
交替制あり

150,000 円 (1)7時30分～16時00分
～ (2)15時30分～0時00分 〈週休二日制〉

派遣・請負ではない 201,000 円 (3)23時30分～8時00分 その他

1人 (求人番号)

変形（1年単位）

200,000 円 (1)8時00分～17時00分
～ 〈週休二日制〉

派遣・請負ではない 300,000 円 その他

2人 (求人番号)

変形（1年単位）

210,000 円 (1)8時00分～17時00分
～ 〈週休二日制〉

派遣・請負ではない 480,000 円 その他

2人 (求人番号)

変形（1年単位）

250,000 円 (1)8時00分～17時00分
～ 〈週休二日制〉

派遣・請負ではない 400,000 円 その他

2人 (求人番号)

交替制あり

164,500 円 (1)8時30分～17時30分
～ (2)16時30分～9時30分 〈週休二日制〉

派遣・請負ではない 164,500 円 その他

2人 (求人番号)

142,688 円 (1)8時00分～17時00分
～ 〈週休二日制〉

派遣・請負ではない 161,928 円 毎　週

1人 (求人番号)

交替制あり

96,667 円 (1)14時00分～18時30分
～ (2)7時50分～13時00分 〈週休二日制〉

派遣・請負ではない 96,667 円 (3)12時50分～18時30分 その他

1人 (求人番号)

変形（1年単位）

173,052 円 (1)8時50分～17時10分
～ 〈週休二日制〉

派遣・請負ではない 173,052 円 その他

1人 (求人番号)

変形（1ヶ月単位）

180,000 円 (1)8時00分～17時00分
～ 〈週休二日制〉

派遣・請負ではない 220,000 円 その他

1人 (求人番号)

交替制あり

140,140 円 (1)8時30分～17時00分
～ (2)9時30分～18時00分 〈週休二日制〉

派遣・請負ではない 140,140 円 毎　週

1人 (求人番号)

変形（1年単位）

155,250 円 (1)8時30分～17時00分
～ 〈週休二日制〉

派遣・請負ではない 224,250 円 その他

1人 (求人番号)

交替制あり

180,000 円 (1)7時00分～16時00分
～ (2)9時00分～18時00分 〈週休二日制〉

請負 230,000 円 その他

1人 (求人番号)

令和３年２月１２日 発行

（ 次回発行予定 : 令和３年２月１９日） 　★ 応募には、ハローワーク発行の「紹介状」が必要です

職　種
年齢
省令

人数
賃金

事業所名・所在地
仕事の内容等 就業時間

休日

加入保険

正社員 法令の規
定により
年齢制限

大分県津久見市志手町１１番２６号

雇用期間の定めなし 雇用・労災・
健康・厚生

通勤

（手当）求人番号

炭酸カルシウム製造業務
18歳～
40歳

株式会社　ニューライム 生石灰、消石灰を原料に炭酸カルシウム
を製造する工程（反応工程、脱水工程、
乾燥工程、粉砕、袋詰工程）及び付随す
る業務を行います。いずれの工程も専用
の設備（機械）を使用します。
フォークリフトの資格所得後、原材料・資
材等の運搬を行います。

他 ﾏｲｶｰ通勤 可

駐車場　あり

実費支給（上限あり）

44060-  704011 月額　17,000円まで

現場監督見習い
64歳以

下

株式会社　豊産業 土木作業場での打ち合わせ、段取り、現
場管理、現場での品質、工程、安全管
理、見積書作成及び土木作業等の補助
をしながら仕事を覚えてもらいます。現場
は主に臼杵・津久見市内となります。

日他 ﾏｲｶｰ通勤 可

駐車場　あり

正社員 定年を上
限

大分県臼杵市大字末広２６３２番地
２雇用期間の定めなし 雇用・労災・

健康・厚生
なし

正社員 定年を上
限

大分県臼杵市大字末広２６３２番地
２雇用期間の定めなし 雇用・労災・

健康・厚生

44060-  754411

土木施工管理技術者
64歳以

下

株式会社　豊産業 主として官公庁発注の公共工事（土木・
舗装・法面工事）の施工管理業務を行い
ます。官公庁等への提出する申請書類
作成、写真管理、打ち合わせ、その他付
随する業務、及び現場での土木作業も行
います。現場は主に臼杵・津久見市内と
なります。

日他 ﾏｲｶｰ通勤 可

駐車場　あり

なし

44060-  755011

土木施工管理員 不問

有限会社　東洋興産 主に臼杵市・津久見市・豊後大野市の工
事現場で施工管理業務。一般土木工事、
公共工事の現場での管理監督業務。官
公庁等への提出する申請書類の作成業
務。現場での土木作業等。

日他 ﾏｲｶｰ通勤 可

駐車場　あり

正社員
不問

大分県臼杵市大字井村３０２９番地

雇用期間の定めなし 雇用・労災・
健康・厚生

実費支給（上限あり）

正社員 定年を上
限

大分県臼杵市大字海添２５０番地

雇用期間の定めなし 雇用・労災・
健康・厚生

44060-  743211 月額　10,000円まで

正・准看護師
18歳～
64歳

一般社団法人　臼杵市医師会　介
護老人保健施設　南山園

介護老人保健施設での医師の指導に基
づいての処置、服薬管理等、血圧、検温
等のバイタルチェック等の看護業務全般
を行います。
及び、日常生活における介護業務全般も
行います。

他 ﾏｲｶｰ通勤 可

駐車場　あり

実費支給（上限あり）

44060-  666311 月額　11,300円まで

支援員（あゆみ）
59歳以

下

社会福祉法人　豊友会　うばめ園 利用者１５名程度の生活支援を行いま
す。日常生活に必要な、動作、活動（食
事、入浴、ハミガキ等）の支援及び運動
機能維持の為に行うストレッチ運動等の
支援を支援員４名で行います。また、社
用車（ＭＴ車・セレナ等）を使い送迎業務
等も行います。

