
◎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9日(金)発行

 次回予定日

 4月16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

「介護・福祉のしごと」定期相談会
福祉関係の仕事の経験があり再就職を考えている方、

興味のある方、資格について知りたい方などを対象に

相談を受けております。

日 時：【★４月の開催日】 ４月２１日（水）

９時３０分～１１時３０分

場 所： ハローワーク久慈 ２階

相 談 内 容 ： 仕事内容の紹介、職場見学の同行、

資格の取得方法 など

お問い合せ ： 岩手県福祉人材センター

℡   080-1651-6203

県北担当：キャリア支援員 城内

「看護のおしごと相談」
岩手県ナースセンターの就業相談員（看護職）が

皆さんのご相談に応じます。

日 時：【★４月の開催日】 ４月１５日（木）

１０時～１２時/１３時～１５時

場 所： ハローワーク久慈 ２階

相 談 内 容： 看護の仕事に関する就業相談、

看護職の労働環境や再就業などに

不安や悩みがある方の相談 など

お問い合せ： 公益社団法人岩手県看護協会

岩手県ナースセンター

℡ 019-663-5206

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

（フルタイム）

59歳以下 (1)8時00分～17時00分

185,000円～315,000円 (2)12時00分～21時00分

（従業員数 70人 ）

正社員 03010- 7002511 就業場所 岩手県久慈市

（フルタイム） 変形（1年単位） 普通自動車運転免許　　必須

40歳以下 (1)8時30分～17時30分 （AT限定不可）

152,200円～200,200円 (2)9時00分～17時00分

中型自動車免許

（従業員数 4人 ）

正社員 03010- 7113711 就業場所 岩手県久慈市

（フルタイム） 変形（1年単位） 普通自動車運転免許　　必須

40歳以下 (1)8時30分～17時30分 （AT限定不可）

150,200円～197,200円 (2)9時00分～17時00分

中型自動車免許

（従業員数 4人 ） ８トン限定中型自動車免許

正社員 03010- 7114811 就業場所 岩手県久慈市

（フルタイム） 変形（1年単位） 普通自動車運転免許　　必須

40歳以下 (1)8時00分～17時10分 （AT限定不可）

180,000円～240,000円

（従業員数 83人 ）

正社員 03090-  803111 就業場所 岩手県久慈市

（フルタイム） 変形（1年単位） 普通自動車運転免許　　必須

59歳以下 (1)7時40分～16時40分 （AT限定不可）

167,290円～167,290円

（従業員数 5人 ）

正社員 03090-  752011 就業場所 岩手県久慈市

（フルタイム） 変形（1年単位）

18歳～64歳 (1)19時00分～3時00分

270,000円～270,000円 (2)5時00分～14時00分

大型自動車免許

（従業員数 5人 ） フォークリフト運転技能者

正社員 03090-  822511 就業場所 岩手県久慈市

セールスドライバー【種市センター】 （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 (1)8時00分～17時00分 （AT限定不可）

