
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 300,000 円 その他

1人 (求人番号)

190,000 円 (1)9時30分～19時00分
～ (2)9時30分～13時30分 〈週休二日制〉

派遣・請負ではない 300,000 円 その他

1人 (求人番号)

140,760 円 (1)8時30分～17時30分
～ 〈週休二日制〉

派遣・請負ではない 140,760 円 毎　週

1人 (求人番号)

変形（1年単位）

176,000 円 (1)8時00分～16時45分
～ 〈週休二日制〉

派遣・請負ではない 210,000 円 その他

1人 (求人番号)

変形（1年単位）

150,990 円 (1)8時10分～17時00分
～ 〈週休二日制〉

派遣・請負ではない 150,990 円 その他

1人 (求人番号)

交替制あり

182,000 円 (1)8時30分～17時30分
～ (2)12時00分～21時00分 〈週休二日制〉

派遣・請負ではない 261,000 円 (3)17時00分～9時00分 その他

2人 (求人番号)

交替制あり

182,000 円 (1)8時30分～17時30分
～ (2)12時00分～21時00分 〈週休二日制〉

派遣・請負ではない 259,000 円 (3)17時00分～9時00分 その他

1人 (求人番号)

変形（1ヶ月単位）

165,000 円 (1)8時30分～17時00分
～ 〈週休二日制〉

派遣・請負ではない 170,000 円 その他

1人 (求人番号)

交替制あり

150,000 円 (1)7時30分～15時30分
～ (2)8時00分～16時00分 〈週休二日制〉

派遣・請負ではない 200,000 円 その他

1人 (求人番号)

194,400 円 (1)7時30分～16時30分
～ 〈週休二日制〉

派遣・請負ではない 248,400 円 毎　週

1人 (求人番号)

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 253,000 円 その他

2人 (求人番号)

200,000 円 (1)9時00分～18時00分
～ 〈週休二日制〉

請負 220,000 円 その他

1人 (求人番号) 44010- 7624411 月額　30,000円まで

（請）栄養士（津久見市大
字長目・しおさい）

59歳以
下

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、
検収等の栄養士業　務


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
実費支給（上限あり）

正社員
不問

大分県臼杵市大字末広４１４番地の
１雇用期間の定めなし 雇用・労災・

健康・厚生

44060- 1417711

大型ダンプ運転手 不問

株式会社　高聖建設工業 工事現場（現在は主に大分市松岡）にお
ける大型ダンプの運転業務を行います。
主に砂利や土砂等の短距離の運搬で
す。また乗車前の車両の点検、洗車等そ
の他付随する業務も行います。

日他 ﾏｲｶｰ通勤 可

駐車場　あり

実費支給（上限あり）

44060- 1452211 月額　10,000円まで

製缶工
30歳以

下

株式会社　薬師寺建設 ベルトコンベア等の機械設備の維持及び
一般修繕作業等のメンテナンス業務を行
います。その他関連する一連の業務。構
内の移動に軽トラックを使用します。

他 ﾏｲｶｰ通勤 可

駐車場　あり

正社員 キャリア
形成

大分県津久見市中央町２番８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

大分県臼杵市大字吉小野２９５０－
１　　　　　　　　　　　　　（臼杵カント
リークラブ内　レストランアンデス）

雇用期間の定めなし 雇用・労災・
健康・厚生

44060- 1430611 月額　5,000円まで

ホールスタッフ（ウエイ
ター・ウエイトレス）

不問

アンデス観光　有限会社　（高島本
店）

臼杵カントリークラブ内でのレストラン
（テーブル１８席収容約７０名程度）での
接客業務を行います。お客様より注文を
受ける。料理の配膳する。食器等下膳
し、テーブルを片づける。レストラン内の
清掃等その他付随する業務

他 ﾏｲｶｰ通勤 可

駐車場　あり

実費支給（上限あり）

44060- 1440111 月額　5,000円まで

洗濯作業員
59歳以

下

有限会社　マツモト・メディカル 大分市、臼杵市、津久見市の各病院や
高齢者施設等に入院や入所し
ているご利用者様の洗濯物や職員のユ
ニフォーム、タオルや衣類等
を洗濯機等での洗濯やアイロンがけ等を
行います。
専用機械による介護ベットのマットレスの