日祝他 ﾏｲｶｰ通勤 可

駐車場　あり

正社員 定年を上
限

大分県津久見市大字上青江３５４９
番地雇用期間の定めなし 雇用・労災・

健康・厚生
実費支給（上限あり）

正社員
不問

大分県臼杵市大字掻懐１４８３　「臼
杵市立臼杵南小学校　ランチルー
ム」内

雇用期間の定めなし 雇用・労災・
健康・厚生

44060-  720011 月額　10,800円まで

放課後児童支援員 不問

臼杵南児童クラブ　みなみ風 小学校に就業している児童を放課後、土
曜日、長期休暇に適切な遊
びや生活の支援等を行います。各種行
事や課外活動の支援等。
その他、施設内の整理整頓、清掃等関
連する業務を行います。

日祝他 ﾏｲｶｰ通勤 可

駐車場　あり

なし

44060-  761511

自動車教習所指導養成員
44歳以

下

山口産業　株式会社　亀の井自動
車学校・臼杵

自動車学校での教習指導養成員に関す
る業務
施設の管理、車両の管理・清掃等、教習
に必要な資料・教材の準備等の教習指
導員の補助業務、免許取得の研修等を
しながら、中型自動車免許取得及び指定
自動車教習所指導（共に免許取得制度

日祝他 ﾏｲｶｰ通勤 可

駐車場　あり

正社員 キャリア
形成

大分県臼杵市大字井村１８００番地

雇用期間の定めなし 雇用・労災・
健康・厚生

なし

正社員 キャリア
形成

大分県津久見市門前町８－２１

雇用期間の定めなし 雇用・労災・
健康・厚生

44060-  758911

インテリアコーディネー
ター

44歳以
下

有限会社　遠藤建材社 お客様の要望をお聞きして、インテリア用
品（床、壁紙、照明、水回り等）の提案を
行ってもらいます。大分のショールームに
お客様を連れて行くこともあります。お客
様の要望に沿ったベストな提案を行い、
お客様と一緒に理想の家づくりができる、
やりがいのある仕事です。

日祝他 ﾏｲｶｰ通勤 可

駐車場　あり

実費支給（上限あり）

44060-  767111 月額　10,000円まで

観光案内事務員 不問

臼杵市観光情報協会 観光交流プラザコンシェルジュ
総合観光案内所の業務、館内案内業務
土産品、特産品の紹介及びＰＲに関する
こと
事務作業（書類の作成、データ入力、ＰＯ
Ｐ作成等）
宣伝広告、イベント企画事業に関するこ

他 ﾏｲｶｰ通勤 可

駐車場　あり

正社員以外
不問

大分県臼杵市大字臼杵１００－２

雇用期間の定めあり（４ヶ月未満） 雇用・労災・
健康・厚生

実費支給（上限あり）

契約更新の可能性あり（原則更新）

正社員 定年を上
限

大分県臼杵市大字稲田字田ノ口

雇用期間の定めなし 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

44060-  702511 月額　5,600円まで

一般事務員
64歳以

下

株式会社　なる良 一般事務業務を行います。主な内容は、
電話、来客応対、受注業務、受注伝票の
整理、請求書の作成、パソコンを使用し
たデータ入力作業、その他付随した業務
となっております。外出用務はありませ
ん。

日祝他 ﾏｲｶｰ通勤 可

駐車場　あり

なし

44060-  734811

（請）栄養士（津久見市大
字長目・しおさい）

不問

富士産業　株式会社　大分事業部 津久見市大字長目にある「介護老人福
祉施設　しおさい」内厨房にて、入所者の
方の食事を作る仕事です

献立作成、発注・在庫管理、食数管理、
検収、ＰＣ事務処理、


他 ﾏｲｶｰ通勤 可

駐車場　あり

正社員以外
不問

大分県大分市府内町３丁目４番２０
号　大分恒和ビル８Ｆ雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 雇用・労災・

健康・厚生
実費支給（上限あり）

契約更新の可能性あり（条件あり） 44010- 4024711 月額　30,000円まで

☎ ０９７2-２４-８６０９

ハローワーク佐伯
（佐伯公共職業安定所）

☎ 0972-64-0258

津久見市ふるさとハローワーク 

臼杵市ふるさとハローワーク 

☎ 0972-82-8609

ハローワーク

インターネットサービス

◎ 主に「02.03 ～ 02.09」に受理した求人を掲載しています。

＊紙面スペースの都合で、文字が途中で途切て不自然な箇所 や 内容の全が掲載できていない個所 があります。ご了承願います。

＊労働時間よっては、記載されている各種保険に加入できない場合があります。

＊求人内容の確認や応募希望の方は、お近くのハローワークへお越し願います。なお、条件変更の場合や採用等で取消されている場合もあります。



変形（1ヶ月単位）

161,600 円 (1)10時00分～19時00分
～ 〈週休二日制〉

派遣・請負ではない 219,400 円 毎　週

2人 (求人番号)

変形（1ヶ月単位）

161,000 円 (1)9時00分～17時00分
～ 〈週休二日制〉

派遣・請負ではない 161,000 円 その他

1人 (求人番号)

変形（1年単位）

155,000 円 (1)8時30分～17時30分
～ 〈週休二日制〉

派遣・請負ではない 250,000 円 その他

1人 (求人番号)

変形（1年単位）

206,800 円 (1)8時00分～17時30分
～ 〈週休二日制〉

派遣・請負ではない 307,200 円 その他

1人 (求人番号)

200,000 円 (1)8時30分～17時30分
～ 〈週休二日制〉

派遣・請負ではない 200,000 円 毎　週

1人 (求人番号)

180,000 円 (1)18時00分～6時00分
～ 〈週休二日制〉

派遣・請負ではない 200,000 円 その他

2人 (求人番号)

交替制あり

150,000 円 (1)8時00分～17時00分
～ (2)15時00分～0時00分 〈週休二日制〉

派遣・請負ではない 213,000 円 (3)22時00分～7時00分 毎　週

2人 (求人番号)

184,000 円 (1)8時00分～17時00分
～ 〈週休二日制〉

請負 225,400 円 その他

2人 (求人番号)

変形（1年単位）

210,000 円 (1)8時00分～17時00分
～ 〈週休二日制〉

請負 315,000 円 その他

1人 (求人番号)

176,000 円 (1)8時00分～17時00分
～ 〈週休二日制〉

請負 281,600 円 毎　週

5人 (求人番号)

184,000 円 (1)8時00分～17時00分
～ 〈週休二日制〉

請負 225,400 円 その他

2人 (求人番号)

