
◎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18日(金)発行

 次回予定日

３月25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

１．職業相談には一定の時間を要します。

お待ちいただく時間は、日時によって変動しますので、時間に余裕を持って

ご相談いただきますようお願いいたします。

２．ご紹介の際には、先方（事業所）と連絡がつきにくい時間帯があります。

【事業所と連絡がつきにくい時間帯】

① ８：３０～ ９：００

② １２：００～１３：００

③ １７：００～１７：１５

予めご了承いただき、可能な限り上記の時間帯以外のご利用をお願いいたします。

当所では、窓口の混雑状況により、

９：００～１７：００の間のご利用をお勧め
しております。

◆ハローワーク久慈は、平日８：３０から１７：１５まで開庁しております。

なお、以下につきまして、ご案内いたします。

ハローワークの職業相談・職業紹介を

ご利用いただくにあたってのご案内

私たち職員一同は、お客様の目線に立った懇切丁寧な職業相談に努めて参ります。

ハローワーク久慈

ハローワークインターネットサービス

http://www.irasutoya.com/2013/07/blog-post_6678.html
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） 変形（1年単位）

不問 (1)8時00分～17時00分

（従業員数 50人 ）

有期雇用派遣労働者 02020- 4196021 就業場所 岩手県久慈市

（フルタイム） 変形（1年単位）

18歳以上 (1)18時00分～3時00分

（従業員数 50人 ）

有期雇用派遣労働者 02020- 4201821 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

１級土木施工管理技士 必須

（従業員数 23人 ）

正社員 03030- 1029521 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 必須

（従業員数 8人 ）

正社員以外 03100-  715221 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

１級建築施工管理技士 必須

（従業員数 361人 ） ２級建築施工管理技士 必須

正社員 03100-  698121 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00分～15時00分

(2)8時00分～17時00分

(3)12時30分～21時30分 危険物取扱者（丙種） 必須

（従業員数 7人 ） 準中型自動車免許 あれば尚可

正社員以外 03100-  772221 就業場所 岩手県久慈市

（フルタイム） 変形（1ヶ月単位）

35歳以下 (1)6時00分～17時00分

準中型自動車免許 必須

（従業員数 16人 ） フォークリフト運転技能者 必須

正社員 03100-  720021 就業場所 岩手県九戸郡野田村

（フルタイム）

59歳以下 (1)8時00分～17時00分

(2)7時30分～16時30分

(3)8時00分～15時00分 中型自動車免許 必須

（従業員数 3人 ）

正社員 03100-  748821 就業場所 岩手県九戸郡野田村

（フルタイム） 交替制あり

25歳以下 (1)8時30分～17時00分

(2)8時30分～12時00分

（従業員数 6人 ）

正社員 03100-  774421 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）

64歳以下 (1)8時00分～17時00分

（従業員数 41人 ）

正社員 03100-  729121 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30分～16時00分

