
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 350,000 円 その他

1人 (求人番号)

交替制あり

198,000 円 (1)7時15分～16時15分
～ (2)8時45分～17時45分 〈週休二日制〉

派遣・請負ではない 267,000 円 (3)17時00分～9時00分 その他

1人 (求人番号)

交替制あり

176,000 円 (1)7時15分～16時15分
～ (2)8時45分～17時45分 〈週休二日制〉

派遣・請負ではない 218,000 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）

186,000 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 250,000 円 毎　週

1人 (求人番号)

変形（1ヶ月単位）

155,000 円 (1)8時30分～18時00分
～ (2)8時30分～12時30分 〈週休二日制〉

派遣・請負ではない 200,000 円 (3)8時30分～14時00分 その他

1人 (求人番号)

交替制あり

161,824 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 208,000 円 (3)9時00分～18時00分 毎　週

1人 (求人番号)

交替制あり

220,000 円 (1)8時00分～17時00分
～ (2)13時00分～22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)

交替制あり

145,000 円 (1)9時00分～18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 168,000 円 (3)8時30分～14時30分 その他

1人 (求人番号)

交替制あり

142,000 円 (1)7時15分～16時15分
～ (2)8時45分～17時45分 〈週休二日制〉

派遣・請負ではない 149,000 円 (3)17時00分～9時00分 その他

1人 (求人番号)

交替制あり

156,000 円 (1)7時15分～16時15分
～ (2)8時45分～17時45分 〈週休二日制〉

派遣・請負ではない 172,000 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）

140,800 円 (1)8時30分～17時30分
～ 〈週休二日制〉

派遣・請負ではない 153,120 円 毎　週

1人 (求人番号)

交替制あり

143,000 円 (1)7時00分～16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 158,000 円 (3)10時00分～19時00分 その他

2人 (求人番号)

令和３年３月１９日 発行

（ 次回発行予定 : 令和３年３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 定年を上
限

大分県臼杵市大字末広２５１３一１

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

機械設計技術者
64歳以

下

株式会社　日本汽罐 重油、廃油、廃食油等を熱源にした省エ
ネ蒸気ボイラーや温水ボイラーの開発設
計、改造設計を行います。
蒸気ボイラーは貫流ボイラーや廃熱ボイ
ラーの開発、改造です。

日祝他 ﾏｲｶｰ通勤 可

駐車場　あり

実費支給（上限あり）

44060- 1304211 月額　15,000円まで

正看護師
18歳～
61歳

医療法人　末広　白川病院 病棟にて、各病棟正看、准看あわせて１
５～２０名程度で、入院患者さんの状態
管理（検温、脈拍、血圧、採血）等の看護
業務、及び日常生活の介助（食事、入
浴、排泄、ベットメーキング）等を行いま
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

大分県臼杵市大字末広９３８

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 法令の規
定により
年齢制限

大分県臼杵市大字末広９３８

雇用期間の定めなし 雇用・労災・
健康・厚生

44060- 1267411 月額　12,000円まで

准看護師
18歳～
61歳

医療法人　末広　白川病院 病棟にて、各病棟正看、准看あわせて１
５～２０名程度で、入院患者さんの状態
管理（検温、脈拍、血圧、採血）等の看護
業務、及び日常生活の介助（食事、入
浴、排泄、ベットメーキング）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- 1276011 月額　12,000円まで

准看護師
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准看護師業務
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 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）

正社員 定年を上
限

大分県臼杵市大字市浜６６９－１

雇用期間の定めなし 雇用・労災・
健康・厚生

44060- 1291511 月額　17,000円まで

視能訓練士
59歳以

下

うすき眼科 眼科の外来診察における医師の診療補
助、手術の補助、視力検査、眼鏡検査、
視野検査、ＯＣＴ検査、コンタクト検査、診
療器具等の準備や片付け、その他付随
する視能訓練士業務全般を行います。

日祝他 ﾏｲｶｰ通勤 可

駐車場　あり

実費支給（上限あり）

44060- 1281811 月額　10,000円まで

保育士 不問

社会福祉法人　宝蓮福祉会　かい
ぞえこども園

０歳～６歳児までの乳幼児（７０名に対し
３０名体制です）に対して、食事介助や室
内外遊びの見守り、年齢に合わせた音
楽・工作・自然観察等の幼児教育活動等
の保育業務を行います。

