
◎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！！～

7月16日(金)発行

℡ 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

【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）

○毎週火曜日 ９：３０～１７：００（受付１６：００まで）
（１２：００～１３：００を除く）

○相 談 内 容 「解雇」「賃金不払い」などの労働条件に関すること

のほか「就業規則作成・見直し」「各種労使協定書の

作成」など幅広い相談をお受けしております。

二戸労働基準監督署

※次回、求人情報発行は

７月３０日（金）となります。

ハローワーク久慈からの

～お知らせ～

http://www.irasutoya.com/2013/08/blog-post_3185.html
http://www.irasutoya.com/2013/07/blog-post_6678.html
http://www.irasutoya.com/2014/08/blog-post_196.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） 普通自動車運転免許　　必須

59歳以下 (1)10時30分～19時30分

(2)11時00分～20時00分

(3)13時00分～22時00分

（従業員数 14人 ）

正社員 01020- 7832511 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～64歳 (1)21時00分～6時00分

(2)8時00分～17時00分

フォークリフト運転技能者

（従業員数 65人 ）

正社員 02020- 9144311 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　　あれば尚可

不問 (1)8時00分～17時00分

玉掛技能者

（従業員数 13人 ）

正社員 02050- 1673711 就業場所 岩手県九戸郡野田村

（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)9時00分～18時00分

（従業員数 4人 ）

正社員 03010-14096911 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

（従業員数 19人 ）

正社員以外 03010-13954311 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

（従業員数 19人 ）

正社員以外 03010-13956911 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)9時00分～18時00分

（従業員数 12人 ）

正社員 03010-14218811 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

59歳以下 (1)9時00分～18時00分 （AT限定不可）

１級建築施工管理技士

（従業員数 12人 ）

正社員 03010-14225711 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

59歳以下 (1)9時00分～18時00分 （AT限定不可）

一級建築士

（従業員数 12人 ） 二級建築士

正社員 03010-14228511 就業場所 岩手県九戸郡洋野町

（フルタイム） 変形（1年単位）

不問 (1)8時00分～17時00分

その他の自動車等車両・船舶運転免許

（従業員数 122人 ）

正社員以外 03100- 1724611 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

（従業員数 104人 ）

正社員以外 03100- 1725911 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）

１級土木施工管理技士

（従業員数 100人 ）

正社員 03100- 1726111 就業場所 岩手県久慈市

（フルタイム） 変形（1年単位）

59歳以下 (1)8時15分～17時15分

（従業員数 32人 ）

正社員 03100- 1741911 就業場所 岩手県九戸郡野田村

（フルタイム）

不問 (1)8時30分～17時15分

歯科衛生士

（従業員数 7人 ）

正社員以外 03100- 1702711 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30分～17時30分 （AT限定不可）

