
◎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！！～

 9月17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）

就職活動の悩みなんでも聞いてください！！一緒に

考えればきっとうまくいきます。相談お待ちしています。

●自分の就職活動は間違っていないだろうか？

●○ヶ月以内には就職したい。

●求人票の条件について話し合いに応じてもらえないだろうか？

●自分にはアピールポイントなんかない。

●自分のやりたい仕事が見つからない。

どうでしょうか？これ以外でも、「恥ずかしくて人には聞けない」

なんてことはありませんか？ 相談窓口へいつでもどうぞ！！

企業ごとに面接の雰囲気は様々。また、質問事項も多種多様ですから、完璧な

再現は難しいものです。ハローワーク久慈では一般的な質問事項による模擬面

接を行うことで臨場感を持っていただき、ご自分の面接イメージを確かにする

お手伝いをしています。

実際に面接の前にハローワークで予行練習をされた方からは

「準備していた言葉が全然出てこなかった・・」

「緊張していても言おうと思っていたことは言えた！」

など、良い点や課題をあらかじめ認識できるので気持ちにしっかりした準備を

もって臨んでいけるとの評価をいただいています。

『久しぶりの面接・・うまくできるかなぁ』と

ご心配の方はハローワークの窓口でご相談を！！

～ハローワーク久慈からのお知らせ～

※次回、求人情報発行は１０月１日（金）となります。

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ヶ月単位） 普通自動車運転免許　　必須

59歳以下 (1)9時00分～18時00分

(2)10時15分～19時00分

（従業員数 12人 ）

正社員 03010-18372811 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 03010-18822911 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 03010-18823111 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

40歳以下 (1)18時00分～9時00分

(2)9時00分～18時00分

（従業員数 4人 ）

正社員 03010-18502511 就業場所 岩手県久慈市

（フルタイム） 交替制あり

不問 (1)8時30分～17時30分

(2)7時30分～16時30分

保育士

（従業員数 8人 ）

正社員以外 03100- 2180911 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

35歳以下 (1)6時00分～17時00分 （AT限定不可）

準中型自動車免許

（従業員数 17人 ） フォークリフト運転技能者

正社員 03100- 2176211 就業場所 岩手県九戸郡野田村

（フルタイム） 交替制あり 普通自動車運転免許　　必須

25歳以下 (1)8時30分～17時00分 （AT限定不可）

(2)8時30分～12時00分

（従業員数 6人 ）

正社員 03100- 2200611 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）

（従業員数 41人 ）

正社員 03100- 2201911 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～16時45分

自動二輪車免許

（従業員数 20人 ）

正社員以外 03100- 2231511 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～18時00分 （AT限定不可）

