
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 400,000 円 毎　週

1人 (求人番号)

変形（1年単位）

258,000 円 (1)8時00分～17時00分
～ 〈週休二日制〉

派遣・請負ではない 358,000 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 400,000 円 毎　週

1人 (求人番号)

214,000 円 (1)6時00分～15時30分
～ 〈週休二日制〉

派遣・請負ではない 214,000 円 毎　週

1人 (求人番号)

変形（1ヶ月単位）

150,000 円 (1)8時30分～17時30分
～ 〈週休二日制〉

派遣・請負ではない 180,000 円 毎　週

1人 (求人番号)

変形（1ヶ月単位）

142,800 円 (1)8時15分～17時15分
～ 〈週休二日制〉

派遣・請負ではない 159,600 円 その他

1人 (求人番号)

交替制あり

150,000 円 (1)8時45分～17時30分
～ (2)11時30分～20時00分 〈週休二日制〉

派遣・請負ではない 150,000 円 なし

1人 (求人番号)

変形（1年単位）

165,600 円 (1)7時45分～16時45分
～ 〈週休二日制〉

派遣・請負ではない 276,000 円 その他

2人 (求人番号)

変形（1年単位）

165,600 円 (1)7時45分～16時45分
～ 〈週休二日制〉

派遣・請負ではない 276,000 円 その他

3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

1人 (求人番号)

変形（1年単位）

165,600 円 (1)7時45分～16時45分
～ 〈週休二日制〉

派遣・請負ではない 276,000 円 その他

3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

1人 (求人番号)

令和３年２月１９日 発行

（ 次回発行予定 : 令和３年２月２６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
不問

大分県津久見市上宮本町６－１５

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

土木設計スタッフ 不問

株式会社　兼田コンサルタント 公共事業に伴う土木設計業務（河川、道
路等）全般
主に道路、河川等の設計業務、測量デー
タを基にしてのＣＡＤでの設計、パソコン
による各種書類作成、現場調査、発注者
との打合せ協議等の関連する業務です。

土日祝他 ﾏｲｶｰ通勤 可

駐車場　あり

実費支給（上限あり）

44060-  830711 月額　20,000円まで

土木施工管理技士
59歳以

下

株式会社　宏栄建設 主に津久見市内の、公共及び民間土木
工事現場での作業です。長目倉庫から社
用車で現場に向かいます。土木工事の
測量、施工管理全般を行います。その他
付随する一般土木作業業務も行います。

日他 ﾏｲｶｰ通勤 可

駐車場　あり

正社員 定年を上
限

大分県津久見市入船西町１５番６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
不問

大分県津久見市上宮本町６－１５

雇用期間の定めなし 雇用・労災・
健康・厚生

44060-  800011 月額　5,000円まで

土木測量スタッフ 不問

株式会社　兼田コンサルタント 公共事業に伴う測量業務（河川、道路
等）全般
主に道路、河川等の現場での測量、測量
データを基にパソコンによるデータ整理
作業、各種書類作成、発注者との打合せ
協議等の関連する業務です。

土日祝他 ﾏｲｶｰ通勤 可

駐車場　あり

実費支給（上限あり）

44060-  829911 月額　20,000円まで

ルート販売員 不問

平川商店 臼杵青果市場に行き商品等を仕入れ、
老人ホーム等の施設や臼杵市、日出町、
大野市、竹田市の社会福祉協議会から
の依頼を受けた個人宅へ配達し、販売し
てもらいます。車は軽トラ（ＭＴ車）になり
ます。

土日他 ﾏｲｶｰ通勤 可

駐車場　あり

正社員
不問

大分県臼杵市大字大浜１１４７番地

雇用期間の定めなし その他 なし

正社員
不問

大分県臼杵市大字井村１４３２番地
の１雇用期間の定めなし 雇用・労災・

健康・厚生

44060-  791111

介護職員（さわらび） 不問

株式会社　寿泉 デイサービスセンターでの介護業務を行
います。入浴、食事、排泄等の日常生活
における介助、移動介助、体位交換等あ
り。レクリエーション活動の支援等ありま
す。日により変動はありますが、２５人程
度の利用者さんを７名で介護します。