日祝他 ﾏｲｶｰ通勤 可

駐車場　あり

正社員 定年を上
限

大分県臼杵市大字江無田１４８４番
地の４雇用期間の定めなし 雇用・労災・

健康・厚生
一定額

正社員 法令の規
定により
年齢制限

大分県臼杵市大字戸室字長谷１１３
５番地の１雇用期間の定めなし 雇用・労災・

健康・厚生

44060- 1455011 月額　10,000円まで

介護職員
18歳～
59歳

有限会社　ふくすけ　（グループ
ホーム　ふくすけ）

グループホーム入所者（２０名程度）の入
浴・食事・排泄等の介助業務及びレクリ
エーション等の介助業務、調理業務（朝
食）、生活支援等、介護や生活支援及び
調理業務を行います。

他 ﾏｲｶｰ通勤 可

駐車場　あり

実費支給（上限あり）

44060- 1457611 月額　10,000円まで

介護職員
18歳～
59歳

有限会社　あすとぴあ（福祉事業
部）

グループホーム入所者（１８名程度）の入
浴・食事・排泄等の介助業務、レクリエー
ション等の介助業務、調理業務（朝食）、
生活支援等、介護や支援業務及び調理
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

大分県臼杵市大字戸室１１３５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）

正社員以外
不問

大分県臼杵市大字末広黒丸１６２番
１雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 雇用・労災・

健康・厚生・
財形

44060- 1445411 月額　10,000円まで

フォークリフト作業員（資
材管理）

不問

富士甚醤油　株式会社 フォークリフトを使用して、包材や原料
等、工場へ搬入される資材の受け入れ、
検品・入庫・出庫等を行います。また、パ
ソコンを使用して資材の在庫管理等、そ
の他付随する業務を行います。

日祝他 ﾏｲｶｰ通勤 可

駐車場　あり

実費支給（上限あり）

契約更新の可能性あり（原則更新） 44060- 1418811 月額　20,000円まで

総合事務員（運送部門）
44歳以

下

龍南運送　株式会社 運輸部門に係わる事務業務（売上伝票
入力及び請求書発行、仕入伝票入力、
電話応対など）を行います。将来的には
配車管理、運行管理も行って頂きます。
配車管理、運行管理業務を行うようにな
ると社用車（普通ＡＴ車）を使用して頂く場
合もあります。

日祝他 ﾏｲｶｰ通勤 可

駐車場　あり

正社員 キャリア
形成

大分県津久見市大字下青江３８９１

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

大分県臼杵市大字二王座字丸山前
谷５５１番雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 雇用・労災・

健康・厚生

44060- 1453511 月額　15,000円まで

支援員 不問

株式会社　スタンダップカンパニー 個別支援計画に基づき、就労の支援を
サポートする業務を行います。利用者３、
４名程度を担当し、作業の補助や見守り
等の支援を行います。利用者の送迎を担
当の方が休みの時などお願いする場合
もあります。使用する車はセレナです。

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- 1434811 月額　10,000円まで

歯科衛生士 不問

いとう歯科・こども歯科 歯科治療の補助業務。予防処置（歯垢、
歯石の除去）、保健指導（虫歯予防の為
のブラッシング方法の指導等）などの歯
科衛生士業務を行います。器具の消毒
業務や受付業務はありません。

日祝他 ﾏｲｶｰ通勤 可

駐車場　あり

正社員
不問

大分県臼杵市大字市浜字馬渡１１６
８番地ザ・モ－ルＵＳＵＫＩ　１Ｆ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