フォークリフト運転技能者 あれば尚可

（従業員数 3人 ）

正社員 03100-  746021 就業場所 岩手県九戸郡洋野町

（フルタイム）

不問 (1)8時30分～17時30分

（従業員数 20人 ）

正社員以外 03100-  710921 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 20人 ）

正社員 03100-  711121 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 21人 ）

正社員 03100-  778121 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 21人 ）

正社員 03100-  779021 就業場所 岩手県久慈市

必要な免許資格所在地・就業場所

食品製造業（日勤）【久慈市】 株式会社　オーエスア
ドバンス

青森県八戸市石堂４丁目３－８

155,520円～155,520円

172,800円～172,800円
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）

雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）

食品製造業（夜勤）【久慈市】 株式会社　オーエスア
ドバンス

青森県八戸市石堂４丁目３－８

土木施工管理技士 横屋建設　株式会社 岩手県下閉伊郡岩泉町岩泉字村
木７４

普通自動車運転免許　　必須

（AT限定不可）

255,000円～300,000円
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

152,000円～160,000円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

建築施工管理職 宮城建設　株式会社 岩手県久慈市新中の橋第４地割
３５番地３

普通自動車運転免許　　必須

（AT限定不可）

205,000円～280,000円
雇用期間の定めなし

石油製品販売・サービススタッフ 宮城建設　株式会社 岩手県久慈市新中の橋第４地割
３５番地３

普通自動車運転免許　　必須

（AT限定不可）

183,600円～183,600円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

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

普通自動車運転免許　　必須

（AT限定不可）

143,300円～180,300円
雇用期間の定めなし

現場作業員 有限会社　櫻庭石材店 岩手県九戸郡野田村大字野田第
３３地割１１－５

普通自動車運転免許　　必須

（AT限定不可）

172,500円～230,000円
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

普通自動車運転免許　　必須

（AT限定不可）

151,900円～183,800円
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

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

普通自動車運転免許　　必須

（AT限定不可）

192,950円～272,400円
雇用期間の定めなし

水産加工員 株式会社　宏八屋 岩手県九戸郡洋野町種市第２２
地割１３１－３

普通自動車運転免許　　必須

113,668円～124,605円
雇用期間の定めなし

測量調査の補助 株式会社　スズマ測量設計 岩手県久慈市新中の橋第３７地
割１０１－１３

普通自動車運転免許　　必須

（AT限定不可）

180,000円～240,000円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

測量及び土木設計の補助　ＣＡ
Ｄエンジニア

株式会社　スズマ測量設計 岩手県久慈市新中の橋第３７地
割１０１－１３

普通自動車運転免許　　必須

145,000円～250,000円
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

普通自動車運転免許　　必須

（AT限定不可）

194,400円～280,800円
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

普通自動車運転免許　　必須

（AT限定不可）

170,000円～380,000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）

59歳以下 (1)8時00分～17時30分

（従業員数 21人 ）

正社員 03100-  780221 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

１級建築施工管理技士 必須

（従業員数 21人 ）

正社員 03100-  781521 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

理学療法士 必須

（従業員数 484人 ） 作業療法士 必須

正社員以外 03100-  708521 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00分～16時00分

大型自動車免許 必須

（従業員数 17人 ）

正社員 03100-  768621 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

大型自動車免許 必須

（従業員数 7人 ）

正社員以外 03100-  743621 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-  747721 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～17時30分

（従業員数 8人 ）

正社員 03100-  702921 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)7時30分～16時30分

(2)9時00分～18時00分

(3)11時00分～20時00分 看護師 必須

（従業員数 91人 ） 准看護師 必須

正社員 03100-  704021 就業場所 岩手県九戸郡洋野町

（フルタイム） 変形（1ヶ月単位）

64歳以下 (1)6時30分～15時30分

(2)9時00分～18時00分

(3)13時30分～22時30分 介護福祉士 必須

（従業員数 91人 ）

正社員 03100-  705721 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 あれば尚可

（従業員数 4人 ）

正社員 03100-  773521 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)13時00分～22時00分

(3)10時00分～19時00分

（従業員数 93人 ）

正社員以外 03100-  752121 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00分～17時00分

