
◎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15日(金)発行

 次回予定日

10月22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

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

64歳以下 (1)10時00分～19時00分

（従業員数 6人 ）

正社員 02020-13765211 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)10時00分～19時00分

（従業員数 6人 ）

正社員 02020-13782211 就業場所 岩手県久慈市

（フルタイム） 交替制あり

18歳～59歳 (1)8時30分～17時00分

(2)16時30分～1時00分

（従業員数 16人 ）

正社員 03100- 2450011 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 5人 ）

正社員以外 03100- 2456811 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45分～16時45分 （AT限定不可）

（従業員数 4人 ）

正社員 03100- 2474511 就業場所 岩手県久慈市

（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- 2467411 就業場所 岩手県下閉伊郡普代村

（フルタイム） 変形（1ヶ月単位）

不問

保育士

（従業員数 20人 ）

正社員以外 03100- 2493011 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）

(2)9時40分～19時10分

（従業員数 26人 ）

正社員以外 03100- 2461911 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- 2436611 就業場所 岩手県久慈市

（フルタイム）

不問 (1)8時30分～17時30分

（従業員数 80人 ）

正社員以外 03100- 2486311 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）

（従業員数 80人 ）

正社員 03100- 2463711 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05分 （AT限定不可）

（従業員数 73人 ）

正社員 03100- 2466511 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）

ガス溶接技能者

（従業員数 9人 ） アーク溶接技能者（基本級）

正社員 03100- 2468011 就業場所 岩手県九戸郡洋野町 玉掛技能者

（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10分～17時10分 （AT限定不可）

（従業員数 40人 ）

正社員 03100- 2464811 就業場所 岩手県九戸郡洋野町

（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- 2465211 就業場所 岩手県九戸郡洋野町

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

143,100円～200,000円
雇用期間の定めなし

製造事務員 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

143,100円～200,000円
雇用期間の定めなし

建設スタッフ 有限会社　逸見工業 岩手県九戸郡　洋野町種市第３
９地割８－７０

146,400円～292,800円
雇用期間の定めなし

生産管理（設備保全） ミドリ久慈衣料　株式会社 岩手県久慈市大川目町１４地割
６７番地１

166,000円～166,000円
雇用期間の定めなし

伐採夫 有限会社　谷地林業 岩手県久慈市山形町荷軽部第３
地割１８

141,019円～217,550円
雇用期間の定めなし

看護補助者（臨時職員） 久慈恵愛病院 岩手県久慈市湊町第１７地割１
００番地

134,792円～142,912円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

土工 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

195,300円～282,100円
雇用期間の定めなし

7時10分～19時00分の間
の8時間程度

電話応対および事務 株式会社　細谷地 岩手県久慈市長内町第１７地割
１００番地１０

146,880円～146,880円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

又は8時00分～19時30分
の間の8時間

保育士【臨時職員】 社会福祉法人　久慈保育園 岩手県久慈市中町２丁目２５

152,050円～162,450円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

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

152,300円～198,200円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

土木作業員 有限会社　根井建設 岩手県久慈市大川目町第１４地
割８４番地

184,000円～207,000円
雇用期間の定めなし

一般事務（本所） 洋野町商工会 岩手県九戸郡洋野町種市２３－
２７－１

135,200円～138,400円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

ホールスタッフ（新中の橋） 有限会社　樹商事 岩手県久慈市中央２丁目４２番
地

180,000円～180,000円
雇用期間の定めなし

事務員 株式会社　八戸通信機 青森県八戸市城下１丁目２１－
２６

150,000円～180,000円
雇用期間の定めなし

所在地・就業場所

営業スタッフ【久慈市】 株式会社　八戸通信機 青森県八戸市城下１丁目２１－
２６

200,000円～230,000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） 交替制あり 普通自動車運転免許　　必須

不問 (1)6時00分～14時30分

(2)10時30分～19時00分

(3)13時30分～22時00分

（従業員数 60人 ）

正社員以外 03100- 2499811 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

（従業員数 24人 ）

正社員以外 03100- 2445911 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

30歳以下 (1)8時00分～17時00分 （AT限定不可）

（従業員数 9人 ）

正社員 03100- 2495611 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- 2442011 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45分～16時30分

