
◎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）

℡ 利用
時間

～ハローワーク求人情報一覧は、ここにも置いてあります！！～

３月25日(金)発行

次回予定日

4月1日(金)10時

　ハローワーク久慈からの
お 知 ら せ

○毎週火曜日 ９：３０～１７：００（受付１６：００まで）
（１２：００～１３：００を除く）

○相 談 内 容 「解雇」「賃金不払い」などの労働条件に関すること

のほか「就業規則作成・見直し」「各種労使協定書の

作成」など幅広い相談をお受けしております。

二戸労働基準監督署

ハローワークインターネットサービス

【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

【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）

【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



職　種 年　齢 賃　金 求人者名 就業時間

（フルタイム） 変形（1ヶ月単位）

64歳以下 (1)6時00分～13時00分

(2)13時00分～20時00分

(3)6時00分～20時00分 介護職員初任者研修修了者 あれば尚可

（従業員数 2人 ）

正社員 02010- 4091821 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

（従業員数 25人 ）

正社員以外 02020- 4306721 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）

不問

保育士 必須

（従業員数 14人 ）

正社員以外 03010- 7283521 就業場所 岩手県久慈市

（フルタイム）

不問

（従業員数 14人 ）

正社員以外 03100-  788721 就業場所 岩手県下閉伊郡普代村

（フルタイム）

40歳以下 (1)8時30分～17時15分

（従業員数 13人 ）

正社員 03100-  797821 就業場所 岩手県久慈市

（フルタイム） 変形（1ヶ月単位）

18歳～64歳 (1)8時00分～17時30分

(2)17時00分～2時30分

普通自動車第二種免許 あれば尚可

（従業員数 7人 ）

正社員 03100-  795021 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-  813421 就業場所 岩手県九戸郡野田村

（フルタイム） 変形（1年単位）

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-  804521 就業場所 岩手県久慈市

（フルタイム）

64歳以下 (1)7時00分～16時00分

（従業員数 14人 ） その他の免許資格 あれば尚可

正社員 03100-  815621 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)6時00分～15時00分

(2)9時30分～18時30分

(3)10時30分～19時30分 調理師 必須

（従業員数 91人 ）

正社員 03100-  814321 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)8時30分～17時00分

(2)10時30分～19時00分

（従業員数 60人 ）

正社員以外 03100-  805421 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）

不問 (1)7時00分～16時00分

(2)9時15分～18時15分

(3)11時30分～20時30分

（従業員数 63人 ）

正社員以外 03100-  807621 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）

59歳以下 (1)8時30分～18時00分

ホームヘルパー２級 必須

（従業員数 11人 ） 介護職員初任者研修修了者 必須

正社員 03100-  786121 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ヶ月単位）

59歳以下 (1)8時30分～18時00分

看護師 必須

（従業員数 11人 ） 准看護師 必須

正社員 03100-  787021 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)9時00分～18時00分