土日祝他 ﾏｲｶｰ通勤 可

駐車場　あり

正社員
不問

大分県臼杵市大字海添９３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）

正社員以外
不問

大分県津久見市大字上青江４４７８
－８雇用期間の定めあり（４ヶ月未満） 雇用・労災・

健康・厚生

44060- 1253911 月額　9,000円まで

マネジメント（出荷部門） 不問

株式会社　ｃｏｔｔａ 適切な人員配置のコントロール、新人
パート、アルバイトさん（約７０名）のシフト
管理、作業効率アップのための様々な改
善提案など、通販サイトコッタの、出荷作
業部門のマネジメントを行っていただきま
す。

他 ﾏｲｶｰ通勤 可

駐車場　あり

実費支給（上限あり）

契約更新の可能性あり（条件あり） 44060- 1315311 月額　20,900円まで

調剤事務員 不問

株式会社　加納調剤薬局 調剤する薬剤に関する書類の管理や整
理、帳簿管理、その他データ入力（ＰＣ入
力）、受付業務、電話応対、薬局内での
清掃などの環境整備を行います。また社
用車（ＡＴ車）にて市内（個人宅）への薬の
配達などを担当して頂きます。配達はお
よそ１日１件程度です。

日祝他 ﾏｲｶｰ通勤 可

駐車場　あり

正社員以外
不問

大分県臼杵市大字市浜８６７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 法令の規
定により
年齢制限

大分県臼杵市大字末広９３８

雇用期間の定めなし 雇用・労災・
健康・厚生

44060- 1293011 月額　15,800円まで

介護士
18歳～
61歳

医療法人　末広　白川病院 病棟にて、同職種、各病棟３～４名程度
で入院患者さんの補助的看護及び日常
生活のお世話を行います。入院患者さん
の介助（食事、入浴、排泄）、シーツ交換
等のベットメーキング、その他付随した業
務となります。

他 ﾏｲｶｰ通勤 可

駐車場　あり

実費支給（上限あり）

44060- 1268011 月額　12,000円まで

介護福祉士
18歳～
61歳

医療法人　末広　白川病院 病棟にて、同職種、各病棟３～４名程度
で入院患者さんの補助的看護及び日常
生活のお世話を行います。入院患者さん
の介助（食事、入浴、排泄）、シーツ交換
等のベットメーキング、その他付随した業
務となります。

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

大分県臼杵市大字末広９３８

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

大分県津久見市大字津久見字ウ子
ノ下１４８７－１番地（彦ノ内）雇用期間の定めなし 雇用・労災・

健康・厚生

44060- 1277311 月額　12,000円まで

介護職員（デイサービスセ
ンター）

不問

株式会社　えん デイサービスセンター利用者の食事・入
浴・排泄介助等の身体介護やレクレー
ションの支援等、利用者の送迎等の介護
業務全般です。利用者は３５名程度で
す。

日他 ﾏｲｶｰ通勤 可

駐車場　あり

実費支給（上限あり）

44060- 1317911 月額　12,000円まで

介護職員
18歳以

上

株式会社　えん 住宅型有料老人ホームでの介護業務全
班です。
利用者の食事、入浴、排泄介助等の身
体介護業務、レクレーション支援等の生
活介助業務等をしていただきます。入所
者は４２名程度です。

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

大分県津久見市大字津久見字ウ子
ノ下１４８７－１番地（彦ノ内）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- 1320511 月額　12,000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「03.10 ～ 03.16」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。



交替制あり

142,560 円 (1)7時00分～16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 176,000 円 (3)10時00分～19時00分 その他

1人 (求人番号)

変形（1ヶ月単位）

154,000 円 (1)8時30分～17時00分
～ 〈週休二日制〉

派遣・請負ではない 241,000 円 その他

1人 (求人番号)

182,600 円 (1)8時00分～17時00分
～ 〈週休二日制〉

請負 189,200 円 その他

5人 (求人番号)

変形（1年単位）

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 280,000 円 その他

2人 (求人番号)

変形（1年単位）

210,000 円 (1)7時30分～16時30分
～ 〈週休二日制〉

派遣・請負ではない 252,000 円 毎　週

1人 (求人番号)

変形（1年単位）

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 250,000 円 その他

1人 (求人番号)

変形（1年単位）

146,080 円 (1)8時00分～17時00分
～ 〈週休二日制〉

派遣・請負ではない 146,080 円 その他

2人 (求人番号)