142,000円～142,000円
中型自動車免許

（従業員数 14人 ）

正社員 03090-  799111 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

30歳～39歳 (1)8時00分～17時00分 （AT限定不可）

220,000円～380,000円
２級土木施工管理技士

（従業員数 68人 ）

正社員 03100-  844611 就業場所 岩手県久慈市

（フルタイム） 交替制あり

18歳～59歳 (1)8時30分～17時00分

180,000円～180,000円 (2)16時30分～1時00分

（従業員数 16人 ）

正社員 03100-  837911 就業場所 岩手県久慈市

（フルタイム） 変形（1年単位） 普通自動車運転免許　　必須

45歳以下 (1)8時00分～17時00分 （AT限定不可）

148,000円～165,600円
フォークリフト運転技能者

（従業員数 10人 ） ショベルローダー等運転技能者

正社員 03100-  838111 就業場所 岩手県久慈市

歯科衛生士（会計年度任用職員） （フルタイム）

不問 (1)8時30分～17時15分

152,300円～198,200円
歯科衛生士

（従業員数 7人 ）

正社員以外 03100-  864811 就業場所 岩手県下閉伊郡普代村

（フルタイム） 変形（1年単位） 普通自動車運転免許　　あれば尚可

59歳以下 (1)8時00分～17時20分

150,000円～261,000円
第一種電気工事士

（従業員数 22人 ） 第二種電気工事士

正社員 03100-  860611 就業場所 岩手県久慈市

（フルタイム） 変形（1年単位） 普通自動車運転免許　　必須

59歳以下 (1)7時30分～16時30分 （AT限定不可）

173,600円～217,000円
中型自動車免許

（従業員数 26人 ） 大型自動車免許

正社員以外 03100-  842011 就業場所 岩手県久慈市 車両系建設機械（基礎工事用）運転技能者

（フルタイム） 変形（1年単位） 普通自動車運転免許　　必須

59歳以下 (1)8時00分～17時00分 （AT限定不可）

171,750円～206,100円

（従業員数 1人 ）

正社員 03100-  917911 就業場所 岩手県久慈市

（フルタイム） 変形（1年単位） 普通自動車運転免許　　必須

64歳以下 (1)8時00分～17時00分 （AT限定不可）

158,400円～250,000円
二級自動車整備士

（従業員数 57人 ） 三級自動車整備士

正社員 03100-  827011 就業場所 岩手県久慈市

（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00分～17時30分 （AT限定不可）

173,600円～173,600円

（従業員数 66人 ）

正社員以外 03100-  846111 就業場所 岩手県久慈市

所在地・就業場所

酒部門担当 株式会社　マルイチ 岩手県盛岡市城西町１３－１

雇用期間の定めなし

整備（久慈支店） 鈴木農機　株式会社 岩手県紫波郡矢巾町流通センタ
－南３－１０－１８

雇用期間の定めなし

ヤマト運輸　株式会社
軽米支店

岩手県九戸郡軽米町大字上舘第
１５地割岩崎１２５－３

雇用期間の定めなし

集成材加工員 岡野木材　株式会社

又は8時00分～21時00分
の間の8時間

営業（久慈支店） 鈴木農機　株式会社 岩手県紫波郡矢巾町流通センタ
－南３－１０－１８

雇用期間の定めなし

種鶏飼育・採卵作業員 株式会社　十文字チキン
カンパニー　　生産部
種鶏孵卵課

岩手県九戸郡九戸村大字江刺家
２－５５－１１

雇用期間の定めなし

管理職候補 株式会社　十文字チキン
カンパニー

岩手県二戸市石切所字火行塚２
５

雇用期間の定めなし

岩手県久慈市巽町一丁目２５番
地

雇用期間の定めなし

大型運転手（本社） 小松運送　有限会社 岩手県九戸郡軽米町大字軽米２
２－４４－４５４

雇用期間の定めなし

ホールスタッフ（新中の橋） 有限会社　樹商事 岩手県久慈市中央２丁目４２番
地

雇用期間の定めなし

土木技術員 株式会社　小山組 岩手県久慈市新井田第４地割８
－６

雇用期間の定めなし

電気工事士および現場管理 高畑電機　株式会社 岩手県久慈市田高１丁目３８番
地

雇用期間の定めなし

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）

土木工事作業員 内田建設　内田　義明 岩手県久慈市田高１丁目３０

雇用期間の定めなし

重機オペレーター 株式会社　岩瀬張建設 岩手県久慈市小久慈町第３地割
２０

雇用期間の定めなし

総合職 株式会社　細谷地 岩手県久慈市長内町第１７地割
１００番地１０

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

又は7時00分～21時00分
の間の8時間

整備士 久慈港運　株式会社 岩手県久慈市長内町第４２地割
８－１４

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

（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00分～17時00分

136,960円～171,200円
フォークリフト運転技能者

（従業員数 3人 ）

正社員以外 03100-  865211 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

64歳以下 (1)8時00分～17時00分

135,762円～145,520円
フォークリフト運転技能者

（従業員数 3人 ）

正社員 03100-  866511 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

64歳以下 (1)8時00分～17時00分 （AT限定不可）

185,600円～199,520円

（従業員数 8人 ）

正社員 03100-  834011 就業場所 岩手県久慈市

（フルタイム） 変形（1年単位） 普通自動車運転免許　　必須