変形（1年単位）

121,874 円 (1)9時00分～17時00分
～ 〈週休二日制〉

派遣・請負ではない 121,874 円 その他

1人 (求人番号)

変形（1年単位）

153,800 円 (1)8時00分～17時00分
～ 〈週休二日制〉

派遣・請負ではない 220,000 円 その他

1人 (求人番号)

160,000 円 (1)7時45分～16時45分
～ 〈週休二日制〉

派遣・請負ではない 200,000 円 毎　週

1人 (求人番号)

交替制あり

140,832 円 (1)5時30分～15時00分
～ (2)9時30分～19時00分 〈週休二日制〉

請負 164,160 円 毎　週

1人 (求人番号)

正社員以外
不問

鹿児島県鹿児島市中山２丁目１－３

（水喰バス停から徒歩１分）

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 雇用・労災・
健康・厚生

店内販売業務［臼杵店：臼
杵市］（１２０９）

不問

株式会社　九州テックランド　鹿児
島支社

○ヤマダＨＤグループ九州テックランド臼
杵店において、
　家電製品、ＯＡ機器、情報機器等の販
売を行う。

※正社員登用制度あり
＊地域限定社員制度あり

他 ﾏｲｶｰ通勤 可

駐車場　あり

実費支給（上限なし）

契約更新の可能性あり（条件あり） 46010- 5501911

家具販売員（臼杵店） 不問

有限会社　家具サロンタカハシ 来店されたお客様の接客、案内、販売業
務、また開店前の家具等の清掃の準備、
及びインテリア雑貨の陳列、清掃等のそ
の他付随する家具・インテリア雑貨の販
売業務全般を行います。

他 ﾏｲｶｰ通勤 可

駐車場　あり

正社員
不問

大分県臼杵市大字江無田２５２－１

雇用期間の定めなし 雇用・労災・
健康・厚生

実費支給（上限あり）

正社員 定年を上
限

熊本県菊池郡大津町大字引水７８９
番地１雇用期間の定めなし 雇用・労災・

健康・厚生・
財形

44060-  768711 月額　10,000円まで

ルート営業（野津営業所）
59歳以

下

株式会社　中九州クボタ 〇農業用機械の販売及び修理
【主な仕事内容】
・基本は既存顧客への営業訪問
・その他、調子伺い訪問、点検訪問
・上記に付随する業務

※社用車貸与（ＭＴ車）

日祝他 ﾏｲｶｰ通勤 可

駐車場　あり

実費支給（上限あり）

43030- 1405411 月額　19,000円まで

営業（建設機械レンタルの
営業）（正）／臼杵市

39歳以
下

株式会社　南陽レンテック 既存顧客の訪問及び機械等レンタルの
提案
取引先のアフターフォロー及び新規取引
先の開拓
見積書作成、配送等

＊社用車（普通車）使用

日祝他 ﾏｲｶｰ通勤 可

駐車場　あり

正社員 キャリア
形成

福岡県福岡市博多区西月隈１丁目１
５番２９号雇用期間の定めなし 雇用・労災・

健康・厚生
実費支給（上限あり）

正社員以外 定年を上
限

大分県臼杵市大字江無田２８０－２

雇用期間の定めなし 雇用・労災・
健康・厚生

40010- 7697011 月額　50,000円まで

デイサービス介護職員（デ
イサービスにじいろ２号
館）

59歳以
下

生活協同組合　コープおおいた
介護センター

「デイサービスセンターにじいろ２号館」に
おいて、利用者に対して介護を含む入浴
や食事の提供、レクリエーションや個人
の活動のお世話をします。利用者１８名
に対して５～６名の職員で業務を行いま
す。また、社用車（軽ＡＴ車・ノア）等で利
用者の送迎も行います。

日他 ﾏｲｶｰ通勤 可

駐車場　あり

実費支給（上限あり）

44060-  716111 月額　15,000円まで

漁労作業員
18歳～
59歳

有限会社　重宝 まき網船（本船、日船のどちらか）に乗船
し、操業時に魚を船上のいけすに移した
り等の漁獲作業を行います。帰港後、出
荷作業の準備及び、運搬（臼杵、佐伯）を
行います。痛んだ網の修繕作業等の補
助業務もあります。

他 ﾏｲｶｰ通勤 可

駐車場　あり

正社員 定年を上
限

大分県臼杵市大字深江２９２１番地

雇用期間の定めなし 雇用・労災・
健康・厚生

実費支給（上限あり）

正社員 キャリア
形成

大分県臼杵市野津町大字都原字上
坪９０６番地雇用期間の定めなし 雇用・労災・

健康・厚生・
財形・その他

44060-  740111 日額　800円まで

製造作業員
18歳～
44歳

リマテック九州　株式会社 産業廃棄物をセメント会社向けのリサイ
クル燃料として製品化する業務を行いま
す。廃棄物の処理作業（受入れ、荷卸し、
取り出し）
、リサイクル燃料の製造（設備オペレー
ション）

土日祝他 ﾏｲｶｰ通勤 可

駐車場　あり

実費支給（上限あり）

44060-  661811 月額　50,000円まで

鉄工
59歳以

下

伊野工業 臼杵市、佐伯市等の各造船所構内にて
船舶製造に関する業務を行います。主な
内容は、船体ブロックの製造工程におけ
る鋼板等の組立作業、船舶の建造に伴う
金属製品の加工、成形作業、その他作
業場の整理整頓、清掃等関連する一連
の作業となっております。

日他 ﾏｲｶｰ通勤 可

駐車場　あり

正社員 定年を上
限

大分県佐伯市大字鶴望２６２２ー１
エクセルＫＩ棟２０１号雇用期間の定めなし 雇用・労災・

健康・厚生
なし

正社員 定年を上
限

大分県臼杵市大字板知屋一番地

雇用期間の定めなし 雇用・労災・
健康・厚生

44060-  657311

ぎょう鉄工
64歳以

下

有限会社　新海工業 造船所構内でのぎょう鉄工に関する業務
を行って頂きます。
主に専用プレス機械を使用しての形鋼
（アングル）の曲げ加工に関する作業で
す。その他のプレス機械を使用して他の
鋼材の曲げ加工
もあります。鋼材等の移動のため床上操