（従業員数 58人 ）

正社員 03100- 1715311 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15分

（従業員数 16人 ）

正社員以外 03100- 1746511 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

（従業員数 112人 ）

正社員以外 03100- 1709611 就業場所 岩手県久慈市

所在地・就業場所

エリア限定正社員（岩手久慈店） 株式会社　テンフォー 北海道函館市柏木町２４番１９
号

雇用期間の定めなし

橋梁工事作業員【ＰＣ工、型枠
工、大工、鉄筋工、左官工】

株式会社　ヒロテック 青森県上北郡横浜町字横浜２７

雇用期間の定めなし

営業 株式会社　プライム下舘
工務店　住宅事業部

岩手県盛岡市境田町３－３１

雇用期間の定めなし

土木作業員

フォークリフトオペレーター及び
太陽光パネル配線作業員

有限会社　山協電気工業 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

警備員Ａ（久慈支社）（有資格者） 株式会社　Ｍ・Ｋ・Ｇ 岩手県盛岡市大通３丁目９番１
７－２０１号

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

営業アシスタント（久慈営業所） 日産部品岩手販売　株式会社 岩手県盛岡市流通センター北１
丁目３－１５

雇用期間の定めなし

警備員Ｂ（久慈支社） 株式会社　Ｍ・Ｋ・Ｇ 岩手県盛岡市大通３丁目９番１
７－２０１号

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

工事担当者 株式会社　プライム下舘
工務店　住宅事業部

岩手県盛岡市境田町３－３１

雇用期間の定めなし

工事担当者（一級施工管理技士） 株式会社　プライム下舘
工務店　住宅事業部

岩手県盛岡市境田町３－３１

雇用期間の定めなし

宮城建設　株式会社 岩手県久慈市新中の橋第４地割
３５番地３

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

船舶機関士 宮城建設　株式会社 岩手県久慈市新中の橋第４地割
３５番地３

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）
275,000円～275,000円

190,960円～212,660円

縫製 株式会社　ゼフィール 岩手県九戸郡野田村大字野田第
２５地割５２

雇用期間の定めなし

土木施工管理職 宮城建設　株式会社 岩手県久慈市新中の橋第４地割
３５番地３

雇用期間の定めなし
200,000円～250,000円

136,840円～136,840円

機関士 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

歯科衛生士（会計年度任用職員） 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）
152,300円～198,200円

200,000円～250,000円

製造工（コンクリート二次製品の
製造）

一沢コンクリート工業
株式会社

岩手県久慈市長内町第３７地割
６番地１

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

事業者支援相談員 久慈商工会議所 岩手県久慈市十八日町１丁目４
５番地

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）
200,000円～250,000円

137,600円～206,400円

157,000円～157,000円

251,900円～251,900円

300,300円～346,500円

156,000円～200,000円

198,000円～220,000円

176,000円～220,000円

200,000円～270,000円

400,000円～550,000円

210,000円～360,000円
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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

45歳以下

（従業員数 112人 ）

正社員 03100- 1710811 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30分～17時30分 （AT限定不可）

（従業員数 6人 ）

正社員 03100- 1694311 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）

34歳以下 (1)8時30分～16時55分

（従業員数 83人 ）

正社員 03100- 1747411 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

(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 39人 ） フォークリフト運転技能者

正社員 03100- 1707011 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

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

（従業員数 11人 ）

正社員以外 03100- 1712511 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

（従業員数 17人 ）

正社員 03100- 1704211 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30分～17時30分

（従業員数 17人 ）

正社員以外 03100- 1705511 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

（従業員数 17人 ）

正社員以外 03100- 1706411 就業場所 岩手県久慈市

（フルタイム） 交替制あり

64歳以下 (1)6時00分～15時00分

(2)8時30分～17時30分

(3)10時00分～19時00分 調理師

（従業員数 38人 ）

正社員 03100- 1737211 就業場所 岩手県九戸郡野田村

（フルタイム） 変形（1年単位）

59歳以下 (1)8時00分～17時00分

（従業員数 143人 ）

正社員 03100- 1731311 就業場所 岩手県久慈市

（フルタイム） 変形（1年単位）

59歳以下 (1)8時00分～17時00分

大型自動車免許

（従業員数 143人 ） 大型特殊自動車免許

正社員 03100- 1732611 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10分～17時10分

（従業員数 40人 ）

正社員 03100- 1735711 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

59歳以下 (1)7時30分～17時00分 （AT限定不可）

（従業員数 31人 ）

正社員 03100- 1690211 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～17時00分 （AT限定不可）

大型自動車免許

（従業員数 31人 ）

正社員 03100- 1691511 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）

８トン限定中型自動車免許

（従業員数 2人 ）

正社員 03100- 1708311 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

（従業員数 5人 ）

正社員以外 03100- 1751711 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

（従業員数 4人 ）

正社員 03100- 1692411 就業場所 岩手県久慈市

自動車整備士（見習い可） 有限会社　ナガサワ自動
車整備工場

岩手県下閉伊郡普代村第１４地
割字宇留部２７番地３

雇用期間の定めなし

総合職（管理職候補） 一沢コンクリート工業
株式会社

岩手県久慈市長内町第３７地割
６番地１

雇用期間の定めなし

8時00分～18時00分の間
の8時間

153,000円～170,000円

150,000円～250,000円

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

洋裁工 岩手モリヤ　株式会社 岩手県久慈市夏井町大崎第１３
地割３番地３

雇用期間の定めなし
140,000円～140,000円

154,473円～221,895円

建築板金工 有限会社　鹿糠板金工業 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

保育士 社会福祉法人　山口保育
会　山口保育園

岩手県久慈市大川目町第１８地
割２２番地６

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）
142,650円～159,550円

184,000円～345,000円

見積もり、積算業務（見習い可） 有限会社　鹿糠板金工業 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）