64歳以下 (1)8時00分～17時00分 （AT限定不可）

208,800円～255,200円

（従業員数 8人 ）

正社員 03100-  835311 就業場所 岩手県久慈市

（フルタイム） 変形（1年単位） 普通自動車運転免許　　必須

59歳以下 (1)8時00分～17時00分 （AT限定不可）

141,050円～195,300円
準中型自動車免許

（従業員数 41人 ） 小型移動式クレーン運転技能者

正社員以外 03100-  831211 就業場所 岩手県久慈市

（フルタイム） 変形（1年単位） 普通自動車運転免許　　必須

59歳以下 (1)8時00分～17時00分 （AT限定不可）

173,600円～217,000円

（従業員数 41人 ） 大型特殊自動車免許

正社員以外 03100-  832511 就業場所 岩手県久慈市

（フルタイム） 変形（1年単位） 普通自動車運転免許　　必須

59歳以下 (1)8時00分～17時00分 （AT限定不可）

159,000円～307,000円
１級土木施工管理技士

（従業員数 41人 ） ２級土木施工管理技士

正社員 03100-  833411 就業場所 岩手県久慈市

（フルタイム） 変形（1年単位）

64歳以下 (1)8時00分～17時00分

137,994円～169,360円
フォークリフト運転技能者

（従業員数 30人 ）

正社員 03100-  871711 就業場所 岩手県九戸郡洋野町

（フルタイム）

不問 (1)8時00分～17時00分

152,000円～220,000円
准看護師

（従業員数 193人 ）

正社員以外 03100-  843311 就業場所 岩手県久慈市

（フルタイム） 変形（1年単位） 普通自動車運転免許　　必須

59歳以下 (1)8時00分～17時00分 （AT限定不可）

160,000円～250,000円
第二種電気工事士

（従業員数 8人 ）

正社員 03100-  828311 就業場所 岩手県久慈市

（フルタイム） 変形（1年単位） 普通自動車運転免許　　必須

64歳以下 (1)8時00分～17時30分 （AT限定不可）

170,000円～280,000円
２級建築施工管理技士

（従業員数 15人 ） 二級建築士

正社員 03100-  830811 就業場所 岩手県久慈市

重機オペレーター（アルバイト） （フルタイム） 変形（1年単位）

不問 (1)8時00分～17時00分

173,250円～207,900円
準中型自動車免許

（従業員数 21人 ）

正社員以外 03100-  847711 就業場所 岩手県久慈市

（フルタイム） 変形（1年単位） 普通自動車運転免許　　必須

59歳以下 (1)8時00分～17時00分 （AT限定不可）

230,000円～290,000円
１級土木施工管理技士

（従業員数 21人 ） ２級土木施工管理技士

正社員 03100-  848811 就業場所 岩手県久慈市

（フルタイム） 変形（1年単位） 普通自動車運転免許　　必須

59歳以下 (1)8時00分～17時30分 （AT限定不可）

180,000円～240,000円
第一種電気工事士

（従業員数 14人 ）

正社員 03100-  880711 就業場所 岩手県久慈市

（フルタイム） 株式会社　カネセ関根商店 変形（1年単位）

64歳以下 (1)8時00分～17時00分

149,500円～165,600円

（従業員数 17人 ）

正社員 03100-  878611 就業場所 岩手県九戸郡洋野町

（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

161,000円～190,000円

（従業員数 9人 ）

正社員 03100-  873211 就業場所 岩手県久慈市

水産加工員 株式会社　宏八屋 岩手県九戸郡洋野町種市第２２
地割１３１－３

雇用期間の定めなし

水産加工員（季節雇用） 株式会社　宏八屋 岩手県九戸郡洋野町種市第２２
地割１３１－３

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 60歳以上
歓迎求人

配管工 有限会社　嵯峨水道 岩手県久慈市中町２丁目６番地

雇用期間の定めなし

土工 有限会社　嵯峨水道 岩手県久慈市中町２丁目６番地

雇用期間の定めなし

重機運転手 北星鉱業　株式会社 岩手県久慈市川崎町１４－１０

雇用期間の定めなし

土木作業員 北星鉱業　株式会社 岩手県久慈市川崎町１４－１０

雇用期間の定めなし

加工員 株式会社　三浦商店 岩手県九戸郡洋野町種市１地割
１３７番地８２

雇用期間の定めなし

現場監督 北星鉱業　株式会社 岩手県久慈市川崎町１４－１０

雇用期間の定めなし

電気工事作業員 株式会社　葛巻電気 岩手県久慈市中町１丁目４６

雇用期間の定めなし

准看護師（外来勤務） 社団医療法人　祐和会
北リアス病院

岩手県久慈市源道第１２地割１
１１番

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

株式会社　正栄 岩手県久慈市夏井町鳥谷第８地
割５０－５

雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）

建築現場管理者 有限会社　繁名建設 岩手県久慈市栄町第３２地割１
１７

雇用期間の定めなし

電気工事士 藤原電業　株式会社 岩手県久慈市中央１丁目３９

雇用期間の定めなし

土木施工管理者 株式会社　正栄 岩手県久慈市夏井町鳥谷第８地
割５０－５

雇用期間の定めなし

ガソリンスタンド販売員 株式会社　下幸屋商店 岩手県久慈市大川目町第３地割
７番地６

雇用期間の定めなし

7時00分～20時00分の間
の7時間以上

水産加工 岩手県九戸郡洋野町種市第１地
割１４７－５

雇用期間の定めなし

車両系建設機械（整地・運搬・積
込用及び掘削用）運転技能者

車両系建設機械（整地・運搬・積
込用及び掘削用）運転技能者
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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