日他 ﾏｲｶｰ通勤 可

駐車場　あり

なし

44060-  706611

取付仕上工・溶接工・船体
ブロック検査員

64歳以
下

株式会社　建世 主に大分・臼杵・佐伯市の各造船所内
で、溶接等による船体ブロックの取付け
や設置作業を行う。グラインダー等での
仕上げ作業や、溶接箇所に不具合等が
ないか目視で品質検査を行う。

土日祝 ﾏｲｶｰ通勤 可

駐車場　あり

正社員 定年を上
限

大分県臼杵市大字戸室６２６番地１

雇用期間の定めなし 雇用・労災・
健康・厚生

実費支給（上限あり）

正社員 定年を上
限

大分県佐伯市大字鶴望２６２２ー１
エクセルＫＩ棟２０１号雇用期間の定めなし 雇用・労災・

健康・厚生

44060-  757611 月額　10,000円まで

溶接工
59歳以

下

伊野工業 臼杵市、佐伯市等の各造船所構内にて
船舶製造に関する業務を行います。主な
内容は、船体ブロック溶接作業、鋼構造
物、船舶艤装品溶接作業、その他、作業
場の整理整頓、清掃等関連する一連の
作業となっております。

日他 ﾏｲｶｰ通勤 可

駐車場　あり

なし

44060-  656011

鮮度保持剤製造員
59歳以

下

株式会社　鳥繁産業 機械に包装材をセットして、袋詰めされた
鮮度保持剤の上部に熱シール機を当て
封入する作業や商品の検品等、鮮度保
持剤の製造に関する業務を行います。流
れ作業ではなく、機械操作を覚えて一台
の機械を担当して頂きます（２名体制）。

日祝他 ﾏｲｶｰ通勤 可

駐車場　あり

正社員以外 定年を上
限

大分県津久見市大字上青江４１８０
番地雇用期間の定めなし 雇用・労災・

健康・厚生
実費支給（上限あり）

正社員 キャリア
形成

大分県臼杵市大字板知屋１番地１２

雇用期間の定めなし 雇用・労災・
健康・厚生

44060-  765611 月額　5,000円まで

据付鉄工・配管工（機装
課）

40歳以
下

株式会社　臼杵造船所 ドックでエンジン機器等の主機関と補機
類、管系統の取付据付、溶接等の造船
艤装を行います。また進水後テスト運転
に乗船し必要に応じ艤装等の作業を行い
ます。図面に基づいてグループにて共同
作業を行います。

日祝他 ﾏｲｶｰ通勤 可

駐車場　あり

実費支給（上限あり）

44060-  695811 月額　27,500円まで

学校給食調理員（臼杵市臼
杵学校給食センター）

59歳以
下

株式会社　東洋食品　大分支店 臼杵市海添にある「臼杵市臼杵学校給
食センター」での調理業務において

・２７００食程度の給食を、３０名で調理す
る
・午前は調理を行い、午後は給食に使用
した器を洗浄して片付ける

土日祝他 ﾏｲｶｰ通勤 可

駐車場　あり

正社員 定年を上
限

大分県大分市金池町１－５－７　サ
ンシティ金池２０２雇用期間の定めなし 雇用・労災・

健康・厚生
実費支給（上限あり）

正社員以外
不問

大分県大分市賀来北２－１－３　レ
ジデンス由布１０１雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 雇用・労災・

健康・厚生

44010- 3521811 月額　35,000円まで

（請）調理員（臼杵市大字
江無田・四季の郷）

不問

日清医療食品　株式会社　南九州
支店　大分営業所

臼杵市大字江無田にある「四季の郷」に
て、調理及び調理補助
・野菜等の材料を切る
・煮物、揚げ物等の調理
・出来上がった料理の盛り付け
・食器の洗浄（食洗機あり）
・調理場の清掃、後片付け　等

他 ﾏｲｶｰ通勤 可

駐車場　あり

実費支給（上限なし）

契約更新の可能性あり（条件あり） 44010- 3947311



交替制あり

155,520 円 (1)5時00分～14時00分
～ (2)9時00分～18時00分 〈週休二日制〉

請負 172,800 円 毎　週

2人 (求人番号)

交替制あり

140,832 円 (1)6時00分～15時00分
～ (2)9時00分～18時30分 〈週休二日制〉

請負 164,160 円 毎　週

1人 (求人番号)

183,200 円 (1)8時00分～17時00分
～ 〈週休二日制〉

派遣・請負ではない 274,800 円 その他

2人 (求人番号)

206,100 円 (1)8時00分～17時00分
～ 〈週休二日制〉

派遣・請負ではない 274,800 円 その他

2人 (求人番号)

変形（1年単位）

206,800 円 (1)8時00分～17時30分
～ 〈週休二日制〉

派遣・請負ではない 307,200 円 その他

1人 (求人番号)

変形（1年単位）

155,000 円 (1)8時30分～17時30分
～ 〈週休二日制〉

派遣・請負ではない 250,000 円 その他

1人 (求人番号)

変形（1年単位）

240,000 円 (1)7時45分～16時45分
～ 〈週休二日制〉

派遣・請負ではない 400,000 円 その他

2人 (求人番号)

変形（1年単位）

166,000 円 (1)8時00分～17時00分
～ 〈週休二日制〉

派遣・請負ではない 249,000 円 その他

2人 (求人番号)

変形（1年単位）

180,000 円 (1)7時30分～17時00分
～ 〈週休二日制〉

派遣・請負ではない 250,000 円 その他

5人 (求人番号)

変形（1年単位）

184,000 円 (1)8時00分～17時00分
～ 〈週休二日制〉

派遣・請負ではない 230,000 円 その他

2人 (求人番号)

200,000 円 (1)8時30分～17時00分
～ 〈週休二日制〉

派遣・請負ではない 200,000 円 毎　週

1人 (求人番号)

変形（1ヶ月単位）

195,500 円 (1)9時00分～18時00分
～ 〈週休二日制〉

派遣・請負ではない 218,500 円 その他

1人 (求人番号)

159,000 円 (1)8時00分～17時00分
～ 〈週休二日制〉

派遣・請負ではない 243,500 円 毎　週

1人 (求人番号)