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 140,000 円 毎　週

1人 (求人番号)

180,000 円 (1)8時30分～18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)

交替制あり

170,000 円 (1)5時30分～14時30分
～ (2)10時00分～19時00分 〈週休二日制〉

請負 200,000 円 その他

2人 (求人番号)

変形（1ヶ月単位）

167,060 円 (1)7時00分～19時00分
～ (2)19時00分～7時00分 〈週休二日制〉

請負 170,775 円 (3)6時30分～15時30分 毎　週

1人 (求人番号)

正社員以外
不問

大分県津久見市大字津久見字ウ子
ノ下１４８７－１番地（彦ノ内）雇用期間の定めなし 雇用・労災・

健康・厚生

介護職員（フルパート） 不問

株式会社　えん 住宅型有料老人ホームでの介護業務全
班です。
利用者の食事、入浴、排泄介助等の身
体介護業務、レクレーション支援等の生
活介助業務等をしていただきます。入所
者は４２名程度です。


他 ﾏｲｶｰ通勤 可

駐車場　あり

実費支給（上限あり）

44060- 1322011 月額　12,000円まで

介護職員（通所リハビリ
テーション）日勤

59歳以
下

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

通所リハビリテーションでの日常生活介
護業務です。入浴介助、食事介助、排泄
介助、移動介助等の日常生活介助業務
を行います。


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 法令の規
定により
年齢制限

大分県佐伯市向島１－１０－１

雇用期間の定めなし 雇用・労災・
健康・厚生

44060- 1324611 月額　29,200円まで

警備員
18歳以

上

株式会社　ＮＩＫＫＯ　佐伯営業所 学校・病院等の常駐警備、工事現場・各
種イベント会場・祭事場・各種店舗等の
駐車場における交通誘導を行っていただ
きます。
現場は佐伯、津久見、臼杵、竹田、豊後
大野等で直行・直帰となります。

他 ﾏｲｶｰ通勤 可

駐車場　あり

実費支給（上限あり）

44060- 1282211 月額　20,000円まで

製缶、溶接工
64歳以

下

株式会社　日本汽罐 工場内でボイラーや熱交換機の製缶、溶
接、組立作業を行います。
鋸刃による切断作業、パイプ曲げ、ロー
ラーによる曲げ作業、開先取り作業
（サーダー掛け）、ボール盤による穴明
け、タップ立て作業、半自動溶接作業。


日祝他 ﾏｲｶｰ通勤 可

駐車場　あり

正社員 定年を上
限

大分県臼杵市大字末広２５１３一１

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
不問

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- 1302711 月額　15,000円まで

大型トラック運転手 不問

株式会社　甲斐建設 大型ダンプ及びコンクリートミキサー車運
転業務です。大型ダンプでの砂利、土砂
等の運搬、コンクリートミキサー車での生
コンの運搬、車両の点検等の管理及び
洗車業務を行います。

土日他 ﾏｲｶｰ通勤 可

駐車場　あり

実費支給（上限あり）

44060- 1252611 月額　15,000円まで

電気工
64歳以

下

株式会社　日本汽罐 工場内でボイラーや熱交換機の製造か
ら組立、試運転を行います。
・バーナー、制御盤のボイラーへの取り
付け、配線
・圧力スイッチ、電極棒の取り付け、配線
・給水ポンプ、加湿装置（電磁弁、ヒー
ター）の配管、配線

日祝他 ﾏｲｶｰ通勤 可

駐車場　あり

正社員 定年を上
限

大分県臼杵市大字末広２５１３一１

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

大分県臼杵市野津町大字吉田１１８
０－１０雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 雇用・労災・

健康・厚生

44060- 1307011 月額　15,000円まで

選別及び袋詰め作業員 不問

王将椎茸　株式会社 椎茸をサイズ別に選別します。また、ベ
ルトで流れてくる干椎茸を指定されたグラ
ムになるよう袋詰めします。仕事は主に
座っての手作業です。慣れてきたら、グラ
ム量りや製品の箱詰め作業などに従事し
てもらうこともあります。

