
1,600 円 (1)8時30分～17時00分
～ 〈週休二日制〉

派遣・請負ではない 2,400 円 毎　週

1人 (求人番号)

1,200 円

～ 〈週休二日制〉
派遣・請負ではない 1,500 円 毎　週

1人 (求人番号)

1,200 円 (1)18時00分～22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)

1,200 円

～ 〈週休二日制〉
派遣・請負ではない 1,500 円 毎　週

1人 (求人番号)

1,300 円 (1)9時30分～13時30分
～ (2)8時30分～17時30分 〈週休二日制〉

派遣・請負ではない 1,300 円 毎　週

1人 (求人番号)

1,300 円

～ 〈週休二日制〉
派遣・請負ではない 1,300 円 毎　週

1人 (求人番号)

1,000 円 (1)14時00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

～ 〈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)14時30分～18時30分
～ (2)9時00分～13時00分 〈週休二日制〉

派遣・請負ではない 1,100 円 その他

1人 (求人番号)

1,000 円 (1)8時45分～15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)

1,600 円 (1)13時00分～17時00分
～ 〈週休二日制〉

派遣・請負ではない 1,600 円 毎　週

1人 (求人番号)

交替制あり

905 円 (1)9時15分～12時15分
～ (2)16時30分～20時30分 〈週休二日制〉

派遣・請負ではない 905 円 毎　週

3人 (求人番号)

令和３年４月９日 発行

（ 次回発行予定 : 令和３年４月１６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千怒６１２０番
地雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 労災

通勤

（手当）求人番号

薬剤師 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

つくみかん（入所者８０名）及び関係施設
のサテライトみなみ（介護老人保健施設、
入所者２０名）の医師の処方箋に基づい
た調剤、服薬状況や残薬の有無の確
認、医薬品の管理等の業務を「つくみか
ん」にて行います。

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- 1499611 月額　14,000円まで

看護職員 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）

介護老人保健施設の看護業務を行いま
す。（入所者７０名に対する施設入所
サービス、短期入所サービスの提供）
経管栄養管理、喀痰吸引、処置、点滴管
理、採血、内服管理、バイタル測定。食
事介助、排泄介助、体位変換、看護記録
記入等。

他 ﾏｲｶｰ通勤 可

駐車場　あり

パート労働者
不問

大分県臼杵市大字市浜６９４番地の
１雇用期間の定めなし 又は8時30分～17時30

分の間の4時間以上
雇用・労災 実費支給（上限あり）

パート労働者
不問

大分県臼杵市大字市浜６９４番地の
１雇用期間の定めなし 労災

44060- 1557811 月額　10,000円まで

看護職員（１８時～２２
時）月２回勤務

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）

月２回の夜間当番医診療業務における
看護業務を行います。
患者さんの受付、案内業務、医師の指示
による診療の補助業務　
点滴管理、採血、バイタル測定等。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- 1565811 月額　10,000円まで

看護職員 不問

医療法人　仁愛会　老人保健施設
臼杵福寿苑

入所利用者（８０名程度）に対する健康管
理、検温や血圧測定等のバイタルチェッ
ク、ケアプランにかかるアセスメント業
務、看護記録記入等の看護業務、その
他食事介助等の介助業務等、及び身の
回りのお世話を行います。

土日祝他 ﾏｲｶｰ通勤 可

駐車場　あり

パート労働者
不問

大分県臼杵市大字末広２８５番地

雇用期間の定めなし 又は8時30分～17時30
分の間の4時間以上

雇用・労災 実費支給（上限あり）

パート労働者
不問

大分県臼杵市大字市浜６９４番地の
１雇用期間の定めあり（４ヶ月未満） 労災

44060- 1595911 月額　10,000円まで

言語聴覚士又は理学療法士 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）

介護老人保健施設の入所者７０名に対し
ハビリテーション業務。
運動・マッサージ・温熱や電気で、刺激を
用いた治療・訓練・指導等の業務。また、
業務に伴う書類作成等を行います。

土日祝他 ﾏｲｶｰ通勤 可

駐車場　あり

実費支給（上限あり）

契約更新の可能性あり（原則更新） 44060- 1561611 月額　10,000円まで

言語聴覚士 不問

医療法人　仁愛会　老人保健施設
臼杵福寿苑

入所利用者（８０名程度）に対する言語聴
覚士としてのリハビリテーション業務を行
います。各種作業や動作の訓練及び指
導、業務に伴う書類の作成業務、その他
付随する一連の業務を行います。

土日祝他 ﾏｲｶｰ通勤 可

駐車場　あり

パート労働者
不問

大分県臼杵市大字末広２８５番地

雇用期間の定めなし 又は8時30分～17時30
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
不問

大分県臼杵市唐人町６７７－１

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 雇用・労災

44060- 1594611 月額　10,000円まで

歯科衛生士 不問

陶山歯科医院 歯科治療における医師の補助、予防処
置（歯垢、歯石の除去）、歯
科予防の為のブラッシング方法等の指導
等の歯科衛生業務全般を行
います。その他、レセプトの入力、器具の
準備や消毒等の付随する
業務

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- 1536311 月額　3,000円まで

歯科衛生士 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）

入所者に対する口腔ケア業務を行いま
す。日常的に清掃できない部位の専門的
歯面清掃。むし歯や歯周病などの予防に
関する指導。その他器具の洗浄などの関
連する業務を行います。

他 ﾏｲｶｰ通勤 可

駐車場　あり

パート労働者
不問

大分県臼杵市大字市浜６９４番地の
１雇用期間の定めなし 又は8時30分～17時30

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
不問

大分県臼杵市野津町野津市北町９７
番地の２雇用期間の定めなし 雇用・労災

44060- 1553611 月額　10,000円まで

歯科衛生士 不問

陽だまり歯科医院 歯科診療における医師の補助、ブラッシ
ング方法の指導等の保健指導、歯石・歯
垢の除去等の歯科衛生士としての業務、
及びその他診療機材の洗浄等、関連す
る一連の業務を行います。

日祝他 ﾏｲｶｰ通勤 可

駐車場　あり

実費支給（上限あり）

44060- 1642911 月額　5,000円まで

県立学校スクールサポート
スタッフ（令和３年度）

不問

大分県立　臼杵高等学校 学校内の消毒や環境整備を行って頂き
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

大分県臼杵市大字海添２５２１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
不問

大分県臼杵市大字海添２５２１番地
１雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 又は8時00分～17時15

分の間の4時間程度
労災

44060- 1697411 日額　2,619円まで

県立学校学習指導員（令和
３年度）

不問

大分県立　臼杵高等学校 生徒への学習指導及び進路指導等を行
います。
（教科指導補助、進路学習指導、個別面
接指導等、個別小論文指導、進路ガイダ
ンス）

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- 1698011 日額　2,619円まで

レジ担当
59歳以

下

生活協同組合　コープおおいた
コープつくみ

店内でレジ業務全般を行います。商品の
レジ及び清算（チェックアウト）、接客、そ
の他、清掃等の関連する一連の業務を
行います。レジはバーコードを通し、おつ
りは自動で出るタイプです。

他 ﾏｲｶｰ通勤 可

駐車場　あり

パート労働者 定年を上
限

大分県津久見市中田町１－８

雇用期間の定めなし 又は9時15分～20時30
分の間の4時間程度

雇用・労災 実費支給（上限あり）

44060- 1531811 月額　15,000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「03.31 ～ 04.06」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 (1)9時00分～18時00分
～ 〈週休二日制〉

請負 1,200 円 毎　週

1人 (求人番号)

1,205 円

～ 〈週休二日制〉
派遣・請負ではない 1,205 円 毎　週

1人 (求人番号)

950 円 (1)8時00分～12時00分
～ 〈週休二日制〉

派遣 950 円 毎　週

1人 (求人番号)

950 円 (1)8時00分～13時00分
～ 〈週休二日制〉

派遣 950 円 毎　週

1人 (求人番号)

900 円 (1)15時00分～18時00分
～ (2)16時00分～18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)

900 円

～ 〈週休二日制〉
派遣・請負ではない 900 円 毎　週

1人 (求人番号)

変形（1ヶ月単位）

825 円 (1)7時00分～16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 935 円 (3)11時30分～20時30分 毎　週

1人 (求人番号)

変形（1ヶ月単位）

845 円 (1)17時30分～9時30分
～ 〈週休二日制〉

派遣・請負ではない 935 円 その他

1人 (求人番号)

変形（1ヶ月単位）

825 円 (1)7時30分～16時30分
～ (2)8時00分～17時00分 〈週休二日制〉

派遣・請負ではない 935 円 (3)8時30分～17時30分 その他

1人 (求人番号)

800 円 (1)8時30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)

810 円 (1)9時00分～17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)

1,000 円 (1)13時00分～16時30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)

交替制あり

800 円 (1)7時00分～12時00分
～ (2)8時00分～13時00分 〈週休二日制〉

派遣・請負ではない 1,000 円 (3)9時00分～15時00分 毎　週

2人 (求人番号)

交替制あり

1,300 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)

792 円 (1)14時30分～18時30分
～ (2)9時00分～13時00分 〈週休二日制〉

派遣・請負ではない 1,000 円 その他

1人 (求人番号)

パート労働者
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） 又は9時00分～18時00

分の間の4時間程度
労災

（請）栄養士急募！（日勤
帯固定勤務）

不問

富士産業　株式会社　大分事業部 入居者様、利用者様にお食事を提供す
る仕事です。

・献立作成
・発注、検品
・パソコン入力、書類作成
・電話対応

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（条件あり） 44010- 8883111 月額　30,000円まで