変形（1年単位）

172,800 円 (1)8時00分～17時00分
～ 〈週休二日制〉

派遣・請負ではない 183,600 円 その他

2人 (求人番号)

（請）調理員（介護老人保
健施設つくみかん）

不問

日清医療食品　株式会社　南九州
支店　大分営業所

津久見市千怒にある介護老人保健施設
「つくみかん」にて
調理及び調理補助
・野菜等の材料を切る
・煮物、揚げ物等の調理
・出来上がった料理の盛り付け
・食器の洗浄（食洗機あり）

他 ﾏｲｶｰ通勤 可

駐車場　あり

正社員以外
不問

大分県大分市賀来北２－１－３　レ
ジデンス由布１０１雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 雇用・労災・

健康・厚生
実費支給（上限なし）

契約更新の可能性あり（条件あり）

正社員以外
不問

大分県大分市賀来北２－１－３　レ
ジデンス由布１０１雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 雇用・労災・

健康・厚生

44010- 3948611

（請）調理員（介護老人保
健施設　臼杵福寿苑）

不問

日清医療食品　株式会社　南九州
支店　大分営業所

臼杵市大字末広にある介護老人保健施
設「臼杵福寿苑」にて
調理及び調理補助
・野菜等の材料を切る
・煮物、揚げ物等の調理
・出来上がった料理の盛り付け
・食器の洗浄（食洗機あり）

他 ﾏｲｶｰ通勤 可

駐車場　あり

実費支給（上限なし）

契約更新の可能性あり（条件あり） 44010- 3950711

林業作業員
45歳以

下

株式会社　かわも林業 ◎林業作業全般（伐採、玉切り、運搬、
林業整備他）

＊未経験の方も指導いたします。
＊業務に関する免許等は入社後取得制
度あり。（会社負担）
＊現場へは基本直行直帰です。

日他 ﾏｲｶｰ通勤 可

駐車場　あり

正社員 キャリア
形成

大分県大分市大字旦野原４００－３

雇用期間の定めなし 雇用・労災・
健康・厚生

実費支給（上限あり）

正社員 定年を上
限

大分県大分市大字旦野原４００－３

雇用期間の定めなし 雇用・労災・
健康・厚生

44010- 3409211 月額　10,000円まで

林業作業員（重機オペレー
ター）

59歳以
下

株式会社　かわも林業 ・重機オペレーター業務

・林業作業全般（伐採、玉切り、運搬、林
業整備他）


＊業務に関する免許等は入社後取得制

日他 ﾏｲｶｰ通勤 可

駐車場　あり

実費支給（上限あり）

44010- 3411311 月額　10,000円まで

サービス（建設機械の修
理・整備・サービス・配
送）／臼杵市

39歳以
下

株式会社　南陽レンテック 建設機械の修理・点検・整備
機械の貸出し・返却時の点検・整備
現場での修理・サービス
機械の配送・引取り等

＊能力に応じて、できる仕事から始めて
頂きます

日祝他 ﾏｲｶｰ通勤 可

駐車場　あり

正社員 キャリア
形成

福岡県福岡市博多区西月隈１丁目１
５番２９号雇用期間の定めなし 雇用・労災・

健康・厚生
実費支給（上限あり）

正社員 定年を上
限

熊本県菊池郡大津町大字引水７８９
番地１雇用期間の定めなし 雇用・労災・

健康・厚生・
財形

40010- 7666911 月額　50,000円まで

整備（大分サービスセン
ター）

59歳以
下

株式会社　中九州クボタ ・農業機械の修理及び整備作業
・農業用機械の引き取り、納車業務
・その他、上記に付随する業務
＊社用車貸与（ＭＴ車）

○応募にはハローワークの紹介状が必
要です。

日祝他 ﾏｲｶｰ通勤 可

駐車場　あり

実費支給（上限あり）

43030- 1526211 月額　19,000円まで

現場監督員（設備修繕等）
59歳以

下

徳脇工業　株式会社 主に、津久見エリアの鉱山で使用する石
灰採掘用機械、器具の設置工事、保守、
点検作業等の維持管理業務、工事見
積、請求書作成、工程管理、現場監督等
を行います。社用車（ＭＴ・トラック）にて
現場に行って頂きます。

火他 ﾏｲｶｰ通勤 可

駐車場　あり

正社員 定年を上
限

大分県津久見市新町８－５

雇用期間の定めなし 雇用・労災・
健康・厚生

実費支給（上限あり）

正社員 定年を上
限

大分県臼杵市大字板知屋１番地

雇用期間の定めなし 雇用・労災・
健康・厚生

44060-  759111 月額　18,900円まで

クレーン運転手
64歳以

下

有限会社　臼杵工業 （株）臼杵造船所の工場内にて、クレーン
運転、玉掛作業を行います。及び、ブロッ
ク（溶接で加工したパーツ）搭載、資材
品、艤装品の搬入出、その他付随する業
務等を行います。

日他 ﾏｲｶｰ通勤 可

駐車場　あり

実費支給（上限あり）

44060-  715911 月額　10,000円まで

現場作業員
59歳以

下

小代築炉工業　株式会社 土木や建築、築炉（セメント工事内）等の
各現場作業を行っていただきます。現場
は、主に大分県内一円です（出張工事を
除く）
・公共や民間工事現場での土木及び建
築作業。
・セメント工場内での耐火物工事作業、清

日祝他 ﾏｲｶｰ通勤 可

駐車場　あり

正社員 定年を上
限

大分県津久見市入船西町２１番１号

雇用期間の定めなし 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

実費支給（上限あり）

正社員 定年を上
限

大分県臼杵市大字末広２６３２番地
２雇用期間の定めなし 雇用・労災・

健康・厚生

44060-  741711 月額　15,000円まで

土木現場作業員
64歳以

下

株式会社　豊産業 主に臼杵や津久見市内の工事現場で、
土砂の掘削や埋め戻し、コンクリートの打
設等の各種土木建設に関連する工事作
業を行います。また、場内整備や清掃等
に関する業務も行っていただきます。

