
◎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】
 ・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）

7月2日(金)発行

 次回予定日

7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

※参加者はマスク着用、当日検温（自宅にて実施）のうえ、体調に

問題ない方が対象となります。 

※面接会に参加の場合は、事前に紹介状が必要となります。 

※前日までの申し込みが必要です。  

求人説明会・ミニ面接会 

日  時 事業所名 

令和３年 7 月 19 日（月） 

説明会 １０：００～ 
有限会社 タニムラフードサービス 

令和３年７月２０日（火） 

説明会 １０：００～ 
株式会社 北三陸ファクトリー 

令和３年 7 月２１日（水） 

説明会 １０：００～ 
ミドリ久慈衣料 株式会社 

令和３年７月２６日（月） 

 説明会 １０：００～ 
有限会社 栄光商会 

《お問い合わせ先》 ハローワーク久慈 ☎０１９４－５３－３３７

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） 変形（1年単位）

64歳以下 (1)8時00分～17時00分

（従業員数 65人 ）

正社員 02020- 8350411 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

45歳以下 (1)8時00分～16時45分

（従業員数 34人 ）

正社員 03100- 1555311 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00分 （AT限定不可）

（従業員数 7人 ）

正社員 03100- 1548311 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 （AT限定不可）

（従業員数 26人 ）

正社員以外 03100- 1543811 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）

大型自動車免許

玉掛技能者

（従業員数 22人 ）

正社員 03100- 1541111 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　　あれば尚可

不問 (1)8時00分～17時00分 （AT限定不可）

（従業員数 18人 ）

正社員以外 03100- 1550811 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)8時00分～17時00分

（従業員数 5人 ）

正社員 03100- 1549611 就業場所 岩手県久慈市

（フルタイム） 普通自動車運転免許　　あれば尚可

18歳～64歳 (1)8時00分～17時00分

（従業員数 11人 ）

正社員 03100- 1551211 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)8時30分～17時30分

（従業員数 8人 ）

正社員 03100- 1553411 就業場所 岩手県九戸郡洋野町

（パートタイム）

18歳以上 (1)22時50分～23時50分

（従業員数 16人 ）

パート労働者 03100- 1545511 就業場所 岩手県久慈市

（パートタイム）

不問 (1)7時00分～16時00分

（従業員数 2人 ）

パート労働者 03100- 1554011 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

59歳以下 (1)8時30分～12時30分

(2)13時30分～17時30分

（従業員数 4人 ）

パート労働者 03100- 1547011 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)5時30分～14時30分

(2)9時30分～18時30分

（従業員数 3人 ）

パート労働者 03100- 1546411 就業場所 岩手県久慈市

（パートタイム）

不問 (1)8時15分～12時25分

（従業員数 6人 ）

パート労働者 03100- 1552511 就業場所 岩手県久慈市

食肉加工員 岩手県久慈市長内町第３７地割
１１－１

雇用期間の定めなし
793円～793円

有限会社　Ｏ・Ｂ・Ｆのだ

経理担当（久慈事務所） 岩手県久慈市栄町第３７地割１
４８番地１

雇用期間の定めなし
800円～800円

行政書士法人　リプル法務

（請）調理員 有限会社　第一ライフト
ラスト

岩手県久慈市川貫第５地割２０
－１７０

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）
800円～830円

夜間清掃（中央） 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 60歳以上
歓迎求人

1,100円～1,100円

【請】清掃員　（久慈消防本部
（久慈消防署））

岩手県久慈市長内町第９地割２
０

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）
793円～793円

株式会社　久慈中央商事

所在地・就業場所

太陽光パネル配線作業員 青森県八戸市大字中居林字彦五
郎９－１２

雇用期間の定めなし
264,000円～264,000円

有限会社　山協電気工業

事務員 一般社団法人　久慈学校
給食協会

岩手県久慈市小久慈町第３９地
割２－２

雇用期間の定めなし

配送員 株式会社　ヤマイチ 岩手県久慈市長内町２１－５０
－１

雇用期間の定めなし

140,200円～167,000円

173,000円～193,000円

岩手県下閉伊郡普代村第６地割
字中山１０５番１

雇用期間の定めなし

141,750円～157,500円

126,682円～126,682円

ガソリンスタンド業務および灯油
配達業務

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）

6時30分～21時30分の間
の8時間程度

大型車両運転及び土木作業 有限会社　沼田電設 岩手県久慈市田屋町第２地割１
－１２

雇用期間の定めなし

147,560円～147,560円

208,800円～232,000円

車両系建設機械（整地・運搬・積
込用及び掘削用）運転技能者

鉱山保安管理補助 東立鉱業　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

生活支援員（ワークス洋野） 岩手県九戸郡洋野町種市第１地
割１５番地６７

雇用期間の定めなし

153,000円～153,000円

132,000円～146,000円

特定非営利活動法人　なんぶ

現場作業員２　（期間雇用） 株式会社　米内造園 岩手県久慈市大川目町第１２地
割６５－１

雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）

食材加工（長内） 株式会社　碧青果

2／2