施工管理見習い（本社） 有限会社　鹿糠板金工業 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）
160,000円～250,000円

140,000円～220,000円

左官工 下舘建設　株式会社 岩手県久慈市長内町２４地割１
６２

雇用期間の定めなし

調理員 社会福祉法人　野田白寿会 岩手県九戸郡野田村大字野田第
２２地割４４－１

雇用期間の定めなし
193,000円～263,300円

217,000円～314,650円

生産技術 株式会社　岩本電機 岩手県九戸郡洋野町種市第１３
地割４１－２５

雇用期間の定めなし

運転手 下舘建設　株式会社 岩手県久慈市長内町２４地割１
６２

雇用期間の定めなし
206,150円～238,700円

138,336円～200,000円

大型ダンプオペレーター（コンク
リートミキサー車含）

久慈新港運輸　株式会社 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

重機オペレーター 久慈新港運輸　株式会社 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
184,450円～260,400円

162,750円～260,400円

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）

作業員（左官、重機オペレー
ター、型枠等）

馬内工業　　馬内　繁治 岩手県久慈市小久慈町第２０地
割８０－１７

雇用期間の定めなし
185,600円～232,000円

137,000円～137,000円

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
142,000円～210,000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

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） 普通自動車運転免許　　必須

不問 (1)8時00分～18時00分 （AT限定不可）

第二種電気工事士

（従業員数 11人 ）

正社員 03100- 1717911 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　　あれば尚可

不問 (1)7時00分～16時00分

(2)9時00分～18時00分

(3)10時30分～19時30分 ホームヘルパー２級

（従業員数 8人 ） 介護職員初任者研修修了者

正社員以外 03100- 1752811 就業場所 岩手県久慈市

（フルタイム） フレックス

40歳以下 (1)8時30分～17時30分

（従業員数 25人 ）

正社員 03100- 1759911 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00分～17時00分

（従業員数 5人 ）

正社員 03100- 1755411 就業場所 岩手県久慈市

（フルタイム）

18歳～40歳 (1)15時00分～23時00分

（従業員数 4人 ）

正社員 03100- 1744811 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

（従業員数 19人 ）

正社員以外 03100- 1754511 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

（従業員数 7人 ）

正社員以外 03100- 1736811 就業場所 岩手県久慈市

（フルタイム） 変形（1年単位）

45歳以下 (1)8時00分～17時00分

（従業員数 90人 ）

正社員以外 03100- 1734111 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

(2)8時30分～17時30分

(3)10時00分～19時00分 介護職員初任者研修修了者

（従業員数 18人 ）

正社員以外 03100- 1753211 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

59歳以下 (1)8時00分～17時00分

介護職員初任者研修修了者

（従業員数 13人 ）

正社員以外 03100- 1757311 就業場所 岩手県九戸郡洋野町

（フルタイム）

20歳～35歳 (1)11時30分～14時30分

(2)18時00分～23時00分

（従業員数 2人 ）

正社員 03100- 1749311 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）

(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- 1699811 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

不問 (1)8時30分～17時30分

(2)9時00分～18時00分

(3)8時30分～12時00分

（従業員数 4人 ）

正社員 03100- 1696911 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

（従業員数 23人 ）

正社員 03100- 1722011 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

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- 1723311 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

64歳以下 (1)9時00分～17時00分

(2)6時30分～9時30分

(3)15時00分～19時00分

（従業員数 0人 ）

正社員 03100- 1727711 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

介護支援専門員（ケアマネージャー）

（従業員数 6人 ）

正社員 03100- 1714011 就業場所 岩手県久慈市

電気工事士（見習い可） 有限会社　山下電機設備 岩手県九戸郡洋野町種市第６０
地割５７

雇用期間の定めなし
135,000円～220,000円

製造・出荷作業員（管理職候補） 株式会社　おおのミルク工房 岩手県九戸郡洋野町大野第５８
地割１２番地３２

雇用期間の定めなし

介護職 社会福祉法人　門前保育
会　グループホームやす
らぎの里

岩手県久慈市新中の橋第４地割
１２－２

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）
139,000円～160,000円

139,320円～200,000円

ホール係（正社員） 中村商事　有限会社 岩手県久慈市中央２丁目２３

雇用期間の定めなし

食材加工（長内） 株式会社　碧青果 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
126,682円～126,682円