介護支援専門員（ニチイケ
アセンター津久見）

不問

株式会社　ニチイ学館　大分支店 津久見市大字津久見にある「ニチイケア
センター津久見」にて
介護支援に関する

・業務管理
・訪問調査
・ケアプラン作成　等

土日他 ﾏｲｶｰ通勤 可

駐車場　あり

パート労働者
不問

大分県大分市金池町２丁目６－１５
ＥＭＥ大分駅前ビル６Ｆ雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 又は9時00分～18時00

分の間の5時間程度
労災 実費支給（上限あり）

契約更新の可能性あり（条件あり）

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

44010- 8068111 月額　50,000円まで

スーパー内業務／臼杵市 不問

株式会社　テクノ・ジャパン 鮮魚部門
鮮魚の加工、パック詰め、品出し、陳列、
他諸作業





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） 43010-10803811 月額　7,000円まで

スーパー内業務／津久見市 不問

株式会社　テクノ・ジャパン 《鮮魚部門》
鮮魚商品の加工、パック詰め、品出し、
陳列、他諸作業



※雇用期間：３ヶ月更新

他 ﾏｲｶｰ通勤 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）

パート労働者
不問

大分県臼杵市大字市浜１１９１－１

雇用期間の定めなし 労災

43010-10799811 月額　7,000円まで

販売員（洋菓子） 不問

株式会社　国美（くにみ） 洋菓子販売業務全般を行います。商品
の品出し、商品説明、販売、包装、ラッピ
ング、レジ業務等の接客業務を行いま
す。また、店内清掃、環境整備等その他
付随した業務を行います。この業務は３
名程度で行います。

月日他 ﾏｲｶｰ通勤 可

駐車場　あり

実費支給（上限あり）

44060- 1654211 月額　5,000円まで

スタンド店員 不問

マルコ商事　株式会社 ガソリンスタンドにおける給油、洗車（手
洗い、機械）、洗車後の車の移動、清掃
業務（事務所、洗面所、スタンド内）、環境
整備、ゴミ捨て等その他付随した業務を
行います。この業務は６名程度で行いま
す。

他 ﾏｲｶｰ通勤 可

駐車場　あり

パート労働者
不問

大分県津久見市大字上青江３７７３
－７雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 又は7時00分～19時00

分の間の8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 法令の規
定により
年齢制限

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

44060- 1655511 月額　17,600円まで

介護職員／グループホーム
優美（津久見市）

18歳以
上

株式会社　優美 グループホームでの介護及び支援業務
（入所者１８名）
（ユニットが２つあり、各９名の入所者様
で構成）
主に、食事、入浴、排泄等の生活介助を
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）

契約更新の可能性あり（条件あり） 39030- 1168311 月額　31,600円まで

夜勤専従・介護／オレンジ
（津久見市）

18歳以
上

株式会社　優美 ＊夜勤のみの勤務です。
＊入居者様の生活介護業務。
　（食事・排泄・入浴等のお世話をしま
す。）
＊２１名程度の方に対して、介護業務を
行います。


他 ﾏｲｶｰ通勤 可

駐車場　あり

パート労働者 法令の規
定により
年齢制限

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）

パート労働者 法令の規
定により
年齢制限

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） 雇用・労災

39030- 1172511 月額　31,600円まで

介護職員／オレンジ（津久
見市）

18歳以
上

株式会社　優美 「ヘルパーステーションオレンジ」にて介
護業務全般に従事していただきます。
＊入居者様の生活介護業務。
　（食事・排泄・入浴等のお世話をしま
す。）
＊２１名程度の方に対して、介護業務を
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）

契約更新の可能性あり（条件あり） 39030- 1174011 月額　31,600円まで

介護職員
65歳以

下

有限会社　生活援助ｉ舎 利用者（約２０名程度）への介護業務など
を行って頂きます。
入浴、更衣、排泄等の介助業務。
レクリエーション等の指導等。

日他 ﾏｲｶｰ通勤 可

駐車場　あり

パート労働者 定年を上
限

大分県臼杵市大字海添５５１番地

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 定年を上
限

大分県臼杵市大字大野友田３－４

雇用期間の定めなし 雇用・労災・
健康・厚生

44060- 1486211 月額　10,000円まで

介護職（いいあんばい）
64歳以

下

医療法人　聖心会　循環器リハビ
リクリニック

デイサービス施設で、要支援・要介護状
態にある利用者（約３５名～４０名程度）
の入浴・排泄・食事・レクレーション等の
介護業務を行います。また、利用者の送
迎業務があります。車は軽自動車（ＡＴ
車）又は、８人乗りの普通自動車のいず
れかです。

日祝他 ﾏｲｶｰ通勤 可

駐車場　あり

実費支給（上限あり）

44060- 1543011 月額　17,000円まで

介護職員（入浴介助専門） 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）

入所者に対する機械浴での入浴介助を
行う。居室から浴室までの移動介助、浴
室内での更衣介助、浴室内での洗身、洗
髪等の介助等の入浴に関する入浴介護
を専門に行います。
入社後、指導介護士が業務内容を指導
します。

水土日祝他 ﾏｲｶｰ通勤 可

駐車場　あり

パート労働者
不問

大分県臼杵市大字市浜６９４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

大分県臼杵市大字市浜６６４－４

雇用期間の定めなし 労災

44060- 1558211 月額　10,000円まで

介護職員 不問

三貴　株式会社 入居者２１名の有料老人ホームでの介護
業務全般を行います。
・利用者の食事・入浴・排泄介助等の業
務
・レクリエーション支援等の生活介助業務
・その他関連する一連の業務

他 ﾏｲｶｰ通勤 可

駐車場　あり

なし

44060- 1573811

ホームヘルパー
59歳以

下

社会福祉法人　白梅福祉会 持ち込んだ車又はバイクで高齢者（利用
者）宅を訪問し、生活援助（買物・調理・
掃除・片付け等の関連するもの）や身体
介護（入浴・排泄等）の福祉サービスを
行っていただきます。

他 ﾏｲｶｰ通勤 可

駐車場　あり

パート労働者 定年を上
限

大分県津久見市徳浦宮町６番８号

雇用期間の定めなし 又は9時00分～19時00
分の間の4時間程度

労災 なし

パート労働者
不問

大分県臼杵市野津町野津市北町９７
番地の２雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 雇用・労災

44060- 1638211

歯科助手及び受付事務員 不問

陽だまり歯科医院 歯科診療における医師の補助、診療器
具の消毒・準備、患者さんの受付、誘導、
電話での受付等の電話対応、カルテ出
し、会計業務、その他院内の整理整頓、
清掃等関連する一連の業務。

日祝他 ﾏｲｶｰ通勤 可

駐車場　あり

実費支給（上限あり）

契約更新の可能性あり（条件あり） 44060- 1643111 月額　5,000円まで



交替制あり

900 円

～ 〈週休二日制〉
派遣・請負ではない 900 円 その他

6人 (求人番号)

交替制あり

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

派遣・請負ではない 1,000 円 (3)9時00分～15時00分 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)

交替制あり

870 円

～ 〈週休二日制〉
派遣・請負ではない 900 円 毎　週

1人 (求人番号)

900 円 (1)16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)

1,100 円 (1)7時30分～9時30分
～ (2)16時30分～18時30分 〈週休二日制〉

派遣・請負ではない 1,100 円 その他

1人 (求人番号)

830 円 (1)7時30分～16時30分
～ (2)8時30分～14時30分 〈週休二日制〉

派遣・請負ではない 830 円 (3)8時30分～12時00分 毎　週

3人 (求人番号)

800 円 (1)8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)

800 円 (1)7時00分～12時00分
～ (2)7時00分～16時00分 〈週休二日制〉

派遣・請負ではない 800 円 毎　週

3人 (求人番号)

792 円 (1)7時00分～11時00分
～ (2)8時00分～12時00分 〈週休二日制〉

派遣・請負ではない 792 円 (3)13時00分～17時00分 その他

3人 (求人番号)

交替制あり

945 円 (1)8時00分～12時00分
～ (2)13時00分～17時00分 〈週休二日制〉

派遣・請負ではない 945 円 毎　週

2人 (求人番号)

交替制あり

905 円 (1)8時00分～12時00分
～ (2)13時00分～17時00分 〈週休二日制〉

派遣・請負ではない 905 円 毎　週

2人 (求人番号)

変形（1ヶ月単位）

800 円 (1)3時00分～0時00分
～ 〈週休二日制〉

派遣・請負ではない 1,000 円 毎　週

2人 (求人番号)

1,000 円 (1)7時30分～11時30分
～ (2)12時30分～16時30分 〈週休二日制〉

派遣・請負ではない 1,350 円 (3)10時00分～15時00分 毎　週

1人 (求人番号)

カラーリスト（美容師） 不問

有限会社ラ・ムール　ビューティー
カラープラス大分　サンリブ臼杵

カラー専門店でカラーリストを担当してい
ただきます。主な仕事は以下のとおりとな
ります。カラーリング、簡単なシャンプー
（専用の機械でシャンプーを行った後、
残った　カラー剤を落とす）、店舗内での
お客様への接客、予約は、インターネット
のみで受付けを行うため、電話対応等は

他 ﾏｲｶｰ通勤 可

駐車場　あり

パート労働者
不問

大分県臼杵市大字江無田２６６番５
（サンリブ臼杵店内）雇用期間の定めなし 又は9時30分～20時00

分の間の4時間程度
労災 実費支給（上限あり）

パート労働者
不問

大分県臼杵市大字市浜６６４－４

雇用期間の定めなし 又は7時00分～18時00
分の間の5時間程度

雇用・労災

44060- 1550411 月額　10,000円まで

調理員（ほっと市浜） 不問

三貴　株式会社 有料老人ホーム「ほっと市浜」での調理
業務全般
・調理業務全般
・その他、調理場の整理整頓、清掃等関
連する一連の業務
・入所者２１名程度の朝食、昼食、夕食を
つくります。