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- 1325911 月額　5,000円まで

生活支援員（おおいた県南
地域福祉事業所）

不問

特定非営利活動法人ワーカーズ
コープ　おおいた地域福祉事業所

利用者の生活面（健康管理・各種手続
き・地域生活）の支援や相談援助を行う。

・簡単な作業
・付き添い、送迎
・食事の提供

日祝他 ﾏｲｶｰ通勤 可

駐車場　あり

正社員
不問

大分県大分市三ケ田町２丁目４番１
４号　秦ビル２０１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 法令の規
定により
年齢制限

大分県大分市末広町２丁目１０－２
２
損保ジャパン大分ビル３階

雇用期間の定めなし 雇用・労災・
健康・厚生

44010- 6854711 月額　10,000円まで

総合職（津久見営業所）
18歳～
64歳

朝日警備保障　株式会社 ・顧客管理
　現在契約しています施設やお客様を訪
問し、機械等の調子や
　お客様のニーズの確認等を行います。
・新規営業
　新たに機械警備（防犯・防災システムの
設置）、施設（常駐）

他 ﾏｲｶｰ通勤 可

駐車場　なし

実費支給（上限あり）

44010- 6841011 月額　10,000円まで

（請）調理師（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『介護老人施
設しおさい』内厨房にて、
入所者方の食事を作る仕事です。


調理、盛り付け、切り込み、配膳、洗浄
（食器洗浄機有）、清掃

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・
財形

実費支給（上限あり）

契約更新の可能性あり（条件あり） 44010- 6714111 月額　30,000円まで

（請）守衛業務（津久見
市）

18歳～
69歳

パシフィックセキュリティ株式会社 津久見市の（株）戸高鉱業社の本社正門
及び戸高鉱山入口での守衛業務です。
就業場所は２ヶ所となります（就業場所欄
参照）
守衛室で車両や人の出入管理業務やモ
ニター監視、貸与物の授受、巡回等を行
います。

他 ﾏｲｶｰ通勤 可

駐車場　あり

実費支給（上限あり）

44010- 7048611 月額　10,000円まで

正社員 法令の規
定により
年齢制限

大分県大分市金池町２丁目６番１５
号　ＥＭＥ大分駅前ビル８０５雇用期間の定めなし 雇用・労災・

健康・厚生



1,300 円

～ 〈週休二日制〉
派遣・請負ではない 1,800 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 1,200 円 毎　週

1人 (求人番号)

交替制あり

1,000 円 (1)14時00分～18時00分
～ (2)8時30分～12時30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)14時30分～18時30分
～ 〈週休二日制〉

派遣・請負ではない 850 円 毎　週

1人 (求人番号)

1,200 円 (1)6時00分～9時00分
～ (2)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

3人 (求人番号)

1,200 円 (1)6時00分～9時00分
～ (2)6時00分～8時00分 〈週休二日制〉

派遣・請負ではない 1,200 円 その他

2人 (求人番号)

820 円 (1)8時30分～12時30分
～ 〈週休二日制〉

派遣・請負ではない 880 円 毎　週

1人 (求人番号)

820 円 (1)12時30分～15時30分
～ 〈週休二日制〉

派遣・請負ではない 880 円 毎　週

1人 (求人番号)

900 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)

800 円 (1)9時00分～12時00分
～ (2)8時30分～13時30分 〈週休二日制〉

派遣・請負ではない 870 円 (3)8時30分～17時30分 毎　週

1人 (求人番号)

1,000 円

～ 〈週休二日制〉
派遣・請負ではない 2,200 円 なし

1人 (求人番号)

795 円

～ 〈週休二日制〉
派遣・請負ではない 830 円 その他

1人 (求人番号)

令和３年３月１９日 発行

（ 次回発行予定 : 令和３年３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

パート労働者 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 又は9時00分～18時00
分の間の5時間以上

雇用・労災

通勤

（手当）求人番号

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 可

駐車場　あり

実費支給（上限あり）

44060- 1290211 月額　17,000円まで

准看護師
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准看護師業務
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 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７５９－１

雇用期間の定めなし 又は9時00分～18時00
分の間の5時間以上

雇用・労災 実費支給（上限あり）

パート労働者 定年を上
限

大分県臼杵市大字市浜６６９－１

雇用期間の定めなし 労災

44060- 1292411 月額　17,000円まで

視能訓練士
59歳以

下

うすき眼科 眼科の外来診察における医師の診療補
助、手術の補助、視力検査、眼鏡検査、
視野検査、ＯＣＴ検査、コンタクト検査、診
療器具等の準備や片付け、その他付随
する視能訓練士業務全般を行います。

