
（フルタイム） 変形（1ヶ月単位）
59歳以下 (1)8時15分～17時00分

正社員 02010-15500321
（フルタイム） 変形（1ヶ月単位）

59歳以下 (1)8時00分～17時00分

２級土木施工管理技士 あれば尚可

正社員 02020-15499221
（フルタイム） 変形（1ヶ月単位）

59歳以下 (1)8時00分～17時00分

正社員 02020-15500721
（フルタイム） 変形（1ヶ月単位）

不問

大型自動車第二種免許 必須

正社員以外 03010-26688421
（フルタイム） 交替制あり

不問 (1)5時00分～14時00分
(2)6時00分～15時00分
(3)10時00分～19時00分

正社員以外 03010-26600721
（フルタイム） 変形（1年単位）

不問 (1)8時00分～17時00分

正社員以外 03100- 2433021
（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級土木施工管理技士 必須

正社員 03100- 2436221
（フルタイム） 変形（1年単位）

64歳以下 (1)8時30分～17時00分

正社員 03100- 2452221
（フルタイム）

64歳以下 (1)8時30分～17時30分

介護支援専門員（ケアマネージャー） 必須

正社員 03100- 2449921
（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)10時00分～19時00分
(3)13時00分～22時00分 介護福祉士 必須

正社員 03100- 2450721
（フルタイム）

59歳以下 (1)8時00分～17時00分

８トン限定中型自動車免許 あれば尚可

正社員 03100- 2444221
（フルタイム） 変形（1年単位）

59歳以下 (1)9時00分～18時00分
(2)8時00分～17時00分
(3)8時30分～17時30分 言語聴覚士 必須

正社員 03100- 2415621
（フルタイム） 変形（1ヶ月単位）

59歳以下 (1)9時00分～18時00分
(2)8時00分～17時00分
(3)8時30分～17時30分 理学療法士 必須

正社員 03100- 2453521
（フルタイム） 交替制あり

不問 (1)6時00分～15時00分
(2)9時30分～18時30分
(3)12時00分～21時00分 調理師 あれば尚可

正社員 03100- 2442721
（フルタイム） 変形（1年単位）

不問 (1)6時55分～16時20分

正社員 03100- 2427721
（フルタイム）

不問 (1)6時55分～16時20分

正社員 03100- 2428821

鶏肉処理加工管理候補 有限会社　タニムラ
フードサービス 岩手県久慈市

普通自動車運転免許　　あれば尚可

195,300円～
245,300円

雇用期間の定めなし 岩手県久慈市長内町第２０地
割８４番地３

鶏肉処理加工 有限会社　タニムラ
フードサービス 岩手県久慈市

160,580円～
160,580円

雇用期間の定めなし 岩手県久慈市長内町第２０地
割８４番地３

調理員 大沢農村振興会　ア
グリパークおおさわ 岩手県九戸郡洋野町

普通自動車運転免許　　必須

150,000円～
200,000円

雇用期間の定めなし 岩手県九戸郡洋野町種市第６
９地割１６－１

理学療法士 介護老人保健施設
ユートピア白滝 岩手県九戸郡洋野町

普通自動車運転免許　　必須

196,400円～
304,000円

雇用期間の定めなし 岩手県九戸郡洋野町中野第３
地割３８－１８２

言語聴覚士 介護老人保健施設
ユートピア白滝 岩手県九戸郡洋野町

普通自動車運転免許　　必須

196,400円～
304,000円

雇用期間の定めなし 岩手県九戸郡洋野町中野第３
地割３８－１８２

運搬作業員 久慈地区環境事業協
同組合 岩手県久慈市

普通自動車運転免許　　必須
（AT限定不可）

160,000円～
170,000円

雇用期間の定めなし 岩手県久慈市湊町第１５地割
１番地６

介護職員 社会福祉法人　野田
白寿会 岩手県九戸郡野田村

普通自動車運転免許　　必須

193,000円～
267,300円

雇用期間の定めなし 岩手県九戸郡野田村大字野田
第２２地割４４－１

介護支援専門員 社会福祉法人　野田
白寿会 岩手県九戸郡野田村

普通自動車運転免許　　必須

223,000円～
267,300円

雇用期間の定めなし 岩手県九戸郡野田村大字野田
第２２地割４４－１

ルートセールス及び作業員 株式会社　福来
岩手県久慈市

普通自動車運転免許　　必須
（AT限定不可）

137,494円～
137,494円

雇用期間の定めなし 岩手県久慈市宇部町第５地割
３１

土木施工管理職 宮城建設　株式会社
岩手県久慈市

普通自動車運転免許　　必須
（AT限定不可）

200,000円～
250,000円

雇用期間の定めなし 岩手県久慈市新中の橋第４地
割３５番地３

土木作業員 宮城建設　株式会社
岩手県久慈市

普通自動車運転免許　　必須

190,080円～
211,680円

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 岩手県久慈市新中の橋第４地
割３５番地３

調理補助（老健ユートピア
白滝）

富士産業　株式会社
岩手事業部 岩手県九戸郡洋野町

149,640円～
154,800円

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 岩手県盛岡市盛岡駅前通１５
－２０　
東日本不動産盛岡駅前ビル４