（フルタイム） 変形（1年単位） 普通自動車運転免許　　必須

59歳以下 (1)8時00分～17時00分 （AT限定不可）

196,600円～196,600円
発破技士

（従業員数 5人 ）

正社員 03100-  903811 就業場所 岩手県久慈市

（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00分～17時00分 （AT限定不可）

158,900円～181,600円

（従業員数 79人 ）

正社員以外 03100-  904211 就業場所 岩手県久慈市

重機オペレーター【環境保全部】 （フルタイム） 変形（1年単位） 普通自動車運転免許　　必須

59歳以下 (1)8時00分～17時00分 （AT限定不可）

197,490円～227,000円

（従業員数 3人 ） 大型特殊自動車免許

正社員 03100-  905511 就業場所 岩手県久慈市

（フルタイム） 変形（1年単位） 普通自動車運転免許　　必須

59歳以下 (1)8時00分～17時00分 （AT限定不可）

192,000円～247,000円
三級自動車整備士

（従業員数 2人 ）

正社員 03100-  907011 就業場所 岩手県久慈市

（フルタイム） 変形（1年単位） 普通自動車運転免許　　必須

59歳以下 (1)8時00分～17時00分 （AT限定不可）

256,700円～410,200円
２級土木施工管理技士

（従業員数 79人 ） １級土木施工管理技士

正社員 03100-  908311 就業場所 岩手県久慈市

（フルタイム） 変形（1年単位） 普通自動車運転免許　　必須

59歳以下 (1)8時00分～17時00分 （AT限定不可）

256,700円～505,600円
１級建築施工管理技士

（従業員数 79人 ）

正社員 03100-  909611 就業場所 岩手県久慈市

（フルタイム） 株式会社　エスエステック 変形（1年単位）

不問 (1)8時00分～17時00分

173,600円～260,400円

（従業員数 38人 ）

正社員以外 03100-  877311 就業場所 岩手県久慈市

営業・商品管理（幹部候補として） （フルタイム） 変形（1年単位） 普通自動車運転免許　　必須

59歳以下 (1)8時00分～17時00分

154,473円～221,895円 (2)8時00分～17時30分

(3)8時15分～17時00分 大型自動車免許

（従業員数 41人 ） フォークリフト運転技能者

正社員 03100-  884411 就業場所 岩手県下閉伊郡普代村

（フルタイム） 変形（1年単位） 普通自動車運転免許　　必須

64歳以下 (1)8時00分～17時00分 （AT限定不可）

138,000円～218,500円

（従業員数 80人 ）

正社員 03100-  854111 就業場所 岩手県久慈市

（フルタイム） 変形（1年単位） 普通自動車運転免許　　必須

64歳以下 (1)8時00分～17時00分

140,000円～180,000円

（従業員数 80人 ）

正社員 03100-  855711 就業場所 岩手県久慈市

（フルタイム） 有限会社　鹿糠板金工業 変形（1年単位）

64歳以下 (1)8時00分～17時00分

184,000円～345,000円

（従業員数 17人 ）

正社員 03100-  850011 就業場所 岩手県久慈市

（フルタイム） 有限会社　鹿糠板金工業 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

160,000円～250,000円

（従業員数 17人 ）

正社員以外 03100-  851311 就業場所 岩手県久慈市

見積もり、積算業務（見習い可） （フルタイム） 有限会社　鹿糠板金工業 変形（1年単位）

不問 (1)8時30分～17時30分

140,000円～220,000円

（従業員数 17人 ）

正社員以外 03100-  852611 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

64歳以下 (1)7時30分～17時00分 （AT限定不可）

190,000円～300,000円
１級土木施工管理技士

（従業員数 28人 ） ２級土木施工管理技士

正社員 03100-  845911 就業場所 岩手県九戸郡洋野町

（フルタイム） 株式会社　久慈ソーイング 変形（1年単位） 普通自動車運転免許　　あれば尚可

59歳以下 (1)8時30分～17時00分

135,207円～135,207円

（従業員数 18人 ）

正社員 03100-  863711 就業場所 岩手県久慈市

（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00分～17時00分

155,400円～177,600円

（従業員数 4人 ）

正社員 03100-  824211 就業場所 岩手県久慈市

土木作業員 蒲野建設　株式会社 岩手県久慈市山形町川井第９地
割３２番地２

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

発破技師 蒲野建設　株式会社 岩手県久慈市山形町川井第９地
割３２番地２

雇用期間の定めなし

車両・重機点検および整備 蒲野建設　株式会社 岩手県久慈市山形町川井第９地
割３２番地２

雇用期間の定めなし

蒲野建設　株式会社 岩手県久慈市山形町川井第９地
割３２番地２

雇用期間の定めなし

建築施工管理技士（１級） 蒲野建設　株式会社 岩手県久慈市山形町川井第９地
割３２番地２

雇用期間の定めなし

土木施工管理技士 蒲野建設　株式会社 岩手県久慈市山形町川井第９地
割３２番地２

雇用期間の定めなし

株式会社　越戸商店 岩手県下閉伊郡普代村第１９地
割字白井１７番地２

雇用期間の定めなし

現場作業員 岩手県久慈市大川目町第６地割
１６３番地３

雇用期間の定めなし

管理事務員 有限会社　谷地林業 岩手県久慈市山形町荷軽部第３
地割１８

雇用期間の定めなし

伐採夫 有限会社　谷地林業 岩手県久慈市山形町荷軽部第３
地割１８

雇用期間の定めなし

施工管理見習い（本社） 岩手県久慈市宇部町第３地割１
２１番地１５４

雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）

建築板金工 岩手県久慈市宇部町第３地割１
２１番地１５４

雇用期間の定めなし

土木施工管理技士 栄大建設　株式会社 岩手県九戸郡洋野町中野第１１
地割４９－２６

雇用期間の定めなし

岩手県久慈市宇部町第３地割１
２１番地１５４

雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）

土木作業員 有限会社　松川建設 岩手県久慈市長内町第２４地割
８８

雇用期間の定めなし

縫製工 岩手県久慈市夏井町早坂第１地
割６－１９

雇用期間の定めなし

車両系建設機械（整地・運搬・積
込用及び掘削用）運転技能者
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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

（フルタイム） ミドリ久慈衣料　株式会社 変形（1年単位） 普通自動車運転免許　　必須

35歳以下 (1)8時00分～17時05分 （AT限定不可）

160,000円～160,000円

（従業員数 73人 ）

正社員 03100-  853911 就業場所 岩手県久慈市

（フルタイム） 有限会社　瀧音建設工業 変形（1年単位） 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～270,000円
準中型自動車免許

（従業員数 15人 ）

正社員 03100-  858511 就業場所 岩手県九戸郡洋野町

（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 (1)8時00分～17時00分 （AT限定不可）

147,000円～294,000円
ガス溶接技能者

（従業員数 9人 ） アーク溶接技能者（基本級）

正社員 03100-  872811 就業場所 岩手県九戸郡洋野町 玉掛技能者

（フルタイム） 変形（1年単位） 普通自動車運転免許　　必須

45歳以下

149,720円～182,360円

（従業員数 40人 ）

正社員 03100-  915311 就業場所 岩手県久慈市

（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)6時30分～15時00分

138,000円～146,625円 (2)11時30分～20時00分

（従業員数 40人 ）

正社員以外 03100-  916611 就業場所 岩手県久慈市

（フルタイム）

59歳以下 (1)8時20分～17時00分

137,460円～137,460円

（従業員数 36人 ）

正社員 03100-  840511 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 普通自動車運転免許　　必須