他 ﾏｲｶｰ通勤 可

駐車場　あり

なし

44060- 1571111

弁当調理補助員 不問

フライパン 弁当の盛り付け等の補助業務、電話応
対、店頭での弁当の販売業務です。ま
た、弁当の配達業務（主に津久見市内
で、自家用車を使用した場合は１日１００
円支給）も行います。

日他 ﾏｲｶｰ通勤 可

駐車場　あり

パート労働者
不問

大分県津久見市上青江平岩４１１２
－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

大分県臼杵市大字江無田２４３－１

雇用期間の定めなし 又は9時00分～15時30
分の間の4時間程度

労災

44060- 1662511 日額　100円まで

ホール係（昼／平日） 不問

有限会社　矢尾伝 料理の配膳、接客、後片付け等、ホール
スタッフ業務

火土日 ﾏｲｶｰ通勤 可

駐車場　あり

実費支給（上限あり）

44060- 1542411 月額　5,000円まで

フロント係（臼杵湯の里：
１６：００～）

不問

株式会社　ホテル臼杵 電話予約の受付、宿泊者のチェックイン
時の対応、お食事処のレジ精算業務が
主な仕事です。お客様の状況により、お
食事処のホール係（料理の持ち運びな
ど）の手伝いもあります。

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

大分県臼杵市大字大野字友田大道
西１２番地１雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 雇用・労災

44060- 1616311 月額　5,000円まで

駐車場誘導員（すみれこど
も園）

不問

社会福祉法人　熊崎福祉会 保育園（園児２１５名程度）の駐車場にお
いて、車の誘導を行います。登園時２時
間、降園時２時間、自家用車にて園児を
送迎する保護者の車の誘導、及び安全
確認が主な仕事となります。

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- 1535011 月額　9,500円まで

菓子製造員 不問

後藤製菓 菓子（臼杵せんべい等）の製造に伴う業
務（型抜きしたせんべいにショウガ糖を塗
る作業、ショウガを洗う作業、機械操作）
を行います。また、臼杵せんべいの紙箱
を組み立てます。未経験の方も採用後、
仕事内容に関しては丁寧に指導致しま
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

大分県臼杵市大字深田１１８番地

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 又は7時00分～16時30
分の間の6時間程度

雇用・労災 なし

契約更新の可能性あり（条件あり）

パート労働者 定年を上
限

大分県大分市大分流通業務団地１
丁目３番６雇用期間の定めなし 労災

44060- 1479511

食肉加工・販売員（臼杵
市・新鮮市場臼杵店）

59歳以
下

株式会社まるひで 「新鮮市場　臼杵店」にて、食肉加工およ
び販売業務
・食肉パック詰め
・シール貼り
・商品の陳列
・店頭での販売　等

他 ﾏｲｶｰ通勤 可

駐車場　あり

実費支給（上限あり）

44010- 9054811 日額　400円まで

調理補助（臼杵市末広） 不問

大阪惣菜　株式会社 ＊弁当、おにぎり、寿司、総菜、揚げ物等
の調理、製造、販売

＊未経験の方も丁寧に指導しますのでご
応募ください。

＊採用日から３月３１日までの雇用、

他 ﾏｲｶｰ通勤 可

駐車場　あり

パート労働者
不問

福岡県北九州市門司区黄金町６－２
８雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 又は7時00分～13時00

分の間の4時間程度
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）

パート労働者
不問

福岡県北九州市門司区黄金町６－２
８雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 雇用・労災

40062- 1621211 月額　4,000円まで

寿司・弁当・揚げ物・惣菜
等の調理、陳列（大分県津
久見市）

不問

九州惣菜　株式会社 ＊寿司・弁当・揚げ物・惣菜等の調理及
び陳列

＊採用日より３月３１日までの雇用。
　以降、１年毎の契約更新あり。

＊未経験者の方でも親切に指導します。

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（原則更新） 40062- 1762311

商品加工・販売員（水産）
59歳以

下

生活協同組合　コープおおいた
コープつくみ

主にパック詰め、品出し、ラベル貼り、値
段付け（シール）、商品陳列等を行いま
す。仕事に慣れてきたら、魚の捌き作業
（三枚下ろし、刺身調理）、等をしてもらう
事もあります。（魚の捌き方等は丁寧に
指導いたします）

他 ﾏｲｶｰ通勤 可

駐車場　あり

パート労働者 定年を上
限

大分県津久見市中田町１－８

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

大分県津久見市中田町１－８

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- 1527311 月額　15,000円まで

商品加工・販売員（農産
物）

59歳以
下

生活協同組合　コープおおいた
コープつくみ

農産物の販売業務を行います。主に店
内商品の鮮度品質チェック、陳列作業、
野菜のカット作業、値付け等を行います。

他 ﾏｲｶｰ通勤 可

駐車場　あり

実費支給（上限あり）

44060- 1528611 月額　15,000円まで

綱取り及び誘導要員
69歳以

下

石鎚株式会社　臼杵営業所　九四
オレンジフェリー代理店

係船作業及び車両の誘導作業を行いま
す。
綱取等作業は３名体制で行います。
勤務は、フェリー入・出港時のみの作業と
なり、１回が１時間～３時間程度です。（１
日の実働時間は計１０時間）

他 ﾏｲｶｰ通勤 可

駐車場　あり

パート労働者 定年を上
限

大分県臼杵市大字板知屋１２５７

雇用期間の定めなし 雇用・労災 なし

44060- 1512111

片付け作業員
59歳以

下

有限会社　五十川環境産業 スコップ等の道具を使用して、ベルトコン
ベア等の機械周辺に堆積した土砂・石の
片付け作業の補助業務、その他付随す
る業務を行って頂きます。吸引車のオペ
レーター業務等はありません。

他 ﾏｲｶｰ通勤 可

駐車場　あり

一定額

44060- 1482911 月額　4,500円まで

パート労働者 定年を上
限

大分県津久見市合ノ元町１－４

雇用期間の定めなし 労災



～　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・・・



変形（1年単位）

193,700 円 (1)8時00分～17時00分
～ 〈週休二日制〉

派遣・請負ではない 269,700 円 その他

1人 (求人番号)

変形（1年単位）

250,000 円 (1)7時30分～16時30分
～ 〈週休二日制〉

派遣・請負ではない 350,000 円 その他

1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 300,000 円 その他

1人 (求人番号)

フレックス

270,000 円 (1)9時00分～17時30分
～ 〈週休二日制〉

派遣・請負ではない 450,000 円 毎　週

1人 (求人番号)

変形（1ヶ月単位）

330,000 円 (1)8時30分～17時30分
～ (2)8時30分～12時00分 〈週休二日制〉

派遣・請負ではない 377,500 円 (3)8時30分～20時00分 その他

1人 (求人番号)

400,000 円

～ 〈週休二日制〉
派遣・請負ではない 450,000 円 毎　週

1人 (求人番号)

変形（1ヶ月単位）

210,000 円 (1)8時30分～17時30分
～ 〈週休二日制〉

派遣・請負ではない 240,000 円 その他

1人 (求人番号)

変形（1ヶ月単位）

230,000 円 (1)9時00分～18時00分
～ (2)9時00分～13時00分 〈週休二日制〉

派遣・請負ではない 350,000 円 毎　週

1人 (求人番号)

交替制あり

215,000 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 250,000 円 毎　週

1人 (求人番号)

182,000 円 (1)8時00分～17時30分
～ 〈週休二日制〉

派遣・請負ではない 243,040 円 その他

2人 (求人番号)

250,000 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 毎　週

2人 (求人番号)

交替制あり

191,583 円 (1)8時00分～17時00分
～ (2)7時30分～16時30分 〈週休二日制〉

派遣・請負ではない 233,898 円 (3)10時00分～19時00分 毎　週

1人 (求人番号)

正社員 定年を上
限

大分県津久見市大字堅浦１３８１－
１雇用期間の定めなし 雇用・労災・

健康・厚生・
財形

通勤

（手当）求人番号

設計スタッフ（大型産業機
械等）

59歳以
下

株式会社　ヤクテツ 各種クレーン及び大型産業機械の機械
設計を担当していただきます。主な仕事
の流れは、お客様と直にヒアリングを重
ね求める性能や材質を把握し大まかな
構想を設定します。決定後、ＣＡＤを使用
し強度計算、艤装品の組込などを行い本
格的な作図に取り掛かります。１００ｔクラ

日祝他 ﾏｲｶｰ通勤 可

駐車場　あり

令和３年４月９日 発行

（ 次回発行予定 : 令和３年４月１６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

可

駐車場　あり

正社員 定年を上
限

大分県津久見市大字四浦５４５１番
地雇用期間の定めなし 雇用・労災・

健康・厚生
実費支給（上限なし）

実費支給（上限あり）

44060- 1605411 月額　14,000円まで

土木施工管理技士
59歳以

下

株式会社　甲斐建設 一般土木工事、公共工事の現場におけ
る施工管理、工程管理、品質管理、安全
管理等の管理監督業務。　
官公庁等へ提出する申請書類の作成業
務。

日他 ﾏｲｶｰ通勤

なし

44060- 1505711

システムエンジニア
59歳以

下

株式会社　ネクストワン ＧＩＳ（地図情報システムソフト）の開発及
びコンサルタント業務
システム商品の開発およびユーザーサ
ポート
ドローンの最適ルート開発

土日祝他 ﾏｲｶｰ通勤

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

44060- 1493811

土木施工管理技術者（世話
役）

59歳以
下

拓州建設　株式会社 土木工事全般の業務（工事現場で土木
作業員やその他の作業員への指示、指
導）。現場は主に津久見市、臼杵市で
す。

日他 ﾏｲｶｰ通勤 可

駐車場　あり

正社員 定年を上
限

福岡県直方市知古７９８－１

雇用期間の定めなし 雇用・労災・
健康・厚生

44060- 1522811 月額　50,000円まで

薬剤師（大分県津久見市
「なつめ薬局」）

64歳以
下

有限会社　直方メディカルサービ
ス

＊調剤薬局における業務全般

＊その他付帯する業務

＊試用期間：３ヶ月（条件同一）



日祝他 ﾏｲｶｰ通勤 可

駐車場　あり

可

駐車場　あり

正社員 定年を上
限

大分県臼杵市大字臼杵２ノ１０７番
地の６４７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）

可

駐車場　あり

正社員 定年を上
限

大分県津久見市上宮本町２２番１０
号雇用期間の定めなし 又は8時30分～19時00

分の間の8時間
雇用・労災・
健康・厚生

実費支給（上限あり）

実費支給（上限なし）

40080- 1460511

薬剤師
59歳以

下

有限会社　ローズ薬局 調剤薬局における調剤、服薬指導等、調
剤業務全般


日他 ﾏｲｶｰ通勤

実費支給（上限あり）

39030- 1171211 月額　31,600円まで

正看護師
64歳以

下

医療法人　聖心会　臼杵循環器内
科

外来の患者さんに対する看護師業務全
般を行います。
医師の診療の補助、注射、検温等の医
師から指示された処置業務、器具の洗浄
及び準備等を行います。その他付随する
一連の業務。