大分県臼杵市大字板知屋１番地１２

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

船舶設計業務係（船装設計
部門）

不問

株式会社　臼杵造船所 新造船の設計業務、船主や監督及び製
造部門との技術的折衝、引渡船のアフ
ターフォロー等、船舶建造による造船設
計業務を担当します。

日他 ﾏｲｶｰ通勤 可

駐車場　あり

実費支給（上限あり）

契約更新の可能性あり（条件あり） 44060- 1461511 月額　15,500円まで

令和３年４月２日 発行

（ 次回発行予定 : 令和３年４月９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「03.24 ～ 03.30」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、文字が途中で途切れて不自然な箇所 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。



交替制あり

146,944 円 (1)8時00分～17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 164,864 円 (3)10時00分～19時00分 その他

2人 (求人番号)

180,000 円 (1)8時30分～17時15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)

変形（1ヶ月単位）

147,840 円 (1)18時00分～8時30分
～ (2)8時30分～18時00分 〈週休二日制〉

派遣・請負ではない 154,560 円 その他

2人 (求人番号)

交替制あり

192,500 円 (1)9時00分～19時15分
～ (2)21時00分～7時15分 〈週休二日制〉

派遣 192,500 円 (3)11時00分～21時15分 その他

2人 (求人番号)

（派）電子部品製造機械操
作・検査（月給制・無期雇
用）

18歳以
上

株式会社　ワールドインテック　大
分営業所

小物部品製造に携わる機械の操作や
チェック等の簡単業務

１．加工する製品を検査の機械へセットし
ます
２．加工が終わり製品を取りキズ等の異
常がないか個数などの

他 ﾏｲｶｰ通勤

44010- 7852611 月額　20,000円まで

可

駐車場　あり

無期雇用派遣労働者 法令の規
定により
年齢制限

大分県大分市下郡南４丁目１番２５
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 法令の規
定により
年齢制限

大分県大分市大字上宗方字明川原
１２４番地の１雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 雇用・労災・

健康・厚生

44010- 7794511 月額　5,000円まで

機動隊員（臼杵営業所）
18歳以

上

日本連合警備　株式会社 臼杵市大字江無田中通にある「臼杵営
業所」にて

・契約先への巡回パトロール
・警備先の監視業務
・警備装置の発報対応　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（条件あり） 44010- 7726711 月額　4,000円まで

営業員（車のガラス）（佐
伯営業所）

35歳以
下

株式会社　大倉 車のディーラーや修理工場に、自動車ガ
ラスの販売・施工・営業
当社にて、自動車ガラスの交換作業

営業範囲は佐伯市、津久見市になります
車は社用車を使用します

日祝他 ﾏｲｶｰ通勤 可

駐車場　あり

正社員 キャリア
形成

大分県大分市大州浜１－５－３１

雇用期間の定めなし 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

一定額

正社員以外
不問

大分県大分市生石４丁目１－２０

雇用期間の定めなし 雇用・労災・
健康・厚生

給油所スタッフ（臼杵市２
店舗または野津町）

不問

東九州石油　株式会社 ・ガソリンの給油
・洗車作業
・オイル交換　等

他 ﾏｲｶｰ通勤 可

駐車場　あり

実費支給（上限あり）

44010- 7758111 月額　20,000円まで



1,019 円

～ 〈週休二日制〉
派遣・請負ではない 1,019 円 毎　週

1人 (求人番号)

交替制あり

900 円

～ 〈週休二日制〉
派遣・請負ではない 1,466 円 毎　週

3人 (求人番号)

1,600 円

～ 〈週休二日制〉
派遣・請負ではない 1,600 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)

905 円

～ 〈週休二日制〉
派遣・請負ではない 905 円 毎　週

1人 (求人番号)

905 円

～ 〈週休二日制〉
派遣・請負ではない 905 円 毎　週

1人 (求人番号)

905 円

～ 〈週休二日制〉
派遣・請負ではない 905 円 毎　週

1人 (求人番号)

交替制あり

840 円 (1)8時30分～16時30分
～ (2)9時00分～16時00分 〈週休二日制〉

派遣・請負ではない 1,100 円 (3)9時00分～14時00分 毎　週

1人 (求人番号)

800 円 (1)12時00分～17時00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 (1)9時00分～14時00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 (1)8時30分～17時30分
～ (2)9時00分～12時00分 〈週休二日制〉

