
◎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）

３月4日(木)発行

 次回予定日

３月11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

※ 希望の方は、事前にお申し込みが必要

となります。

また、定員になり次第、締切となります。

【お申し込み・お問い合わせ先】

ハローワーク久慈

ＴＥＬ：０１９４－５３－３３７４

ハローワークインターネットサービス

「介護のしごと説明会」

当日は、岩手県福祉人材センターのキャリア支援員が、
介護・福祉のしごとについて説明します。

また、11時までは、個別相談も行っております。

是非、この機会に今後の職業選択を広げるために参加してみてください。

日 時：３月９日（水）

９時３０分～１０時００分

会 場： ハローワーク ２階

「求人説明会・ミニ面接会」

日 時：３月１６日（水）
説明会 １０時００分～

有限会社 タニムラフードサービス

場 所： ハローワーク ２階

「求人説明会・ミニ面接会」

日 時：３月１５日（火）
説明会 １０時００分～

面接会 １０時３０分～

農事組合法人 八幡平ファーム

農事組合法人 八幡平洋野牧場

農事組合法人 ジョイフルファーム八幡平

場 所： ハローワーク ２階

３月開催

説明会のご案内

http://www.irasutoya.com/2013/08/blog-post_3185.html


職　種 年　齢 賃　金 求人者名 就業時間

（フルタイム）

59歳以下 (1)8時30分～16時30分

（従業員数 23人 ）

正社員 02020- 3302121 就業場所 岩手県九戸郡洋野町

（フルタイム）

59歳以下 (1)8時30分～16時30分

（従業員数 23人 ）

正社員 02020- 3303021 就業場所 岩手県九戸郡洋野町

（フルタイム）

18歳～62歳 (1)8時00分～17時00分

準中型自動車免許 必須

（従業員数 15人 ）

正社員 02020- 3105421 就業場所 岩手県九戸郡洋野町

（フルタイム）

18歳～62歳 (1)8時00分～17時00分

準中型自動車免許 必須

（従業員数 15人 ）

正社員 02020- 3111221 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

（従業員数 12人 ）

正社員 03100-  543121 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 10人 ）

正社員 03100-  547221 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

２級建築施工管理技士 必須

（従業員数 21人 ） 二級建築士 必須

正社員 03100-  586021 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)7時30分～17時00分

二級自動車整備士 必須

（従業員数 17人 ）

正社員 03100-  569121 就業場所 岩手県久慈市

（フルタイム）

不問 (1)8時00分～16時45分

自動二輪車免許 あれば尚可

（従業員数 20人 ）

正社員以外 03100-  593021 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00分～18時00分

(2)8時00分～17時30分

（従業員数 4人 ）

正社員 03100-  590621 就業場所 岩手県久慈市

（フルタイム）

64歳以下 (1)9時15分～16時00分

準中型自動車免許 必須

（従業員数 13人 ）

正社員 03100-  537821 就業場所 岩手県九戸郡洋野町

（フルタイム）

64歳以下 (1)8時00分～17時00分

（従業員数 125人 ）

正社員 03100-  578021 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 必須

（従業員数 79人 ）

正社員 03100-  591921 就業場所 岩手県久慈市

（フルタイム） 交替制あり

不問

保育士 必須

（従業員数 23人 ）

正社員以外 03100-  526121 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30分

（従業員数 10人 ）

正社員 03100-  592121 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00分～17時00分