日祝他 ﾏｲｶｰ通勤

正社員 定年を上
限

高知県四万十市具同田黒３丁目８番
１０号雇用期間の定めなし 雇用・労災・

健康・厚生

44060- 1541511 月額　20,000円まで

看護職員／オレンジ（津久
見市）

64歳以
下

株式会社　優美 「有料老人ホームオレンジ」にて看護業務
に従事していただきます

入居者様の健康管理及び服薬の管理。
（入居定員は２１名）

他 ﾏｲｶｰ通勤 可

駐車場　あり

正社員
不問

大分県臼杵市大字海添５５１番地

雇用期間の定めなし 雇用・労災・
健康・厚生

44060- 1483111 月額　17,000円まで

看護職員 不問

有限会社　生活援助ｉ舎 老人ホーム入所者及びデイサービスセン
ターにて看護、介護業務
器具を利用しての機能訓練
パソコン入力事務作業

他 ﾏｲｶｰ通勤 可

駐車場　あり

可

駐車場　あり

正社員 定年を上
限

大分県臼杵市大字稲田７５９－１

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）

可

駐車場　あり

正社員
不問

大分県津久見市大字長目２７１５番
地の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）

実費支給（上限あり）

44060- 1492711 月額　10,000円まで

正・准看護師 不問

社会福祉法人　同心会　高齢者総
合福祉施設　しおさい

特別養護老人ホーム入居者及びショート
ステイ、デイサービス利用者の検温等の
健康管理や健康に関する相談等及び医
師の指示による看護業務、その他付随す
る一連の業務を行います。

他 ﾏｲｶｰ通勤

実費支給（上限あり）

契約更新の可能性あり（条件あり） 44060- 1564711 月額　10,000円まで

正看護師
59歳以

下

社会福祉法人　白梅福祉会 特別養護老人ホーム入所者（６８名）及び
ショートステイ利用者（最大１０名）に対す
る健康管理、看護処置、通院等援助、リ
ハビリ活動等の看護業務で、看護師４名
での勤務体制です。

他 ﾏｲｶｰ通勤

正社員以外
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ヶ月以上） 雇用・労災・

健康・厚生

44060- 1552311 月額　18,000円まで

看護職員 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）

介護老人保健施設での看護業務（７０名
の入所者に対する施設入所サービス、短
期入所サービスの提供）
経管栄養管理、喀痰吸引、処置、点滴管
理、採血、内服薬管理、バイタル測定。
食事、排泄介助、体位変換。看護記録記
入　等

土日他 ﾏｲｶｰ通勤 可

駐車場　あり

44060- 1634911 月額　24,900円まで

可

駐車場　あり

正社員 定年を上
限

大分県津久見市徳浦宮町６番８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）

☎ 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「03.31 ～ 04.06」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。



変形（1ヶ月単位）

210,000 円 (1)8時30分～17時30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ヶ月単位）

173,000 円 (1)8時30分～18時30分
～ (2)8時30分～12時30分 〈週休二日制〉

派遣・請負ではない 191,000 円 毎　週

1人 (求人番号)

交替制あり

155,000 円 (1)9時00分～18時30分
～ (2)9時00分～13時00分 〈週休二日制〉

派遣・請負ではない 260,000 円 その他

1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)

変形（1ヶ月単位）

160,500 円 (1)8時30分～17時00分
～ 〈週休二日制〉

派遣・請負ではない 190,500 円 その他

1人 (求人番号)

変形（1年単位）

125,000 円 (1)7時30分～17時00分
～ (2)7時30分～15時00分 〈週休二日制〉

派遣・請負ではない 170,000 円 毎　週

1人 (求人番号)

変形（1年単位）

135,000 円 (1)8時00分～17時00分
～ 〈週休二日制〉

派遣・請負ではない 150,000 円 その他

1人 (求人番号)

変形（1年単位）

143,895 円 (1)8時10分～16時40分
～ (2)8時10分～16時50分 〈週休二日制〉

派遣・請負ではない 149,778 円 (3)8時10分～17時00分 その他

1人 (求人番号)

179,760 円

～ 〈週休二日制〉
紹介予定派遣 188,320 円 毎　週

2人 (求人番号)

変形（1ヶ月単位）

151,900 円 (1)7時00分～16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 165,660 円 (3)11時30分～20時30分 その他

1人 (求人番号)

変形（1ヶ月単位）

175,000 円 (1)7時00分～16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 175,000 円 (3)11時30分～20時30分 その他

1人 (求人番号)

変形（1ヶ月単位）

175,000 円 (1)7時30分～16時30分
～ (2)8時00分～17時00分 〈週休二日制〉

派遣・請負ではない 175,000 円 (3)8時30分～17時30分 その他

1人 (求人番号)

変形（1ヶ月単位）

151,900 円 (1)7時30分～16時30分
～ (2)8時00分～17時00分 〈週休二日制〉

派遣・請負ではない 165,660 円 (3)8時30分～17時30分 その他

1人 (求人番号)

交替制あり

145,350 円 (1)16時00分～9時00分
～ (2)17時00分～10時00分 〈週休二日制〉

派遣・請負ではない 185,850 円 (3)7時00分～16時00分 毎　週

1人 (求人番号)

変形（1ヶ月単位）

145,000 円 (1)8時00分～17時00分
～ 〈週休二日制〉

派遣・請負ではない 175,000 円 毎　週

2人 (求人番号)

正社員 定年を上
限

大分県津久見市徳浦本町３番３３号

雇用期間の定めなし 雇用・労災・
健康・厚生

作業療法士、理学療法士
（介護ホーム秋桜）

64歳以
下

医療法人　一貫軒 介護付有料老人ホーム（入居者２９名）に
て、入所者の心身機能、基本動作、日常
生活動作（ＡＤＬ）、社会適用等の能力回
復、維持の為のリハビリ業務を行いま
す。又、リハビリ記録の作成等その他不
随した業務を行います。この業務は同職
種２名体制で行います。

他 ﾏｲｶｰ通勤 可

駐車場　あり

可

駐車場　あり

正社員 定年を上
限

大分県臼杵市唐人町６７７－１

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）

実費支給（上限あり）

44060- 1614411 月額　31,600円まで

歯科衛生士
59歳以

下

陶山歯科医院 歯科治療における医師の補助、予防処
置（歯垢、歯石の除去）、歯
科予防の為のブラッシング方法等の指導
等の歯科衛生業務全般を行
います。その他、レセプトの入力、器具の
準備や消毒等の付随する
業務。

日祝他 ﾏｲｶｰ通勤

実費支給（上限あり）

44060- 1629811 月額　5,000円まで

支援員
59歳以

下

社会福祉法人　豊友会　うばめ園 知的障がい者事業所（利用者３８名程
度）において、職員約１４名体制にて、障
がい者への生活支援業務、作業等の支
援業務、その他送迎業務（社用車ＭＴ車
セレナ等）、パソコンを使用しての業務作
業報告及び連絡記録をおこないます。

日祝他 ﾏｲｶｰ通勤

正社員
不問

大分県臼杵市野津町野津市北町９７
番地の２雇用期間の定めなし 雇用・労災

44060- 1538911 月額　5,000円まで

歯科衛生士 不問

陽だまり歯科医院 歯科診療における医師の補助、ブラッシ
ング方法の指導等の保健指導、歯垢・歯
石の除去等の歯科衛生士としての業務、
及びその他診療機材の洗浄等、関連す
る一連の業務を行います。

日祝他 ﾏｲｶｰ通勤 可

駐車場　あり

正社員
不問

大分県臼杵市大字深田６７４番地の
１雇用期間の定めなし 雇用・労災・

健康・厚生

44060- 1511911 月額　10,800円まで

介護支援専門員（居宅介護
支援事業所明日風）

不問

有限会社　夢のおと 利用者様やご家族の希望や状態を把握
し介護サービスの調整とケアプランの作
成等のケアマネ業務を行います。またグ
ループホーム内での日常生活上のお世
話や介護業務も行います。

他 ﾏｲｶｰ通勤 可

駐車場　あり

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）

可

駐車場　あり

正社員 定年を上
限

大分県臼杵市大字戸室１１３１番地
１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）

実費支給（上限あり）

44060- 1484711 月額　20,000円まで

事務員（健診業務）
59歳以

下

一般社団法人　臼杵市医師会　臼
杵市医師会立コスモス病院

コスモス病院併設の市民健康管理セン
ターで、健康診断の予約、受付、会計業
務、電話応対、各種事務入力業務（予約
票、健診の数値等）、その他付随する業
務を行っていただきます。