59歳以下 (1)8時30分～17時30分 （AT限定不可）

151,000円～238,200円
介護支援専門員（ケアマネージャー）

（従業員数 71人 ）

正社員 03100-  912511 就業場所 岩手県久慈市

（フルタイム） 久慈新港運輸　株式会社 変形（1年単位） 普通自動車運転免許　　必須

59歳以下 (1)7時30分～17時00分 （AT限定不可）

184,450円～260,400円

（従業員数 31人 ）

正社員 03100-  896911 就業場所 岩手県久慈市

（フルタイム） 久慈新港運輸　株式会社 変形（1年単位） 普通自動車運転免許　　必須

59歳以下 (1)7時30分～17時00分 （AT限定不可）

162,750円～260,400円
大型自動車免許

（従業員数 31人 ）

正社員 03100-  897111 就業場所 岩手県久慈市

（フルタイム） 変形（1年単位） 普通自動車運転免許　　必須

18歳以上 (1)8時00分～17時00分

150,800円～185,600円

（従業員数 26人 ）

正社員以外 03100-  883511 就業場所 岩手県久慈市

（フルタイム） 普通自動車運転免許　　必須

不問 (1)9時00分～18時00分

137,600円～137,600円

（従業員数 54人 ）

正社員以外 03100-  868011 就業場所 岩手県九戸郡野田村

ジャージ製品の外観検査・検品など （フルタイム） 変形（1年単位） 普通自動車運転免許　　あれば尚可

59歳以下 (1)8時15分～17時15分

136,840円～136,840円

（従業員数 33人 ）

正社員 03100-  888911 就業場所 岩手県下閉伊郡普代村

ジャージ製品の縫製（座りミシン） （フルタイム） 変形（1年単位） 普通自動車運転免許　　あれば尚可

59歳以下 (1)8時15分～17時15分

136,840円～136,840円

（従業員数 33人 ）

正社員 03100-  889111 就業場所 岩手県下閉伊郡普代村

（フルタイム） 変形（1年単位） 普通自動車運転免許　　あれば尚可

59歳以下 (1)8時15分～17時15分

136,840円～136,840円

（従業員数 33人 ）

正社員 03100-  890211 就業場所 岩手県下閉伊郡普代村

（フルタイム） 普通自動車運転免許　　必須

不問 (1)8時15分～17時15分 （AT限定不可）

142,200円～144,800円
簿記実務検定３級

（従業員数 16人 ）

正社員以外 03100-  887611 就業場所 岩手県久慈市

（フルタイム） 交替制あり 普通自動車運転免許　　必須

18歳～59歳 (1)6時30分～15時30分 （AT限定不可）

137,500円～222,000円 (2)9時00分～18時00分

(3)10時00分～19時00分 介護福祉士

（従業員数 82人 ）

正社員 03100-  876011 就業場所 岩手県九戸郡洋野町

舗装工 岩手県九戸郡洋野町大野第３地
割２０－８

雇用期間の定めなし

設備保全（生産管理含む） 岩手県久慈市大川目町１４地割
６７番地１

雇用期間の定めなし

総合職 株式会社　久慈グランド
ホテル

岩手県久慈市川崎町１０－１５

雇用期間の定めなし

9時00分～22時00分の間
の7時間以上

建設スタッフ 有限会社　逸見工業 岩手県九戸郡　洋野町種市第３
９地割８－７０

雇用期間の定めなし

縫製工補助 株式会社　県北ファッ
ション

岩手県久慈市新中の橋第３７地
割９８番地２

雇用期間の定めなし

レストラン・ラウンジサービスス
タッフ

株式会社　久慈グランド
ホテル

岩手県久慈市川崎町１０－１５

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

重機オペレーター 岩手県久慈市小久慈町第４０地
割２０－６

雇用期間の定めなし

介護支援専門員 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

交通誘導 株式会社　つしま 岩手県久慈市門前第３地割３９
番４号

雇用期間の定めなし

大型ダンプオペレーター（コンク
リートミキサー車含）

岩手県久慈市小久慈町第４０地
割２０－６

雇用期間の定めなし

株式会社　エヌエル
フォーティ

岩手県下閉伊郡普代村第２０地
割字馬場野４３－２

雇用期間の定めなし

事務及び販売員 株式会社　のだむら 岩手県九戸郡野田村大字野田第
３１地割３１－１

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

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第２０地
割字馬場野４３－２

雇用期間の定めなし

株式会社　エヌエル
フォーティ

岩手県下閉伊郡普代村第２０地
割字馬場野４３－２

雇用期間の定めなし

介護福祉士 介護老人保健施設　ユー
トピア白滝

岩手県九戸郡洋野町中野第３地
割３８－１８２

雇用期間の定めなし

事務員 社会福祉法人　修倫会
障害者就労支援施設　み
ずき園

岩手県久慈市長内町第１８地割
１４－３

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

車両系建設機械（整地・運搬・積
込用及び掘削用）運転技能者
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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