（従業員数 23人 ）

正社員 03100- 2437911 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

64歳以下 (1)8時00分～17時00分

（従業員数 15人 ）

正社員 03100- 2497111 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 (1)8時00分～17時30分

(2)9時00分～18時30分

(3)10時00分～19時30分

（従業員数 5人 ）

正社員以外 03100- 2458511 就業場所 岩手県久慈市

（フルタイム） 交替制あり

45歳以下

（従業員数 6人 ）

正社員 03100- 2492411 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45分～16時30分

（従業員数 21人 ）

正社員 03100- 2438111 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

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- 2469311 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

（従業員数 3人 ）

正社員 03100- 2446111 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

（従業員数 3人 ）

正社員 03100- 2447711 就業場所 岩手県久慈市

（フルタイム） 変形（1年単位）

不問 (1)7時00分～16時00分

(2)15時00分～0時00分

(3)23時00分～8時00分 介護職員初任者研修修了者

（従業員数 38人 ） ホームヘルパー２級

正社員以外 03100- 2481811 就業場所 岩手県久慈市 介護福祉士

（フルタイム） 変形（1年単位）

不問 (1)8時30分～17時30分

(2)9時00分～18時00分
介護支援専門員（ケアマネージャー）

（従業員数 38人 ）

正社員以外 03100- 2482211 就業場所 岩手県久慈市

（フルタイム） 交替制あり

不問 (1)7時00分～16時00分

(2)8時30分～17時30分

(3)12時30分～21時30分 介護職員初任者研修修了者

（従業員数 78人 ）

正社員以外 03100- 2472811 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

介護員（臨時職員） 社会福祉法人　ひろの会 岩手県九戸郡洋野町種市第２３
地割８１－６

133,988円～169,320円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

介護支援専門員 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

188,000円～208,000円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

訪問介護職員【有資格者】 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

143,000円～148,000円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

事務員 大野運送　有限会社 岩手県久慈市長内町第３７地割
１２－８

140,900円～145,144円
雇用期間の定めなし

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

140,900円～170,000円
雇用期間の定めなし

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

161,000円～230,000円
雇用期間の定めなし

9時00分～22時00分の間
の8時間

養豚飼育管理 農事組合法人　八幡平洋
野牧場

岩手県九戸郡洋野町大野第３４
地割６６－７９

157,300円～200,000円
雇用期間の定めなし

調理及び接客（豪ーめん久慈店） 株式会社　レフリー 岩手県久慈市本町３丁目２８

150,320円～157,320円
雇用期間の定めなし

販売及び飲食店調理及びホールス
タッフ

太陽の野菜畑　株式会社 岩手県久慈市長内町第１７地割
１００番地１０

143,424円～143,424円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

一般事務 大渡建設　有限会社 岩手県九戸郡洋野町帯島字弥栄
１７８番地

146,900円～158,200円
雇用期間の定めなし

養豚飼育管理 農事組合法人　八幡平
ファーム

岩手県九戸郡洋野町阿子木第１
２地割３３番地１２７

157,300円～200,000円
雇用期間の定めなし

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

184,800円～231,000円
雇用期間の定めなし

6時00分～22時00分の間
の8時間

サッシ・ガラスの配送、取付工 株式会社　サンエイアルミ 岩手県久慈市長内町第１７地割
１－１

165,000円～170,000円
雇用期間の定めなし

応接員【準社員】 株式会社　のだむら 岩手県九戸郡野田村大字野田第
３１地割３１－１

141,900円～141,900円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

サービススタッフ【幹部候補】 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

184,800円～231,000円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）
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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

（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

(2)8時00分～17時00分

(3)9時00分～18時00分 看護師

（従業員数 76人 ） 准看護師

正社員 03100- 2473211 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)7時45分～16時30分

（従業員数 22人 ）

正社員 03100- 2439711 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～17時00分

（従業員数 23人 ）

正社員 03100- 2483511 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- 2484411 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- 2441411 就業場所 岩手県久慈市

（フルタイム）

59歳以下 (1)8時30分～17時30分

（従業員数 5人 ）

正社員以外 03100- 2489111 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- 2440511 就業場所 岩手県久慈市 液化石油ガス設備士

（フルタイム）

18歳以上

（従業員数 19人 ）

正社員以外 13040-90549511 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)8時45分～18時00分