派遣・請負ではない 800 円 (3)9時00分～15時00分 毎　週

1人 (求人番号)

825 円 (1)9時30分～16時30分
～ 〈週休二日制〉

派遣・請負ではない 825 円 毎　週

1人 (求人番号)

令和３年４月２日 発行

（ 次回発行予定 : 令和３年４月９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

大分県津久見市大字津久見３４８５
番地１雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 又は8時00分～16時30

分の間の7時間程度
雇用・労災・
健康・厚生

通勤

（手当）求人番号

特別支援教育支援員 不問

大分県立津久見高等学校 高等学校における障がいのある生徒へ
の支援を行います。発達障がいのある生
徒の学習上の支援（授業、黒板の書き写
し作業など）、肢体不自由のある生徒の
日常生活の介助（教室間の移動、安全の
確保等）を行います。

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- 1431911 日額　2,600円まで

塾講師　【臼杵校】 不問

ＣＫＣネットワーク　株式会社 面接時のテスト（国・数・英）や面談によっ
て、担当学年や教科を相談させていただ
きます。
安心してご応募ください。

・お仕事と家庭の両立をされている方も
いらっしゃいます。

他 ﾏｲｶｰ通勤 不可

パート労働者
不問

愛知県名古屋市名東区一社４丁目１
６５番　４Ｆ雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 又は14時00分～21時50

分の間の1時間以上
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

大分県臼杵市大字井村９１１番地

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 又は8時20分～16時50
分の間の4時間程度

労災

23010- 9721311

県立学校学習指導員 不問

大分県立臼杵支援学校 担任や教科担当の授業補助・見守り、実
習等の事前準備補助・教材の作成補助
等、教職員の補助的業務を行います。

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- 1450711 日額　2,600円まで

スクールサポートスタッフ 不問

大分県立臼杵支援学校 構内の換気や消毒、給食食器準備、授
業教材作成補助、環境整備（机やテーブ
ルの清掃）等、教職員の補助的業務を行
います。

土日祝他 ﾏｲｶｰ通勤 可

駐車場　あり

パート労働者
不問

大分県臼杵市大字井村９１１番地

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 又は8時20分～16時50
分の間の6時間程度

雇用・労災 実費支給（上限あり）

契約更新の可能性なし

パート労働者 定年を上
限

大分県臼杵市祇園南２組

雇用期間の定めなし 又は8時00分～17時00
分の間の4時間程度

雇用・労災

44060- 1451811 日額　2,600円まで

水産部門担当
59歳以

下

生活協同組合　コープおおいた
コープうすき

店内で、水産品の商品作り（パック・値
付・調理等）、商品陳列及び販売、清掃
等の水産部門業務を行います。三枚おろ
し等が出来る方には調理してもらう事が
あります。（水産手当あり）

他 ﾏｲｶｰ通勤 可

駐車場　あり

実費支給（上限あり）

44060- 1421311 月額　20,000円まで

惣菜部門担当（べーカ
リー）

59歳以
下

生活協同組合　コープおおいた
コープうすき

店内で、惣菜商品の商品作り（パック・値
付・調理等）、商品発注や陳列及び販
売。ベーカリーコーナーで商品作り（形成
された冷凍の生地を焼く）及び袋詰めや
陳列。また清掃等、各担当業務を行いま
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

