 03100-  816211 就業場所 岩手県久慈市

（パートタイム） 特定非営利活動法人　風花 交替制あり 普通自動車運転免許　　必須

不問 (1)8時00分～16時00分

800円～800円 (2)8時30分～16時30分

(3)9時00分～17時00分 保育士

（従業員数 5人 ） 介護福祉士

パート労働者 03100-  820911 就業場所 岩手県九戸郡野田村

（パートタイム）

不問 (1)8時00分～17時00分

1,250円～1,250円 (2)18時00分～1時00分

（従業員数 9人 ）

パート労働者 03100-  818411 就業場所 岩手県九戸郡洋野町

（パートタイム）

不問 (1)9時00分～15時00分

800円～800円

（従業員数 7人 ）

パート労働者 03100-  809511 就業場所 岩手県久慈市

ゲストオペレーター（久慈営業所） （パートタイム） 交替制あり

不問 (1)8時00分～12時00分

820円～820円 (2)9時00分～13時00分

(3)10時00分～14時00分

（従業員数 35人 ）

パート労働者 03100-  806711 就業場所 岩手県久慈市

（パートタイム）

不問

830円～870円

（従業員数 0人 ）

パート労働者 03100-  822711 就業場所 岩手県久慈市

又は8時00分～16時00分
の間の4時間程度

一般事務 有限会社　トキオ商事 岩手県久慈市中央２丁目２番地

雇用期間の定めなし

10時00分～18時00分の間
の5時間程度

ヤマト運輸　株式会社
久慈営業所

岩手県久慈市大川目町第１地割
２４－３

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

縫製工 合同会社　ｍａｍ’ｓ
ｈｕｇ

岩手県久慈市長内町第１３地割
１２－２１

雇用期間の定めなし

一般作業員 株式会社　ＦＴ洋野 岩手県九戸郡洋野町種市第７地
割１２４番地６

雇用期間の定めなし

支援員 岩手県九戸郡野田村大字野田第
２２地割５０－１

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

学童保育支援員 久慈学童保育所みつばち
の家　父母の会

岩手県久慈市栄町第３１地割１
０９番地２

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

洗い場兼調理補助業務 有限会社　久慈医療サー
ビス

岩手県久慈市中の橋１丁目５番
地

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 60歳以上
歓迎求人

店内業務（ローソン久慈長内橋南
店／１６：１５～）

株式会社　らいおん 岩手県久慈市二十八日町１丁目
１９番地

雇用期間の定めなし

岩手県立久慈病院 岩手県久慈市旭町第１０地割１

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

教育支援員 普代村役場 岩手県下閉伊郡普代村第９地割
字銅屋１３番地２

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

教育支援員 普代村役場 岩手県下閉伊郡普代村第９地割
字銅屋１３番地２

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

学校相談員 普代村役場 岩手県下閉伊郡普代村第９地割
字銅屋１３番地２

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）
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