嘱託バス運転士（久慈営業所） 岩手県北自動車　株
式会社 岩手県久慈市

124,000円～
135,260円

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 岩手県盛岡市厨川１－１７－
１８ 0時00分～23時59分の間

の7時間以上

現場作業員（シール工・左
官工・塗装工）【久慈市】

株式会社　カワサキ
ＲＣＣ 岩手県久慈市

普通自動車運転免許　　必須
（AT限定不可）

189,600円～
284,400円

雇用期間の定めなし 青森県八戸市南類家２丁目２
２－１４

現場管理者（シール工・左
官工・塗装工）【久慈市】

株式会社　カワサキ
ＲＣＣ 岩手県久慈市

普通自動車運転免許　　必須
（AT限定不可）

190,000円～
290,000円

雇用期間の定めなし 青森県八戸市南類家２丁目２
２－１４

必要な免許資格

営業職（久慈支店） 株式会社　角弘
岩手県久慈市

普通自動車運転免許　　必須

180,000円～
250,000円

雇用期間の定めなし 青森県青森市第二問屋町３丁
目７－１０

職　種 年　齢 賃　金 求人者名 就業場所・所在地 就業時間

◎ 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。

◎ フルタイム求人の賃金は月額、パートタイム求人の賃金は時給です。

◎ この求人の中でも、すでに採用者が決まり取下げとなっている場合があります。

《お問合せはハローワーク久慈まで》 ℡0194-53-3374 平日8：30～17：1511月18日発行(次回11月25日) ※ 11月10日～11月16日に受理した求人です。
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必要な免許資格職　種 年　齢 賃　金 求人者名 就業場所・所在地 就業時間

《お問合せはハローワーク久慈まで》 ℡0194-53-3374 平日8：30～17：1511月18日発行(次回11月25日) ※ 11月10日～11月16日に受理した求人です。