日他 ﾏｲｶｰ通勤 可

駐車場　あり

なし

44060-  756311

倉庫荷役作業員
59歳以

下

さくら運輸　株式会社　佐伯営業所 工場内で、ホイスト式天井クレーンを使用
して、荷物（鋼管）をトラックに積み込む作
業を行います。荷物は、鉄棒くらいの鋼
管が主ですが、その他の荷物もありま
す。その他、付随する業務あり。

土日祝他 ﾏｲｶｰ通勤 可

駐車場　あり

正社員 定年を上
限

大分県佐伯市西浜２番３１号

雇用期間の定めなし 雇用・労災・
健康・厚生

なし

正社員
不問

大分県臼杵市大字江無田２５２－１

雇用期間の定めなし 雇用・労災・
健康・厚生

44060-  732111

家具配送員（臼杵店） 不問

有限会社　家具サロンタカハシ ２ｔ車で家具の積込み、積下ろし等の配送
作業、及びその他付随する業務を行いま
す。作業は２名体制で、慣れるまでは横
に乗ってもらいます。配送先は主に大分
市内、県南地域となります。

火他 ﾏｲｶｰ通勤 可

駐車場　あり

実費支給（上限あり）

44060-  763011 月額　10,000円まで

メンテナンス作業員
44歳以

下

リマテック九州　株式会社 各種機械や大型タンク、ポンプ等の設備
のメンテナンス作業や清掃作業全般。
各地の既存取引先製造工場でのメンテ
ナンスや清掃作業（機械、タンク、ポンプ
等）が主です。
九州管内の取引先企業での作業が主で
すが、県外出張も稀にあります。

他 ﾏｲｶｰ通勤 可

駐車場　あり

正社員 キャリア
形成

大分県臼杵市野津町大字都原字上
坪９０６番地雇用期間の定めなし 雇用・労災・

健康・厚生・
財形・その他

実費支給（上限あり）

44060-  660711 月額　50,000円まで

船舶機関整備工（下ノ江造
船所）

59歳以
下

株式会社　マリン興業 船舶の機関整備修理業務

・未経験者は補助業務から始めます
・業務必要資格は入社後取得可能です

＊若い人の育成に力を入れています
＊見習いでの雇用も可能です

日祝他 ﾏｲｶｰ通勤 可

駐車場　あり

実費支給（上限あり）

44010- 3892911 月額　10,000円まで

正社員 定年を上
限

大分県大分市大字中判田１７６５番
地の１雇用期間の定めなし 雇用・労災・

健康・厚生



1,019 円 (1)9時00分～16時45分
～ 〈週休二日制〉

派遣・請負ではない 1,223 円 毎　週

1人 (求人番号)

交替制あり

800 円 (1)14時00分～18時30分
～ (2)7時50分～13時00分 〈週休二日制〉

派遣・請負ではない 800 円 (3)12時50分～18時30分 毎　週

1人 (求人番号)

1,050 円 (1)9時15分～17時00分
～ 〈週休二日制〉

派遣・請負ではない 1,197 円 その他

1人 (求人番号)

交替制あり

6,370 円 (1)8時30分～17時00分
～ (2)9時30分～18時00分 〈週休二日制〉

派遣・請負ではない 6,370 円 毎　週

2人 (求人番号)

951 円 (1)9時00分～16時45分
～ 〈週休二日制〉

派遣・請負ではない 1,127 円 毎　週

1人 (求人番号)

900 円 (1)9時00分～15時00分
～ (2)10時00分～16時00分 〈週休二日制〉

派遣・請負ではない 1,300 円 その他

1人 (求人番号)

交替制あり

900 円 (1)8時30分～13時30分
～ (2)13時30分～18時30分 〈週休二日制〉

派遣・請負ではない 900 円 その他

1人 (求人番号)

交替制あり

850 円 (1)10時00分～18時30分
～ (2)10時30分～19時00分 〈週休二日制〉

派遣・請負ではない 1,050 円 毎　週

1人 (求人番号)

900 円 (1)9時30分～12時30分
～ 〈週休二日制〉

派遣・請負ではない 900 円 毎　週

1人 (求人番号)

890 円 (1)7時30分～9時30分
～ 〈週休二日制〉

派遣・請負ではない 900 円 毎　週

1人 (求人番号)

800 円

～ 〈週休二日制〉
派遣・請負ではない 800 円 毎　週

1人 (求人番号)

1,000 円

～ 〈週休二日制〉
派遣・請負ではない 1,000 円 毎　週

1人 (求人番号)

令和３年２月１２日 発行

（ 次回発行予定 : 令和３年２月１９日） 　★ 応募には、ハローワーク発行の「紹介状」が必要です

職　種
年齢
省令

人数
賃金

事業所名・所在地
仕事の内容等 就業時間

休日

加入保険

パート労働者
不問

大分県臼杵市大字臼杵字洲崎７２－
３４雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 雇用・労災・

健康・厚生

通勤

（手当）求人番号

保健師・看護師 不問

大分県中部保健所 新型コロナウイルスに関する相談対応業
務、電話対応や感染が疑われる方への
検体採取、また、パソコン使用による書
類作成等の補助業務や地域の保険に関
する業務なども行います。

土日祝他 ﾏｲｶｰ通勤 可

駐車場　あり

実費支給（上限あり）

契約更新の可能性なし 44060-  727211 月額　55,000円まで

放課後児童支援員 不問

臼杵南児童クラブ　みなみ風 小学校に就業している児童を放課後、土
曜日、長期休暇に適切な遊びや生活の
支援等を行います。各種行事や課外活
動の支援等。
その他、施設内の整理整頓、清掃等関
連する業務を行います。

日祝他 ﾏｲｶｰ通勤 可

駐車場　あり

パート労働者
不問

大分県臼杵市大字掻懐１４８３　「臼
杵市立臼杵南小学校　ランチルー
ム」内

雇用期間の定めなし 労災 なし

パート労働者
不問

大分県臼杵市大字臼杵字洲崎７２－
２５４雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 雇用・労災・

健康・厚生

44060-  762411

一般事務員（野津ダム管理
業務）

不問

大分県臼杵土木事務所 ２人による交代制勤務（毎日いずれか１
人が勤務）により、ダムの日報、月報作
成業務、巡視による施設、計器類の点検
業務、来訪者への対応業務（ダムカード
の配布等）、ダム管理所及び周辺の清
掃、除草等の業務を行います。パソコン
での業務があります。

