
◎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。

◎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）

 10月1日(金)発行

 次回予定日

 10月8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

ハローワークインターネットサービス



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） 普通自動車運転免許　　あれば尚可

65歳以下 (1)8時00分～17時00分

玉掛技能者

（従業員数 7人 ） 移動式クレーン運転士

正社員 02030- 9378111 就業場所 岩手県久慈市 大型自動車免許

（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 03010-19107811 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- 2255811 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- 2269611 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）

（従業員数 14人 ）

正社員 03100- 2276611 就業場所 岩手県久慈市

（フルタイム）

不問

（従業員数 9人 ）

正社員 03100- 2266411 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

59歳以下 (1)8時00分～17時00分

宅地建物取引士（旧：宅地建物取引主任者）

（従業員数 11人 ） その他の不動産関係資格

正社員 03100- 2244911 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- 2285911 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)9時00分～17時45分

三級自動車整備士

（従業員数 8人 ） 二級自動車整備士

正社員 03100- 2247811 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）

車両系建設機械（解体用）運転技能者

（従業員数 35人 ）

正社員 03100- 2270811 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

40歳以下 （AT限定不可）

５トン限定準中型自動車免許

（従業員数 3人 ） 危険物取扱者（丙種）

正社員 03100- 2258411 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

不問 (1)7時00分～16時00分

(2)9時00分～18時00分

(3)10時00分～19時00分

（従業員数 66人 ）

正社員以外 03100- 2279711 就業場所 岩手県久慈市

（フルタイム） 変形（1年単位）

35歳以下 (1)8時00分～17時00分

（従業員数 75人 ）

正社員 03100- 2273411 就業場所 岩手県久慈市

（フルタイム） 変形（1年単位）

35歳以下 (1)8時00分～17時00分

（従業員数 75人 ）

正社員 03100- 2274011 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)8時30分～17時30分

（従業員数 26人 ）

正社員 03100- 2267011 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

（従業員数 6人 ）

正社員 03100- 2284611 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)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 保育士

（従業員数 12人 ）

正社員 03100- 2272511 就業場所 岩手県久慈市

所在地・就業場所

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

156,000円～200,000円
雇用期間の定めなし

土木作業員 株式会社　サクラ建設工業 青森県弘前市大字糠坪字桜山１
３２－１

216,000円～367,200円
雇用期間の定めなし

タクシー乗務員 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

135,200円～143,000円
雇用期間の定めなし

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

172,000円～172,000円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

総合職（販売・総菜） 有限会社　マミーストアー 岩手県九戸郡　野田村大字野田
第２６地割１９－５

142,525円～147,560円
雇用期間の定めなし

8時30分～19時00分の間
の8時間程度

一般作業員 藤原電業　株式会社 岩手県久慈市中央１丁目３９

152,000円～180,000円
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

169,926円～220,904円
雇用期間の定めなし

総合職（賃貸管理） 株式会社　サンホームズ 岩手県久慈市川崎町１２－１４

160,000円～180,000円
雇用期間の定めなし

解体作業員 株式会社　ノブタ興業 岩手県九戸郡洋野町種市第５１
地割７２－４

187,200円～304,200円
雇用期間の定めなし

自動車整備スタッフ 久慈日産チェリー　株式会社 岩手県久慈市夏井町大崎第１２
地割９番地４

155,000円～200,000円
雇用期間の定めなし

7時00分～19時30分の間
の8時間程度

生活支援員（臨時職員） 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

172,880円～216,260円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

ガソリンスタンド販売員 株式会社　平船商店 岩手県九戸郡洋野町大野第７１
地割１－３

140,000円～200,000円
雇用期間の定めなし

菓子製造 有限会社　宇部煎餅店 岩手県久慈市長内町第３５地割
１２３－１９

164,160円～164,160円
雇用期間の定めなし

整備作業員 有限会社　宇部煎餅店 岩手県久慈市長内町第３５地割
１２３－１９

164,160円～164,160円
雇用期間の定めなし

作業員（本社） 有限会社　陸中商会 岩手県久慈市長内町第３７地割
１２－８

141,869円～172,800円
雇用期間の定めなし

製造作業員 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

141,212円～200,000円
雇用期間の定めなし

保育教諭 社会福祉法人　侍浜福祉会 岩手県久慈市侍浜町外屋敷第６
地割１０－４

168,400円～197,000円
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)7時00分～16時00分 （AT限定不可）