(2)8時00分～17時30分

（従業員数 4人 ）

正社員 03100- 2239811 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

18歳～64歳 (1)8時00分～17時30分 （AT限定不可）

(2)17時00分～2時30分

普通自動車第二種免許

（従業員数 7人 ）

正社員 03100- 2228911 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

（従業員数 7人 ）

正社員 03100- 2238711 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）

（従業員数 20人 ）

正社員 03100- 2212811 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）

（従業員数 20人 ）

正社員 03100- 2213211 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）

（従業員数 20人 ）

正社員 03100- 2214511 就業場所 岩手県久慈市

143,000円～160,000円

190,000円～300,000円

220,000円～350,000円

158,000円～170,000円

152,000円～160,000円

143,300円～180,300円

151,900円～183,800円

192,950円～272,400円

155,520円～252,288円

211,700円～241,700円

135,200円～143,000円

140,000円～180,000円

194,400円～280,800円

170,000円～380,000円

210,000円～350,000円

建築現場管理（見習可） 山田建設　株式会社 岩手県久慈市宇部町第６地割１
７番地２

雇用期間の定めなし

土木現場管理（見習い可） 山田建設　株式会社 岩手県久慈市宇部町第６地割１
７番地２

雇用期間の定めなし

大工 山田建設　株式会社 岩手県久慈市宇部町第６地割１
７番地２

雇用期間の定めなし

販売員（４店舗内のいずれか） 有限会社　沢菊 岩手県久慈市十八日町２丁目１
番地

雇用期間の定めなし

9時00分～19時00分の間
の7時間以上

陸中観光　株式会社 岩手県久慈市小久慈町第３６地
割２５番地３９

雇用期間の定めなし

建築大工 株式会社　小田組 岩手県久慈市湊町第１９地割８
番地６

雇用期間の定めなし

又は6時00分～17時00分
の間の7時間以上

一般職 野田村漁業協同組合 岩手県九戸郡野田村大字野田第
２７地割７３

雇用期間の定めなし

郵便配達（外務・種市郵便局） 久慈郵便局 岩手県久慈市中の橋１丁目４４

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

型枠大工 山口建設　株式会社 岩手県久慈市大川目町第１２地
割９４－１

雇用期間の定めなし

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

保育士 社会福祉法人　こだま保育園 岩手県久慈市宇部町第１８地割
３５

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

警備職（機械警備）／久慈市 ＡＬＳＯＫ岩手　株式会社 岩手県盛岡市津志田西一丁目２
４－１５

雇用期間の定めなし

所在地・就業場所

店舗事務（久慈店） 日産プリンス岩手販売
株式会社

岩手県盛岡市津志田町１丁目１
－２０

雇用期間の定めなし

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

一般職（事務・現場作業） 普代村漁業協同組合 岩手県下閉伊郡普代村第９地割
字銅屋３１－４

雇用期間の定めなし

タクシー乗務員
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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30分 （AT限定不可）

１級建築施工管理技士

（従業員数 20人 ）

正社員 03100- 2215411 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

フォークリフト運転技能者

（従業員数 5人 ） アーク溶接技能者（基本級）

正社員 03100- 2232411 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

大型自動車免許

（従業員数 79人 ）

正社員 03100- 2204811 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）

１級土木施工管理技士

（従業員数 78人 ） ２級土木施工管理技士

正社員 03100- 2169511 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45分～17時00分 （AT限定不可）

大型自動車免許

（従業員数 15人 ） フォークリフト運転技能者

正社員 03100- 2165111 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

(2)8時00分～12時00分

（従業員数 23人 ）

正社員 03100- 2207411 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）

(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

正社員以外 03100- 2187011 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

59歳以下 (1)8時00分～17時00分 （AT限定不可）

(2)8時00分～17時30分

(3)8時15分～17時00分

（従業員数 39人 ）

正社員以外 03100- 2188311 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

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

（従業員数 39人 ）

正社員以外 03100- 2189611 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）

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

（従業員数 39人 ）

正社員以外 03100- 2191211 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

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

正社員以外 03100- 2192511 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

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- 2193411 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）

59歳以下 (1)8時00分～17時20分

（従業員数 573人 ）

正社員 03100- 2241011 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

介護福祉士

（従業員数 6人 ）

正社員 03100- 2223511 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

(2)8時00分～16時00分

（従業員数 40人 ）

正社員以外 03100- 2195311 就業場所 岩手県下閉伊郡普代村

車両系建設機械（整地・運搬・積
込用及び掘削用）運転技能者

350,000円～350,000円

184,800円～184,800円

180,800円～180,800円

200,000円～250,000円

加工員 株式会社　三陸水産 岩手県下閉伊郡普代村第５地割
字上の山９番地４

雇用期間の定めなし
145,632円～213,120円

管理者 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

雇用期間の定めなし

チキン製造スタッフ 株式会社　十文字チキン
カンパニー　久慈工場

岩手県久慈市小久慈町第６３地
割１６番地１

雇用期間の定めなし
170,000円～170,000円

180,000円～230,000円

生産管理者（幹部候補として） 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

営業（見習い） 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
148,856円～178,593円

153,783円～220,904円

鮮魚、水産物加工、箱詰作業 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

機械及び備品の整備 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
153,783円～220,904円

141,039円～161,430円

鮮魚、水産加工品の配送等 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

鮮魚の集荷、運搬業務および水産
加工品選別箱詰作業

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
169,926円～220,904円

139,340円～156,332円

現場作業員（正） 株式会社　マルサ嵯峨商店 岩手県久慈市長内町第４０地割
１１３番地２

雇用期間の定めなし

大型自動車運転手 十久輸送　有限会社 岩手県久慈市小久慈町第３２地
割２番地１

雇用期間の定めなし
192,460円～272,000円

160,000円～180,000円

土木施工管理技士 株式会社　中塚工務店 岩手県久慈市源道第１３地割２
１

雇用期間の定めなし

重機オペレーター（建設現場） 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

作業員 株式会社　久慈フィッ
シュミール

岩手県久慈市長内町第４３地割
９番地１

雇用期間の定めなし

建築現場管理 山田建設　株式会社 岩手県久慈市宇部町第６地割１
７番地２

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） 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）