日他 ﾏｲｶｰ通勤 可

駐車場　あり

実費支給（上限あり）

44060-  781611 月額　10,000円まで

ケアワーカー（デイサービ
スセンターふれあい）

不問

社会福祉法人　同心会　特別養護
老人ホーム　緑の園

身体障がいのある高齢者及び認知症高
齢者の介護業務を行います。
食事介助、排泄介助、移動介助、レクリ
エーション活動の支援、見
守り、普通車のワンボックス又は軽四を
使用した利用者の送迎、その他付随する
業務を行います。

日他 ﾏｲｶｰ通勤 可

駐車場　あり

正社員以外
不問

大分県臼杵市大字大泊２２０番地

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）

正社員 キャリア
形成

大分県臼杵市大字市浜字中山田１１
９８－２雇用期間の定めなし 雇用・労災・

健康・厚生

44060-  820111 月額　18,000円まで

動物看護士補佐
30歳以

下

有限会社　うすき動物病院 主な業務は、入院犬猫のお世話、動物病
院内の清掃（バックヤード含む）その他付
随した業務を行います。運転免許所持の
方には送迎車（軽ＡＴ車）にて犬猫の送迎
及び諸用にて外出して頂く場合もありま
す。又、動物看護士を目指したい方は診
療補助、検査、手術補助、受付会計業務

水他 ﾏｲｶｰ通勤 可

駐車場　あり

実費支給（上限あり）

44060-  817411 月額　10,000円まで

機械工
59歳以

下

徳脇工業　株式会社 工場内での旋盤やフライス盤等による金
属の加工、石灰石鉱山の生産設備（コン
ベア等）の修理作業を行います。まれで
すが、３ヵ月に１回程度、県外（九州管
内）で作業する場合があります。

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

44060-  809411 月額　18,900円まで

製缶工
59歳以

下

徳脇工業　株式会社 工場内（建屋内です）でコンベア、ホッ
パー、タンク等の製作業務
石灰石鉱山の生産設備（コンベア等）の
修理業務等を行います。
まれですが、３ヵ月に１回程度、県外（九
州管内）で作業する場合があります。

火他 ﾏｲｶｰ通勤 可

駐車場　あり

実費支給（上限あり）

44060-  812111 月額　18,900円まで

溶接工
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
や設置作業を行います。

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

44060-  775111 月額　10,000円まで

仕上げ工
59歳以

下

徳脇工業　株式会社 モーターや減速機の芯出調整、オーバー
ホール作業でのベアリングの取り換え作
業等。石灰石鉱山の生産設備（コンベア
等）の修理業務等を行います。まれです
が、３ヵ月に１回程度、県外（九州管内）
で作業する場合があります。

火他 ﾏｲｶｰ通勤 可

駐車場　あり

実費支給（上限あり）

44060-  810611 月額　18,900円まで

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、船舶造修に係る船体ブロックの検査
を行います。溶接箇所に不具合等がない
か目視で品質検査を行います。

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）

44060-  776711 月額　10,000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「02.10 ～ 02.16」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年単位）

230,000 円 (1)8時00分～17時00分
～ 〈週休二日制〉

派遣・請負ではない 280,000 円 その他

1人 (求人番号)

変形（1年単位）

207,800 円 (1)7時45分～16時45分
～ 〈週休二日制〉

派遣・請負ではない 326,000 円 その他

1人 (求人番号)

変形（1年単位）

161,000 円 (1)7時45分～16時45分
～ 〈週休二日制〉

派遣・請負ではない 276,000 円 その他

1人 (求人番号)

変形（1ヶ月単位）

230,000 円 (1)4時00分～13時00分
～ 〈週休二日制〉

派遣・請負ではない 230,000 円 その他

1人 (求人番号)