(2)10時45分～20時00分

(3)12時00分～21時15分

（従業員数1,809人 ）

正社員 15070-10824111 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 14人 ）

パート労働者 01020-11137811 就業場所 岩手県久慈市

（パートタイム）

59歳以下 (1)9時30分～15時00分

(2)14時00分～19時30分

（従業員数 4人 ）

パート労働者 01020-11012111 就業場所 岩手県久慈市

（パートタイム） 交替制あり

不問

（従業員数 49人 ）

パート労働者 03010-20495411 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- 4409211 就業場所 岩手県久慈市

（パートタイム）

不問

（従業員数 125人 ）

パート労働者 03100- 2460611 就業場所 岩手県九戸郡洋野町

（パートタイム）

不問 (1)9時00分～16時00分

保健師

（従業員数 610人 ）

パート労働者 03100- 2455711 就業場所 岩手県久慈市

販売・店舗運営職（リージョナル
社員）

株式会社　コメリ 新潟県新潟市南区清水４５０１
番地１

179,000円～231,000円
雇用期間の定めなし

接客・調理／久慈店 株式会社　すき家 東京都港区港南二丁目１８番１
号　ＪＲ品川イーストビル５階

160,250円～225,250円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

22時00分～9時00分の間
の8時間程度

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

140,000円～160,000円
雇用期間の定めなし

医療材料の管理及び院内搬送 株式会社　エフエスユニ
マネジメント　久慈事業
所

岩手県久慈市旭町第１０地割１
番　（岩手県立久慈病院内）

136,120円～136,120円
雇用期間の定めなし

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

195,000円～195,000円
雇用期間の定めなし

土木施工管理技士【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

250,000円～420,000円
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

200,700円～334,500円
雇用期間の定めなし

養豚飼育管理 農事組合法人　ジョイフ
ルファーム八幡平

岩手県九戸郡洋野町種市第４地
割１０４－１

157,300円～200,000円
雇用期間の定めなし

看護職 社会福祉法人　ひろの会 岩手県九戸郡洋野町種市第２３
地割８１－６

177,700円～199,300円
雇用期間の定めなし

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

850円～850円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

10時30分～22時00分の間
の2時間以上

（ソフトバンク　久慈）携帯電話
販売スタッフ【パート】

北信テレック株式会社 北海道函館市大川町８番２６号

1,000円～1,000円
雇用期間の定めなし

医療事務（岩手県立久慈病院） 株式会社　メディカルサ
ポート

岩手県盛岡市津志田町１丁目１
５－３７

830円～830円
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5時間程度

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

867円～867円
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

一般事務（税務課）会計年度任用
職員

洋野町役場 岩手県九戸郡洋野町種市第２３
地割２７

980円～1,117円
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）

8時30分～17時15分の間
の7時間程度

保健師（市民課・会計年度任用職員） 久慈市役所 岩手県久慈市川崎町１－１

1,222円～1,444円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）
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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

（パートタイム）

不問

（従業員数 70人 ）

パート労働者 03100- 2490211 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- 2494311 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- 2448811 就業場所 岩手県久慈市

（パートタイム）

不問 (1)8時30分～16時30分

（従業員数 80人 ）

パート労働者 03100- 2485011 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

介護福祉士

（従業員数 19人 ）

パート労働者 03100- 2462111 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)8時00分～16時30分

（従業員数 11人 ）

パート労働者 03100- 2454111 就業場所 岩手県九戸郡洋野町

（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00分～12時00分

(2)11時00分～15時00分

(3)17時00分～21時00分

（従業員数 24人 ）

パート労働者 03100- 2443311 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　　必須

不問

（従業員数 24人 ）

パート労働者 03100- 2444611 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　　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- 2475411 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

ホームヘルパー２級

（従業員数 10人 ） 介護職員初任者研修修了者

パート労働者 03100- 2451311 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)22時00分～8時00分

介護職員初任者研修修了者

（従業員数 15人 ） ホームヘルパー２級

パート労働者 03100- 2452611 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 13人 ）

パート労働者 03100- 2453911 就業場所 岩手県九戸郡洋野町

（パートタイム）

64歳以下

（従業員数 18人 ）

パート労働者 03100- 2487611 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00分～10時00分