他 ﾏｲｶｰ通勤 可

駐車場　あり

実費支給（上限あり）

契約更新の可能性あり（条件あり） 44060-  739311 月額　55,000円まで

観光案内事務員 不問

臼杵市観光情報協会 観光交流プラザコンシェルジュ
総合観光案内所の業務、館内案内業務
土産品、特産品の紹介及びＰＲに関する
こと
事務作業（書類の作成、データ入力、ＰＯ
Ｐ作成等）
宣伝広告、イベント企画事業に関するこ

他 ﾏｲｶｰ通勤 可

駐車場　あり

パート労働者
不問

大分県臼杵市大字臼杵１００－２

雇用期間の定めあり（４ヶ月未満） 雇用・労災 実費支給（上限あり）

契約更新の可能性あり（原則更新）

パート労働者
不問

大分県臼杵市大字臼杵字洲崎７２－
３４雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 雇用・労災・

健康・厚生

44060-  701211 月額　5,600円まで

一般事務員（健康安全企画
課）

不問

大分県中部保健所 大分県中部保健所において新型コロナ
ウイルス感染症に関わる業務を行いま
す。感染者の移送、検体の回収及び検
査機関への搬送、書類等作成、窓口、電
話応対業務を行います。
感染者の移送には運転席と後部座席が
仕切られ、安全確保に配慮したワゴンタ

土日祝他 ﾏｲｶｰ通勤 可

駐車場　あり

実費支給（上限あり）

契約更新の可能性なし 44060-  726811 月額　55,000円まで

一般事務員
64歳以

下

株式会社　なる良 一般事務業務を行います。主な内容は、
電話、来客応対、受注業務、受注伝票の
整理、請求書の作成、パソコンを使用し
たデータ入力作業、その他付随した業務
となっております。外出用務はありませ
ん。

日祝他 ﾏｲｶｰ通勤 可

駐車場　あり

パート労働者 定年を上
限

大分県臼杵市大字稲田字田ノ口

雇用期間の定めなし 又は9時00分～17時00
分の間の5時間程度

雇用・労災 なし

パート労働者
不問

大分県臼杵市大字江無田２５６－３

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 雇用・労災

44060-  749911

調剤事務員 不問

有限会社　遠藤薬局 薬局窓口での受付業務です。パソコンで
の処方箋の入力業務、調剤業務の補助
（薬剤の棚出し、補充、納品時の確認、
会計等）、他の薬局や銀行への受け渡し
業務、電話応対等があります。外出の際
は持込車を使用していただく場合があり
ます。その他、店内の清掃や整理・整頓

日祝他 ﾏｲｶｰ通勤 可

駐車場　あり

実費支給（上限あり）

契約更新の可能性あり（条件あり） 44060-  663511 月額　12,900円まで

補助員（販売）［臼杵店：
大分県臼杵市］（１２０
９）

不問

株式会社　九州テックランド　鹿児
島支社

○ヤマダＨＤグループ九州テックランド臼
杵店において、
　店内販売、レジ、契約業務、品出し、他
店内業務を行う。

※研修期間がありますので未経験の方
でも大丈夫です。

他 ﾏｲｶｰ通勤 可

駐車場　あり

パート労働者
不問

鹿児島県鹿児島市中山２丁目１－３

（水喰バス停から徒歩１分）

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 雇用・労災・
健康・厚生

実費支給（上限なし）

契約更新の可能性あり（条件あり）

パート労働者
不問

大分県臼杵市大字末広２８５番地

雇用期間の定めあり（４ヶ月未満） 労災

46010- 5514511

介護補助職 不問

医療法人　仁愛会　老人保健施設
臼杵福寿苑

シーツ交換や入居者の個人使用の湯飲
み等のハイター洗浄、個人用冷蔵庫内の
清掃や差し入れ等食品の期限の確認等
を行います。就業時間内で出来る範囲で
各部屋などの環境整備を順次行います。

土日祝他 ﾏｲｶｰ通勤 可

駐車場　あり

実費支給（上限あり）

契約更新の可能性あり（原則更新） 44060-  698411 月額　10,000円まで

介護職員 不問

一般社団法人　臼杵市医師会　介
護老人保健施設　南山園

主に施設入所者に対する朝食時の食事
介助等や食後の歯磨きなどの口腔介助
等の介護業務を行います。その他時間
があれば、車いすでの部屋への移動等
の業務も行います。

他 ﾏｲｶｰ通勤 可

駐車場　あり

パート労働者
不問

大分県臼杵市大字海添２５０番地

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 労災 実費支給（上限あり）

契約更新の可能性あり（原則更新）

パート労働者
不問

大分県臼杵市野津町大字野津市１６
４番地の１雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 又は8時00分～17時00

分の間の5時間程度
労災

44060-  712011 月額　16,100円まで

びん詰作業員 不問

合資会社　赤嶺酒造場 ビンを洗浄し、酒類をビンに詰める作業
を行います。及び、ビンにラベル貼る作
業、ビンの箱詰め、その他付随する一連
の瓶詰め作業をしてもらいます。商品は
台車等を使用して運びます。

土日他 ﾏｲｶｰ通勤 可

駐車場　あり

なし

契約更新の可能性あり（条件あり） 44060-  713311

車両整備士 不問

リマテック九州　株式会社 産業廃棄物収集運搬車両（ジーゼル・エ
ンジン）の整備
１．車両（大型、普通車、フォークリフト）
整備全般
　・オイル交換　、タイヤ交換　、各種フィ
ルター交換
　・各種部品調達

日祝他 ﾏｲｶｰ通勤 可

駐車場　あり

パート労働者
不問

大分県臼杵市野津町大字都原字上
坪９０６番地雇用期間の定めなし 又は8時00分～16時00

分の間の5時間程度
雇用・労災 実費支給（上限あり）

44060-  662211 月額　50,000円まで

☎ ０９７2-２４-８６０９

ハローワーク佐伯
（佐伯公共職業安定所）

☎ 0972-64-0258

津久見市ふるさとハローワーク 

臼杵市ふるさとハローワーク 

☎ 0972-82-8609

ハローワーク

インターネットサービス

◎ 主に「02.03 ～ 02.09」に受理した求人を掲載しています。

＊紙面スペースの都合で、文字が途中で途切て不自然な箇所 や 内容の全が掲載できていない個所 があります。ご了承願います。

＊労働時間よっては、記載されている各種保険に加入できない場合があります。

＊求人内容の確認や応募希望の方は、お近くのハローワークへお越し願います。なお、条件変更の場合や採用等で取消されている場合もあります。



800 円 (1)9時00分～13時00分
～ 〈週休二日制〉

派遣・請負ではない 800 円 毎　週

1人 (求人番号)