交替制あり

210,000 円 (1)5時30分～14時30分
～ (2)10時00分～19時00分 〈週休二日制〉

派遣・請負ではない 250,000 円 (3)8時00分～17時00分 その他

1人 (求人番号)

正社員 定年を上
限

大分県津久見市入船西町１５番６号

雇用期間の定めなし 雇用・労災・
健康・厚生

重機オペレーター
59歳以

下

株式会社　宏栄建設 現場は主に津久見市内の鉱山です。長
目倉庫から社用車で現場に向かい、作
業となります。バックホーやタイヤシャベ
ル等を利用して掘削等の重機作業をして
もらいます。又、その他付随する作業も
あります。

日他 ﾏｲｶｰ通勤 可

駐車場　あり

実費支給（上限あり）

44060-  801311 月額　5,000円まで

安全管理業務係
59歳以

下

徳脇工業　株式会社 工場、現場の安全パトロール、安全衛生
委員会に関する業務、安全教育の助手
や講師、取引先との安全（保安）に関する
業務、パソコンでの書類作成業務安全
（保安）に関する管理と指導等を行いま
す。まれですが、３ヵ月に１回程度、県外
（九州管内）で作業する場合があります。

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 キャリア
形成

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

44060-  811911 月額　18,900円まで

重量鳶
44歳以

下

徳脇工業　株式会社 産業用重量機械据付、移動、解体等用
務（地上での作業が主です）
主に津久見市内の鉱山関係の業務とな
ります。まれですが、３ヵ月に１回程度、
県外（九州管内）で作業する場合があり
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-  813711 月額　18,900円まで

鮮魚配送員
18歳以

上

有限会社　カネショー水産 魚市場で仕入れた魚介類を取引先業者
へ配送する業務です。
仕入れ先は主に鶴見魚市場と佐伯魚市
場で、配送先は大分県内のスーパー等
の小売店が多く、車は２ｔトラックを使用し
ます。積み降ろしは主に人力で重さは６
～７ｋｇ程度、移動はカート等です。

日祝他 ﾏｲｶｰ通勤 可

駐車場　あり

正社員 法令の規
定により
年齢制限

大分県臼杵市大字板知屋字大寺浦
１２５７－４７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）

44060-  852311 月額　10,000円まで

調理師（臼杵市・エリアサ
ポーター）

59歳以
下

富士産業　株式会社　大分事業部 臼杵地区における現場サポート
＊エリア内の指導・教育
・調理及び盛り付け、切り込み
・配膳、下膳
・清掃　食器洗浄等

臼杵・津久見市内の事業所への勤務とな

他 ﾏｲｶｰ通勤 可

駐車場　あり

実費支給（上限あり）

44010- 4391311 月額　30,000円まで

正社員 定年を上
限

大分県大分市府内町３丁目４番２０
号　大分恒和ビル８Ｆ雇用期間の定めなし 雇用・労災・

健康・厚生・
財形

～　ふるさとハローワークの所在地　～

　　職業相談や紹介は「津久見市ふるさとハローワーク」でお受けします！



850 円

～ 〈週休二日制〉
派遣・請負ではない 850 円 毎　週

1人 (求人番号)

1,200 円 (1)6時00分～8時00分
～ 〈週休二日制〉

派遣・請負ではない 1,200 円 毎　週

1人 (求人番号)

850 円 (1)10時00分～14時00分
～ 〈週休二日制〉

派遣・請負ではない 1,200 円 毎　週

1人 (求人番号)

850 円 (1)17時00分～21時00分
～ 〈週休二日制〉

派遣・請負ではない 1,200 円 毎　週

1人 (求人番号)

交替制あり

850 円 (1)6時00分～12時00分
～ (2)8時00分～17時00分 〈週休二日制〉

派遣・請負ではない 850 円 (3)9時00分～18時00分 毎　週

1人 (求人番号)

800 円 (1)9時00分～17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)