大型自動車免許

（従業員数 19人 ）

正社員 03100- 2280511 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 19人 ）

正社員以外 03100- 2282011 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- 2283311 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 （AT限定不可）

危険物取扱者（丙種）

（従業員数 3人 ） 危険物取扱者（乙種）

正社員以外 03100- 2256211 就業場所 岩手県久慈市 危険物取扱者（甲種）

（パートタイム）

不問

（従業員数 9人 ）

パート労働者 03100- 2260911 就業場所 岩手県九戸郡野田村

（パートタイム）

不問

８トン限定中型自動車免許

（従業員数 4人 ） 中型自動車免許

パート労働者 03100- 2250311 就業場所 岩手県久慈市

（パートタイム）

不問 (1)18時00分～21時00分

(2)19時00分～22時00分

（従業員数 25人 ）

パート労働者 03100- 2262711 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- 2265511 就業場所 岩手県久慈市

（パートタイム） 交替制あり

59歳以下

看護師

（従業員数 107人 ） 准看護師

パート労働者 03100- 2252911 就業場所 岩手県久慈市

（パートタイム）

不問 (1)7時00分～13時00分

(2)8時00分～13時00分

ホームヘルパー２級

（従業員数 125人 ） 介護職員初任者研修修了者

パート労働者 03100- 2249511 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

59歳以下 (1)15時00分～19時00分

（従業員数 18人 ）

パート労働者 03100- 2268311 就業場所 岩手県九戸郡洋野町

（パートタイム）

不問 (1)6時00分～14時00分

(2)11時00分～19時00分

（従業員数 5人 ）

パート労働者 03100- 2278111 就業場所 岩手県久慈市

（パートタイム）

不問

（従業員数 57人 ）

パート労働者 03100- 2286111 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

（従業員数 3人 ）

パート労働者 03100- 2261111 就業場所 岩手県久慈市

（パートタイム）

18歳以上 (1)11時00分～19時00分

(2)19時00分～0時00分

（従業員数 5人 ）

パート労働者 03100- 2277911 就業場所 岩手県久慈市

（パートタイム）

不問 (1)8時30分～12時30分

（従業員数 0人 ）

パート労働者 03100- 2271211 就業場所 岩手県九戸郡野田村

一般クリーニング業務（作業員） 白木屋クリーニング店
谷地　広樹

岩手県九戸郡野田村大字野田第
１９地割１１６

821円～821円
雇用期間の定めなし

飼育作業員 滝澤養鶏場　滝澤　信男 岩手県久慈市長内町第１７地割
１００－８

900円～1,000円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

8時30分～15時00分の間
の4時間程度

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

860円～880円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

販売員 ミニストップ久慈大川目
店　千代窪　利巳

岩手県久慈市大川目町第１地割
１１４－２２

850円～880円
雇用期間の定めなし

レジ担当者（１５：００～）
（ジョイス久慈中の橋店）

株式会社　ベルジョイス
久慈中の橋店

岩手県久慈市新中の橋第３７地
割６３番１号

825円～825円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

15時00分～21時00分の間
の4時間程度

介護員（ぎんたらす） 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

940円～960円
雇用期間の定めなし

介護員（パート・まごころ） 株式会社　海山会 岩手県九戸郡洋野町種市第４１
地割１５－２

830円～1,200円
雇用期間の定めなし

又は14時00分～19時00分
の間の5時間程度

行政書士補助（久慈本社） 行政書士法人　リプル法務 岩手県久慈市栄町第３７地割１
４８番地１

830円～830円
雇用期間の定めなし

看護師又は准看護師（竹下医院） 医療法人　健生会 岩手県久慈市中の橋１丁目５番
地

1,000円～1,500円
雇用期間の定めなし

8時30分～18時00分の間
の6時間程度

8時30分～18時00分の間
の5時間程度

採捕作業員 久慈川漁業協同組合 岩手県久慈市田高１丁目１０番
地

1,000円～1,000円
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4時間以上

洗浄作業員 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

1,000円～1,000円
雇用期間の定めなし

販売員 有限会社　マミーストアー 岩手県九戸郡　野田村大字野田
第２６地割１９－５

821円～821円
雇用期間の定めなし

運転手 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

234,786円～352,179円
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

灯油配達員 カメイ株式会社　八戸支
店　久慈営業所

岩手県久慈市長内町第３５地割
１番地１５

154,000円～165,000円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

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

121,200円～202,000円
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時間程度

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

250,000円～250,000円
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）

3／3


