
◎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！！～

℡ 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）

　７月30日(金)発行

　 次回予定日

　８月６日(金)10時

　ハローワーク久慈からの
お 知 ら せ

ハローワーク求人情報

ハロートレーニング
―― 急 が ば 学 べ ――

ハロトレくん

〈場所〉 久慈高等職業訓練校

久慈市川崎町17-5 ＴＥＬ 0194-52-3343

ハロートレーニングは、希望する職業やキャリアアップのために必

要な職業スキルや知識を習得することができる公的制度です。

募集期間内に、お住まいの地域を管轄するハローワークにお申し込みください応募方法

選 考 会 : 令和３年８月１０日（火） １０：００～

【お問合わせ・お申込み】

受講期間 ： 令和３年８月１９日（木）～令和３年１２月１７日（金）

久慈公共職業安定所 （ハローワーク久慈）

住所：久慈市川崎町2-15    TEL  0194-53-3374

対象者 ・ハローワークに求職申込みをしている方

・ハローワークの受講指示、受講推薦または支援指示を受けられる見込みの方

・訓練終了後３ヶ月以内に再就職する強い意志のある方

受講料無料、教材費等自己負担あり

※教材費（概算） 計８，０００円

資格取得経費（概算） ＣＳ検定（各部門） ３級 ５，３５０円、２級 ６，７１０円

職業訓練生総合保険料 ３，６００円（振込料別）

受講費用

令和３年８月開講
募集締切

８／４

（水）

【取得目標資格】
コンピュータサービス技能評価試験

ワープロ部門３級

表計算部門３級

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)9時00分～18時00分

（従業員数 21人 ）

正社員 03010-14605811 就業場所 岩手県久慈市

（フルタイム）

59歳以下 (1)9時00分～18時00分

（従業員数 21人 ）

正社員 03010-14609011 就業場所 岩手県久慈市

（フルタイム） 変形（1ヶ月単位）

18歳以上 (1)8時00分～17時00分

(2)21時00分～6時00分

（従業員数 38人 ）

正社員以外 03030- 2327611 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）

移動式クレーン運転士

（従業員数 5人 ） 中型自動車免許

正社員 03060- 3777211 就業場所 岩手県久慈市 ２級建設機械整備技能士

（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）

移動式クレーン運転士

（従業員数 5人 ） 中型自動車免許

正社員 03060- 3778511 就業場所 岩手県久慈市 ２級建設機械整備技能士

（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 7人 ） フォークリフト運転技能者

正社員 03080- 2134311 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

64歳以下 (1)8時30分～17時30分 （AT限定不可）

（従業員数 16人 ）

正社員 03100- 1767611 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

（従業員数 9人 ）

正社員 03100- 1780411 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 (1)8時00分～17時00分 （AT限定不可）

（従業員数 20人 ）

正社員以外 03100- 1788211 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30分～16時30分 （AT限定不可）

準中型自動車免許

（従業員数 8人 ）

正社員 03100- 1765011 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30分～17時00分

保育士

（従業員数 14人 ）

正社員以外 03100- 1760711 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

40歳以下 (1)9時00分～18時00分

(2)9時00分～13時00分

その他の商品販売関係資格

（従業員数 6人 ）

正社員 03100- 1763511 就業場所 岩手県九戸郡洋野町

（フルタイム）

59歳以下

栄養士

（従業員数 57人 ） 登録販売者（一般医薬品）

正社員 03100- 1772411 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

59歳以下 (1)6時00分～14時45分 （AT限定不可）

(2)8時45分～17時30分

(3)17時00分～9時30分 看護師

（従業員数 83人 ） 准看護師

正社員 03100- 1774311 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- 1770211 就業場所 岩手県九戸郡洋野町