145,000円～155,000円

警備員 株式会社　若鷹警備 岩手県久慈市大川目町第１地割
４７

雇用期間の定めなし

事務員 株式会社　木ノ下林業 岩手県久慈市侍浜町北野第３地
割９－２

雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）

8時00分～17時30分の間
の7時間以上

121,800円～203,000円

161,000円～230,000円

介護員（準社員・ほほえみ／夜勤
なし）

株式会社　海山会 岩手県九戸郡洋野町種市第４１
地割１５－２

雇用期間の定めなし

資材発注・在庫管理 八戸缶詰　株式会社　久
慈工場

岩手県久慈市長内町第４０地割
１７－４

雇用期間の定めなし
157,282円～165,962円

141,880円～238,320円

接客および調理補助 ＣＡＦＥ　ＢＯＮ一Ｂ０
Ｎ　清水大路

岩手県久慈市中央２丁目３８－
１０

雇用期間の定めなし

介護職員 デイサービスセンターひ
まわり　株式会社　藤森

岩手県九戸郡洋野町種市第２３
地割２５－８９

雇用期間の定めなし
137,600円～146,200円

149,600円～167,200円

調剤事務員 及川薬局　田屋町店
及川　圭士

岩手県久慈市田屋町第１地割３
８番地１０

雇用期間の定めなし

現場作業員 株式会社　東北法面工業 岩手県久慈市川崎町１６番２７
号

雇用期間の定めなし
198,000円～286,000円

130,000円～145,000円

土木施工管理技士【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

一般作業員（土木・解体）【久慈
管内】

株式会社　さくら綜合企画 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
201,600円～336,000円

250,000円～420,000円

株式会社　さくら綜合企画

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

生活支援員 岩手県久慈市中央２丁目３３

雇用期間の定めなし
150,000円～150,000円

195,000円～195,000円

合同会社　ｍａｍ’ｓ　ｈｕｇ
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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） 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）

準中型自動車免許

（従業員数 46人 ）

正社員 03100- 1701111 就業場所 岩手県久慈市

（フルタイム） 交替制あり

59歳以下 (1)9時45分～19時15分

(2)9時45分～13時15分

(3)13時00分～19時15分

（従業員数 12人 ）

正社員以外 03100- 1739411 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)9時00分～19時00分

美容師

（従業員数 16人 ）

正社員 03100- 1697111 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)9時00分～19時00分

美容師

（従業員数 16人 ）

正社員 03100- 1698711 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 （AT限定不可）

（従業員数 0人 ）

正社員 03100- 1738511 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

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- 1729211 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） 普通自動車運転免許　　必須

不問

（従業員数 14人 ）

パート労働者 01020- 7788011 就業場所 岩手県久慈市

（パートタイム）

不問 (1)6時00分～14時00分

（従業員数 0人 ）

パート労働者 02020- 9023911 就業場所 岩手県久慈市

（パートタイム）

不問 (1)6時00分～14時00分

（従業員数 0人 ）

パート労働者 02020- 9024111 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

(2)12時45分～17時00分

（従業員数 5人 ）

パート労働者 03040- 2998511 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

(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- 2999411 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)8時00分～13時00分 （AT限定不可）