土日祝他 ﾏｲｶｰ通勤

実費支給（上限あり）

44060- 1664011 月額　7,000円まで

成分分析員 不問

二豊味噌　協業組合 味噌工場にて、担当者指導のもと、大豆
の水分量、硬度、色調、塩分、ＰＨ測定業
務、調合業務（添加物調合）、その他、Ｐ
Ｃを使用して記録台帳への入力、整理業
務等付随した業務を行います。

日祝他 ﾏｲｶｰ通勤

正社員 定年を上
限

大分県津久見市大字上青江４１３３
－２雇用期間の定めなし 雇用・労災・

健康・厚生

44060- 1632311 月額　20,900円まで

一般事務員
59歳以

下

株式会社　美幸環境 パソコンを使用しての伝票整理、請求
書、その他の書類作成、来客者対応、電
話応対、その他関連する一般事務に関
する業務をしていただきます。また社用
車（軽四ワゴンＲ）を使用して津久見市内
の集金業務もあります。

日祝他 ﾏｲｶｰ通勤 可

駐車場　あり

有期雇用派遣労働者
不問

熊本県熊本市北区弓削５丁目１番１
７号雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 又は7時00分～22時00

分の間の8時間程度
雇用・労災・
健康・厚生

44060- 1602811 月額　20,000円まで

ディスカウントストアでの
店内販売（紹介予定派遣）

不問

株式会社　リフティングブレーン ディスカウントストア（生活便利創庫）内で
商品の販売、補充、レジなどが主なお仕
事です。研修期間もありますので未経験
者の方でもＯＫです！！
【お仕事の内容】
１．商品の補充、陳列のお仕事：決めら
れた場所に決められた商品　を補充する

他 ﾏｲｶｰ通勤 可

駐車場　あり

可

駐車場　あり

正社員以外
不問

大分県臼杵市大字末広字黒丸１６０
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
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

正社員以外 法令の規
定により
年齢制限

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） 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）

実費支給（上限あり）

契約更新の可能性あり（条件あり） 43010-11125311 日額　700円まで

介護職員／グループホーム
優美（津久見市）

18歳以
上

株式会社　優美 グループホームでの介護及び支援業務
（入所者１８名）
（ユニットが２つあり、各９名の入所者様
で構成）
＊主に、生活介助を行います。
　（食事、入浴、排泄等のお世話）
＊簡単な調理もあります。

他 ﾏｲｶｰ通勤

実費支給（上限あり）

39030- 1170811 月額　31,600円まで

介護職員／オレンジ（津久
見市）【正社員】

18歳～
64歳

株式会社　優美 「ヘルパーステーションオレンジ」にて介
護業務全般に従事していただきます。
＊入居者様の生活介護業務。
　（食事・排泄・入浴等のお世話をしま
す。）
＊２１名程度の方に対して、介護業務を
行います。

他 ﾏｲｶｰ通勤

正社員 定年を上
限

高知県四万十市具同田黒３丁目８番
１０号雇用期間の定めなし 雇用・労災・

健康・厚生

39030- 1169611 月額　31,600円まで

介護職員／グループホーム
優美（津久見市）【正社
員】

18歳～
64歳

株式会社　優美 グループホームでの介護及び支援業務
（定員１８名で、各ユニット（９名）の入所
様に対応）
主に、生活介助を行います。
（食事・入浴・排泄等のお世話）



他 ﾏｲｶｰ通勤 可

駐車場　あり

正社員以外 法令の規
定により
年齢制限

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） 雇用・労災・

健康・厚生

39030- 1173411 月額　31,600円まで

介護職員／オレンジ（津久
見市）

18歳以
上

株式会社　優美 「ヘルパーステーションオレンジ」にて介
護業務全般に従事していただきます。
＊入居者様の生活介護業務。
　（食事・排泄・入浴等のお世話をしま
す。）
＊２１名程度の方に対して、介護業務を
行います。

他 ﾏｲｶｰ通勤 可

駐車場　あり

可

駐車場　あり

正社員 定年を上
限

高知県四万十市具同田黒３丁目８番
１０号雇用期間の定めなし 雇用・労災・

健康・厚生
実費支給（上限あり）

可

駐車場　あり

正社員以外 法令の規
定により
年齢制限

大分県臼杵市大字海添５５１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（原則更新）

実費支給（上限あり）

契約更新の可能性あり（条件あり） 39030- 1175311 月額　31,600円まで

介護職員
18歳以

上

有限会社　生活援助ｉ舎 入所者（３５名程度）の食事、洗濯、清掃
等の生活支援及び排せつや入浴等の身
体介護の支援を行います。

他 ﾏｲｶｰ通勤

実費支給（上限あり）

44060- 1507211 月額　10,000円まで

正社員
不問

大分県津久見市上宮本町２２－１４

雇用期間の定めなし 雇用・労災・
健康・厚生

44060- 1485811 月額　10,000円まで

介護職員 不問

医療法人　椿会　大石医院 日常生活における食事・入浴・排泄等の
介助業務全般及びレクレーションの支援
業務を行います。また、車での送迎業務
もあります。主に軽自動車ですが、普通
車（シエンタ）もあります。

水日他 ﾏｲｶｰ通勤 可

駐車場　あり



変形（1年単位）

140,000 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 その他

1人 (求人番号)

交替制あり

174,000 円 (1)8時30分～17時30分
～ (2)9時30分～18時30分 〈週休二日制〉

派遣・請負ではない 212,000 円 (3)16時30分～9時30分 その他

1人 (求人番号)

交替制あり

184,000 円 (1)8時30分～17時30分
～ (2)9時30分～18時30分 〈週休二日制〉

派遣・請負ではない 232,000 円 (3)16時30分～9時30分 その他

1人 (求人番号)

交替制あり

230,000 円 (1)8時30分～17時30分
～ (2)9時30分～18時30分 〈週休二日制〉

派遣・請負ではない 235,000 円 その他

1人 (求人番号)

交替制あり

170,000 円 (1)7時00分～16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 230,000 円 (3)9時00分～18時00分 毎　週

1人 (求人番号)

交替制あり

170,000 円 (1)7時30分～16時30分
～ (2)9時30分～18時30分 〈週休二日制〉

派遣・請負ではない 230,000 円 (3)16時30分～9時30分 その他

1人 (求人番号)

交替制あり

138,000 円 (1)8時30分～17時00分
～ (2)7時00分～15時30分 〈週休二日制〉

派遣・請負ではない 170,500 円 (3)11時30分～20時00分 その他

1人 (求人番号)

交替制あり

157,000 円 (1)7時00分～16時00分
～ (2)10時00分～19時00分 〈週休二日制〉

派遣・請負ではない 167,000 円 (3)11時00分～20時00分 その他

1人 (求人番号)

交替制あり

153,300 円 (1)7時30分～16時30分
～ (2)8時00分～17時00分 〈週休二日制〉

派遣・請負ではない 190,575 円 (3)9時30分～18時30分 その他

3人 (求人番号)

交替制あり

161,200 円 (1)7時30分～16時30分
～ (2)8時00分～17時00分 〈週休二日制〉

派遣・請負ではない 161,200 円 (3)9時30分～18時30分 その他

1人 (求人番号)

変形（1ヶ月単位）

151,200 円 (1)8時00分～17時00分
～ 〈週休二日制〉

派遣・請負ではない 151,200 円 その他

1人 (求人番号)

交替制あり

141,120 円 (1)8時00分～17時00分
～ (2)8時30分～17時30分 〈週休二日制〉

派遣・請負ではない 141,120 円 その他

1人 (求人番号)

交替制あり

161,356 円 (1)8時00分～17時30分
～ (2)10時00分～19時30分 〈週休二日制〉

派遣・請負ではない 230,260 円 (3)16時00分～9時00分 その他

1人 (求人番号)

交替制あり

175,000 円 (1)7時00分～16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 240,000 円 (3)9時00分～18時00分 毎　週

1人 (求人番号)

交替制あり

150,000 円 (1)9時00分～18時30分
～ (2)9時00分～13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)

介護職（いいあんばい）
64歳以

下

医療法人　聖心会　循環器リハビ
リクリニック

デイサービス施設で、要支援・要介護状
態にある利用者（約３５名～４０名程度）
の入浴・排泄・食事・レクレーション等の
介護業務を行います。また、利用者の送
迎業務があります。車は軽自動車（ＡＴ
車）又は、８人乗りの普通自動車のいず
れかです。

日祝他 ﾏｲｶｰ通勤

正社員 法令の規
定により
年齢制限

大分県臼杵市大字市浜６９４番地の
１雇用期間の定めなし 雇用・労災・

健康・厚生

44060- 1544311 月額　17,000円まで

介護職員
18歳以

上

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）

介護老人保健施設にて介護業務を行い
ます。（入所者７０名に対する施設入所
サービス、短期入所サービスの提供）
食事、排泄、入浴の介助、移動、移乗介
助、更衣介助。
レクリエーションの運営、参加、アセスメ
ント、介護記録記入　等

他 ﾏｲｶｰ通勤 可

駐車場　あり

可

駐車場　あり

正社員 定年を上
限

大分県臼杵市大字大野友田３－４

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）

可

駐車場　あり

正社員 法令の規
定により
年齢制限

大分県臼杵市大字市浜６９４番地の
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）

実費支給（上限あり）

44060- 1555111 月額　10,000円まで

介護福祉士
18歳以

上

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）

食事・排泄・入浴・移乗・更衣等の日常生
活介護、レクリエーションの運営や参加、
アセスメント、介護記録記入等の介護業
務を行います。入所者７０名に対する施
設入所サービス、短期入所サービスの提
供です。