(3)13時00分～22時00分 介護職員初任者研修修了者 必須

（従業員数 93人 ） 介護職員実務者研修修了者 必須

正社員以外 03100-  770721 就業場所 岩手県久慈市 介護福祉士 あれば尚可

（フルタイム） 変形（1年単位）

59歳以下 (1)7時30分～17時00分

大型自動車免許 必須

（従業員数 31人 ）

正社員 03100-  722821 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 10人 ）

正社員 03100-  713721 就業場所 岩手県久慈市

（フルタイム） 交替制あり

不問 (1)6時30分～15時30分

(2)9時00分～18時00分

(3)10時30分～19時30分 介護福祉士 あれば尚可

（従業員数 82人 ）

正社員以外 03100-  734321 就業場所 岩手県九戸郡洋野町

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

普通自動車運転免許　　必須

（AT限定不可）

210,000円～350,000円
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

普通自動車運転免許　　必須

（AT限定不可）

350,000円～350,000円
雇用期間の定めなし

理学療法士・作業療法士（会計
年度任用職員）

岩手県立久慈病院 岩手県久慈市旭町第１０地割１

164,500円～222,800円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

大型トラック運転手 株式会社　丸才 岩手県久慈市長内町第３７地割
１５－２３

普通自動車運転免許　　必須

（AT限定不可）

172,500円～172,500円
雇用期間の定めなし

ダンプ運転手またはミキサー車
の運転手

有限会社　下舘建材 岩手県久慈市新井田第３地割１
３３番地３

普通自動車運転免許　　必須

176,000円～176,000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

建築大工（見習い可） 有限会社　福島工業 岩手県九戸郡洋野町大野第７０
地割２２番地１９

普通自動車運転免許　　必須

（AT限定不可）

144,300円～199,800円
雇用期間の定めなし

看護職員【看護師・准看護師】
（久慈平荘）

社会福祉法人　みちの
く大寿会

岩手県九戸郡洋野町大野第６０
地割４１－８

183,000円～263,000円
雇用期間の定めなし

介護福祉士 社会福祉法人　みちの
く大寿会

岩手県九戸郡洋野町大野第６０
地割４１－８

159,260円～253,400円
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

160,000円～250,000円
雇用期間の定めなし

介護員補助 医療法人　健生会 岩手県久慈市中の橋１丁目５番
地

139,440円～150,990円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

介護員（リハビリタウンくじ） 医療法人　健生会 岩手県久慈市中の橋１丁目５番
地

139,098円～218,840円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

大型ダンプオペレーター（コン
クリートミキサー車含）

久慈新港運輸　株式会社 岩手県久慈市小久慈町第４０地
割２０－６

普通自動車運転免許　　必須

（AT限定不可）

162,000円～259,200円
雇用期間の定めなし

型枠大工 有限会社　秀建工務店 岩手県久慈市小久慈町第２７地
割１－１

普通自動車運転免許　　必須

192,000円～312,000円
雇用期間の定めなし

介護士（正社員以外） 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

普通自動車運転免許　　必須

136,600円～217,000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） 変形（1年単位）

64歳以下 (1)8時00分～17時00分

（従業員数 17人 ）

正社員以外 03100-  726321 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 17人 ）

正社員 03100-  727621 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～18時00分

（従業員数 2人 ）

正社員 03100-  697921 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00分

大型自動車免許 あれば尚可

（従業員数 4人 ） 中型自動車免許 必須

正社員 03100-  766421 就業場所 岩手県九戸郡洋野町

（フルタイム）

不問 (1)8時30分～17時30分

（従業員数 45人 ）

正社員以外 03100-  744921 就業場所 岩手県久慈市

（フルタイム） 交替制あり

不問

調理師 あれば尚可

（従業員数 9人 ）

正社員以外 03100-  751921 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45分～17時00分

（従業員数 24人 ）

正社員 03100-  730821 就業場所 岩手県久慈市

（フルタイム） 変形（1年単位）

40歳以下 (1)8時00分～17時00分

（従業員数 15人 ）

正社員 03100-  733421 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)8時45分～17時30分

(2)8時45分～12時30分

薬剤師 必須

（従業員数 4人 ）

正社員 03100-  759321 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30分～18時00分