（従業員数 70人 ）

正社員 03100-  584921 就業場所 岩手県久慈市

必要な免許資格所在地・就業場所

養鶏業・鶏糞処理者（洋野町・
八木農場）

株式会社　青森ポートリー 青森県三戸郡階上町蒼前東二丁
目９番地４６

普通自動車運転免許　　必須

（AT限定不可）

164,000円～214,000円

普通自動車運転免許　　必須

（AT限定不可）

184,000円～234,000円
雇用期間の定めなし

雇用期間の定めなし

養鶏業・鶏舎管理者（洋野町・
八木農場）

株式会社　青森ポートリー 青森県三戸郡階上町蒼前東二丁
目９番地４６

飼養管理作業員【洋野町】（第
３農場）

有限会社　宮崎養鶏場 青森県八戸市大字大久保字大山
３０－５　

142,500円～185,000円
雇用期間の定めなし

飼養管理作業員【洋野町】（種
市農場）

有限会社　宮崎養鶏場 青森県八戸市大字大久保字大山
３０－５　

142,500円～185,000円
雇用期間の定めなし

ガソリンスタンド販売員 第一石油　株式会社 岩手県久慈市新中の橋第４地割
３１番地１

普通自動車運転免許　　必須

155,000円～180,000円
雇用期間の定めなし

7時00分～21時00分の間
の8時間程度

製材作業員 岡野木材　株式会社 岩手県久慈市巽町一丁目２５番
地

普通自動車運転免許　　必須

168,000円～185,000円
雇用期間の定めなし

土木・建築技術者 株式会社　新田組 岩手県久慈市八日町１丁目２０ 普通自動車運転免許　　必須

（AT限定不可）

180,000円～300,000円
雇用期間の定めなし

自動車整備士 久慈貨物運送　合資会社 岩手県久慈市湊町第１９地割２
０－５

普通自動車運転免許　　必須

（AT限定不可）

151,200円～216,000円
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 普通自動車運転免許　　必須

160,704円～257,472円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

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

普通自動車運転免許　　必須

（AT限定不可）

211,700円～241,700円
雇用期間の定めなし

運転手 大野学校給食協会 岩手県九戸郡洋野町大野第５地
割３６－１

普通自動車運転免許　　必須

（AT限定不可）

175,500円～175,500円
雇用期間の定めなし

清掃員 株式会社　久慈中央商事 岩手県久慈市長内町第９地割２
０

普通自動車運転免許　　必須

（AT限定不可）

180,000円～180,000円
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

普通自動車運転免許　　必須

180,800円～180,800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

必須

保育士 社会福祉法人　門前保
育会　幼保連携型認定
こども園　門前保育園

岩手県久慈市新中の橋第４地割
１１－４

169,208円～183,976円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

7時00分～19時30分の間
の8時間

技術者（見習可）作業員 株式会社　共進設備 岩手県久慈市湊町第２２地割４
７番１０

普通自動車運転免許　　必須

（AT限定不可）

143,000円～250,000円
雇用期間の定めなし

事務員 株式会社　中塚工務店 岩手県久慈市源道第１３地割２
１

普通自動車運転免許　　必須

145,000円～160,000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）

不問 (1)8時00分～17時00分

１級土木施工管理技士 必須

（従業員数 70人 ） ２級土木施工管理技士 必須

正社員 03100-  585121 就業場所 岩手県久慈市

（フルタイム） 変形（1年単位）

30歳以下 (1)7時00分～16時30分

(2)7時00分～15時30分

（従業員数 25人 ）

正社員 03100-  524621 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

２級土木施工管理技士 必須

（従業員数 30人 ） ２級建築施工管理技士 必須

正社員 03100-  570821 就業場所 岩手県久慈市

（フルタイム）

不問 (1)8時30分～18時00分

三級自動車整備士 あれば尚可

（従業員数 7人 ）

正社員 03100-  553721 就業場所 岩手県九戸郡洋野町

（フルタイム）

不問

準中型自動車免許 あれば尚可

（従業員数 7人 ） 危険物取扱者（乙種） あれば尚可

正社員 03100-  554821 就業場所 岩手県九戸郡洋野町 危険物取扱者（丙種） あれば尚可

（フルタイム）

59歳以下 (1)8時00分～17時00分

（従業員数 30人 ）

正社員以外 03100-  564521 就業場所 岩手県久慈市

（フルタイム）

59歳以下 (1)9時00分～17時45分

三級自動車整備士 あれば尚可

（従業員数 8人 ） 二級自動車整備士 あれば尚可

正社員 03100-  595821 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)9時45分～18時45分 介護福祉士 必須

（従業員数 39人 ）

正社員 03100-  562821 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)8時30分～17時30分