三級自動車整備士

（従業員数 6人 ）

正社員 03100- 2202111 就業場所 岩手県九戸郡洋野町

（フルタイム）

40歳以下 (1)8時00分～17時00分

第二種電気工事士

（従業員数 4人 ）

正社員 03100- 2203711 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)6時00分～15時00分

(2)8時30分～17時30分

(3)9時45分～18時45分 管理栄養士

（従業員数 71人 ） 調理師

正社員 03100- 2181111 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

40歳以下 (1)7時00分～16時00分

(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- 2182711 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00分～17時00分 （AT限定不可）

（従業員数 7人 ）

正社員 03100- 2179011 就業場所 岩手県久慈市

（フルタイム） 交替制あり

不問 (1)8時30分～18時00分

(2)9時00分～17時00分

(3)9時00分～12時00分 歯科衛生士

（従業員数 9人 ）

正社員 03100- 2225011 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00分～17時00分

測量士

（従業員数 5人 ） 測量士補

正社員以外 03100- 2205211 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30分～18時00分 （AT限定不可）

ホームヘルパー２級

（従業員数 11人 ） 介護職員初任者研修修了者

正社員 03100- 2183811 就業場所 岩手県久慈市 介護福祉士

（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30分～18時00分

看護師

（従業員数 11人 ） 准看護師

正社員 03100- 2184211 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

64歳以下 (1)8時00分～17時00分

看護師

（従業員数 47人 ） 准看護師

正社員 03100- 2161011 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00分～17時00分 （AT限定不可）

（従業員数 15人 ）

正社員 03100- 2219911 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

59歳以下 (1)8時00分～17時00分 （AT限定不可）

（従業員数 15人 ）

正社員 03100- 2220711 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

59歳以下 (1)7時30分～16時15分

(2)9時30分～18時15分

(3)16時00分～9時00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 03100- 2163611 就業場所 岩手県九戸郡洋野町 介護福祉士

（フルタイム）

59歳以下 (1)8時30分～18時00分

(2)8時30分～12時30分

看護師

（従業員数 13人 ） 准看護師

正社員 03100- 2164911 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30分～18時00分 （AT限定不可）

三級自動車整備士

（従業員数 16人 ） 大型自動車免許

正社員 03100- 2211711 就業場所 岩手県九戸郡洋野町

車両系建設機械（整地・運搬・積
込用及び掘削用）運転技能者

整備士 筑波重工　株式会社 岩手県九戸郡洋野町阿子木第１
８地割３５番地２９

雇用期間の定めなし

看護師 金子クリニック　　金子　卓司 岩手県久慈市門前第２地割２６

雇用期間の定めなし
165,000円～220,000円

153,000円～480,000円

介護職員 特定非営利活動法人あ・うん 岩手県九戸郡洋野町小子内第４
地割８５番地２０

雇用期間の定めなし

移動販売員 有限会社　マルコシ商店 岩手県下閉伊郡普代村第１３地
割字普代１４０番地４

雇用期間の定めなし
146,880円～146,880円

142,800円～169,575円

鮮魚担当者 有限会社　マルコシ商店 岩手県下閉伊郡普代村第１３地
割字普代１４０番地４

雇用期間の定めなし

看護師 特定非営利活動法人
ファミリーサポートおひ
さま

岩手県久慈市栄町第３２地割３
５番地１

雇用期間の定めなし 60歳以上
歓迎求人

183,080円～191,560円

146,880円～155,520円

看護師 楓　有限会社 岩手県久慈市新中の橋第３７地
割５９番地２４

雇用期間の定めなし

介護員 楓　有限会社 岩手県久慈市新中の橋第３７地
割５９番地２４

雇用期間の定めなし
136,960円～154,080円

136,960円～154,080円

測量助手 有限会社　協進技術 岩手県久慈市川貫第７地割１３
地割２

雇用期間の定めなし

歯科衛生士 やまぐち歯科医院
山口　一徳

岩手県久慈市中央２丁目１６

雇用期間の定めなし
196,000円～243,000円

153,000円～153,000円

建築・土木作業員 広内コンクリート工業
株式会社

岩手県九戸郡野田村大字野田１
９地割１３７

雇用期間の定めなし 60歳以上
歓迎求人

看護師 社会福祉法人　山形福祉会 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
151,000円～238,200円

234,000円～280,800円

管理栄養士兼調理師【正社員】 社会福祉法人　山形福祉会 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