組立製造員（各種電線加工・端子
部品取付作業）

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
138,336円～200,000円

正看護師又は准看護師 社団医療法人祐和会　介
護老人保健施設　欅の里

岩手県久慈市小久慈町第１６地
割１２－１

雇用期間の定めなし

販売員及び調剤助手（久慈市） 株式会社　ファーマ・ラボ 岩手県久慈市十八日町１丁目２
１

雇用期間の定めなし

9時00分～19時00分の間
の8時間程度

145,000円～170,000円

178,900円～395,500円

営業職 有限会社　阿部保険事務所 岩手県九戸郡洋野町種市第２３
地割２７－６７

雇用期間の定めなし

保育士または保育補助 社会福祉法人　若葉福祉
会　みどりが丘保育園

岩手県九戸郡洋野町種市第２４
地割１１６番地１０

雇用期間の定めなし
137,800円～207,800円

135,000円～150,000円

運転手兼清掃作業員 有限会社　久慈衛生社 岩手県久慈市長内町第１０地割
７－５

雇用期間の定めなし

店員（鮮魚部門）［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
147,560円～164,920円

144,500円～255,200円

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

自動車整備（本社） 有限会社　久慈スズキ自
動車販売

岩手県久慈市小久慈町第２７地
割６０

雇用期間の定めなし
151,000円～200,000円

161,000円～190,000円

配送職【久慈支店】 橋爪商事　株式会社 岩手県大船渡市大船渡町字砂森
２‐２０

雇用期間の定めなし

サービス（久慈営業所） 株式会社　セントラル 岩手県奥州市水沢工業団地１丁
目５

雇用期間の定めなし
141,000円～195,000円

158,000円～253,000円

メンテナンスエンジニア（久慈営
業所）

株式会社　セントラル 岩手県奥州市水沢工業団地１丁
目５

雇用期間の定めなし

警備員（久慈地域） 東洋ワークセキュリティ
株式会社　宮古営業所

岩手県宮古市宮町４丁目５番１
６号

雇用期間の定めなし
172,000円～172,000円

161,000円～270,000円

ＥＣサイト構築技術者（経験者／
久慈事業所配属予定）

株式会社　ネクスト 岩手県盛岡市大通１丁目１番１
６号　岩手教育会館３階

雇用期間の定めなし
220,000円～350,000円

所在地・就業場所

ＳＥ・ＰＧ・ソフトウェア開発
（経験者）

株式会社　ネクスト 岩手県盛岡市大通１丁目１番１
６号　岩手教育会館３階

雇用期間の定めなし
190,000円～250,000円

2／4



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

不問 (1)6時30分～15時00分

(2)10時00分～18時30分

(3)13時30分～22時00分 調理師

（従業員数 60人 ）

正社員以外 03100- 1769111 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30分～17時30分

（従業員数 24人 ）

正社員 03100- 1786711 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

40歳以下 (1)8時00分～17時30分 （AT限定不可）

（従業員数 15人 ）

正社員 03100- 1764411 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30分～17時30分

介護支援専門員（ケアマネージャー）

（従業員数 82人 ） 社会福祉士

正社員 03100- 1785111 就業場所 岩手県九戸郡洋野町 その他の福祉・介護関係資格

（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

理学療法士

（従業員数 66人 ） 作業療法士

正社員 03100- 1792911 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）

(2)8時00分～16時00分

（従業員数 7人 ）

正社員 03100- 1793111 就業場所 岩手県九戸郡洋野町

（フルタイム） 交替制あり

45歳以下

（従業員数 6人 ）

正社員 03100- 1784911 就業場所 岩手県久慈市

（フルタイム）

59歳以下 (1)8時00分～17時00分

（従業員数 12人 ）

正社員以外 03100- 1790311 就業場所 岩手県九戸郡洋野町

（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)8時00分～17時00分

(2)7時00分～16時00分

(3)10時00分～19時00分 介護福祉士

（従業員数 18人 ） ホームヘルパー２級

正社員 03100- 1777111 就業場所 岩手県久慈市 介護職員初任者研修修了者

（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)7時00分～16時00分 （AT限定不可）

（従業員数 33人 ）

正社員 03100- 1787811 就業場所 岩手県九戸郡野田村

（フルタイム） 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

（従業員数 32人 ）

正社員以外 14010-32726811 就業場所 岩手県九戸郡洋野町

（パートタイム）

不問 (1)14時00分～21時30分

（従業員数 0人 ）

パート労働者 02020- 9490411 就業場所 岩手県久慈市

（パートタイム）

不問

（従業員数 15人 ）

パート労働者 03010-14817311 就業場所 岩手県久慈市

（パートタイム）

不問

（従業員数 9人 ）

パート労働者 03100- 1789511 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～16時00分

（従業員数 17人 ）

パート労働者 03100- 1791611 就業場所 岩手県久慈市

テレフォンオペレーター／洋野
（契約社員）

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ヶ月以上）

お店での荷降ろし補助（久慈ＳＣ
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）

学校法人　岩手医科大学
（岩手医科大学附属病
院）

岩手県紫波郡矢巾町医大通１丁
目１番１号
（医大通２丁目１番１号）

雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）

8時00分～18時00分の間
の3時間程度

1,000円～1,000円

912円～1,093円

銀行事務 株式会社　岩手銀行　野
田支店

株式会社　イシイ　東北
種鶏場　野田農場

岩手県九戸郡野田村大字野田第
２２地割１４６－１０

雇用期間の定めなし
162,000円～240,000円

154,000円～154,000円

介護員 プレステック　株式会社
しらかば園

岩手県久慈市山形町川井第１０
地割５５－１

雇用期間の定めなし

介護職員 洋野町種市デイ・サービ
スセンター　株式会社
藤森

岩手県九戸郡洋野町種市第２３
地割２７－２

雇用期間の定めなし
137,600円～146,200円

140,000円～160,000円

株式会社　レフリー 岩手県久慈市本町３丁目２８

雇用期間の定めなし

9時00分～22時00分の間
の8時間

造林作業員 株式会社　野田造林 岩手県九戸郡洋野町大野第６２
地割６３番地５

雇用期間の定めなし
186,666円～203,000円

150,320円～157,320円

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

岩手県久慈市天神堂第３２地割
８

雇用期間の定めなし

介護支援専門員兼支援相談員 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
157,800円～225,000円