(2)16時30分～1時30分

(3)0時30分～9時30分 介護福祉士 必須

（従業員数 80人 ）

正社員 03100-  557421 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

理学療法士 必須

（従業員数 80人 ） 作業療法士 必須

正社員 03100-  558321 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

薬剤師 必須

（従業員数 80人 ）

正社員 03100-  559621 就業場所 岩手県久慈市

（フルタイム）

64歳以下 (1)8時30分～17時30分

介護福祉士 あれば尚可

（従業員数 6人 ）

正社員 03100-  548521 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

（従業員数 7人 ）

正社員以外 03100-  581421 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30分

(2)8時00分～17時00分

（従業員数 3人 ）

正社員 03100-  519021 就業場所 岩手県九戸郡洋野町

（フルタイム） 変形（1年単位）

59歳以下 (1)8時00分～17時00分

準中型自動車免許 必須

（従業員数 15人 ）

正社員 03100-  594721 就業場所 岩手県九戸郡洋野町

（フルタイム）

65歳以下

（従業員数 3人 ）

正社員 03100-  518121 就業場所 岩手県久慈市

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

普通自動車運転免許　　必須

（AT限定不可）

200,000円～300,000円
雇用期間の定めなし

現場作業員 有限会社　丸大県北農林 岩手県九戸郡洋野町中野第１２
地割１５番地５

普通自動車運転免許　　必須

（AT限定不可）

182,900円～258,400円
雇用期間の定めなし

土木施工管理技士・建築施工管
理技士

株式会社　エスエステック 岩手県久慈市大川目町第６地割
１６３番地３

普通自動車運転免許　　必須

（AT限定不可）

240,000円～320,000円
雇用期間の定めなし

整備・鈑金塗装 有限会社　八木石油商事 岩手県九戸郡洋野町種市第２４
地割１５９－１２

普通自動車運転免許　　必須

（AT限定不可）

145,000円～350,000円
雇用期間の定めなし

ガソリンスタンド販売員 有限会社　八木石油商事 岩手県九戸郡洋野町種市第２４
地割１５９－１２

普通自動車運転免許　　必須

（AT限定不可）

133,413円～250,000円
雇用期間の定めなし

7時30分～19時00分の間
の7時間以上

店員（鮮魚部門・フルタイム）
［宇部店］

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

143,424円～143,424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

普通自動車運転免許　　必須

155,000円～200,000円
雇用期間の定めなし

介護職員（正社員） 社会福祉法人　慈恵会
特別養護老人ホーム
和光苑

岩手県久慈市長内町第４６地割
２番地１１

174,040円～200,664円
雇用期間の定めなし

看護補助者（正社員） 久慈恵愛病院 岩手県久慈市湊町第１７地割１
００番地

137,700円～172,800円
雇用期間の定めなし

理学療法士または作業療法士 久慈恵愛病院 岩手県久慈市湊町第１７地割１
００番地

175,700円～395,600円
雇用期間の定めなし

薬剤師 久慈恵愛病院 岩手県久慈市湊町第１７地割１
００番地

187,000円～395,600円
雇用期間の定めなし

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

普通自動車運転免許　　必須

180,000円～230,000円
雇用期間の定めなし

事務員（庶務・会計） 社会福祉法人　久慈市
社会福祉協議会

岩手県久慈市旭町第７地割１２
７番地３
久慈市総合福祉センター内（福
祉の村）

普通自動車運転免許　　必須

136,680円～150,348円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

施設管理 有限会社　中野衛生社 岩手県九戸郡洋野町中野第９地
割４番地１

普通自動車運転免許　　必須

170,000円～220,000円
雇用期間の定めなし

運転手（汲み取り・ゴミ） 有限会社　中野衛生社 岩手県九戸郡洋野町中野第９地
割４番地１

普通自動車運転免許　　必須

（AT限定不可）

170,000円～220,000円
雇用期間の定めなし

調理場の補助及びホールスタッフ 株式会社　吉成食品 岩手県久慈市侍浜町本町第９地
割５３－５０

152,064円～152,064円
雇用期間の定めなし

9時00分～20時00分の間
の8時間程度
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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）