火日祝他 ﾏｲｶｰ通勤 可

駐車場　あり

実費支給（上限あり）

44060- 1280711 月額　10,000円まで

調剤事務員（短時間） 不問

株式会社　加納調剤薬局 調剤する薬剤に関する書類の管理や整
理、帳簿管理、その他データ入力（ＰＣ入
力）、受付業務、電話応対、薬局内での
清掃などの環境整備を行います。また社
用車（ＡＴ車）にて市内（個人宅）への薬の
配達などを担当して頂きます。配達はお
よそ１日１件程度です。

木土日祝他 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８６７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（条件あり）

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

44060- 1254111 月額　15,800円まで

コンビニエンスストア販売
員（臼杵市役所前店）６時
～

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

なし

契約更新の可能性あり（原則更新） 44060- 1299811

コンビニエンスストア販売
員（臼杵市浜店）６時～

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

大分県臼杵市大字藤河内字崎添１０
５５番地雇用期間の定めなし 雇用・労災

44060- 1300911

介護職員：午前 不問

日本トルースケアカンパニー有限
会社　デイサービスセンターいごこ
ち良好

１０名程度のデイサービスで、利用者の
入浴介助、更衣、移乗、レクリエーション
の誘導等の介護業務を行います。また、
清掃等や送迎業務も行います。（ＡＴ車使
用、免許所持者のみ）

他 ﾏｲｶｰ通勤 可

駐車場　あり

実費支給（上限あり）

44060- 1247711 月額　7,000円まで

介護職員：午後 不問

日本トルースケアカンパニー有限
会社　デイサービスセンターいごこ
ち良好

１０名程度のデイサービスで、利用者の
入浴介助、更衣、移乗、レクリエーション
の誘導等の介護業務を行います。また、
清掃等や送迎業務も行います。（ＡＴ車使
用、免許所持者のみ）

他 ﾏｲｶｰ通勤 可

駐車場　あり

パート労働者
不問

大分県臼杵市大字藤河内字崎添１０
５５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
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） 又は8時00分～18時30

分の間の4時間以上
雇用・労災

44060- 1248811 月額　7,000円まで

介護職員 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）

入所者定員７０名の介護老人保健施設
にて、施設入所サービス、短期入所サー
ビスの提供を行います。指導介護士の
元、介助（食事、入浴、移動、移乗、更
衣）、レクレーションの参加補助、介護記
録記入等、その他不随する業務を行いま
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（原則更新） 44060- 1301111 月額　10,000円まで

介護職員（デイサービスセ
ンター）

不問

株式会社　えん デイサービスセンター利用者の食事・入
浴・排泄介助等の身体介護やレクレー
ションの支援等、利用者の送迎等の介護
業務全般です。利用者は３５名程度で
す。

日他 ﾏｲｶｰ通勤 可

駐車場　あり

パート労働者
不問

大分県津久見市大字津久見字ウ子
ノ下１４８７－１番地（彦ノ内）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

大分県臼杵市大字野田森の木６番４

雇用期間の定めなし 又は8時00分～19時00
分の間の3時間程度

労災

44060- 1319711 月額　12,000円まで

訪問介護員 不問

社会福祉法人グリーンコープ　ふく
しサービスセンターおひさま

利用者宅を訪問し家事（掃除、洗濯、調
理、買物等）や身体介護（食事、入浴、排
泄、服薬）等の必要な支援を行ないま
す。滞在時間は１回約１時間、訪問記録
を記入した後、退席します。基本的に直
行直帰。月１回程度、夜に職場会議（２時
間１８：３０～）があります。

他 ﾏｲｶｰ通勤 可

駐車場　あり

実費支給（上限なし）

44060- 1295611

調理スタッフ 不問

医療法人　聖心会　循環器リハビ
リクリニック

デイサービス利用者の昼食、おやつの調
理、盛りつけ、食器洗浄、片付け清掃等
その他の付随する調理業務全般をおこな
います。
昼食、おやつ４５食程度を４名体制（常時
３～４名）で行います。

日祝他 ﾏｲｶｰ通勤 可

駐車場　あり

パート労働者
不問

大分県臼杵市大字大野友田３－４

雇用期間の定めなし 又は8時30分～16時30
分の間の5時間程度

雇用・労災 実費支給（上限あり）

44060- 1256811 月額　17,000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「03.10 ～ 03.16」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。