電気工事士 びわ電機商会　　枇杷　勉 岩手県久慈市長内町第９地割１
６番地１２

雇用期間の定めなし
160,000円～250,000円

148,000円～238,200円

自動車整備士（見習い可） 株式会社　みなもと 岩手県九戸郡洋野町大野第６１
地割１４－１２

雇用期間の定めなし
150,000円～250,000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） 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 19人 ）

正社員以外 03100- 2218611 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

59歳以下 (1)8時30分～18時15分

(2)8時30分～12時30分

看護師

（従業員数 8人 ） 日本漢字能力検定２級

正社員 03100- 2160411 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)7時00分～16時00分

(2)10時00分～19時00分

(3)17時00分～9時00分 介護福祉士

（従業員数 25人 ） 介護職員初任者研修修了者

正社員 03100- 2185511 就業場所 岩手県九戸郡洋野町 ホームヘルパー２級

（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 3人 ）

正社員 03100- 2240411 就業場所 岩手県久慈市

（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- 2242311 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

２級塗装技能士

（従業員数 1人 ）

正社員 03100- 2216011 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級土木施工管理技士

車両系建設機械（基礎工事用）運転技能者

（従業員数 13人 ）

正社員 03100- 2217311 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)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- 2166711 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

64歳以下

介護支援専門員（ケアマネージャー）

（従業員数 18人 ）

正社員 03100- 2167811 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)7時00分～16時00分 （AT限定不可）

(2)8時00分～17時00分

(3)10時00分～19時00分 看護師

（従業員数 18人 ） 准看護師

正社員 03100- 2168211 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)7時00分～16時00分

（従業員数 33人 ）

正社員 03100- 2229111 就業場所 岩手県九戸郡野田村

（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30分～17時30分 （AT限定不可）

（従業員数 9人 ）

正社員 03100- 2234311 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

大型自動車免許

（従業員数 6人 ）

正社員 04010-48653711 就業場所 岩手県九戸郡野田村

（フルタイム） 変形（1ヶ月単位）

18歳～59歳 (1)8時15分～17時00分

(2)16時30分～9時00分

（従業員数 16人 ）

正社員 13060-12442811 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 4人 ）

正社員以外 13120-14983211 就業場所 岩手県久慈市

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

施設設備の保全点検、調査試験の
計測等補助業務／岩手県久慈

ジオテクノス　株式会社 東京都墨田区押上１丁目１番２
号
東京スカイツリーイーストタ
ワー１４階雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

210,000円～300,000円

（久慈市）一般ごみ廃棄物処理施
設の運営

荏原環境プラント　株式会社 東京都大田区羽田旭町１１－１

雇用期間の定めなし

大型運転手［九戸郡野田村］ 協和運輸倉庫　株式会社 宮城県仙台市宮城野区苦竹３丁
目６－１０

雇用期間の定めなし

7時30分～17時00分の間
の8時間程度

170,000円～170,000円

162,430円～261,330円

修理（保守管理） 東亜リース株式会社　久
慈営業所

岩手県久慈市侍浜町北野第１０
地割２２６－６

雇用期間の定めなし

肉用鶏種卵生産管理（畜産作業員） 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

272,000円～325,000円

看護師、准看護師 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

介護支援専門員 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

7時00分～19時00分の間
の8時間程度

200,000円～280,000円

175,000円～210,000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

土木施工管理技術者 株式会社　ＴＹＣ 岩手県久慈市夏井町大崎第１０
地割１９－２

雇用期間の定めなし
200,000円～300,000円

140,000円～160,000円

塗装工・防水工 ＦｒｅｅＰａｉｎｔｅｒ
友装　田中友次

岩手県久慈市湊町２１地割３１
番地６

雇用期間の定めなし

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
145,000円～150,000円

148,400円～212,000円

配車係 大野運送　有限会社 岩手県久慈市長内町第３７地割
１２－８

雇用期間の定めなし

介護職員 社会福祉法人　尽誠会 岩手県九戸郡洋野町種市第５６
地割８０

雇用期間の定めなし
175,000円～280,000円

140,000円～170,000円

看護師 関上こどもクリニック
関上　勇

岩手県久慈市長内町第２４地割
９８番地２

雇用期間の定めなし

総合職 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）
250,000円～250,000円

195,000円～245,000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） 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）