59歳以下 (1)8時30分～17時30分

三級自動車整備士 あれば尚可

（従業員数 6人 ）

正社員 03100-  556521 就業場所 岩手県九戸郡洋野町

（フルタイム） 変形（1年単位）

59歳以下

（従業員数 37人 ）

正社員 03100-  545721 就業場所 岩手県久慈市

（フルタイム） 変形（1年単位）

不問 (1)6時30分～15時00分

(2)11時30分～20時00分

（従業員数 37人 ）

正社員以外 03100-  546821 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)6時00分～14時45分

(2)8時45分～17時30分

(3)17時00分～9時30分 看護師 必須

（従業員数 83人 ） 准看護師 必須

正社員 03100-  575621 就業場所 岩手県久慈市

（フルタイム） 変形（1ヶ月単位）

不問 (1)6時00分～10時00分

(2)16時30分～20時30分

(3)8時30分～17時30分

（従業員数 4人 ）

正社員以外 03100-  541621 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)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 介護福祉士 必須

（従業員数 46人 ） 介護職員初任者研修修了者 必須

正社員 03100-  560021 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

介護支援専門員（ケアマネージャー） 必須

（従業員数 46人 ）

正社員 03100-  572521 就業場所 岩手県久慈市

（フルタイム）

不問 (1)8時25分～16時55分

（従業員数 43人 ）

正社員以外 03100-  538221 就業場所 岩手県九戸郡洋野町

（フルタイム） 交替制あり

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 必須

（従業員数 45人 ） 介護職員初任者研修修了者 必須

正社員以外 03100-  566321 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

看護師 必須

（従業員数 22人 ） 准看護師 必須

正社員以外 03100-  583621 就業場所 岩手県久慈市

（フルタイム）

35歳以下 (1)8時00分～17時00分

（従業員数 17人 ）

正社員 03100-  525921 就業場所 岩手県九戸郡野田村

（フルタイム） 交替制あり

64歳以下 (1)7時00分～16時00分

(2)8時00分～17時00分

(3)13時00分～22時00分 ホームヘルパー２級 あれば尚可

（従業員数 63人 ） 介護職員初任者研修修了者 あれば尚可

正社員以外 03100-  589221 就業場所 岩手県九戸郡洋野町

（フルタイム） 交替制あり

64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

（従業員数 18人 ）

正社員 03100-  568921 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00分～17時00分

（従業員数 8人 ）

正社員 03100-  522421 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00分～17時00分