他 ﾏｲｶｰ通勤

実費支給（上限あり）

契約更新の可能性あり（原則更新） 44060- 1563111 月額　10,000円まで

介護職員（ほっと市浜） 不問

三貴　株式会社 入居者２１名の有料老人ホームでの介護
業務全般を行います。
・利用者の食事、入浴、排泄介助等の業
務
・レクリエーション支援等の生活介助業務
・その他、関連する一連の業務

他 ﾏｲｶｰ通勤

正社員以外
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ヶ月以上） 雇用・労災・

健康・厚生

44060- 1560311 月額　10,000円まで

介護福祉士（日勤） 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）

食事・排泄・入浴・移乗・更衣等の日常生
活介護、レクリエーションの運営や参加、
アセスメント、介護記録記入等の介護業
務を行います。入所者７０名に対する施
設入所サービス、短期入所サービスの提
供です。

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

大分県臼杵市大字末広２８５番地

雇用期間の定めなし 雇用・労災・
健康・厚生

44060- 1574211 月額　10,000円まで

介護職員
18歳以

上

医療法人　仁愛会　老人保健施設
臼杵福寿苑

入所者へ、食事・排泄・入浴・体位交換等
の介護サービス及び、レクリエーション・
季節行事・日常生活訓練・教養娯楽等の
日常サービス等の介護業務を行います。

他 ﾏｲｶｰ通勤 可

駐車場　あり

可

駐車場　あり

正社員
不問

大分県臼杵市大字市浜６６４－４

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）

可

駐車場　あり

正社員 法令の規
定により
年齢制限

大分県臼杵市大字深田６７４番地の
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）

実費支給（上限あり）

44060- 1593311 月額　10,000円まで

介護職員（グループホーム
明日風）

18歳以
上

有限会社　夢のおと 高齢者１８名が共同生活を行うグループ
ホーム内での日常生活上のお世話や介
護業務です。ご利用者さんは認知症があ
りますが、できることもたくさんあります。
ご自身が出来ることを安全に遂行しても
らうように介護をするのがコツです。未経
験者でもコツを掴めば大丈夫です。

他 ﾏｲｶｰ通勤

実費支給（上限あり）

44060- 1608611 月額　10,000円まで

介護職員
18歳～
59歳

社会福祉法人　白梅福祉会 特別養護老人ホーム入所者（６８名）及び
ショートステイ利用者（最大１０名）に対す
る介護業務です。食事、入浴、排泄の介
助。レクリェーション、リハビリ、その他関
連する業務です。

他 ﾏｲｶｰ通勤

正社員 定年を上
限

大分県津久見市大字津久見１３２３
番地雇用期間の定めなし 雇用・労災・

健康・厚生

44060- 1606011 月額　20,000円まで

サービス提供責任者及び介
護職員

59歳以
下

有限会社　オアシス 〈サービス提供責任者業務〉
サービス計画立案、利用者・家族とのア
セスメント、担当者会議、訪問介護計画
書作成、モニタリング、派遣表作成、ヘル
パー業務等
〈介護業務〉
入浴、排泄、食事介助等の身体介護及

日他 ﾏｲｶｰ通勤 可

駐車場　あり

正社員以外
不問

大分県津久見市徳浦宮町６番８号

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 雇用・労災・
健康・厚生

44060- 1635111 月額　24,900円まで

介護職員（パート社員、交
替制）

不問

社会福祉法人　白梅福祉会 特別養護老人ホーム入所者（６８名）及び
ショートステイ利用者（最大１０名）に対す
る介護業務です。食事、入浴、排泄の介
助。レクリェーション、リハビリ、その他関
連する業務です。

他 ﾏｲｶｰ通勤 可

駐車場　あり

可

駐車場　あり

正社員 法令の規
定により
年齢制限

大分県津久見市徳浦宮町６番８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）

可

駐車場　あり

正社員以外
不問

大分県津久見市徳浦宮町６番８号

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（原則更新）

実費支給（上限あり）

契約更新の可能性あり（原則更新） 44060- 1636711 月額　24,900円まで

介護職員（パート社員、日
勤）

不問

社会福祉法人　白梅福祉会 特別養護老人ホーム入所者（６８名）及び
ショートステイ利用者（最大１０名）に対す
る介護業務です。食事、入浴、排泄の介
助。レクリェーション、リハビリ、その他関
連する業務です。

他 ﾏｲｶｰ通勤

実費支給（上限あり）

契約更新の可能性あり（原則更新） 44060- 1639511 月額　24,900円まで

ケアワーカー（特別養護老
人ホーム）

18歳以
上

社会福祉法人　同心会　特別養護
老人ホーム　緑の園

食事・入浴・排泄・移動等の身体介護、レ
クリエーションや行事等の活動支援、介
護記録の作成等、入居者の生活全般の
介助業務を行います。


他 ﾏｲｶｰ通勤

正社員以外
不問

大分県津久見市徳浦宮町６番８号

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 雇用・労災・
健康・厚生

44060- 1637811 月額　24,900円まで

介護職員（デイサービス） 不問

社会福祉法人　白梅福祉会 デイサービスセンター（利用者３０名程
度）での介護業務
・食事、入浴等の介助
・レクレーション、リハビリ活動の援助
・送迎時の添乗　等


日他 ﾏｲｶｰ通勤 可

駐車場　あり

正社員
不問

大分県臼杵市大字市浜６６４－４

雇用期間の定めなし 雇用・労災・
健康・厚生

44060- 1660811 月額　18,000円まで

訪問介護職員（サービス提
供責任者）

不問

三貴　株式会社 住宅型有料老人ホーム内（利用者２０名）
で、食事・排泄・入浴等の介助及び洗濯
等生活介助等の介護業務を行います。ま
た、計画書作成や職員のシフト作成等の
業務を行います。

他 ﾏｲｶｰ通勤 可

駐車場　あり

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）

可

駐車場　あり

正社員
不問

大分県臼杵市野津町野津市北町９７
番地の２雇用期間の定めなし 雇用・労災 実費支給（上限あり）

実費支給（上限あり）

44060- 1567511 月額　10,000円まで

歯科助手及び受付事務員 不問

陽だまり歯科医院 歯科診療における医師の補助、診療器
具の消毒・準備、患者さんの受付、誘導、
電話での受付等の電話対応、カルテ出
し、会計業務、その他院内の整理整頓、
清掃等関連する一連の業務。

日祝他 ﾏｲｶｰ通勤

44060- 1644711 月額　5,000円まで



変形（1ヶ月単位）

180,000 円

～ 〈週休二日制〉
請負 230,000 円 その他

1人 (求人番号)

変形（1ヶ月単位）

180,000 円

～ 〈週休二日制〉
請負 230,000 円 その他

2人 (求人番号)

交替制あり

146,200 円 (1)5時00分～14時00分
～ (2)6時00分～15時00分 〈週休二日制〉

請負 154,800 円 (3)10時30分～19時30分 毎　週

1人 (求人番号)

交替制あり

140,832 円 (1)8時00分～17時00分
～ (2)8時30分～17時30分 〈週休二日制〉

請負 164,160 円 毎　週

1人 (求人番号)

交替制あり

137,062 円 (1)8時00分～16時30分
～ (2)10時30分～19時30分 〈週休二日制〉

請負 137,062 円 その他

1人 (求人番号)

交替制あり

180,000 円 (1)9時00分～18時15分
～ (2)15時00分～0時15分 〈週休二日制〉

派遣・請負ではない 250,000 円 (3)0時00分～9時15分 その他

1人 (求人番号)

変形（1年単位）

221,780 円 (1)9時00分～19時15分
～ (2)11時00分～21時15分 〈週休二日制〉

派遣 221,780 円 (3)21時00分～7時15分 毎　週

5人 (求人番号)

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 200,000 円 その他

1人 (求人番号)

変形（1ヶ月単位）

150,000 円 (1)5時30分～14時30分
～ (2)6時30分～15時30分 〈週休二日制〉

派遣・請負ではない 170,000 円 (3)8時00分～17時00分 その他

1人 (求人番号)

変形（1年単位）

217,500 円 (1)7時15分～16時15分
～ 〈週休二日制〉

派遣・請負ではない 271,750 円 その他

1人 (求人番号)

変形（1年単位）

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 255,200 円 その他

2人 (求人番号)

変形（1年単位）

193,700 円 (1)8時00分～17時00分
～ 〈週休二日制〉

派遣・請負ではない 269,700 円 その他

2人 (求人番号)

変形（1年単位）

143,000 円 (1)8時00分～17時00分
～ 〈週休二日制〉

派遣・請負ではない 198,000 円 その他

3人 (求人番号)

変形（1年単位）

207,000 円 (1)8時00分～17時00分
～ 〈週休二日制〉

請負 253,000 円 その他

2人 (求人番号)

変形（1年単位）

207,000 円 (1)8時00分～17時00分
～ 〈週休二日制〉

請負 253,000 円 その他

3人 (求人番号)

実費支給（上限なし）

27060-10273411

調理師／津久見中央病院
64歳以

下

淀川食品　株式会社 病院厨房での調理業務が主な仕事となり
ます。
完全レシピ化で複雑な作業工程ではあり
ません。

弊社は様々な影響を受けにくい”安定”し
た会社です。

他 ﾏｲｶｰ通勤

正社員 定年を上
限

大阪府大阪市淀川区三津屋中１－１
－２雇用期間の定めなし 又は5時30分～19時30

分の間の8時間程度
雇用・労災・
健康・厚生

調理師／津久見中央病院
64歳以

下

淀川食品　株式会社 病院厨房での調理業務が主な仕事となり
ます。
完全レシピ化で複雑な作業工程ではあり
ません。

弊社は様々な影響を受けにくい”安定”し
た会社です。

他 ﾏｲｶｰ通勤 可

駐車場　あり

正社員以外
不問

福岡県福岡市中央区荒戸２丁目１番
５号　大濠公園ビル８階雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 雇用・労災・