野菜の袋詰め・販売（社会
保険加入・津久見市徳浦宮
町）

不問

株式会社　ＮＥＸＵＳ ・野菜の袋詰め
・販売（卸売中心）
・配達　　　　　　　等の業務

他 ﾏｲｶｰ通勤

44010- 4395711 月額　8,800円まで

可

駐車場　あり

パート労働者
不問

大分県大分市生石１丁目１番５号
第２大城ビル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）

パート労働者
不問

大分県臼杵市大字井村１４３２番地
の１雇用期間の定めなし 雇用・労災

44060-  807211 月額　5,000円まで

調理員（寿泉の杜） 不問

株式会社　寿泉 有料老人ホームでの入居者（約２５名）の
食事づくりとそれに関連する業務を５名
体制で行います。調理、盛り付け、配膳、
食器洗浄や調理場の後片付け、献立の
作成、発注、仕入れ、在庫管理等を行い
ます。

他 ﾏｲｶｰ通勤 可

駐車場　あり

実費支給（上限あり）

44060-  780311 月額　10,000円まで

調理員（１７：００～） 不問

株式会社　ホテル臼杵 ホテル内、または臼杵湯の里のお食事処
での調理業務、主に焼き物、揚げ物、煮
物等の調理業務、及び食材の洗浄やカッ
ト、盛り付け等の作業等その他、関連す
る調理業務５人程度で行います。

他 ﾏｲｶｰ通勤 可

駐車場　あり

パート労働者
不問

大分県臼杵市大字野田字竹ノ下３０
４番地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

大分県臼杵市大字野田字竹ノ下３０
４番地雇用期間の定めあり（４ヶ月未満） 雇用・労災

44060-  805711

調理員（１０：００～） 不問

株式会社　ホテル臼杵 ホテル内、または臼杵湯の里のお食事処
での調理業務、主に焼き物、揚げ物、煮
物等の調理業務、及び食材の洗浄やカッ
ト、盛り付け等の作業等その他、関連す
る調理業務を５人程度で行います。

他 ﾏｲｶｰ通勤 可

駐車場　あり

実費支給（上限あり）

契約更新の可能性あり（原則更新） 44060-  806811 月額　5,000円まで

コンビニエンスストア販売
員（ローソン大野野津店）

不問

有限会社　プロスパート レジでの接客業務（代金授受、商品の袋
詰め等）や、入荷した商品の検品や棚へ
の陳列・補充、商品の発注業務等を行い
ます。その他付随する業務、ゴミ捨てなど
店内外の環境整備もあります。

他 ﾏｲｶｰ通勤 可

駐車場　あり

パート労働者
不問

大分県臼杵市大字井村３１３４番地
の６雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 労災 なし

契約更新の可能性あり（原則更新）

パート労働者
不問

大分県津久見市徳浦宮町５－１４

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 又は8時00分～18時00
分の間の8時間

雇用・労災

通勤

（手当）求人番号

保育士 不問

社会福祉法人　こどもの未来を創
る会　白梅保育園

白梅保育園（０歳児～５歳児、５５名程
度）での保育業務を行います。おやつ、
食事のお世話、年齢にあった生活自立の
支援、安定した関わりの中での情緒を育
む支援等を行います。
担当するのは主に０、１、２歳児となりま
す。

日祝他 ﾏｲｶｰ通勤 可

駐車場　あり

実費支給（上限あり）

契約更新の可能性あり（原則更新） 44060-  839111 日額　920円まで

令和３年２月１９日 発行

（ 次回発行予定 : 令和３年２月２６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

☎ 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「02.10 ～ 02.16」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。



～　臼杵市・津久見市にお住いの方へ　～

～　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。

こんなことってありませんか？

・ 求人を見たいけど、大分や佐伯のハローワークは遠い・・・。

        お任せください！専門の相談員が

ふるさとハローワークでご相談お受けします！！

・ 就職をしたいけど、どこに相談して良いかわからない・・・。

・

・

・

・

インターネットで見た求人の応募状況を知りたい。

地元にどんな求人があるか知りたい。

求人に応募する方法がわからない・・・。

今すぐ求人に応募したい！！　などなど・・・