190,000円～290,000円

株式会社　カンキョウ 岩手県九戸郡洋野町種市第２５
地割１９－２

雇用期間の定めなし

総合職【食品加工・経理事務】 有限会社　総合農舎山形村 岩手県久慈市山形町霜畑第１２
地割１０５

雇用期間の定めなし
152,000円～210,000円

178,000円～270,000円

調理員 一般社団法人　大野ふる
さと公社

岩手県九戸郡洋野町大野第５８
地割１２－３０

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）
116,620円～137,200円

岩手県九戸郡野田村大字野田第
１９地割１３２番地

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

と畜解体（パート） 久慈食肉事業協同組合 岩手県久慈市宇部町第１地割５
９－７

雇用期間の定めなし

810円～910円

900円～950円

配管工及び土木作業員（見習い可）

調理及び接客（豪ーめん久慈店）

肉用鶏種卵生産管理（畜産作業員）

アルバイト事務員（久慈地区）
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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)13時00分～18時00分

（従業員数 30人 ）

パート労働者 03100- 1771511 就業場所 岩手県久慈市

（パートタイム）

不問

（従業員数 1人 ）

パート労働者 03100- 1783611 就業場所 岩手県久慈市

（パートタイム）

不問

（従業員数 11人 ）

パート労働者 03100- 1778711 就業場所 岩手県久慈市

（パートタイム）

不問

保育士

（従業員数 14人 ）

パート労働者 03100- 1761811 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

（従業員数 24人 ）

パート労働者 03100- 1776911 就業場所 岩手県久慈市

（パートタイム）

不問 (1)6時55分～9時00分

(2)9時15分～11時15分

(3)12時05分～14時05分

（従業員数 105人 ）

パート労働者 03100- 1762211 就業場所 岩手県久慈市

（パートタイム）

不問 (1)9時00分～15時00分

（従業員数 17人 ）

パート労働者 03100- 1794711 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　　あれば尚可

不問 (1)9時00分～16時00分

ホームヘルパー２級

（従業員数 6人 ） 介護職員初任者研修修了者

パート労働者 03100- 1766311 就業場所 岩手県久慈市 介護福祉士

（パートタイム）

不問 (1)11時00分～14時30分

(2)18時00分～23時00分

（従業員数 2人 ）

パート労働者 03100- 1768911 就業場所 岩手県久慈市

（パートタイム） 変形（1年単位）

64歳以下

（従業員数 35人 ）

パート労働者 03100- 1779811 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　　あれば尚可

不問

（従業員数 3人 ）

パート労働者 03100- 1782311 就業場所 岩手県九戸郡洋野町

850円～850円

793円～850円

900円～1,500円

店員（惣菜部門・パート）［宇部
店］（１３時～１８時）

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

美容師アシスタント 美容室　三愛　内澤　朝子 岩手県久慈市本町二丁目１番地

雇用期間の定めなし

10時00分～18時00分の間
の4時間程度

830円～830円

800円～1,500円

事務補助（農村整備室・会計年度
任用職員）

県北広域振興局 岩手県久慈市八日町１丁目１番
地

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

8時30分～17時15分の間
の6時間程度

保育士または保育補助 社会福祉法人　若葉福祉
会　みどりが丘保育園

岩手県九戸郡洋野町種市第２４
地割１１６番地１０

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

8時30分～17時00分の間
の3時間以上

893円～1,120円

800円～1,000円

食品加工（パート） 岩手県久慈市山形町霜畑第１２
地割１０５

雇用期間の定めなし

8時00分～18時00分の間
の5時間以上

鶏肉処理加工（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

793円～793円

900円～900円

株式会社　コダマ 岩手県九戸郡野田村大字野田第
２２地割５２－１５

雇用期間の定めなし

又は8時00分～17時00分
の間の5時間程度

介護員 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

900円～900円

800円～800円

便利屋業務 なもなも　　小柏　匡慎 岩手県九戸郡洋野町種市第３２
地割１１７番地１

雇用期間の定めなし

9時00分～18時00分の間
の5時間程度

検査及び製造事務アシスタント

株式会社　北三陸ファクトリー

有限会社　総合農舎山形村

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

事務員（パート） 岩手県九戸郡洋野町種市第２２
地割１３３－１

雇用期間の定めなし

8時30分～17時30分の間
の5時間程度
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