（従業員数 6人 ）

パート労働者 03100- 2457211 就業場所 岩手県九戸郡洋野町

（パートタイム）

不問 (1)13時00分～18時00分

(2)8時00分～12時00分

（従業員数 5人 ）

パート労働者 03100- 2491511 就業場所 岩手県久慈市

事務補助（子育て世代包括支援セ
ンター）

久慈市役所 岩手県久慈市川崎町１－１

905円～968円
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

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

8時30分～18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

900円～950円
雇用期間の定めなし

看護補助者（パート） 久慈恵愛病院 岩手県久慈市湊町第１７地割１
００番地

830円～830円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

介護スタッフ（有資格者） 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

821円～900円
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）

9時00分～16時30分の間
の6時間程度

ウニのビン詰加工員 有限会社　横道海産 岩手県九戸郡洋野町種市第２３
地割１２８－１０

821円～821円
雇用期間の定めなし

応接員【パート】 株式会社　のだむら 岩手県九戸郡野田村大字野田第
３１地割３１－１

821円～880円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

調理補佐（パート） 株式会社　のだむら 岩手県九戸郡野田村大字野田第
３１地割３１－１

821円～990円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

5時00分～21時00分の間
の6時間程度

販売 有限会社　北三陸天然市場 岩手県久慈市長内町第２９地割
２９－５

830円～830円
雇用期間の定めなし

介護員（なごみ） 特定非営利活動法人　ひ
まわり

岩手県久慈市小久慈町第１９地
割１１８－１

830円～1,000円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

8時00分～18時00分の間
の4時間程度

介護職（くるみ・夜勤専門） 株式会社　ハートフェル
トケア

岩手県九戸郡洋野町中野第５地
割７５

1,300円～1,300円
雇用期間の定めなし 60歳以上

歓迎求人

介護職（くるみ） 株式会社　ハートフェル
トケア

岩手県九戸郡洋野町中野第５地
割７５

821円～853円
雇用期間の定めなし 60歳以上

歓迎求人
8時00分～18時00分の間
の5時間程度

介護員 有限会社　中塚　小規模
多機能ホーム　ときわ苑

岩手県久慈市湊町第１４地割１
０３番地

821円～900円
雇用期間の定めなし

7時00分～19時00分の間
の4時間程度

調理補助（パート） 株式会社　はまなす亭 岩手県九戸郡洋野町種市第２２
地割１３１－３

1,000円～1,000円
雇用期間の定めなし

又は5時00分～10時00分
の間の4時間程度

学童保育支援員（補助） 侍浜学童クラブ　父母の会 岩手県久慈市侍浜町保土沢第８
地割２７番地１

821円～830円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）
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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

（パートタイム） 交替制あり

不問

（従業員数 38人 ）

パート労働者 03100- 2480711 就業場所 岩手県久慈市

（パートタイム）

不問

（従業員数 38人 ）

パート労働者 03100- 2496911 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

(2)14時00分～17時00分

（従業員数 46人 ）

パート労働者 03100- 2470111 就業場所 岩手県久慈市

（パートタイム）

不問

（従業員数 37人 ）

パート労働者 03100- 2449211 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- 2488911 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

（従業員数 3人 ）

パート労働者 03100- 2471711 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 68人 ）

パート労働者 13040-89701711 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00分～10時00分

(2)6時00分～12時30分

（従業員数 5人 ）

パート労働者 15010-31793911 就業場所 岩手県久慈市

（パートタイム）

不問

（従業員数 12人 ）

パート労働者 23010-30232611 就業場所 岩手県久慈市

訪問介護職員【パート】 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

830円～1,000円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

7時00分～20時00分の間
の2時間以上

通所介護職員（パート） 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

830円～890円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

8時30分～18時30分の間
の4時間以上

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

900円～900円
雇用期間の定めなし

品出し、販売員　（コミュニティ
社員）

株式会社　サンデー　久
慈長内店

岩手県久慈市長内町第３３地割
１１番地１

821円～821円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

6時30分～21時15分の間
の4時間以上

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

821円～821円
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

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

900円～1,500円
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

調査員／現地直行直帰（岩手県） アルゴジャパンリサーチ
株式会社

東京都港区西新橋２－８－６
住友不動産日比谷ビル９階

1,200円～4,800円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

8時00分～21時00分の間
の1時間以上

（請）クリーンクルー（久慈市長
内町）

株式会社　ニュースペース 新潟県新潟市中央区山二ツ５７
６番地１１号

821円～821円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

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

821円～821円
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
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