(2)7時30分～19時00分

保育士 必須

（従業員数 12人 ） 理学療法士 必須

正社員 03100-  789821 就業場所 岩手県久慈市 作業療法士 必須

（フルタイム）

不問 (1)6時00分～10時00分

(2)15時00分～19時00分

（従業員数 1人 ）

正社員 03100-  790421 就業場所 岩手県九戸郡洋野町

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

166,171円～202,400円
雇用期間の定めなし

支援員 特定非営利活動法人
ｍａｚｅｌ．ｂｅ

岩手県久慈市門前第３地割１５
２番地１

普通自動車運転免許　　必須

155,800円～212,900円
雇用期間の定めなし

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

普通自動車運転免許　　必須

150,000円～180,000円
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

普通自動車運転免許　　必須

141,240円～154,080円
雇用期間の定めなし

介護員 社会福祉法人　普代福祉会 岩手県下閉伊郡普代村第２４地
割字鳥居５－１

普通自動車運転免許　　必須

148,500円～180,000円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

販売及び接客（農産物直売所） 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

普通自動車運転免許　　必須

122,850円～136,500円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

調理正職員（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

160,260円～256,400円
雇用期間の定めなし

工場内作業員または伐採作業員 有限会社　丸與木材店 岩手県久慈市川貫第７地割５９
－５

普通自動車運転免許　　必須

136,620円～190,440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 あれば尚可

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

普通自動車運転免許　　必須

160,000円～180,000円
雇用期間の定めなし

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

141,869円～146,880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

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

普通自動車運転免許　　必須

（AT限定不可）

140,400円～143,000円
雇用期間の定めなし

総合事務 久慈商工会議所 岩手県久慈市十八日町１丁目４
５番地

普通自動車運転免許　　必須

147,400円～216,700円
雇用期間の定めなし

フロント・接客係（くろさき
荘・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

普通自動車運転免許　　必須

147,400円～224,500円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

6時00分～22時00分の間
の7時間以上

保育士（久慈市） 株式会社　プライム
ツーワン　東北支局

岩手県盛岡市上田１丁目２－１
６　（あゆみ保育所内）

160,000円～170,000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8時間程度

普通自動車運転免許　　あれば尚可

173,600円～195,300円
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）

雇用期間の定めなし

太陽光パネル運搬設置作業員 有限会社　八角産業 青森県八戸市類家５丁目２６－
２６

必要な免許資格所在地・就業場所

管理人兼調理補助（シルバー
ピュア久慈）

特定非営利活動法人
ラ・シャリテ

青森県青森市第二問屋町３丁目
３－３１

160,000円～160,000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） 交替制あり

不問 (1)10時00分～19時00分

(2)10時30分～19時30分

(3)11時00分～20時00分

（従業員数 10人 ）

有期雇用派遣労働者 04010-18442721 就業場所 岩手県久慈市

（フルタイム）

18歳以上

（従業員数 19人 ）

正社員以外 13040-31410721 就業場所 岩手県久慈市

（フルタイム）

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 2人 ） ８トン限定中型自動車免許 あれば尚可

正社員 14030- 2681521 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 15人 ）

パート労働者 03010- 7090521 就業場所 岩手県久慈市

（パートタイム） 交替制あり

不問

看護師 必須

（従業員数 12人 ） 准看護師 必須

パート労働者 03010- 7185821 就業場所 岩手県久慈市

（パートタイム）

18歳以上 (1)6時00分～7時00分

(2)17時15分～19時15分

（従業員数 1人 ）

パート労働者 03010- 7161221 就業場所 岩手県久慈市

（パートタイム）

不問 (1)9時00分～15時00分

（従業員数 13人 ）

パート労働者 03100-  793921 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 610人 ）