（従業員数 8人 ）

正社員 03100-  539521 就業場所 岩手県久慈市

（フルタイム）

不問 (1)8時00分～17時00分

２級塗装技能士 あれば尚可

（従業員数 1人 ）

正社員 03100-  531321 就業場所 岩手県久慈市

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

普通自動車運転免許　　必須

（AT限定不可）

150,000円～250,000円
雇用期間の定めなし

総合職 株式会社　久慈グラン
ドホテル

岩手県久慈市川崎町１０－１５ 普通自動車運転免許　　必須

150,800円～180,040円
雇用期間の定めなし

9時00分～22時00分の間
の7時間以上

レストラン・ラウンジサービス
スタッフ

株式会社　久慈グラン
ドホテル

岩手県久慈市川崎町１０－１５ 普通自動車運転免許　　必須

146,625円～155,250円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

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

普通自動車運転免許　　あれば尚可

（AT限定不可）

178,900円～395,500円
雇用期間の定めなし

世話人 社団医療法人　祐和会
生活訓練施設　銀杏荘

岩手県久慈市門前第１地割１５
１－１

普通自動車運転免許　　必須

162,000円～162,000円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

介護員 株式会社　中央介護センター 岩手県久慈市旭町第１０地割６
６－１

普通自動車運転免許　　必須

145,000円～146,500円
雇用期間の定めなし

介護支援専門員 株式会社　中央介護センター 岩手県久慈市旭町第１０地割６
６－１

普通自動車運転免許　　必須

180,000円～280,000円
雇用期間の定めなし

事務補助職員（県立種市高校／
会計年度任用職員）

岩手県立種市高等学校 岩手県九戸郡洋野町種市第３８
地割９４番地１１０

147,400円～183,800円
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）

介護員（ぎんたらす久慈） 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

普通自動車運転免許　　必須

134,128円～141,400円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

看護師 有限会社　七福神 岩手県久慈市湊町第２１地割４
８

170,000円～170,000円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

製造スタッフ・機械オペレーター 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

普通自動車運転免許　　必須

150,000円～250,000円
雇用期間の定めなし

介護職（和　内） 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

普通自動車運転免許　　必須

137,928円～143,304円
雇用期間の定めなし

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

普通自動車運転免許　　必須

（AT限定不可）

141,212円～155,000円
雇用期間の定めなし

作業員（見習い） 株式会社　新道建設 岩手県久慈市長内町第２４地割
１１９－６

普通自動車運転免許　　必須

184,000円～276,000円
雇用期間の定めなし

土木作業員 株式会社　新道建設 岩手県久慈市長内町第２４地割
１１９－６

普通自動車運転免許　　必須

172,500円～276,000円
雇用期間の定めなし

塗装工・防水工 ＦｒｅｅＰａｉｎｔｅ
ｒ　友装　田中友次

岩手県久慈市湊町２１地割３１
番地６

普通自動車運転免許　　必須

148,400円～212,000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）

65歳以下

看護師 必須

（従業員数 37人 ） 准看護師 必須

正社員 03100-  573421 就業場所 岩手県久慈市

（フルタイム）

59歳以下 (1)7時45分～16時30分

（従業員数 22人 ）

正社員 03100-  540321 就業場所 岩手県九戸郡洋野町

（フルタイム） フレックス

不問 (1)8時00分～16時30分

(2)7時00分～22時00分

(3)10時30分～15時30分 酸素欠乏危険作業主任者 必須

（従業員数 10人 ） 第二種電気工事士 必須

正社員以外 12010- 6417421 就業場所 岩手県久慈市

（フルタイム） 変形（1ヶ月単位）

不問 (1)9時00分～19時30分

理容師 必須

（従業員数 3人 ） 美容師 必須

正社員 27150- 4029221 就業場所 岩手県久慈市

（フルタイム） 変形（1ヶ月単位）

不問 (1)9時00分～19時30分

理容師 必須

（従業員数 3人 ） 美容師 必須

正社員 27150- 4030621 就業場所 岩手県久慈市

（パートタイム）

62歳以下 (1)8時00分～12時00分

(2)13時00分～17時00分

（従業員数 8人 ）

パート労働者 02020- 3109121 就業場所 岩手県九戸郡洋野町

（パートタイム）

64歳以下 (1)7時45分～9時45分

(2)8時00分～9時00分

（従業員数 0人 ）

パート労働者 03010- 4903921 就業場所 岩手県久慈市

（パートタイム）

18歳以上 (1)22時50分～23時50分

（従業員数 16人 ）

パート労働者 03100-  544021 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

(2)10時00分～17時00分

消費生活アドバイザー あれば尚可

（従業員数 610人 ）

パート労働者 03100-  550921 就業場所 岩手県久慈市

（パートタイム）

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） 必須

（従業員数 26人 ） 社会福祉士 必須

パート労働者 03100-  579721 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 必須

（従業員数 26人 ）

パート労働者 03100-  580521 就業場所 岩手県久慈市

（パートタイム）

不問 (1)8時00分～13時00分

（従業員数 30人 ）

パート労働者 03100-  563221 就業場所 岩手県久慈市

（パートタイム） 交替制あり

不問 (1)10時00分～19時00分

(2)10時00分～14時00分

(3)15時00分～19時00分 調理師 あれば尚可

（従業員数 39人 ）

パート労働者 03100-  561721 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30分～15時30分