交替制あり

800 円 (1)7時30分～10時30分
～ (2)7時30分～13時00分 〈週休二日制〉

請負 800 円 なし

1人 (求人番号)

交替制あり

792 円 (1)10時00分～16時30分
～ (2)16時30分～23時00分 〈週休二日制〉

派遣・請負ではない 792 円 毎　週

1人 (求人番号)

交替制あり

815 円 (1)6時00分～15時00分
～ (2)9時00分～18時30分 〈週休二日制〉

請負 950 円 毎　週

1人 (求人番号)

850 円 (1)9時00分～15時00分
～ 〈週休二日制〉

派遣・請負ではない 850 円 毎　週

1人 (求人番号)

793 円 (1)13時00分～18時00分
～ (2)7時30分～12時30分 〈週休二日制〉

派遣・請負ではない 793 円 (3)7時30分～16時00分 毎　週

3人 (求人番号)

パート労働者
不問

大分県臼杵市大字末広２８５番地

雇用期間の定めあり（４ヶ月未満） 雇用・労災

清掃員 不問

医療法人　仁愛会　老人保健施設
臼杵福寿苑

施設内居室（約２０部屋）・食堂・ロビー・ト
イレ（女子トイレ含む）等の環境整備、清
掃業務等、その他付随する業務全般を
行います。不定期で草刈等の業務ありま
す。現在３名体制です。

土日祝他 ﾏｲｶｰ通勤 可

駐車場　あり

実費支給（上限あり）

契約更新の可能性あり（原則更新） 44060-  696211 月額　10,000円まで

清掃作業員
64歳以

下

有限会社　臼杵第一メンテナンス コープうすき店内を掃除機、モップ、雑巾
等を使用し清掃作業を行います。トイレ
（男・女）の清掃もあります。基本は２人で
の作業ですが、相手が休みの場合は１人
での作業となります。



他 ﾏｲｶｰ通勤 可

駐車場　あり

パート労働者 定年を上
限

大分県臼杵市大字稲田７５８－１

雇用期間の定めなし 雇用・労災 実費支給（上限あり）

パート労働者 法令の規
定により
年齢制限

大分県臼杵市大字臼杵７０７番地の
１０雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 雇用・労災

44060-  707911 月額　3,000円まで

スーパー銭湯スタッフ
18歳以

上

富士甚商事　株式会社 来店客の受付業務を行います。ビール
サーバー、自動販売機の釣り銭操作等を
行います。また、ロビーの床、トイレ、カラ
オケの部屋（２Ｆ）、脱衣場の清掃、ゴミ捨
て等を行います。（浴室内の清掃は業者
がします）モップ等を使った清掃です。感
染症対策でドアノブ等の消毒作業もあり

他 ﾏｲｶｰ通勤 可

駐車場　あり

実費支給（上限あり）

契約更新の可能性あり（原則更新） 44060-  709711 月額　2,500円まで

（請）調理員（介護老人保
健施設　臼杵福寿苑）

不問

日清医療食品　株式会社　南九州
支店　大分営業所

臼杵市大字末広にある介護老人保健施
設「臼杵福寿苑」にて
調理及び調理補助
・野菜等の材料を切る
・煮物、揚げ物等の調理
・出来上がった料理の盛り付け
・食器の洗浄（食洗機あり）

他 ﾏｲｶｰ通勤 可

駐車場　あり

パート労働者
不問

大分県大分市賀来北２－１－３　レ
ジデンス由布１０１雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 労災 実費支給（上限なし）

契約更新の可能性あり（条件あり）

パート労働者
不問

大分県大分市大字松岡３５００番地

雇用期間の定めあり（４ヶ月未満） 雇用・労災

44010- 3956311

【急募】清掃・箱折スタッ
フ（臼杵市・福良）

不問

東芝ビジネスエキスパート　株式
会社　九州支店　大分営業所

臼杵市福良にある「（株）アムコー・テクノ
ロジー・ジャパン」内での簡単な清掃と箱
折のお仕事！
未経験でもＯＫ！！
・工場のクリーンルーム内でモップを使っ
て床掃除、更衣室清掃
・箱折作業

土日祝他 ﾏｲｶｰ通勤 可

駐車場　あり

実費支給（上限なし）

契約更新の可能性あり（原則更新） 44010- 3778611

青果販売（津久見市中央
町・マルショク津久見店）

不問

サークルフーズ　株式会社 津久見市中央町にある「マルショク　津久
見店」の店舗内の青果コーナーでお客様
に新鮮な野菜を提供するお仕事です。

・接客
・販売


他 ﾏｲｶｰ通勤

44010- 4091811 月額　39,800円まで

可

駐車場　あり

パート労働者
不問

大分県大分市原新町６番３０号

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 雇用・労災 実費支給（上限あり）

契約更新の可能性あり（条件あり）



～　津久見地域にお住まいの方へ　～

～　地元のハローワークご存じですか？　～

～　ふるさとハローワークの所在地　～

※雇用保険失業給付・職業訓練等の手続きは、「ハローワーク佐伯」にてご相談をお受けします。

こんなことはありませんか？

就職をしたいけど、どこに相談して良いかわからない・・・。

数年ぶりの就活だから、求人に応募する方法がわからない・・・。

育児の都合でパート勤務しかできないけど・・・。就職先あるかな・・・。

求人を見たいけど、大分や佐伯のハローワークは遠い・・・。

今すぐ求人に応募したい！！　などなど・・・

お任せください！　上記の相談は「津久見市ふるさとハローワーク」でお受けいたします！

・

・

・

・

・

求人検索は、個別ス

ペースでごゆっくり

どうぞ。

パーティションで視線を

遮り、落ち着いて相談で

きます。