８トン限定中型自動車免許

（従業員数 14人 ）

パート労働者 03090- 1473311 就業場所 岩手県九戸郡洋野町

（パートタイム） 普通自動車運転免許　　必須

不問 (1)8時00分～12時00分

（従業員数 6人 ）

パート労働者 03100- 1695611 就業場所 岩手県九戸郡野田村

（パートタイム）

不問

（従業員数 9人 ）

パート労働者 03100- 1689111 就業場所 岩手県九戸郡野田村

（パートタイム）

不問 (1)8時30分～12時00分

(2)14時30分～18時00分

（従業員数 4人 ）

パート労働者 03100- 1730011 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

（従業員数 6人 ）

パート労働者 03100- 1758611 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

64歳以下 (1)12時00分～18時00分

（従業員数 8人 ）

パート労働者 03100- 1713411 就業場所 岩手県久慈市

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3時間以上

販売 岩手県久慈市長内町第２９地割
２９－５

雇用期間の定めなし

800円～800円

800円～800円

有限会社　北三陸天然市場

販売員 岩手県九戸郡　野田村大字野田
第２６地割１９－５

雇用期間の定めなし

8時30分～18時00分の間
の5時間程度

歯科アシスタント 医療法人　二紀会　岩城
歯科医院

岩手県久慈市川崎町９－３１

雇用期間の定めなし

有限会社　マミーストアー

集配ドライバー【パート】種市セ
ンター

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

雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）

調理・家事（掃除・洗濯） 株式会社　中健 岩手県九戸郡野田村大字野田第
２６地割１９番地３

雇用期間の定めなし

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）

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

お店での荷降ろし補助（久慈川崎
町店）【短期】

株式会社　共同物流サー
ビス

青森県八戸市卸センター１丁目
１３－１

日雇（日々雇用または１ヶ月未満）

お店での荷降ろし補助（久慈ＳＣ
店）【短期・低配】

株式会社　共同物流サー
ビス

青森県八戸市卸センター１丁目
１３－１

日雇（日々雇用または１ヶ月未満）

ピザの配達（岩手久慈店） 株式会社　テンフォー 北海道函館市柏木町２４番１９
号

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

販売員 株式会社　しまむら
ファッションセンターし
まむら久慈店

岩手県久慈市長内町第３０地割
１２－２

雇用期間の定めなし

集配ドライバー（正社員） 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

雇用期間の定めなし

7時40分～18時00分の間
の8時間程度

132,000円～137,000円

119,040円～119,040円

美容師スタイリスト 美容室　銀のはさみ　増
山繁雄

岩手県久慈市長内町第３０地割
１８番２号

雇用期間の定めなし

美容師アシスタント 美容室　銀のはさみ　増
山繁雄

岩手県久慈市長内町第３０地割
１８番２号

雇用期間の定めなし
137,700円～160,000円

180,000円～250,000円

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

板金工事作業員（見習い可） 柏木板金　柏木　洋樹 岩手県久慈市新井田第３地割１
０－２

雇用期間の定めなし
184,000円～276,000円

140,000円～160,000円

793円～793円

810円～810円

810円～810円

1,000円～1,000円

1,000円～1,000円

867円～867円

867円～867円

1,300円～1,300円

800円～800円

10時30分～22時00分の間
の2時間以上
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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

生活支援員（デイサービス担当） （パートタイム）

不問 (1)8時00分～12時30分

（従業員数 66人 ）

パート労働者 03100- 1756011 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)14時00分～17時30分 （AT限定不可）

（従業員数 6人 ）

パート労働者 03100- 1745211 就業場所 岩手県久慈市

（パートタイム）

18歳以上 (1)18時00分～23時00分

（従業員数 4人 ）

パート労働者 03100- 1742111 就業場所 岩手県久慈市

（パートタイム）

18歳以上 (1)18時00分～23時00分

（従業員数 4人 ）

パート労働者 03100- 1743711 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　　あれば尚可

不問 (1)9時00分～16時00分

看護師

（従業員数 6人 ） 准看護師

パート労働者 03100- 1716611 就業場所 岩手県久慈市 保健師

（パートタイム） 普通自動車運転免許　　あれば尚可

不問

看護師

（従業員数 5人 ） 准看護師

パート労働者 03100- 1748011 就業場所 岩手県久慈市

（パートタイム）

不問

（従業員数 7人 ）

パート労働者 03100- 1750111 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)6時30分～9時30分