大分県臼杵市祇園南２組

雇用期間の定めなし 又は8時00分～18時00
分の間の4時間程度

雇用・労災 実費支給（上限あり）

パート労働者 定年を上
限

大分県臼杵市祇園南２組

雇用期間の定めなし 又は8時00分～18時00
分の間の4時間程度

雇用・労災

44060- 1422611 月額　20,000円まで

日配部門担当
59歳以

下

生活協同組合　コープおおいた
コープうすき

店内で、日配商品の補充、商品の陳列及
び販売、接客、その他清掃等の担当業務
を行っていただきます。また慣れてきたら
発注等もしていただきます。

他 ﾏｲｶｰ通勤 可

駐車場　あり

実費支給（上限あり）

44060- 1423911 月額　20,000円まで

介護職員
59歳以

下

有限会社　あすとぴあ（福祉事業
部）

グループホーム入所者（１８名程度）の入
浴・食事・排泄等の介助業務、レクリエー
ション等の介助業務、生活支援等、介護
や支援業務を行います。

他 ﾏｲｶｰ通勤 可

駐車場　あり

パート労働者 定年を上
限

大分県臼杵市大字戸室１１３５番地
１雇用期間の定めなし 労災 実費支給（上限あり）

パート労働者
不問

大分県臼杵市大字戸室字長谷１１３
５番地の１雇用期間の定めなし 労災

44060- 1454411 日額　400円まで

介護職員（１２時～１７
時）

不問

有限会社　ふくすけ　（グループ
ホーム　ふくすけ）

グループホーム入所者（２０名程度）の入
浴・食事・排泄等の介助業務、レクリエー
ション等の介助業務、生活支援等、介護
及び生活支援業務を行います。

他 ﾏｲｶｰ通勤 可

駐車場　あり

実費支給（上限あり）

44060- 1459111 日額　400円まで

介護職員（９時～１４時） 不問

有限会社　ふくすけ　（グループ
ホーム　ふくすけ）

グループホーム入所者（２０名程度）の入
浴・食事・排泄等の介助業務、レクリエー
ション等の介助業務、生活支援等、介護
及び生活支援業務を行います。

他 ﾏｲｶｰ通勤 可

駐車場　あり

パート労働者
不問

大分県臼杵市大字戸室字長谷１１３
５番地の１雇用期間の定めなし 労災 実費支給（上限あり）

パート労働者
不問

大分県豊後大野市三重町赤嶺１２５
０番地１雇用期間の定めなし 又は9時00分～16時00

分の間の4時間以上
雇用・労災・
健康・厚生

44060- 1460211 日額　400円まで

リハビリ助手（臼杵病院
外来リハビリテーション）

不問

社会医療法人　帰巖会 ・外来リハビリ受付（血圧測定、記録）
・外来リハビリ診察補助
・物理用法機器のセッティング
・環境整備
・その他、セラピスト補助業務および外来
リハビリ関連補助業務


日祝他 ﾏｲｶｰ通勤 可

駐車場　あり

実費支給（上限あり）

44080-  933511 月額　20,000円まで

調理員（津久見市） 不問

株式会社　優美 「有料老人ホーム　オレンジ」での調理業
務及び清掃、洗濯等に従事します。

＊利用者は２１名程度です。


他 ﾏｲｶｰ通勤 可

駐車場　あり

パート労働者
不問

高知県四万十市具同田黒３丁目８番
１０号雇用期間の定めあり（４ヶ月未満） 労災 実費支給（上限あり）

契約更新の可能性あり（条件あり） 39030- 1054311 月額　31,600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「03.24 ～ 03.30」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、文字が途中で途切れて不自然な箇所 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。



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)

792 円 (1)7時30分～16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)

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なし 又は7時00分～17時00

分の間の3時間以上
労災

バス運転手 不問

株式会社　ホテル臼杵 マイクロバス（２６人乗り）で、日帰り（大分
市内等）や宿泊のお客様（大分市内、県
外等）の送迎の運転業務を行います。県
外への送迎はまれです。

対応可能な方のみ、送迎業務のない時
に草刈り等の庭手入れをしていただきま

他 ﾏｲｶｰ通勤 可

駐車場　あり

実費支給（上限あり）

44060- 1412011 月額　5,000円まで

清掃員 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

施設内及び施設周辺の清掃、環境整備
を行います。
モップや掃除機を使用し、１Ｆ～３Ｆの居
室及び共有スペースの清掃を２名体制で
行います。ベット周りのゴミ捨てなどの環
境整備、その他、コロナ対策の消毒等を
行います。

他 ﾏｲｶｰ通勤

44060- 1414611 月額　14,000円まで

可

駐車場　あり

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） 又は7時30分～16時00

分の間の4時間程度
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）

～　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・・・