三級自動車整備士 あれば尚可

（従業員数 16人 ） 大型自動車免許 あれば尚可

正社員 03100-  707221 就業場所 岩手県九戸郡洋野町

（フルタイム）

不問 (1)8時30分～17時30分

（従業員数 19人 ）

正社員以外 03100-  723221 就業場所 岩手県久慈市

（フルタイム）

不問

（従業員数 19人 ）

正社員以外 03100-  725421 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

大型自動車免許 必須

（従業員数 19人 ）

正社員 03100-  728921 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 あれば尚可

（従業員数 25人 ） 介護職員初任者研修修了者 あれば尚可

正社員 03100-  776621 就業場所 岩手県九戸郡洋野町 ホームヘルパー２級 あれば尚可

（フルタイム）

59歳以下 (1)8時00分～17時00分

介護職員初任者研修修了者 あれば尚可

（従業員数 14人 ）

正社員以外 03100-  701621 就業場所 岩手県九戸郡洋野町

解体、土木作業員 カース興業　株式会社 岩手県久慈市畑田２６－１７４
－１

普通自動車運転免許　　必須

162,000円～194,400円
雇用期間の定めなし

解体、土木作業員（正社員） カース興業　株式会社 岩手県久慈市畑田２６－１７４
－１

普通自動車運転免許　　必須

172,500円～207,000円
雇用期間の定めなし

大工 タナカ建築　田中　石男 岩手県久慈市夏井町閉伊口第５
地割５８番地２

普通自動車運転免許　　必須

172,800円～248,400円
雇用期間の定めなし

運転手及び作業員 有限会社　シーアールエム 岩手県久慈市寺里第２９地割６
－１３

普通自動車運転免許　　必須

（AT限定不可）

180,000円～200,000円
雇用期間の定めなし

事務員（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

140,794円～160,186円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

調理員 株式会社　街の駅・久慈 岩手県久慈市中町２丁目５番地
１

160,000円～170,000円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

9時00分～19時00分の間
の8時間程度

菌床しいたけ管理、菌床ブロッ
ク製造

有限会社　越戸きのこ園 岩手県久慈市侍浜町横沼第９地
割１－３

普通自動車運転免許　　必須

（AT限定不可）

165,000円～250,000円
雇用期間の定めなし

舗装作業員・土木作業員 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

普通自動車運転免許　　必須

（AT限定不可）

158,200円～271,200円
雇用期間の定めなし

調剤薬局薬剤師 株式会社　空我　アサ
ヒ薬局　久慈店

岩手県久慈市門前第２地割７－
１

普通自動車運転免許　　あれば尚可

250,000円～375,000円
雇用期間の定めなし

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

普通自動車運転免許　　必須

（AT限定不可）

153,000円～480,000円
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

普通自動車運転免許　　必須

250,000円～250,000円
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）

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

普通自動車運転免許　　必須

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

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

普通自動車運転免許　　必須

（AT限定不可）

233,786円～350,679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

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

175,000円～280,000円
雇用期間の定めなし

介護職員 デイサービスセンター
ひまわり　株式会社
藤森

岩手県九戸郡洋野町種市第２３
地割２５－８９

普通自動車運転免許　　必須

142,096円～150,656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）

不問 (1)8時00分～17時00分

ホームヘルパー２級 必須

（従業員数 7人 ） 介護職員初任者研修修了者 必須

正社員 03100-  719621 就業場所 岩手県九戸郡洋野町 介護福祉士 必須

（フルタイム） 交替制あり

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 あれば尚可

（従業員数 18人 ） ホームヘルパー２級 あれば尚可

正社員 03100-  749221 就業場所 岩手県久慈市 介護職員初任者研修修了者 あれば尚可

（フルタイム） 交替制あり

59歳以下 (1)9時45分～19時15分

(2)9時45分～13時15分

（従業員数 12人 ）

正社員以外 03100-  761021 就業場所 岩手県久慈市

（フルタイム） 交替制あり

40歳以下 (1)8時00分～16時30分

（従業員数 19人 ）

正社員 03100-  742321 就業場所 岩手県九戸郡洋野町

（フルタイム） 変形（1ヶ月単位）

59歳以下 (1)8時30分～17時30分

（従業員数 9人 ）

正社員 03100-  735621 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

第二種電気主任技術者 あれば尚可

（従業員数 0人 ）

無期雇用派遣労働者 04010-16963121 就業場所 岩手県久慈市

（フルタイム）

59歳以下 (1)10時00分～19時00分

（従業員数 0人 ）

正社員 13010-29034121 就業場所 岩手県九戸郡洋野町

（フルタイム）

不問 (1)10時00分～19時00分

（従業員数 0人 ）

正社員 13010-29040321 就業場所 岩手県九戸郡洋野町

（フルタイム）

59歳以下 (1)10時00分～19時00分

（従業員数 0人 ）

正社員 13010-29056521 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)9時00分～18時00分

(2)13時00分～22時00分

看護師 必須

（従業員数 42人 ） 准看護師 必須

正社員以外 14010-13825921 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)9時00分～18時00分

(2)13時00分～22時00分

看護師 必須

（従業員数 42人 ） 准看護師 必須

正社員以外 14010-13892121 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

（従業員数 0人 ）

正社員 33080- 1851321 就業場所 岩手県久慈市

（パートタイム）

不問 (1)8時00分～16時30分

（従業員数 2人 ）

パート労働者 02020- 4134621 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～12時00分