850 円 (1)8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)

交替制あり

800 円

～ 〈週休二日制〉
派遣・請負ではない 800 円 毎　週

2人 (求人番号)

交替制あり

850 円

～ 〈週休二日制〉
派遣・請負ではない 980 円 毎　週

3人 (求人番号)

交替制あり

850 円

～ 〈週休二日制〉
派遣・請負ではない 980 円 毎　週

3人 (求人番号)

820 円 (1)9時00分～16時30分
～ 〈週休二日制〉

派遣・請負ではない 820 円 毎　週

1人 (求人番号)

800 円 (1)15時30分～17時30分
～ (2)21時30分～23時30分 〈週休二日制〉

派遣・請負ではない 1,500 円 毎　週

2人 (求人番号)

850 円 (1)9時00分～12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)

パート労働者
不問

大分県臼杵市大字海添９３番地

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 労災

調理師 不問

社会福祉法人　宝蓮福祉会　かい
ぞえこども園

０歳～６歳児までの乳幼児７０名程度と
職員２０名程度に対して食事とおやつの
提供を行います。主な１日のスケジュー
ルは、午前９：１５おやつ（未満児）、１２：
００給食（園児、職員全員）、１５：００おや
つ（園児、職員全員）となります。調理は２
～３名体制で行います。

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（条件あり） 44060- 1330011 月額　9,000円まで

軽食調理・販売　／　大分
県臼杵市

不問

株式会社　サンコー パチンコ店内の飲食店「ビーンズカフェ」
における
軽食調理・販売

他 ﾏｲｶｰ通勤 可

駐車場　あり

パート労働者
不問

福岡県福岡市博多区博多駅南５丁
目１４－１８雇用期間の定めなし 又は10時00分～17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

大分県大分市三川新町１丁目１番４
５号雇用期間の定めなし 又は7時30分～1時00分

の間の3時間以上
労災

40010-15727311 日額　500円まで

調理スタッフ（ジョイフル
臼杵店）

不問

株式会社　ジョイフル　東九州 ●調理業務
＊調理、炊飯、野菜カット等の仕込み、食
材の解凍、洗い物　等

他 ﾏｲｶｰ通勤 可

駐車場　あり

実費支給（上限あり）

44010- 6967711 月額　16,100円まで

接客スタッフ（ジョイフル
臼杵店）

不問

株式会社　ジョイフル　東九州 ●接客業務
＊お出迎え、注文伺い、料理提供、会
計、お見送り、片付け等

他 ﾏｲｶｰ通勤 可

駐車場　あり

パート労働者
不問

大分県大分市三川新町１丁目１番４
５号雇用期間の定めなし 又は7時30分～1時00分

の間の3時間以上
労災 実費支給（上限あり）

パート労働者
不問

大分県臼杵市大字臼杵５０１

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 雇用・労災・
健康・厚生

44010- 6981911 月額　16,100円まで

ドレッシング製造工 不問

フンドーキン醤油　株式会社 ドレッシング工場内での製造に関する作
業等を行います。
玉ネギの処理（手作業での皮むき、カット
等）、充填作業、商品の包装など、その他
付随する一連の作業等をしてもらいま
す。

日祝他 ﾏｲｶｰ通勤 可

駐車場　あり

なし

契約更新の可能性なし 44060- 1260611

送迎運転手（送迎のみ）
18歳以

上

株式会社　ｃｏｔｔａ 従業員の送迎業務（車両はトヨタコース
ター（２９人乗）等です）
就業時間（１）は、津久見発～大分市～
津久見市の従業員の迎え～津久見着の
運転業務。　
就業時間（２）は、津久見発～津久見市
～大分市の従業員の送り～津久見着の

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

大分県津久見市大字上青江４４７８
－８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） 44060- 1313411 月額　20,900円まで

環境整備員 不問

株式会社　ホテル臼杵 敷地内の草刈り、除草剤散布、庭木の剪
定、庭木の水やり等の環境整備が仕事
です。草刈り機や剪定バサミを使いま
す。切った草等は軽トラック（ＡＴ車）に乗
せて所定の場所まで運びます。その他に
館内の電球交換等もあります。作業は１
人で行います。

他 ﾏｲｶｰ通勤 可

駐車場　あり

実費支給（上限あり）

44060- 1250011 月額　5,000円まで

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 労災

～　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！