パート労働者 03100-  791321 就業場所 岩手県久慈市

（パートタイム）

不問

（従業員数 350人 ）

パート労働者 03100-  799521 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

保健師 必須

（従業員数 13人 ） 看護師 必須

パート労働者 03100-  809121 就業場所 岩手県久慈市

（パートタイム）

不問

（従業員数 29人 ）

パート労働者 03100-  810821 就業場所 岩手県久慈市

（パートタイム）

不問 (1)13時00分～17時00分

（従業員数 7人 ）

パート労働者 03100-  785921 就業場所 岩手県下閉伊郡普代村

（パートタイム）

不問 (1)8時30分～13時00分

（従業員数 9人 ）

パート労働者 03100-  812521 就業場所 岩手県九戸郡野田村

（パートタイム）

59歳以下

（従業員数 17人 ）

パート労働者 03100-  794121 就業場所 岩手県久慈市

（パートタイム） 交替制あり

不問 (1)5時30分～13時30分

(2)9時00分～17時00分

(3)12時00分～20時00分

（従業員数 19人 ）

パート労働者 03100-  792621 就業場所 岩手県久慈市

（パートタイム）

不問 (1)9時30分～16時00分

（従業員数 16人 ）

パート労働者 03100-  798221 就業場所 岩手県久慈市

土工／未経験者歓迎 株式会社　神奈川フェ
ンス土木

神奈川県横浜市戸塚区汲沢町３
０２

255,000円～359,999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

大手家電量販店でのスマホ受付
案内［久慈市］

株式会社　アイヴィ
ジット　東北支店

宮城県仙台市青葉区本町２丁目
３－１０　仙台本町ビル７階

201,600円～210,000円
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）

アルバイト事務員（久慈地区） 学校法人　岩手医科大
学（岩手医科大学附属
病院）

岩手県紫波郡矢巾町医大通１丁
目１番１号
（医大通２丁目１番１号）

912円～1,093円
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）

8時00分～18時00分の間
の8時間程度

登録型ＧＭＲＣ（アルバイト／
久慈地区）

学校法人　岩手医科大
学（岩手医科大学附属
病院）

岩手県紫波郡矢巾町医大通１丁
目１番１号
（医大通２丁目１番１号）

988円～1,616円
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）

8時00分～18時00分の間
の6時間以上

施設警備（岩手県立久慈高等学校） 株式会社　寿広 岩手県盛岡市南大通２丁目８－
１

821円～821円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

事務員 有限会社　池野製材所 岩手県久慈市大川目町第３地割
４０番地２

普通自動車運転免許　　必須

822円～822円
雇用期間の定めなし

作業員（道路河川維持課・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

（AT限定不可）

821円～890円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

事務補助（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　　あれば尚可

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

保健師又は看護師（保健推進
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

1,185円～1,400円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

事務補助（経営企画部・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

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

清掃員（普代村ふれあい交流センター） 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

821円～821円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

惣菜担当 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

鮮魚加工作業員 株式会社　丸才 岩手県久慈市長内町第３７地割
１５－２３

821円～1,000円
雇用期間の定めなし

8時00分～17時00分の間
の5時間程度

調理業務（リハビリタウンくじ） 有限会社　久慈医療サービス 岩手県久慈市中の橋１丁目５番
地

830円～930円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 60歳以上

歓迎求人

事務補佐員 久慈税務署 岩手県久慈市川崎町１５－１５

900円～930円
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）

3／4



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45分～15時45分

（従業員数 8人 ）

パート労働者 03100-  811221 就業場所 岩手県久慈市

（パートタイム） 交替制あり

不問

調理師 あれば尚可

（従業員数 12人 ）

パート労働者 03100-  784621 就業場所 岩手県九戸郡洋野町

（パートタイム）

不問 (1)8時15分～12時25分

（従業員数 6人 ）

パート労働者 03100-  803221 就業場所 岩手県久慈市

（パートタイム） 交替制あり

不問 (1)23時00分～8時00分

(2)0時00分～9時00分

介護職員初任者研修修了者 必須

（従業員数 38人 ） 介護職員実務者研修修了者 必須

パート労働者 03100-  800021 就業場所 岩手県久慈市 介護福祉士 必須

（パートタイム）

59歳以下 (1)13時00分～21時00分

（従業員数 42人 ）

パート労働者 03100-  801721 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 (1)8時00分～16時00分

(2)10時00分～18時00分

（従業員数 42人 ）

パート労働者 03100-  802821 就業場所 岩手県久慈市

（パートタイム）

不問

（従業員数 0人 ）

パート労働者 03100-  796721 就業場所 岩手県久慈市

洗い場及び調理補助 株式会社　街の駅・久慈 岩手県久慈市中町２丁目５番地
１

830円～830円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

又は9時00分～19時00分
の間の5時間程度

調理員（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

821円～821円
雇用期間の定めなし 60歳以上

歓迎求人 6時00分～18時30分の間
の5時間

食肉加工員 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

又は8時15分～16時00分
の間の4時間以上

訪問介護職員【パート・夜勤専門】 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

860円～890円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

集配ドライバー（パート） 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

普通自動車運転免許　　必須

（AT限定不可）

1,429円～1,429円
雇用期間の定めなし

受付事務（パート） 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

一般事務 有限会社　トキオ商事 岩手県久慈市中央２丁目２番地 普通自動車運転免許　　必須

880円～950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
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