(2)8時30分～15時30分

看護師 必須

（従業員数 24人 ） 准看護師 必須

パート労働者 03010- 6699121 就業場所 岩手県久慈市

（パートタイム）

不問 (1)8時30分～17時15分

（従業員数 49人 ）

パート労働者 03010- 6573321 就業場所 岩手県久慈市

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）

看護師（久慈地区） 公益財団法人　岩手県
対がん協会

岩手県紫波郡矢巾町医大通２丁
目１番６号

普通自動車運転免許　　必須

1,716円～1,765円
日雇（日々雇用または１ヶ月未満）

日常清掃員【久慈警察署・免許
センター】

株式会社　ビー・エム 青森県八戸市下長１丁目１８－
２３

822円～822円
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）

訪問介護職員 株式会社　杉下
Ｎｅｘｔ　ケア・サ
ポートひろの　指定訪
問介護事業所

岩手県九戸郡洋野町種市第３７
地割１１１番地２３

普通自動車運転免許　　必須

145,000円～185,000円
雇用期間の定めなし

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

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

販売員 株式会社　しまむら
ファッションセンター
しまむら久慈店

岩手県久慈市長内町第３０地割
１２－２

127,720円～127,720円
雇用期間の定めなし

鶏舎管理 株式会社　ホクリヨウ
はまなす農場・ＧＰ工
場

岩手県九戸郡洋野町種市第３１
地割９６番地１

普通自動車運転免許　　必須

180,000円～230,960円
雇用期間の定めなし

営業　（久慈営業所） 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

普通自動車運転免許　　必須

（AT限定不可）

348,000円～425,000円
雇用期間の定めなし

施工管理（電気設備管理・保守） 東日本スターワークス
株式会社　仙台テクニ
カルセンター

宮城県仙台市青葉区中央１丁目
２－３　
仙台マ－クワン１９Ｆ

200,000円～350,000円
雇用期間の定めなし

ＷＥＢディレクター／洋野町 アンテナ株式会社 東京都千代田区神田三崎町二丁
目１２－８　ＵＳ水道橋ビル２
階

171,000円～300,000円
雇用期間の定めなし

プログラマー／洋野町 アンテナ株式会社 東京都千代田区神田三崎町二丁
目１２－８　ＵＳ水道橋ビル２
階

171,000円～300,000円
雇用期間の定めなし

ＷＥＢデザイナー／洋野町 アンテナ株式会社 東京都千代田区神田三崎町二丁
目１２－８　ＵＳ水道橋ビル２
階

171,000円～300,000円
雇用期間の定めなし

看護師／洋野コールセンター
（オペレーター）フルタイム

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

256,000円～256,000円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

看護師／宿戸（オペレーター）
フルタイム

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

256,000円～256,000円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

一般作業員（船舶製造；内業）
／久慈工場

株式会社　太香 岡山県井原市青野町２２７８－
１番地

普通自動車運転免許　　必須

（AT限定不可）

289,200円～323,760円
雇用期間の定めなし

5／7



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)10時00分～15時00分

（従業員数 8人 ）

パート労働者 03090-  583021 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-  771821 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-  758421 就業場所 岩手県九戸郡洋野町

（パートタイム） 変形（1年単位）

不問 (1)9時00分～16時00分

フォークリフト運転技能者 あれば尚可

（従業員数 3人 ）

パート労働者 03100-  745121 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

介護職員初任者研修修了者 あれば尚可

（従業員数 39人 ） ホームヘルパー２級 あれば尚可

パート労働者 03100-  721721 就業場所 岩手県久慈市

（パートタイム） 変形（1年単位）

59歳以下 (1)9時00分～16時00分

（従業員数 13人 ）

パート労働者 03100-  716521 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-  696621 就業場所 岩手県久慈市