（フルタイム） 株式会社　はやし工業 変形（1年単位） 普通自動車運転免許　　必須

59歳以下 (1)8時00分～17時00分 （AT限定不可）

185,600円～208,800円
大型自動車免許

（従業員数 25人 ） 小型移動式クレーン運転技能者

正社員 03100-  879911 就業場所 岩手県九戸郡洋野町 車両系建設機械（基礎工事用）運転技能者

（フルタイム） 変形（1年単位）

不問 (1)6時40分～16時05分

190,960円～190,960円

（従業員数 80人 ）

正社員 03100-  894311 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

不問 (1)8時30分～17時30分

137,000円～137,000円

（従業員数 5人 ）

正社員以外 03100-  934111 就業場所 岩手県久慈市

（フルタイム） 変形（1年単位） 普通自動車運転免許　　必須

35歳以下 (1)8時00分～17時20分

142,000円～210,000円

（従業員数 4人 ）

正社員 03100-  932611 就業場所 岩手県久慈市

（フルタイム） 普通自動車運転免許　　必須

不問 (1)9時00分～18時00分 （AT限定不可）

148,879円～249,987円

（従業員数 4人 ）

正社員 03100-  885011 就業場所 岩手県九戸郡洋野町

（フルタイム）

不問 (1)9時30分～19時00分

150,000円～180,000円

（従業員数 3人 ）

正社員 03100-  895611 就業場所 岩手県久慈市

（フルタイム） 交替制あり 普通自動車運転免許　　必須

59歳以下 (1)7時00分～16時00分

172,400円～234,400円 (2)9時00分～18時00分

(3)10時00分～19時00分 介護福祉士

（従業員数 66人 ）

正社員 03100-  882211 就業場所 岩手県久慈市

（フルタイム） 普通自動車運転免許　　必須

45歳以下 (1)9時00分～18時00分

143,500円～262,000円
看護師

（従業員数 125人 ） 准看護師

正社員 03100-  927711 就業場所 岩手県久慈市

（フルタイム） 普通自動車運転免許　　必須

59歳以下 (1)7時45分～16時30分

157,300円～200,000円

（従業員数 23人 ）

正社員 03100-  900911 就業場所 岩手県九戸郡洋野町

（フルタイム） 交替制あり

不問 (1)9時30分～19時30分

205,000円～210,000円 (2)9時30分～13時30分

(3)9時30分～17時30分 歯科衛生士

（従業員数 4人 ）

正社員 03100-  928811 就業場所 岩手県久慈市

（フルタイム） 普通自動車運転免許　　必須

59歳以下 (1)8時30分～17時30分 （AT限定不可）

200,000円～200,000円
介護支援専門員（ケアマネージャー）

（従業員数 3人 ）

正社員 03100-  924611 就業場所 岩手県九戸郡洋野町

（フルタイム） 株式会社　東北法面工業 変形（1年単位） 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）

198,000円～286,000円 (2)8時00分～15時00分

大型自動車免許

（従業員数 3人 ）

正社員 03100-  910811 就業場所 岩手県久慈市

（フルタイム） 変形（1ヶ月単位）

59歳以下 (1)8時00分～18時00分

170,000円～350,000円

（従業員数 9人 ）

正社員 03100-  929211 就業場所 岩手県九戸郡洋野町

（フルタイム） 社会福祉法人　ひろの会 交替制あり

不問 (1)7時00分～16時00分

131,200円～170,150円 (2)8時30分～17時30分

(3)12時30分～21時30分 介護職員初任者研修修了者

（従業員数 76人 ）

正社員以外 03100-  913411 就業場所 岩手県九戸郡洋野町

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

64歳以下 (1)7時00分～16時00分

177,700円～199,300円 (2)8時00分～17時00分

(3)9時00分～18時00分 看護師

（従業員数 76人 ） 准看護師

正社員 03100-  914011 就業場所 岩手県九戸郡洋野町

（フルタイム） 株式会社　久慈平岳牧場 交替制あり 普通自動車運転免許　　必須

59歳以下 (1)4時45分～13時45分

163,520円～240,550円 (2)7時00分～16時00分

(3)13時00分～22時00分 大型自動車免許

（従業員数 28人 ）

正社員 03100-  902711 就業場所 岩手県九戸郡洋野町

生鳥処理加工 有限会社　タニムラフー
ドサービス

岩手県久慈市長内町第２０地割
８４番地３

雇用期間の定めなし

運転手兼土木作業員 岩手県九戸郡洋野町阿子木１２
－３３－２３０

雇用期間の定めなし

電気工事士（見習い可） 有限会社　久慈電業 岩手県久慈市田高１丁目２３

雇用期間の定めなし

生活支援員 社団医療法人　祐和会
地域生活支援センター久
慈

岩手県久慈市門前第１地割１５
１番地１

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

歯科助手 おおさわ歯科クリニック
大澤　輝見子

岩手県久慈市川崎町１５－２９

雇用期間の定めなし

営業 有限会社　八木自動車
サービス

岩手県九戸郡洋野町種市第３２
地割５９－３

雇用期間の定めなし

看護職員 社会福祉法人　久慈市社
会福祉事業団

岩手県久慈市旭町第７地割１０
５－１０

雇用期間の定めなし

又は7時30分～18時30分
の間の8時間程度

生活支援員（正社員） 社会福祉法人　天神会
障害者支援施設　ひばり
療護園

岩手県久慈市天神堂第３２地割
８

雇用期間の定めなし

歯科衛生士 こばやし歯科クリニック
小林　直人

岩手県久慈市旭町第９地割４６
－２

雇用期間の定めなし

養豚飼育管理 農事組合法人　八幡平
ファーム

岩手県九戸郡洋野町阿子木第１
２地割３３番地１２７

雇用期間の定めなし

現場作業員 岩手県久慈市川崎町１６番２７
号

雇用期間の定めなし

介護支援専門員（みどりの里介護
支援センター）

デイサービスセンターみ
どりの里　株式会社藤森

岩手県九戸郡洋野町種市第４０
地割１－１

雇用期間の定めなし

介護員（臨時職員） 岩手県九戸郡洋野町種市第２３
地割８１－６

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 60歳以上
歓迎求人

内装作業員（見習い可） 下舘建装　株式会社 岩手県九戸郡洋野町大野第１５
地割１９－３

雇用期間の定めなし

牧場作業員 岩手県九戸郡洋野町大野第２６
地割４０番地２

雇用期間の定めなし

看護職 岩手県九戸郡洋野町種市第２３
地割８１－６

雇用期間の定めなし
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（フルタイム） 株式会社　さくら綜合企画 変形（1年単位） 普通自動車運転免許　　必須

