
400,000 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)

交替制あり

167,500 円 (1)8時30分～17時00分
～ (2)16時00分～9時00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)

交替制あり

169,000 円 (1)7時00分～16時00分
～ (2)9時00分～18時00分 〈週休二日制〉

派遣・請負ではない 264,000 円 (3)9時30分～18時30分 その他

4人 (求人番号)

変形（1ヶ月単位）

158,800 円 (1)8時00分～17時00分
～ 〈週休二日制〉

派遣・請負ではない 166,500 円 その他

1人 (求人番号)

変形（1ヶ月単位）

150,000 円 (1)8時00分～17時00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)

176,000 円 (1)8時00分～17時00分
～ 〈週休二日制〉

派遣・請負ではない 221,000 円 毎　週

1人 (求人番号)

変形（1年単位）

165,000 円 (1)8時00分～17時00分
～ 〈週休二日制〉

派遣・請負ではない 240,000 円 その他

2人 (求人番号)

変形（1年単位）

220,000 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)

160,000 円 (1)8時00分～17時00分
～ 〈週休二日制〉

派遣・請負ではない 180,000 円 その他

1人 (求人番号)

配達員
35歳以

下

有限会社　安東商会 主に自動車部品等を社用車（軽トラ・バ
ン）を使用し配達します。エリアは主に、
津久見、臼杵、佐伯です。荷物の積み込
み、配達先での荷下ろし。その他、電話
応対（注文の受付）、関連する一連の作
業があります。又、注文の部品検索等で
パソコンを使用します。

日祝他 ﾏｲｶｰ通勤 可

駐車場　あり

なし

44060-  909911

正社員 キャリア
形成

大分県津久見市地蔵町６－２

雇用期間の定めなし 雇用・労災・
健康・厚生

一般土木作業員
59歳以

下

拓州建設　株式会社 主に津久見市や臼杵市で、一般土木工
事又は公共工事現場での土砂の掘削や
埋め戻し及びコンクリートの打設等の土
木建設工事に関する業務を行います。大
型車の免許をお持ちの場合、ミキサー車
の運転等も行います。

日他 ﾏｲｶｰ通勤 可

駐車場　あり

正社員 定年を上
限

大分県津久見市大字上青江３７４８
番地の１雇用期間の定めなし 雇用・労災・

健康・厚生
なし

44060-  907311

正社員 キャリア
形成

大分県津久見市地蔵町１１－７

雇用期間の定めなし 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

44060-  885311 月額　20,000円まで

電気工事作業員
35歳以

下

有限会社　九州電設 工場内電気工事と電気機器等の点検、メ
ンテナンス等、高圧配線、盤据付工事及
び工場内の制御プログラムの作成、変更
等の業務を行います。主に一般電気工
事（公共工事他）で工場内での作業となり
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）

44060-  856711 月額　10,000円まで

トレーラ運転手
59歳以

下

ＲＴＴ株式会社　九州支社 主に車両はバルクセミトレーラ車を使用
し、一般貨物輸送及び産業廃棄物収集
運搬業務を行います。ドライブレコーダー
搭載の専属車両です。運行は主に、北九
州方面ですが、北陸や東海方面もありま
す。

土日祝他 ﾏｲｶｰ通勤 可

駐車場　あり

正社員 定年を上
限

大分県臼杵市野津町大字野津市６４
８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

大分県津久見市大字津久見１４５９
番地の１雇用期間の定めなし 雇用・労災・

健康・厚生

44060-  867511 月額　18,000円まで

自動車整備工
59歳以

下

有限会社　新成モータース 自動車整備工場での自動車車両整備業
務全般
一般点検整備業務全般、一般修理業務
全般、お客様の車両の引き受け・納車業
務、その他作業場内の整理、整頓、清掃
等の関連する業務です。車種は普通車
から大型車までです。

日他 ﾏｲｶｰ通勤 可

駐車場　あり

なし

44060-  891411

事務員 不問

社会福祉法人　同心会　特別養護
老人ホーム　緑の園

従業員の勤怠管理及び給料計算、利用
料の計算及び請求書の発行（専用ソフト
への入力）、施設で使用する備品等の管
理や発注、その他電話や来客応対、銀
行等への外出業務等、経理や一般事務
業務を行います。なお給与計算や経理業
務にＰＣを使用します。

他 ﾏｲｶｰ通勤 可

駐車場　あり

正社員
不問

大分県臼杵市大字大泊２２０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

大分県臼杵市大字江無田１１１９－
５雇用期間の定めなし 雇用・労災・

健康・厚生・
財形

44060-  863111 月額　29,500円まで

生活支援員（聖心園）
18歳～
59歳

社会福祉法人　みずほ厚生セン
ター

障がいを持った利用者さんの生活、日中
活動支援を行います。
起床、着替え、歯磨き、排泄、食事、入浴
などの生活全般の介護、介助、日中の
様々な活動（創作、運動、調理等）の援
助、見守り、
夜間の見守り、排泄支援、パソコンを使

他 ﾏｲｶｰ通勤 可

駐車場　あり

実費支給（上限あり）

44060-  911811 月額　15,000円まで

正看・准看護師
18歳～
59歳

一般社団法人　津久見市医師会
介護老人保健施設つくみかん

施設内で入所者（８０名程度）に対するバ
イタルチェックなどの健康管理や健康相
談等の看護業務全般を行います。医療
及び福祉サービス等の提供、その他、関
連する一連の業務を行います。