（パートタイム）

59歳以下

（従業員数 3人 ）

パート労働者 03100-  717421 就業場所 岩手県九戸郡洋野町

（パートタイム）

59歳以下

（従業員数 36人 ）

パート労働者 03100-  740521 就業場所 岩手県久慈市

（パートタイム）

不問 (1)13時00分～16時00分

（従業員数 1人 ）

パート労働者 03100-  760121 就業場所 岩手県久慈市

（パートタイム）

不問

（従業員数 24人 ）

パート労働者 03100-  732521 就業場所 岩手県久慈市

（パートタイム） 交替制あり

不問 (1)7時00分～16時00分

(2)8時00分～17時00分

(3)8時30分～17時30分 介護職員初任者研修修了者 あれば尚可

（従業員数 47人 ） ホームヘルパー２級 あれば尚可

パート労働者 03100-  712021 就業場所 岩手県久慈市

（パートタイム） 交替制あり

不問 (1)15時00分～22時00分

(2)6時00分～8時00分

（従業員数 7人 ）

パート労働者 03100-  703121 就業場所 岩手県久慈市

（パートタイム）

不問 (1)8時30分～17時15分

（従業員数 1人 ）

パート労働者 03100-  754721 就業場所 岩手県久慈市

（パートタイム）

不問 (1)8時30分～17時15分

（従業員数 1人 ）

パート労働者 03100-  755821 就業場所 岩手県久慈市

森林作業業務補助【２】 三陸北部森林管理署
久慈支署

岩手県久慈市夏井町大崎第１４
地割１２番地

普通自動車運転免許　　必須

864円～1,264円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

森林作業業務補助【３】 三陸北部森林管理署
久慈支署

岩手県久慈市夏井町大崎第１４
地割１２番地

普通自動車運転免許　　必須

864円～1,264円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

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

821円～950円
雇用期間の定めなし

介護員 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

普通自動車運転免許　　必須

850円～950円
雇用期間の定めなし 60歳以上

歓迎求人

食品加工（パート） 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

普通自動車運転免許　　必須

821円～821円
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

清掃員（久慈市内の金融機関）
【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

縫製工 株式会社　県北ファッション 岩手県久慈市新中の橋第３７地
割９８番地２

821円～821円
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

惣菜類販売 株式会社　長根商店 岩手県九戸郡洋野町中野９－１
６－１

821円～821円
雇用期間の定めなし

10時00分～16時00分の間
の5時間程度

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

821円～821円
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

縫製工・出荷等 有限会社　いずみ 岩手県久慈市寺里２９地割３３

821円～821円
雇用期間の定めなし

介護職員 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～1,000円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

水産加工員（季節雇用） 株式会社　宏八屋 岩手県九戸郡洋野町種市第２２
地割１３１－３

普通自動車運転免許　　必須

1,000円～1,000円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 60歳以上

歓迎求人

特別支援員（教育委員会・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番地

普通自動車運転免許　　あれば尚可

1,064円～1,064円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

8時00分～15時00分の間
の6時間程度

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

セレモニーアシスタント
【久慈玉泉院】

株式会社　ケーエスエ
ンタープライズ

岩手県九戸郡軽米町大字上舘１
５－１３０－１

普通自動車運転免許　　必須

822円～1,400円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）
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（パートタイム）

不問 (1)8時30分～17時15分

（従業員数 1人 ）

パート労働者 03100-  756221 就業場所 岩手県九戸郡野田村

（パートタイム）

不問 (1)6時00分～13時00分

（従業員数 6人 ）

パート労働者 03100-  737121 就業場所 岩手県九戸郡洋野町

（パートタイム）

64歳以下 (1)8時30分～15時30分

（従業員数 38人 ）

パート労働者 03100-  739721 就業場所 岩手県久慈市

（パートタイム）

64歳以下 (1)8時30分～15時30分

（従業員数 38人 ）

パート労働者 03100-  741421 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 3人 ） 准看護師 必須

パート労働者 03100-  775321 就業場所 岩手県九戸郡洋野町

（パートタイム）

不問

ホームヘルパー２級 必須

（従業員数 7人 ） 介護職員初任者研修修了者 必須

パート労働者 03100-  718321 就業場所 岩手県九戸郡洋野町 介護福祉士 必須

（パートタイム）

不問

（従業員数 6人 ）

パート労働者 03100-  763821 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～18時00分