中型自動車免許

（従業員数 2人 ）

正社員以外 24010-10030911 就業場所 岩手県九戸郡洋野町 １級土木施工管理技士

（パートタイム）

不問 (1)7時30分～12時30分

（従業員数 98人 ）

パート労働者 02020-12229911 就業場所 岩手県久慈市

（パートタイム）

不問

（従業員数 98人 ）

パート労働者 02020-12230711 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)9時00分～16時00分

（従業員数 11人 ）

パート労働者 03010-18692011 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

（従業員数 12人 ）

パート労働者 03100- 2198111 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45分～17時30分

(2)13時00分～19時00分

(3)13時30分～17時30分

（従業員数 90人 ）

パート労働者 03100- 2230211 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

（従業員数 177人 ）

パート労働者 03100- 2177511 就業場所 岩手県久慈市

（パートタイム）

59歳以下

（従業員数 7人 ）

パート労働者 03100- 2236911 就業場所 岩手県久慈市

（パートタイム）

59歳以下

（従業員数 7人 ）

パート労働者 03100- 2237111 就業場所 岩手県久慈市

（パートタイム）

不問 (1)13時00分～19時00分

（従業員数 25人 ）

パート労働者 03100- 2206511 就業場所 岩手県久慈市

（パートタイム）

不問 (1)17時00分～22時00分

(2)11時00分～20時00分

(3)14時00分～22時00分

（従業員数 13人 ）

パート労働者 03100- 2170311 就業場所 岩手県九戸郡野田村

（パートタイム）

不問 (1)5時30分～8時00分

（従業員数 11人 ）

パート労働者 03100- 2171611 就業場所 岩手県久慈市

（パートタイム）

不問

（従業員数 13人 ）

パート労働者 03100- 2172911 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 03100- 2173111 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)6時00分～9時00分

(2)16時00分～20時00分

（従業員数 16人 ）

パート労働者 03100- 2233011 就業場所 岩手県久慈市

906円～906円

926円～926円

863円～863円

905円～968円

900円～1,160円

1,100円～1,400円

821円～821円

821円～821円

950円～1,000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

作業員（土木）岩手県 株式会社　ｔａｋａｃ 三重県三重郡菰野町大字潤田４
０６－５

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）
250,000円～350,000円

日配【久慈・川崎町店】　７：３
０～１２：３０

株式会社　ユニバース 青森県八戸市大字長苗代字前田
８３－１

雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）

ベーカリー【久慈・川崎町店】
６：２０～１２：００

株式会社　ユニバース 青森県八戸市大字長苗代字前田
８３－１

雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）

6時20分～12時00分の間
の5時間程度

店舗事務（久慈店） 日産プリンス岩手販売
株式会社

岩手県盛岡市津志田町１丁目１
－２０

雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）

又は9時00分～18時00分
の間の6時間程度

事務補助（文化課・産休代替） 久慈市役所 岩手県久慈市川崎町１－１

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7時間程度

集荷員 久慈郵便局 岩手県久慈市中の橋１丁目４４

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

事務員 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）

7時30分～17時30分の間
の6時間程度

菓子製造（パート・見習い可） 有限会社　沢菊 岩手県久慈市十八日町２丁目１
番地

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

販売員（パート） 有限会社　沢菊 岩手県久慈市十八日町２丁目１
番地

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

コンテナ洗浄 有限会社　久慈ミート 岩手県久慈市長内町第２７地割
２７番地１

雇用期間の定めなし

800円～800円

793円～793円

店員（ローソン久慈病院売店） 有限会社　小山商店 岩手県久慈市湊町第２０地割８
－１

雇用期間の定めなし

9時00分～22時00分の間
の4時間以上

店員（ローソン岩手野田店） 有限会社　小山商店 岩手県久慈市湊町第２０地割８
－１

雇用期間の定めなし
800円～800円

店員【久慈宇部町店】 有限会社　小山商店 岩手県久慈市湊町第２０地割８
－１

雇用期間の定めなし

793円～793円

880円～880円

店員（久慈湊町店）（６：００～
１４：００）

有限会社　小山商店 岩手県久慈市湊町第２０地割８
－１

雇用期間の定めなし

6時00分～14時00分の間
の5時間程度

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）
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（パートタイム）

18歳以上 (1)16時00分～22時00分

（従業員数 3人 ）

パート労働者 03100- 2196611 就業場所 岩手県久慈市

（パートタイム）

不問

歯科衛生士

（従業員数 9人 ）

パート労働者 03100- 2224411 就業場所 岩手県久慈市

（パートタイム）

不問

看護師

（従業員数 22人 ） 准看護師

パート労働者 03100- 2162311 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00分～15時00分