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

大分県津久見市大字千怒６１２０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ＣＡＤ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ＣＡＤ設計業務（河
川、道路等）全般
設計担当主任の指示により、ＣＡＤを使
用しての道路、河川等の基本設計を基に
詳細設計を行います。パソコンによる各
種書類作成、また現場調査、発注者との
打合せ協議等に同席しての補助業務も

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-  875511 月額　20,000円まで

令和３年２月２６日 発行

（ 次回発行予定 : 令和３年３月５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「02.17 ～ 02.22」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)13時00分～17時00分
～ 〈週休二日制〉

派遣・請負ではない 800 円 その他

1人 (求人番号)

交替制あり

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

派遣・請負ではない 1,000 円 毎　週

1人 (求人番号)

1,000 円 (1)9時00分～13時00分
～ 〈週休二日制〉

派遣・請負ではない 1,000 円 毎　週

1人 (求人番号)

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)

792 円 (1)9時00分～15時00分
～ 〈週休二日制〉

派遣・請負ではない 792 円 毎　週

2人 (求人番号)

933 円 (1)17時00分～8時30分
～ 〈週休二日制〉

派遣・請負ではない 1,133 円 その他

1人 (求人番号)

920 円 (1)13時00分～18時00分
～ 〈週休二日制〉

派遣 920 円 毎　週

1人 (求人番号)

令和３年２月２６日 発行

（ 次回発行予定 : 令和３年３月５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 定年を上
限

大分県津久見市地蔵町６－２

雇用期間の定めなし 雇用・労災

通勤

（手当）求人番号

一般事務員
59歳以

下

有限会社　安東商会 一般事務及び経理事務を行います。伝
票起票、各帳簿への記帳業務、来客応
対、電話応対等です。また銀行（支払い、
記帳等）、部品の配達等で外出を伴う用
務もあります。その際は持込車を使用し
て頂きます。（月１回程度、別途ガソリン
代支給）

日祝他 ﾏｲｶｰ通勤 可

駐車場　あり

なし

44060-  910711

ガソリンスタンド店員 不問

戸高石油　株式会社 ガソリンスタンド店員の業務全般を行い
ます。自動車の燃料給油、灯油販売、洗
車後の拭き上げ作業等、スタンド内、事
務所（洗面所含む）の清掃、環境整備等
その他付随する一連の業務を行います。

日他 ﾏｲｶｰ通勤 可

駐車場　あり

パート労働者
不問

大分県津久見市合ノ元町５番３３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（原則更新）

パート労働者
不問

大分県津久見市大字千怒６１２０番
地雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 労災

44060-  858211 月額　7,000円まで

介護福祉士（入浴介助） 不問

一般社団法人　津久見市医師会
介護老人保健施設つくみかん

入所者の入浴介助を専門に行います。
体調の変化の観察や全身状態の確認。
脱衣所での衣服の着脱、浴室での入浴
介助は担当を分けて行います。転倒など
の防止の為どちらも複数名で行います。

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-  864711 月額　9,300円まで

リハビリ助手 不問

医療法人　仁愛会　介護老人保健
施設　幸寿院　（臼杵内科リハビリ
テーション医院）

患者様、入所者様のリハビリ室への移
乗・移動の介助、各種リハビリ器具のセッ
ティング（ホットパック等）、リハビリ関係書
類の作成補助・整理、リハビリ室内のタオ
ル・枕カバー等の洗濯、リハビリ室内の
清掃、食堂まで誘導・つれ帰り、介護士
の食事介助の手伝い（食事介助はしませ

土日祝他 ﾏｲｶｰ通勤

44060-  866211 月額　10,000円まで

可

駐車場　あり

パート労働者
不問

大分県臼杵市大字市浜６９４番地の
１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）

可

駐車場　あり

パート労働者
不問

大分県津久見市大字上青江３５４９
番地雇用期間の定めあり（４ヶ月未満） 労災 なし

契約更新の可能性なし

草刈り作業員 不問

社会福祉法人　豊友会　うばめ園 市内の公園の手作業での草刈り、取った
草を集めたりの清掃作業等
作業現場には自動車や自転車で直接向
かうことができますが、他の方と乗り合わ
せで一緒に向かうこともできます。

土日祝他 ﾏｲｶｰ通勤

パート労働者
不問

大分県大分市西大道１－１－１７

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 雇用・労災・
健康・厚生

44060-  904511

葬祭スタッフ補助員（搬送
助手）

不問

株式会社　風之荘 ・搬送助手（運転業務あり）

・各斎場の夜間見回り　等



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） 44010- 4642111 月額　10,000円まで

スパー内業務／津久見店 不問

株式会社　テクノ・ジャパン 青果部門

青果商品の加工、パック詰、品出し、陳
列、他諸作業




他 ﾏｲｶｰ通勤

43010- 5948311 月額　7,000円まで

可

駐車場　あり

有期雇用派遣パート
不問

熊本県熊本市中央区出水４丁目１４
－１５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）

☎ 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「02.17 ～ 02.22」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。

～　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！