健康・厚生

27060-10331611

調理スタッフ／臼杵市 不問

株式会社　ＬＥＯＣ　九州事務所 ＊病院厨房内における、入院患者様給
食の調理業務全般

主な仕事内容：調理・食材の切り込み・盛
り付け・配膳・下膳・　食器洗浄・厨房内
清掃などの業務を行って頂きます。


他 ﾏｲｶｰ通勤 可

駐車場　あり

可

駐車場　あり

正社員 定年を上
限

大阪府大阪市淀川区三津屋中１－１
－２雇用期間の定めなし 又は5時30分～19時30

分の間の8時間程度
雇用・労災・
健康・厚生

実費支給（上限なし）

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）

実費支給（上限なし）

契約更新の可能性あり（原則更新） 40010-19287311

（請）調理員（臼杵市大字
江無田・聖心園）

不問

日清医療食品　株式会社　南九州
支店　大分営業所

臼杵市大字江無田野地にある「聖心園」
内厨房にて

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

他 ﾏｲｶｰ通勤

実費支給（上限あり）

契約更新の可能性あり（条件あり） 44010- 8656811 月額　30,000円まで

総合職（フロント又は飲食
スタッフ・大分津久見店）

18歳～
35歳

株式会社　アメイズ（ＨＯＴＥＬ　ＡＺ
チェーン）

〈宿泊部門〉
・チェックイン、チェックアウト・接客・予約
受付
・ＰＣ入力・精算業務　等
〈飲食部門〉
・接客・調理・提供・清掃・精算業務　等


他 ﾏｲｶｰ通勤

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

44010- 8624211

（請）調理員（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

調理、盛付、配膳、仕込み、食材カット、
清掃、食器洗浄　等


他 ﾏｲｶｰ通勤 可

駐車場　あり

有期雇用派遣労働者 法令の規
定により
年齢制限

大分県大分市王子中町３番２６号
荒金ビル２Ｆ雇用期間の定めあり（４ヶ月未満） 雇用・労災・

健康・厚生

44010- 8317211 月額　15,000円まで

（派）半導体製造装置オペ
レーター・検査（臼杵市福
良）

18歳以
上

株式会社　ティーエムビジョン 半導体製造装置オペレーター・検査業務

クリーンルーム内における半導体製造装
置のオペレータ業務
および検査業務及びその付帯業務


他 ﾏｲｶｰ通勤 可

駐車場　あり

可

駐車場　あり

正社員 キャリア
形成

大分県大分市西鶴崎１丁目７番１７
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）

可

駐車場　あり

正社員
不問

大分県臼杵市野津町大字野津市２５
０６番地雇用期間の定めなし 雇用・労災・

健康・厚生
なし

なし

契約更新の可能性あり（条件あり） 44010- 8270711

農作業員 不問

株式会社　西日本農業社 主に米、麦、大豆の栽培に関し、トラク
ターやコンバイン等の農業用機械のオペ
レーター、植付けや収穫作業、農薬の散
布作業、田んぼ周りの草刈り作業、除草
作業等の農作業です。
各圃場（農作業場）には社用車で乗り合
わせて行く場合や、一人で運転していく場

日他 ﾏｲｶｰ通勤

実費支給（上限なし）

44060- 1653811

伐採、造林作業員 不問

有限会社　うすき林業 スギ、ヒノキの伐倒。伐倒木材の運搬。
搬出。下刈り、除伐等造林作業。林内作
業道作設、測量等。

日他 ﾏｲｶｰ通勤

正社員 キャリア
形成

大分県臼杵市野津町大字亀甲上熊
迫２３５－３雇用期間の定めなし 雇用・労災・

健康・厚生

44060- 1668111

農作業員（野菜）
44歳以

下

株式会社　ｏｈａｎａ本舗 苗の植付け、メンテナンス、収穫、片付
け、その他付随する有機野菜（葉物・根
菜類・果菜類）に関する農作業全般を行
います。主にハウスでの作業となります。
トラクター等使用する事もあります。

日祝他 ﾏｲｶｰ通勤 可

駐車場　あり

正社員
不問

大分県臼杵市大字福良１５１番地

雇用期間の定めなし 雇用・労災・
健康・厚生

44060- 1689411 月額　10,000円まで

造船技能職 不問

ＳＩＤ株式会社 船舶建造に係る船体ブロックの組立・取
付作業を行います。
ＣＯ２溶接による仮付
ガスによる切断
グラインダーによる仕上げ



日他 ﾏｲｶｰ通勤 可

駐車場　あり

可

駐車場　あり

正社員
不問

大分県臼杵市大字野田５３－１２

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）

可

駐車場　あり

正社員 定年を上
限

大分県津久見市大字堅浦１３８１－
１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）

一定額

44060- 1618911 月額　12,900円まで

製缶工
59歳以

下

株式会社　ヤクテツ 各種クレーン及び大型産業機械の製缶
業務を担当して頂きます。製缶業務は、
図面を基に鋼材を大型の主要構造物に
組み立てた後、溶接を行い、手すり歩道
などの艤装品を取付けて最終的な構造
物に仕上げていきます。将来的には図面
から工程計画をたて製缶業務全体の管

日祝他 ﾏｲｶｰ通勤

一定額

44060- 1533511 月額　5,000円まで

鉄工 不問

株式会社　翔栄 主に造船所内で鉄工作業を行います。未
経験の方は、ブロックの組み方を覚える
ことから始めます。
船台組み立て。

日他 ﾏｲｶｰ通勤

正社員
不問

大分県津久見市岡町５－３６

雇用期間の定めなし 雇用・労災・
健康・厚生

44060- 1604511 月額　14,000円まで

鍛造金物製造員 不問

有限会社　加藤製作所 自社工場内にて、一般土木作業用品、工
具（土木工事用鍬類等）の製作及び鉄道
保線等の機械修理、その他付随した業
務を行います。主に、ＪＲ協力会社よりの
受注業務となります。

日祝他 ﾏｲｶｰ通勤 可

駐車場　あり

正社員
不問

大分県佐伯市１０４３２番地６

雇用期間の定めなし 雇用・労災・
健康・厚生

44060- 1496411 月額　10,000円まで

船舶溶接工 不問

株式会社　翔栄 主に造船所内で、船舶造修にかかる船
舶溶接作業を行います。未経験の方は
溶接作業を見て作業手順等を覚えること
から始めます。

日他 ﾏｲｶｰ通勤 可

駐車場　あり

可

駐車場　あり

正社員
不問

大分県佐伯市１０４３２番地６

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）

実費支給（上限あり）

44060- 1497011 月額　10,000円まで



変形（1ヶ月単位）

198,720 円 (1)8時00分～17時00分
～ 〈週休二日制〉

請負 241,920 円 その他

1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）

136,587 円 (1)8時10分～17時00分
～ (2)8時10分～16時30分 〈週休二日制〉

派遣・請負ではない 145,904 円 (3)8時10分～16時35分 その他

1人 (求人番号)

230,000 円 (1)8時00分～17時00分
～ 〈週休二日制〉

請負 260,000 円 毎　週

2人 (求人番号)

交替制あり

200,000 円 (1)5時00分～13時15分
～ (2)13時30分～21時45分 〈週休二日制〉

派遣・請負ではない 240,000 円 その他

1人 (求人番号)

交替制あり

200,000 円 (1)7時00分～15時00分
～ (2)14時30分～22時30分 〈週休二日制〉

派遣・請負ではない 240,000 円 その他

4人 (求人番号)

変形（1年単位）

207,000 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)

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 350,000 円 その他

1人 (求人番号)

変形（1年単位）

170,000 円 (1)8時00分～17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)

158,000 円 (1)8時00分～17時00分
～ 〈週休二日制〉

派遣・請負ではない 216,500 円 毎　週

1人 (求人番号)

変形（1年単位）

185,500 円 (1)8時00分～17時00分
～ 〈週休二日制〉

派遣・請負ではない 300,500 円 その他

1人 (求人番号)

変形（1年単位）

193,500 円 (1)8時00分～17時00分
～ 〈週休二日制〉

派遣・請負ではない 215,000 円 その他

1人 (求人番号)

変形（1年単位）

250,000 円 (1)7時00分～16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)

変形（1年単位）

253,000 円 (1)7時30分～16時30分
～ 〈週休二日制〉

派遣・請負ではない 299,000 円 その他

2人 (求人番号)

187,000 円 (1)8時00分～17時00分
～ 〈週休二日制〉

派遣・請負ではない 264,000 円 なし

3人 (求人番号)

可

駐車場　あり

正社員 定年を上
限

大分県臼杵市大字海添１５３９番地

雇用期間の定めなし 雇用・労災・
健康・厚生

なし

造船作業員
64歳以

下

有限会社　矢野工業 臼杵市内の造船所構内における船舶建
造に伴う作業全般
・艤装品の製作、組み立て、配管サポー
ト製作等
・溶接等の各種作業
・清掃、片付け等関連する一連の作業
・作業は工場内での仕事です。

日他 ﾏｲｶｰ通勤

実費支給（上限あり）

44060- 1619111 月額　10,000円まで

食料品製造工（ドレッシン
グ他）

不問

富士甚醤油　株式会社 しょうゆ、砂糖、塩、マヨネーズなどをタン
クに投入しブレンドして調味料（ドレッシン
グや焼肉のたれ）を製造する作業です。
最初はベテラン社員の作業を補佐しても
らいながら徐々に覚えてもらうので、特別
な技能は必要ありません。
一部力仕事がありますので、体力に自信