64歳以下 (1)8時00分～17時00分

201,600円～336,000円

（従業員数 23人 ）

正社員 03100-  920511 就業場所 岩手県久慈市

土木施工管理技士【久慈管内】 （フルタイム） 株式会社　さくら綜合企画 変形（1年単位） 普通自動車運転免許　　必須

64歳以下 (1)8時00分～17時00分

250,000円～420,000円
１級土木施工管理技士

（従業員数 17人 ） ２級土木施工管理技士

正社員 03100-  923311 就業場所 岩手県久慈市

（フルタイム） 普通自動車運転免許　　必須

不問 (1)9時00分～17時00分

170,000円～180,000円
介護支援専門員（ケアマネージャー）

（従業員数 7人 ）

正社員 03100-  892411 就業場所 岩手県久慈市

（フルタイム） 交替制あり 普通自動車運転免許　　必須

59歳以下 （AT限定不可）

132,000円～137,000円
準中型自動車免許

（従業員数 44人 ）

正社員 03100-  925911 就業場所 岩手県久慈市

（フルタイム） 交替制あり 普通自動車運転免許　　あれば尚可

不問 (1)7時00分～15時45分

147,400円～173,200円 (2)8時15分～17時00分

(3)10時00分～18時45分 ホームヘルパー２級

（従業員数 56人 ） 介護職員初任者研修修了者

正社員以外 03100-  930011 就業場所 岩手県九戸郡洋野町 介護福祉士

（フルタイム） 交替制あり

不問 (1)8時15分～17時00分

166,700円～228,300円 (2)16時30分～8時30分

看護師

（従業員数 56人 ） 准看護師

正社員以外 03100-  931311 就業場所 岩手県九戸郡洋野町

（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30分

140,000円～160,000円
第二種電気工事士

（従業員数 0人 ） 危険物取扱者（乙種）

正社員 03100-  869311 就業場所 岩手県久慈市 液化石油ガス設備士

（パートタイム）

不問 (1)8時45分～13時00分

853円～853円 (2)12時45分～17時00分

（従業員数 5人 ）

パート労働者 03040- 1542811 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

853円～853円 (2)12時45分～17時00分

(3)15時30分～19時45分

（従業員数 3人 ）

パート労働者 03040- 1543211 就業場所 岩手県久慈市

（パートタイム） 交替制あり 普通自動車運転免許　　必須

不問 (1)10時00分～15時00分

800円～900円 (2)10時00分～12時00分

(3)13時00分～15時00分

（従業員数 8人 ）

パート労働者 03090-  727511 就業場所 岩手県久慈市

（パートタイム）

59歳以下 (1)8時00分～14時00分

830円～830円

（従業員数 22人 ）

パート労働者 03100-  829611 就業場所 岩手県久慈市

（パートタイム） 交替制あり

不問

940円～1,430円
看護師

（従業員数 80人 ） 准看護師

パート労働者 03100-  856811 就業場所 岩手県久慈市

（パートタイム）

不問

1,500円～2,000円
薬剤師

（従業員数 80人 ）

パート労働者 03100-  857211 就業場所 岩手県久慈市

看護師・准看護師（パート） （パートタイム）

不問 (1)8時30分～16時30分

1,150円～1,200円 (2)9時00分～15時30分

看護師

（従業員数 19人 ） 准看護師

パート労働者 03100-  901111 就業場所 岩手県久慈市

（パートタイム） 株式会社　久慈ソーイング 普通自動車運転免許　　あれば尚可

59歳以下 (1)9時30分～16時00分

793円～793円

（従業員数 18人 ）

パート労働者 03100-  861911 就業場所 岩手県久慈市

（パートタイム） 株式会社　久慈ソーイング 普通自動車運転免許　　あれば尚可

不問 (1)9時30分～16時00分

793円～793円

（従業員数 18人 ）

パート労働者 03100-  862111 就業場所 岩手県久慈市

検査工 岩手県久慈市夏井町早坂第１地
割６－１９

雇用期間の定めなし

縫製工 岩手県久慈市夏井町早坂第１地
割６－１９

雇用期間の定めなし

薬剤師 久慈恵愛病院 岩手県久慈市湊町第１７地割１
００番地

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

9時00分～14時00分の間
の4時間程度

有限会社　ホームセン
ター仙台

岩手県久慈市田屋町第１地割３
０番地８

雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）

又は8時30分～15時30分
の間の3時間以上

惣菜担当　［久慈店］ 株式会社　越戸商店 岩手県下閉伊郡普代村第１９地
割字白井１７番地２

雇用期間の定めなし

看護師・准看護師 久慈恵愛病院 岩手県久慈市湊町第１７地割１
００番地

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

8時30分～17時30分の間
の4時間以上

販売員（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8時45分～19時45分
の間の4時間程度

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

岩手県九戸郡軽米町大字上舘１
５－１３０－１

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

販売員（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）

岩手県九戸郡野田村大字野田第
２７地割１６０－１

雇用期間の定めなし

一般作業員（土木・解体）【久慈
管内】

岩手県九戸郡野田村大字野田第
２７地割１６０－１

雇用期間の定めなし

岩手県久慈市大川目町第１地割
２４－３

雇用期間の定めなし

7時40分～18時00分の間
の8時間程度

介護支援専門員 特定非営利活動法人　元
気てらす縁

岩手県久慈市門前第３７地割５
６番地１

雇用期間の定めなし

一般事務兼軽作業員 Ｗｏｒｋｅｒ　ｐｌｕｓ
上田　真志

岩手県久慈市小久慈町第４８地
割１６－６

雇用期間の定めなし

看護師 洋野町国民健康保険種市
病院

岩手県九戸郡洋野町種市第２３
地割２７－２

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

介護職員 洋野町国民健康保険種市
病院

岩手県九戸郡洋野町種市第２３
地割２７－２

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

集配ドライバー（正社員） ヤマト運輸　株式会社
久慈営業所
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（パートタイム）