(2)15時00分～22時00分

(3)11時00分～18時00分

（従業員数 6人 ）

パート労働者 03100-  523321 就業場所 岩手県久慈市

（パートタイム） 交替制あり

不問 (1)13時00分～17時00分

（従業員数 3人 ）

パート労働者 03100-  555221 就業場所 岩手県久慈市

（パートタイム）

不問

（従業員数 5人 ）

パート労働者 03100-  527021 就業場所 岩手県九戸郡洋野町

食堂スタッフ 食の館　　小笠原　ひとみ 岩手県九戸郡洋野町種市第３２
地割９５番地１
　（たねいち産直ふれあい広場
内）830円～830円

雇用期間の定めなし

9時00分～16時00分の間
の6時間程度

清掃員（土風館）　【請】 株式会社　つしま 岩手県久慈市門前第３地割３９
番４号

821円～821円
雇用期間の定めなし

体育施設の管理人（第二体育館
柔剣道場・総合運動場・侍浜マ
レットゴルフ場）

一般社団法人　久慈市
体育協会

岩手県久慈市新中の橋第４地割
１３－３

普通自動車運転免許　　必須

821円～821円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

又は8時30分～22時00分
の間の8時間程度

調理補助員 社会福祉法人　慈恵会
特別養護老人ホーム
和光苑

岩手県久慈市長内町第４６地割
２番地１１

900円～900円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

店員（鮮魚部門・パート）［宇
部店］（８時～１３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

830円～830円
雇用期間の定めなし

看護師（地域包括支援センター） 久慈市役所 岩手県久慈市川崎町１－１ 普通自動車運転免許　　必須

993円～1,400円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

主任介護支援専門員又は社会福
祉士（地域包括支援センター）

久慈市役所 岩手県久慈市川崎町１－１ 普通自動車運転免許　　必須

1,185円～1,400円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

消費生活相談員（生活環境課／
会計年度任用職員）

久慈市役所 岩手県久慈市川崎町１－１ 普通自動車運転免許　　必須

930円～1,392円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

夜間清掃（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

880円～880円
雇用期間の定めなし 60歳以上

歓迎求人

清掃業務（久慈市） キョウワプロテック
株式会社　岩手事業所

岩手県盛岡市菜園１丁目３－６
農林会館７階

821円～821円
雇用期間の定めなし

集卵選別作業【洋野町】 有限会社　宮崎養鶏場 青森県八戸市大字大久保字大山
３０－５　

普通自動車運転免許　　必須

900円～900円
雇用期間の定めなし

看護師 社会福祉法人　琥珀会 岩手県久慈市小久慈町第１９地
割１１８－１

普通自動車運転免許　　必須

188,100円～202,200円
雇用期間の定めなし

7時30分～19時00分の間
の8時間

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

普通自動車運転免許　　必須

157,300円～200,000円
雇用期間の定めなし

電気・計装関連工事の施工管理
担当者

出光エンジニアリング
株式会社

千葉県千葉市美浜区中瀬２－６
－１　ワールドビジネスガーデ
ン
マリブイースト３４Ｆ

普通自動車運転免許　　必須

300,000円～400,000円
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）

理容師（店長候補：久慈店）
【６３７５－１】

株式会社カットツイン 大阪府高槻市芥川町１丁目７－
２６　カワノビル

300,000円～380,000円
雇用期間の定めなし

理容師（中習・顔剃り：久慈
店）【６３７５－２】

株式会社カットツイン 大阪府高槻市芥川町１丁目７－
２６　カワノビル

250,000円～300,000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

（パートタイム） 交替制あり

59歳以下 (1)7時00分～9時00分

(2)17時00分～19時00分

（従業員数 46人 ）

パート労働者 03100-  574321 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

(3)14時00分～19時00分 ホームヘルパー２級 必須

（従業員数 125人 ） 介護職員初任者研修修了者 必須

パート労働者 03100-  565421 就業場所 岩手県久慈市

（パートタイム）

不問

看護師 必須

（従業員数 22人 ） 准看護師 必須

パート労働者 03100-  582321 就業場所 岩手県久慈市

（パートタイム）

64歳以下

（従業員数 15人 ）

パート労働者 03100-  587721 就業場所 岩手県九戸郡洋野町

（パートタイム）

不問 (1)22時00分～8時00分

介護職員初任者研修修了者 あれば尚可

（従業員数 63人 ） ホームヘルパー２級 あれば尚可

パート労働者 03100-  588821 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 6人 ）

パート労働者 03100-  528721 就業場所 岩手県久慈市

（パートタイム）

64歳以下

看護師 必須

（従業員数 18人 ） 准看護師 必須

パート労働者 03100-  567621 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 (1)8時00分～16時00分