日祝他 ﾏｲｶｰ通勤

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- 1696511

造船技能職
64歳以

下

有限会社　臼杵工業 建造船の船体組立作業を行います。主
にガスによる切断、ＣＯ２溶接による仮
付、グラインダーによる仕上げ等です。

日他 ﾏｲｶｰ通勤 可

駐車場　あり

正社員
不問

大分県津久見市大字上青江川内６６
０７雇用期間の定めなし 雇用・労災・

健康・厚生

44060- 1624311 月額　20,000円まで

機械整備及び補修員 不問

株式会社　吉田組 ベルトコンベアの保全業務を行います。
シュートの破れの修理、ベルトコンベアに
付随するベアリングやスクリーンの金網
の交換、図面を見てライナー（シュートを
ボルトで留める）等の製作を行っていただ
きます。ベルトコンベアの分解作業はあり
ません。パテを使用したり、基本的な溶

土日祝他 ﾏｲｶｰ通勤 可

駐車場　あり

可

駐車場　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

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

正社員 キャリア
形成

大分県臼杵市大字稲田字田ノ口２６
０８－１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）

実費支給（上限あり）

44060- 1521711 月額　8,000円まで

大型トラック運転手
44歳以

下

臼津鉱運株式会社 排出ホースを抱えてタンクに繋ぎ、生石
灰や消石灰をタンクに圧送します。フル
ハーネスを装着し５ｍほどの高所で積み
込み作業等を行うこともあり。その後、臼
杵→大分市内へ、１０ｔトラック・２１ｔトレー
ラー・２５ｔトレーラーで運搬します。

他 ﾏｲｶｰ通勤

実費支給（上限あり）

44060- 1520111 月額　4,000円まで

大型トラック運転手 不問

有限会社　東洋興産 主に大分県内全域の工事現場にて大型
ダンプの運転業務を行います。主に砂
利、土砂等の運搬を行います。また、乗
車前の車両点検、洗車などを含めその他
付随した業務を行います。

日他 ﾏｲｶｰ通勤

正社員 キャリア
形成

大分県臼杵市大字稲田字田ノ口２６
０８－１雇用期間の定めなし 雇用・労災・

健康・厚生

44060- 1518011 月額　4,000円まで

大型トラック運転手（鉱山
用２０ｔダンプ）

44歳以
下

臼津鉱運株式会社 鉱山内にて鉱山用２０ｔダンプで雑岩を運
搬する業務です。 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野字原松ヶ平
１４３４番地雇用期間の定めなし 雇用・労災・

健康・厚生

44060- 1583411 月額　10,000円まで

大型トレーラー運転手 不問

有限会社　大翔実業 トレーラーのドレージの運転を行います。
荷物（食品、飲料など・建築資材・土木資
材など）をけん引し、現場や事業所まで
運搬してもらいます。運搬先は主に九州
管内となります。

日他 ﾏｲｶｰ通勤 可

駐車場　あり

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）

可

駐車場　あり

正社員
不問

大分県臼杵市大字大野字原松ヶ平
１４３４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）

実費支給（上限あり）

44060- 1581211 月額　11,000円まで

大型自動車運転手 不問

有限会社　大翔実業 平ボディで荷物（建築資材・土木資材・造
船部材など）を現場や事業所まで運搬し
てもらいます。荷物の積み下ろしは基本
ありませんが、たまに手伝ってもらう事が
あります。
運搬先は主に九州管内となります。

日他 ﾏｲｶｰ通勤

実費支給（上限あり）

44060- 1683911 月額　50,000円まで

移動式クレーン運転手
64歳以

下

有限会社　豊肥重工 主に豊後大野市・臼杵市の現場で、移動
式クレーン運転業務全般。
土木工事・港湾工事・住宅建築等の各現
場で移動式クレーンの乗務及び操作業
務。その他付随する業務等。

日他 ﾏｲｶｰ通勤

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- 1580811 月額　11,000円まで

大型車乗務作業員
44歳以

下

リマテック九州　株式会社 タンク車又は平ボディ車に乗務し、産業
廃棄物の収集運搬やリサイクルした燃料
を運搬する。顧客先での荷卸し作業もあ
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

宮崎県宮崎市青葉町２４番地

雇用期間の定めなし 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

44060- 1599211 月額　20,000円まで

重機オペレーター／臼杵事
業所

59歳以
下

九州丸和林業　株式会社 当工場内での一連の製造工程での作業
です。
・主に燃料用の木材チップ製造を行いま
す。
・機械を使用する製造ラインでの作業を
行います。
・製品運搬等にグラップル付バックホーを

日祝他 ﾏｲｶｰ通勤 可

駐車場　あり

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亀甲２２９
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）

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

実費支給（上限あり）

45010- 7542511 月額　18,000円まで

コンクリート圧送作業員
（運転手）

59歳以
下

拓州建設　株式会社 主に県南地区の建設現場で、コンクリー
トポンプ車により生コンクリートを圧送し、
型枠等に流し込む作業です。

日他 ﾏｲｶｰ通勤

実費支給（上限あり）

44060- 1495511 月額　15,000円まで

建設作業員 不問

株式会社　ＭＡＳＡＫＩ 家屋解体工事…家屋、倉庫、店舗等の
解体工事や、リフォームの為の内部解体
をします。
足場仮設工事…外壁塗装や看板取り付
け、解体工事の飛散防止の為等の足場
を仮設します。
鋼構造物工事…取引先でのプラント内で

日他 ﾏｲｶｰ通勤

正社員 定年を上
限

大分県津久見市大字四浦５４５１番
地雇用期間の定めなし 雇用・労災・

健康・厚生

44060- 1504111

型枠大工
59歳以

下

株式会社　甲斐建設 土木、建設現場での作業
・型枠組み立て、取り壊し、コンクリート打
設作業
・その他土木一般作業
・現場の片付け　等

日他 ﾏｲｶｰ通勤 可

駐車場　あり

44060- 1672011 日額　500円まで

可

駐車場　あり

正社員
不問

大分県臼杵市大字江無田４１４番号
の５雇用期間の定めなし 健康・厚生 実費支給（上限あり）



変形（1年単位）

230,000 円 (1)7時30分～16時30分
～ 〈週休二日制〉

派遣・請負ではない 575,000 円 その他

1人 (求人番号)

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 172,800 円 その他

1人 (求人番号)

変形（1年単位）

200,100 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)

変形（1年単位）

149,460 円 (1)8時10分～16時40分
～ (2)8時10分～16時50分 〈週休二日制〉

派遣・請負ではない 190,800 円 (3)8時10分～17時00分 その他

1人 (求人番号)

195,500 円 (1)7時00分～16時00分
～ 〈週休二日制〉

派遣・請負ではない 195,500 円 その他

1人 (求人番号)

207,000 円 (1)7時00分～16時00分
～ 〈週休二日制〉

派遣・請負ではない 207,000 円 その他

1人 (求人番号)

正社員 定年を上
限

大分県津久見市大字四浦５４５１番
地雇用期間の定めなし 雇用・労災・

健康・厚生

潜水士
59歳以

下

株式会社　甲斐建設 潜水士として水中での業務を行います
（ブロック据付、捨石のならし、溶接、調
査等）。土木、建設現場での作業（土木工
事での作業全般）その他、現場での片付
け等関連する一連の業務

日他 ﾏｲｶｰ通勤 可

駐車場　あり

可

駐車場　あり

正社員
不問

大分県臼杵市大字戸室４２３番地７

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）

実費支給（上限あり）

44060- 1498311 月額　15,000円まで

電気工事工 不問

有限会社　鈴木電設 臼杵市内及び大分市内にある大手工場
内（プラント等）の電気工事に従事してい
ただきます。主な作業は、電気制御機器
などの取付・配線作業となります。現場へ
の直行直帰が可能です。


日他 ﾏｲｶｰ通勤

実費支給（上限あり）

44060- 1502611 月額　5,000円まで

味噌製造工 不問

二豊味噌　協業組合 味噌製造工場にて、出来上がった味噌を
掘り出し、タルやコンテナに移し替え次の
工程作業場所へ移動させる業務、及びそ
の他付随した業務を行います。味噌を入
れたタルは総量２０ｋｇ程度、コンテナは２
５０ｋｇ程度になり比較的重量物を扱う作
業が中心です。

日祝他 ﾏｲｶｰ通勤

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

44060- 1621511 月額　10,000円まで

一般土木作業員
59歳以

下

株式会社　宏栄建設 現場は主に津久見市内で長目倉庫から
社用車で行き、民間・公共の土木工事現
場での作業です。
車輌系建設機械有資格者は、鉱山敷地
内の現場等でバックホーや油圧シャベル
等を利用して掘削等の重機作業もしても
らいます。

日他 ﾏｲｶｰ通勤 可

駐車場　あり

正社員以外 高齢者等
の特定年
齢層の雇

大分県津久見市合ノ元町１－４

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 雇用・労災・
健康・厚生

44060- 1603211 月額　20,000円まで

片付け作業員（契約社員）
60歳以

上

有限会社　五十川環境産業 スコップ等の道具を使用して、ベルトコン
ベア等の機械周辺に堆積した土砂・石の
片付け作業を行って頂きます。
また、吸引車を用いての作業も行います
ので、吸引車のオペレータ業務も行って
頂きます。

他 ﾏｲｶｰ通勤 可

駐車場　あり

可

駐車場　あり

正社員以外
不問

大分県臼杵市大字末広字黒丸１６０
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
実費支給（上限あり）

契約更新の可能性あり（原則更新）

44060- 1481611 月額　4,500円まで

可

駐車場　あり

正社員 定年を上
限

大分県津久見市合ノ元町１－４

雇用期間の定めなし 雇用・労災・
健康・厚生

一定額

一定額

契約更新の可能性あり（原則更新） 44060- 1480311 月額　4,500円まで

片付け作業員
59歳以

下

有限会社　五十川環境産業 スコップ等の道具を使用して、ベルトコン
ベア等の機械周辺に堆積した土砂・石の
片付け作業を行って頂きます。
また、吸引車を用いての作業も行います
ので、吸引車のオペレータ業務も行って
頂きます。

他 ﾏｲｶｰ通勤

～　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！