18歳以上 (1)1時00分～6時30分

798円～798円

（従業員数 13人 ）

パート労働者 03100-  881811 就業場所 岩手県久慈市

（パートタイム）

不問

793円～793円

（従業員数 36人 ）

パート労働者 03100-  841411 就業場所 岩手県久慈市

（パートタイム） 交替制あり

不問 (1)12時00分～16時00分

900円～1,206円 (2)14時00分～16時00分

（従業員数 26人 ）

パート労働者 03100-  926111 就業場所 岩手県九戸郡洋野町

（パートタイム） 社会福祉法人　山形福祉会 普通自動車運転免許　　あれば尚可

不問

1,000円～1,050円
看護師

（従業員数 71人 ） 准看護師

パート労働者 03100-  911211 就業場所 岩手県久慈市

（パートタイム） 普通自動車運転免許　　必須

不問

1,465円～1,465円

（従業員数 54人 ）

パート労働者 03100-  867411 就業場所 岩手県九戸郡野田村

（パートタイム） 普通自動車運転免許　　必須

不問 (1)6時00分～9時00分

880円～880円 (2)16時00分～20時00分

（従業員数 16人 ）

パート労働者 03100-  886311 就業場所 岩手県久慈市

持ち帰り弁当等の調理、販売、配達 （パートタイム） 普通自動車運転免許　　必須

不問

793円～793円

（従業員数 6人 ）

パート労働者 03100-  875411 就業場所 岩手県久慈市

（パートタイム）

不問 (1)6時40分～8時45分

1,100円～1,100円 (2)9時00分～11時00分

(3)11時50分～13時50分

（従業員数 80人 ）

パート労働者 03100-  893011 就業場所 岩手県久慈市

フロアスタッフ（１８時～２２時） （パートタイム） 交替制あり

不問 (1)18時00分～22時00分

793円～1,000円

（従業員数 11人 ）

パート労働者 03100-  836611 就業場所 岩手県久慈市

（パートタイム） 久慈広域葬祭業協同組合 交替制あり

64歳以下 (1)11時00分～17時00分

793円～793円 (2)10時00分～17時45分

（従業員数 6人 ）

パート労働者 03100-  891511 就業場所 岩手県久慈市

（パートタイム） 交替制あり 普通自動車運転免許　　必須

65歳以下

1,260円～1,590円
看護師

（従業員数 4人 ） 准看護師

パート労働者 03100-  898711 就業場所 岩手県久慈市

（パートタイム）

不問 (1)12時30分～20時30分

810円～810円

（従業員数 23人 ）

パート労働者 03100-  825511 就業場所 岩手県久慈市

（パートタイム）

不問 (1)9時00分～17時00分

810円～810円

（従業員数 23人 ）

パート労働者 03100-  826411 就業場所 岩手県久慈市

（パートタイム）

18歳以上

870円～870円

（従業員数 27人 ）

パート労働者 03100-  933911 就業場所 岩手県久慈市

（パートタイム）

18歳以上 (1)19時00分～0時00分

850円～850円 (2)21時00分～2時00分

（従業員数 5人 ）

パート労働者 03100-  899811 就業場所 岩手県久慈市

カラオケボックス店員 カラオケＷＯＮＤＡ久慈
店　代表　東　優奈

岩手県久慈市中央２丁目２番地

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

レジ・品出し【パート】【９時～
１７時】

株式会社　マルイチマル
シェ久慈店

岩手県久慈市門前第６地割６５
番

雇用期間の定めなし

ホール係、キッチン係 カッパ・クリエイト　株
式会社　かっぱ寿司久慈
店

岩手県久慈市長内町第３４地割
３－６

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

9時00分～0時00分の間の
2時間以上

看護師（地域密着型認知症対応型
デイサービスセンター）

社会福祉法人　琥珀会 岩手県久慈市小久慈町第１９地
割１１８－１

雇用期間の定めなし

8時30分～17時30分の間
の4時間程度

レジ・品出し【パート】【１２時
半～２０時半】

株式会社　マルイチマル
シェ久慈店

岩手県久慈市門前第６地割６５
番

雇用期間の定めなし

有限会社　田村牧場　た
むら屋

岩手県久慈市長内町第３２地割
１５番地２

雇用期間の定めなし 60歳以上
歓迎求人

清掃・接客及び事務補助 岩手県久慈市夏井町鳥谷第４地
割２３－３５

雇用期間の定めなし

本家かまどや　久慈店
久保文男

岩手県久慈市二十八日町２丁目
２５

雇用期間の定めなし

8時30分～19時30分の間
の4時間以上

生鳥処理加工（パート） 有限会社　タニムラフー
ドサービス

岩手県久慈市長内町第２０地割
８４番地３

雇用期間の定めなし 60歳以上
歓迎求人

総支配人（嘱託職員） 株式会社　のだむら 岩手県九戸郡野田村大字野田第
３１地割３１－１

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

9時00分～18時00分の間
の6時間以上

世話人 社会福祉法人　修倫会
障害者就労支援施設　み
ずき園

岩手県久慈市長内町第１８地割
１４－３

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

介護職員 社会福祉法人　みちのく
大寿会

岩手県九戸郡洋野町大野第６０
地割４１－８

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 60歳以上
歓迎求人

又は6時30分～19時00分
の間の4時間程度

看護師（パート） 岩手県久慈市山形町川井第１２
地割５５番地１

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

7時00分～19時30分の間
の6時間程度

店内業務（ローソン久慈本町店／
１：００～６：３０）

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

縫製工補助 株式会社　県北ファッ
ション

岩手県久慈市新中の橋第３７地
割９８番地２

雇用期間の定めなし

9時00分～17時00分の間
の5時間程度
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