(2)9時00分～17時00分

(3)7時30分～15時30分 看護師 必須

（従業員数 29人 ） 准看護師 必須

パート労働者 03100-  520221 就業場所 岩手県九戸郡野田村

（パートタイム） 変形（1ヶ月単位）

不問 (1)7時00分～15時00分

(2)11時00分～19時00分

(3)9時00分～17時00分 介護福祉士 必須

（従業員数 29人 ） 介護職員初任者研修修了者 必須

パート労働者 03100-  521521 就業場所 岩手県九戸郡野田村 介護職員実務者研修修了者 必須

（パートタイム）

不問

看護師 必須

（従業員数 37人 ） 准看護師 必須

パート労働者 03100-  571221 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

(2)11時00分～19時00分

（従業員数 5人 ）

パート労働者 03100-  551121 就業場所 岩手県久慈市

（パートタイム）

不問 (1)7時00分～11時00分

（従業員数 33人 ）

パート労働者 03100-  517921 就業場所 岩手県九戸郡野田村

（パートタイム） 変形（1ヶ月単位）

不問

美容師 必須

（従業員数 16人 ）

パート労働者 03100-  542921 就業場所 岩手県久慈市

（パートタイム）

不問 (1)11時00分～16時00分

(2)16時00分～20時00分

（従業員数 5人 ）

パート労働者 03100-  549421 就業場所 岩手県久慈市

（パートタイム）

64歳以下 (1)9時30分～12時00分

美容師 必須

（従業員数 2人 ）

パート労働者 15110- 1709721 就業場所 岩手県久慈市

（パートタイム）

不問 (1)9時00分～19時00分

(2)9時00分～12時00分

(3)13時00分～19時00分 理容師 必須

（従業員数 3人 ）

パート労働者 27150- 4031921 就業場所 岩手県久慈市

理容師（久慈店）【６３７５－４】 株式会社カットツイン 大阪府高槻市芥川町１丁目７－
２６　カワノビル

1,000円～1,200円
雇用期間の定めなし

又は9時00分～19時30分
の間の6時間程度

美容師＜岩手県＞ 株式会社　ブルーライ
ン２１

新潟県燕市野中才１３３９番地
２

普通自動車運転免許　　必須

1,500円～2,100円
雇用期間の定めなし

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）

又は11時00分～20時00分
の間の7時間程度

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

821円～1,200円
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

種卵回収作業員 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

普通自動車運転免許　　必須

900円～900円
雇用期間の定めなし

又は8時00分～12時00分
の間の4時間

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

看護師（パート） 社会福祉法人　琥珀会 岩手県久慈市小久慈町第１９地
割１１８－１

普通自動車運転免許　　必須

1,260円～1,590円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

7時30分～19時00分の間
の4時間以上

介護員（パート） 社会福祉法人　健慈会 岩手県九戸郡野田村大字玉川第
５地割４５－２２

普通自動車運転免許　　必須

821円～1,350円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

又は8時00分～16時00分
の間の7時間

看護職員 社会福祉法人　健慈会 岩手県九戸郡野田村大字玉川第
５地割４５－２２

普通自動車運転免許　　必須

1,000円～1,850円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

看護師又は准看護師（パート） 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

普通自動車運転免許　　必須

1,000円～1,200円
雇用期間の定めなし

8時30分～17時30分の間
の6時間程度

出荷作業員 有限会社　Ｏ・Ｂ・Ｆのだ 岩手県久慈市長内町第３７地割
１１－１

821円～821円
雇用期間の定めなし

8時15分～15時00分の間
の4時間以上

介護職（和内・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

普通自動車運転免許　　必須

1,500円～1,500円
雇用期間の定めなし 60歳以上

歓迎求人

介護職（カッケロ・パート） 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

普通自動車運転免許　　必須

821円～853円
雇用期間の定めなし

8時00分～18時00分の間
の5時間程度

看護師 有限会社　七福神 岩手県久慈市湊町第２１地割４
８

1,200円～1,500円
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

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 株式会社　中央介護センター 岩手県久慈市旭町第１０地割６
６－１

830円～830円
雇用期間の定めなし
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