(2)15時00分～22時00分

(3)6時00分～8時00分

（従業員数 7人 ）

パート労働者 03100- 2209311 就業場所 岩手県久慈市

（パートタイム）

不問 (1)9時00分～16時00分

看護師

（従業員数 3人 ） 准看護師

パート労働者 03100- 2190811 就業場所 岩手県九戸郡洋野町

（パートタイム）

不問

（従業員数 38人 ）

パート労働者 03100- 2159811 就業場所 岩手県久慈市

（パートタイム）

18歳以上 (1)8時00分～17時00分

(2)18時00分～1時00分

(3)5時00分～12時00分

（従業員数 14人 ）

パート労働者 03100- 2227611 就業場所 岩手県九戸郡洋野町

（パートタイム）

不問 (1)10時00分～14時00分

(2)11時00分～15時00分

（従業員数 2人 ）

パート労働者 03100- 2221811 就業場所 岩手県久慈市

（パートタイム）

不問

（従業員数 8人 ）

パート労働者 03100- 2222211 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

（従業員数 2人 ）

パート労働者 03100- 2174711 就業場所 岩手県久慈市

（パートタイム） 変形（1ヶ月単位）

不問

美容師

（従業員数 16人 ）

パート労働者 03100- 2226311 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)10時00分～14時40分

（従業員数 1人 ）

パート労働者 12080-15159611 就業場所 岩手県久慈市

（パートタイム） 変形（1ヶ月単位） 普通自動車運転免許　　必須

不問 (1)9時00分～19時00分

（従業員数 2人 ）

パート労働者 13010-76384211 就業場所 岩手県久慈市

（パートタイム）

不問 (1)8時30分～19時15分

司書

（従業員数 10人 ）

パート労働者 13010-76165711 就業場所 岩手県久慈市

ホール係（養老乃瀧　久慈駅前店） 株式会社　レーベル′
ホールディングス

岩手県久慈市川崎町１２－３

雇用期間の定めなし
830円～880円

1,200円～1,500円

看護師 有限会社　七福神 岩手県久慈市湊町第２１地割４
８

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

8時00分～17時00分の間
の2時間以上

1,000円～1,200円

793円～950円

正・准看護師（じょうないクリ
ニック・パート）

社会福祉法人　尽誠会 岩手県九戸郡洋野町種市第５６
地割８０

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

歯科衛生士（パート） やまぐち歯科医院
山口　一徳

岩手県久慈市中央２丁目１６

雇用期間の定めなし

8時30分～18時00分の間
の4時間以上

1,200円～1,400円

800円～800円

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

販売員 ファミリーマート久慈大
川目店　下舘　鶴美

岩手県久慈市大川目町第１４地
割６６番地４

雇用期間の定めなし

1,062円～1,250円

850円～900円

ホール接客・調理補助 麺道蘭　久慈店　　山内　修二 岩手県久慈市長内町第３０地割
３１番地２

雇用期間の定めなし 60歳以上
歓迎求人

10時00分～21時30分の間
の4時間以上

調理員（まごころの家） 株式会社　ジャストハーツ 岩手県久慈市長内町第２９地割
６－６

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 60歳以上
歓迎求人

5時30分～18時30分の間
の6時間程度

850円～950円

821円～821円

美容師スタイリスト・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

9時00分～18時00分の間
の6時間程度

ホール及び調理補助 北三陸食彩レストラン
ＮＡＯ　　内城　友彦

岩手県久慈市中央３丁目１

雇用期間の定めなし

821円～1,200円

1,000円～1,000円

カー用品販売・メンテナンスサー
ビススタッフ／岩手県久慈市

株式会社ジェー・シー・エー 東京都中央区八丁堀　２－８－
２　八丁堀共同ビル

雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）

調理補助・接客・配達 竹の露　新井野　亮治 岩手県久慈市川貫第６地割４２
－１

雇用期間の定めなし

8時00分～18時00分の間
の4時間程度

（障）［指定管理］図書館業務／
久慈市

株式会社　図書館流通セ
ンター　図書館サポート
事業部

東京都文京区大塚３－１－１

雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）

821円～1,100円

860円～890円

通信制高校学習サポート講師／久
慈キャンパス

株式会社　スクールマインズ 千葉県流山市東初石３－１０３
－３４　須藤ビル２０１

雇用期間の定めなし
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