(2)15時00分～19時00分

（従業員数 0人 ）

パート労働者 03100- 1728811 就業場所 岩手県久慈市

（パートタイム）

不問 (1)7時00分～10時00分

（従業員数 46人 ）

パート労働者 03100- 1700911 就業場所 岩手県久慈市

（パートタイム）

不問 (1)10時00分～14時00分

(2)12時00分～16時00分

（従業員数 2人 ）

パート労働者 03100- 1740611 就業場所 岩手県九戸郡洋野町

事務員【７月２６日～９月２４日】 （パートタイム）

不問 (1)10時00分～16時00分

（従業員数 27人 ）

パート労働者 03100- 1733911 就業場所 岩手県久慈市

看護師／洋野（フルタイムパート） （パートタイム） 交替制あり

不問 (1)9時00分～18時00分

(2)13時00分～22時00分

看護師

（従業員数 32人 ）

パート労働者 14010-32052011 就業場所 岩手県九戸郡洋野町

（パートタイム） 交替制あり

不問 (1)6時30分～9時00分

(2)9時00分～12時00分

(3)13時45分～18時00分

（従業員数 5人 ）

パート労働者 15010-21406411 就業場所 岩手県久慈市

（パートタイム） 交替制あり

不問 (1)6時30分～9時00分

(2)9時00分～12時00分

(3)13時45分～18時00分

（従業員数 0人 ）

パート労働者 15010-21408311 就業場所 岩手県久慈市

（パートタイム）

不問

（従業員数 10人 ）

パート労働者 23010-20841611 就業場所 岩手県久慈市

（パートタイム）

不問

産業カウンセラー

（従業員数 3人 ） 臨床心理士

パート労働者 27020-37476411 就業場所 岩手県久慈市 社会福祉士

受付・施設管理【久慈】パート ユウエンタープライズ株
式会社

愛知県名古屋市昭和区川名山町
１２２

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

9時30分～20時00分の間
の5時間以上

（請）メンタルヘルスセミナー講
師（岩手県久慈市）

株式会社　キャリアバン
ク　大阪支店

大阪府大阪市北区梅田１－３－
１　大阪駅前第１ビル４階

雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）

9時00分～17時00分の間
の4時間以上

793円～793円

3,000円～3,000円

（請）クリーンクルー（久慈市長
内町）

新潟県新潟市中央区山二ツ５７
６番地１１号

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

（請）クリーンクルー（久慈市川
崎町）

新潟県新潟市中央区山二ツ５７
６番地１１号

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

800円～800円

800円～800円

株式会社　ニュースペース

株式会社　ニュースペース

東北電力ネットワーク
株式会社　久慈電力セン
ター

岩手県久慈市門前第４地割１番
地１号

雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）

株式会社　ＣＴＩ情報セ
ンター

神奈川県横浜市西区楠町９丁目
７　ＴＡＫビル４階

雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）

810円～810円

1,500円～1,600円

仕分け作業員 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

雇用期間の定めなし

調理補助接客係 麺介　　金澤　勝司 岩手県九戸郡洋野町種市第２３
地割６５番地６

雇用期間の定めなし

900円～900円

850円～850円

弁当の製造と販売 株式会社　陽 岩手県久慈市川貫第６地割５５
番８号

雇用期間の定めなし

6時00分～21時30分の間
の4時間程度

世話人 岩手県久慈市中央２丁目３３

雇用期間の定めなし

793円～793円

800円～850円

合同会社　ｍａｍ’ｓ　ｈｕｇ

看護師 有限会社　森の風 岩手県久慈市中央３丁目１９番
地

雇用期間の定めなし

訪問看護師 有限会社　森の風 岩手県久慈市中央３丁目１９番
地

雇用期間の定めなし

6時00分～21時00分の間
の4時間以上

1,000円～1,000円

1,000円～1,100円

ホール係 中村商事　有限会社 岩手県久慈市中央２丁目２３

雇用期間の定めなし

調理補助、洗い場 中村商事　有限会社 岩手県久慈市中央２丁目２３

雇用期間の定めなし

800円～1,000円

800円～1,000円

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

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

運搬作業員 岩手県久慈市長内町第３７地割
１１－１

雇用期間の定めなし

800円～950円

793円～793円

有限会社　Ｏ・Ｂ・Ｆのだ
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