（従業員数 6人 ）

パート労働者 03100-  764221 就業場所 岩手県九戸郡洋野町

（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 12人 ）

パート労働者 03100-  724521 就業場所 岩手県九戸郡洋野町

（パートタイム） 交替制あり

不問 (1)9時00分～14時00分

(2)18時00分～22時00分

（従業員数 8人 ）

パート労働者 03100-  769921 就業場所 岩手県九戸郡洋野町

（パートタイム）

20歳以上

（従業員数 1人 ）

パート労働者 03100-  777921 就業場所 岩手県久慈市

（パートタイム）

不問 (1)10時00分～15時00分

（従業員数 7人 ）

パート労働者 03100-  765521 就業場所 岩手県久慈市

（パートタイム）

不問 (1)6時00分～9時00分

(2)15時00分～19時00分

（従業員数 1人 ）

パート労働者 03100-  695321 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～13時15分

（従業員数 12人 ）

パート労働者 13010-28619921 就業場所 岩手県久慈市

（パートタイム） 交替制あり

不問 (1)9時00分～13時00分

(2)13時00分～18時00分

(3)18時00分～22時00分 看護師 必須

（従業員数 5人 ） 准看護師 必須

パート労働者 14010-13805521 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

（従業員数 5人 ）

パート労働者 15010- 9658221 就業場所 岩手県久慈市

（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

830円～830円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

看護師／宿戸（オペレーター）
短時間

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

1,600円～1,600円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

ホテルのルームメイク サンリツテクノス株式会社 東京都千代田区神田須田町１丁
目２６－２　松浦ビル８Ｆ

825円～825円
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）

牧場作業員 高山牧場　　高山　よし子 岩手県九戸郡洋野町帯島７－２
４３－２

普通自動車運転免許　　必須

821円～1,000円
雇用期間の定めなし

【障】作業員／農作業 合同会社　ｍａｍ’ｓ　ｈｕｇ 岩手県久慈市中央２丁目３３

821円～821円
雇用期間の定めなし

接客及び調理補助（パート） 駅前酒場　一華 岩手県久慈市中央３丁目３７

900円～1,200円
雇用期間の定めなし

17時00分～23時30分の間
の4時間程度

ホールスタッフ兼調理補助
（海鮮酒房　わだつみ）

株式会社　三陸海鮮　良味 岩手県九戸郡洋野町種市第４地
割９２－９７

821円～900円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

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

1,062円～1,250円
雇用期間の定めなし

総合職 みちのくエコランドマ
ネジメント　株式会社

岩手県九戸郡洋野町種市第４２
地割１４７番

普通自動車運転免許　　必須

900円～1,000円
雇用期間の定めなし

お弁当の製造と宅配 みちのくエコランドマ
ネジメント　株式会社

岩手県九戸郡洋野町種市第４２
地割１４７番

普通自動車運転免許　　必須

830円～830円
雇用期間の定めなし

8時00分～16時00分の間
の5時間程度

訪問介護員【アルバイト可】 株式会社　杉下
Ｎｅｘｔ　ケア・サ
ポートひろの　指定訪
問介護事業所

岩手県九戸郡洋野町種市第３７
地割１１１番地２３

普通自動車運転免許　　必須

1,000円～1,500円
雇用期間の定めなし

8時00分～17時00分の間
の6時間程度

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

1,200円～1,400円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

ミシンオペレーター及び軽作業 株式会社　ミツボシ
久慈工場

岩手県久慈市長内町第３２地割
１８番地１

821円～821円
雇用期間の定めなし

又は9時00分～16時00分
の間の6時間程度

軽作業員 株式会社　ミツボシ
久慈工場

岩手県久慈市長内町第３２地割
１８番地１

821円～821円
雇用期間の定めなし

又は9時00分～16時00分
の間の6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

普通自動車運転免許　　必須

1,000円～1,000円
雇用期間の定めなし

森林作業業務補助【１】 三陸北部森林管理署
久慈支署

岩手県久慈市夏井町大崎第１４
地割１２番地

普通自動車運転免許　　必須

864円～1,264円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）
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