（フルタイム） 変形（1ヶ月単位）
不問 (1)6時30分～15時30分

(2)8時30分～17時30分

(3)12時00分～21時00分

正社員以外 03100- 2435821
（フルタイム） 変形（1ヶ月単位）

45歳以下 (1)9時00分～18時00分

正社員 03100- 2448621
（フルタイム） 変形（1年単位）

不問 (1)8時00分～18時00分

正社員 03100- 2439321
（フルタイム） 変形（1年単位）

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

正社員以外 03100- 2424921
（フルタイム）

64歳以下 (1)8時30分～17時30分

正社員 03100- 2430621
（フルタイム）

64歳以下 (1)8時30分～17時30分

正社員 03100- 2432121
（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 必須

ホームヘルパー２級 必須

正社員以外 03100- 2416921 介護福祉士 必須

（フルタイム）
59歳以下 (1)8時00分～17時00分

大型自動車免許 あれば尚可

正社員 03100- 2421421
（フルタイム）

64歳以下 (1)8時15分～17時15分

介護支援専門員（ケアマネージャー） 必須

社会福祉士 必須

正社員 03100- 2451821 介護福祉士 必須

（フルタイム） 変形（1ヶ月単位）
45歳以下 (1)8時00分～17時00分

正社員 03100- 2434721
（パートタイム）

不問

パート労働者 03100- 2426021
（パートタイム）

不問

パート労働者 03100- 2423621
（パートタイム） 交替制あり

不問

パート労働者 03100- 2425121
（パートタイム）

不問

パート労働者 03100- 2437521
（パートタイム） 交替制あり

不問 (1)9時00分～14時00分

(2)10時00分～15時00分

パート労働者 03100- 2438421
（パートタイム）

64歳以下 (1)10時00分～15時00分

パート労働者 03100- 2422321

塗装工 三上船舶工業　株式会社
（八戸事業所　久慈工
場）

岩手県久慈市

172,000円～
223,600円

雇用期間の定めなし 岩手県久慈市夏井町閉伊口第
８地割７４番地１５

相談員兼介護員 企業組合労協センター
事業団　野田事業所 岩手県九戸郡野田村

普通自動車運転免許　　必須

155,640円～
173,640円

雇用期間の定めなし 岩手県九戸郡野田村大字野田
第２０地割２４－１

養豚作業 株式会社　森外産業
岩手県九戸郡洋野町

普通自動車運転免許　　あれば尚可

（AT限定不可）

204,000円～
300,000円

雇用期間の定めなし 岩手県九戸郡洋野町上舘第５
７地割３番地１２

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

151,500円～
156,500円

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 岩手県久慈市長内町第２９地
割６－６

剣道防具職人 株式会社　ミツボシ
久慈工場 岩手県久慈市

137,000円～
137,000円

雇用期間の定めなし 岩手県久慈市長内町第３２地
割１８番地１

縫製工 株式会社　ミツボシ
久慈工場 岩手県久慈市

137,000円～
137,000円

雇用期間の定めなし 岩手県久慈市長内町第３２地
割１８番地１

物販販売及び商品管理 太陽の野菜畑　株式会社
岩手県久慈市

普通自動車運転免許　　必須

147,744円～
147,744円

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 岩手県久慈市長内町第１７地
割１００番地１０ 又は8時00分～15時00分

の間の6時間程度

大工 タナカ建築　田中　石男
岩手県久慈市

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 岩手県久慈市夏井町閉伊口第
５地割５８番地２

販売員及び事務 有限会社　ケアサ
ポートホソタ 岩手県久慈市

150,000円～
200,000円

雇用期間の定めなし 岩手県久慈市旭町第１０地割
６３

生活支援員 社団医療法人　祐和
会　生活訓練施設
銀杏荘

岩手県久慈市
普通自動車運転免許　　必須

166,200円～
176,000円

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 岩手県久慈市門前第１地割１
５１－１

【障】事務補助員 洋野町役場
岩手県九戸郡洋野町

972円～1,108円雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 岩手県九戸郡洋野町種市第２
３地割２７番地 8時30分～17時00分の間

の7時間程度

事務補助（市民課・会計年
度任用職員）

久慈市役所
岩手県久慈市

905円～968円雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 岩手県久慈市川崎町１－１
8時30分～17時15分の間
の7時間程度

調理作業、接客、食材管理等 株式会社　細谷地
岩手県久慈市

普通自動車運転免許　　必須

855円～855円雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 岩手県久慈市長内町第１７地
割１００番地１０ 9時00分～18時30分の間

の5時間以上

ホールスタッフ【パート】 株式会社　大宮
岩手県久慈市

普通自動車運転免許　　あれば尚可

860円～860円雇用期間の定めなし 岩手県久慈市長内町第３４地
割２６－１ 10時00分～17時00分の

間の5時間程度

調理補助（パート） 株式会社　大宮
岩手県久慈市

860円～900円雇用期間の定めなし 岩手県久慈市長内町第３４地
割２６－１ 又は8時00分～20時30分

の間の5時間程度

販売員 有限会社　北三陸天
然市場 岩手県久慈市

普通自動車運転免許　　必須

860円～860円雇用期間の定めなし 岩手県久慈市長内町第２９地
割２９－５
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必要な免許資格職　種 年　齢 賃　金 求人者名 就業場所・所在地 就業時間

《お問合せはハローワーク久慈まで》 ℡0194-53-3374 平日8：30～17：1511月18日発行(次回11月25日) ※ 11月10日～11月16日に受理した求人です。

（パートタイム）

不問 (1)12時30分～16時30分

パート労働者 03100- 2445521
（パートタイム）

不問 (1)8時00分～12時30分

パート労働者 03100- 2446421
（パートタイム）

64歳以下 (1)8時30分～15時30分

パート労働者 03100- 2429221
（パートタイム） 交替制あり

59歳以下 (1)9時00分～17時00分

(2)12時15分～20時15分

パート労働者 03100- 2447321
（パートタイム） 交替制あり

不問

パート労働者 12010-34900721

生活支援員（デイサービス担
当：１２：３０～１６：３
０）

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

854円～880円雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）
岩手県久慈市天神堂第３２地
割８

生活支援員（デイサービス担
当：８：００～１２：３０）

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

854円～900円雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）
岩手県久慈市天神堂第３２地
割８

縫製工（パート） 株式会社　ミツボシ
久慈工場 岩手県久慈市

854円～854円雇用期間の定めなし
岩手県久慈市長内町第３２地
割１８番地１ 又は9時00分～17時30分

の間の6時間程度

売場担当 ＤＣＭ　久慈店
岩手県久慈市

877円～877円雇用期間の定めなし
岩手県久慈市長内町第３４地
割６０

アミューズメント施設の接客
スタッフ（ＰＡＬＯ久慈店）

株式会社　イオン
ファンタジー 岩手県久慈市

860円～950円雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）
千葉県千葉市美浜区中瀬　１
－５－１　イオンタワー１３
Ｆ

10時00分～21時59分の
間の4時間以上

★前月末で期限が到来し、同内容で再公開した求人(更新求人)は掲載しておりません。

★ハローワークインターネットサービスまたはハローワーク窓口でご覧ください。

ハローワークインターネットサービスhttps://www.hellowork.mhlw.go.jp/

～ハローワーク久慈 求人情報 設置場所～
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