
変形（1ヶ月単位）

290,000 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

2人 (求人番号)

変形（1ヶ月単位）

215,000 円 (1)8時30分～17時30分
～ 〈週休二日制〉

派遣・請負ではない 320,000 円 毎　週

3人 (求人番号)

変形（1年単位）

185,000 円 (1)9時00分～18時00分
～ (2)9時00分～17時00分 〈週休二日制〉

派遣・請負ではない 205,000 円 その他

1人 (求人番号)

変形（1ヶ月単位）

210,000 円 (1)17時00分～9時00分
～ 〈週休二日制〉

派遣・請負ではない 280,000 円 毎　週

3人 (求人番号)

交替制あり

185,000 円 (1)7時00分～16時30分
～ (2)13時00分～22時00分 〈週休二日制〉

派遣・請負ではない 280,000 円 (3)17時00分～9時00分 毎　週

3人 (求人番号)

交替制あり

140,000 円 (1)8時30分～17時00分
～ (2)8時00分～16時30分 〈週休二日制〉

派遣・請負ではない 170,500 円 その他

1人 (求人番号)

交替制あり

135,500 円 (1)7時30分～15時00分
～ (2)8時30分～17時00分 〈週休二日制〉

派遣・請負ではない 170,500 円 (3)11時00分～19時30分 その他

1人 (求人番号)

195,000 円 (1)6時30分～15時30分
～ 〈週休二日制〉

派遣・請負ではない 195,000 円 なし

1人 (求人番号)

195,000 円 (1)6時30分～15時30分
～ 〈週休二日制〉

派遣・請負ではない 270,000 円 なし

1人 (求人番号)

変形（1年単位）

141,650 円 (1)8時10分～17時00分
～ 〈週休二日制〉

派遣・請負ではない 161,000 円 その他

1人 (求人番号)

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 200,000 円 その他

1人 (求人番号)

変形（1年単位）

180,000 円 (1)8時00分～17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)

令和３年３月２６日 発行

（ 次回発行予定 : 令和３年４月２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

大分県臼杵市大字板知屋５３

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

土木施工管理技士（１級又
は２級）

不問

大豊建設　株式会社 主に臼杵市内の公共工事、一般工事（道
路、橋梁、港湾、河川等）における施工管
理（写真、工程、品質、安全等）、土木施
工管理業務全般及びその他付随した業
務を行います。現場へは社用車（ＭＴ車）
にて向かいます。

日他 ﾏｲｶｰ通勤 可

駐車場　あり

なし

44060- 1351711

正・准看護師 不問

有限会社　健康堂薬品 有料老人ホームの入居者及び通所利用
者（３５名程度）の健康チェック、服薬など
の看護業務を行います。また、食事、入
浴、排泄等の日常生活における介護業
務及びレクレーション等、送迎（軽自動
車）も行います。

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８６５番地の
１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）

正社員 キャリア
形成

大分県津久見市大字上青江４１８０
番地雇用期間の定めなし 雇用・労災・

健康・厚生

44060- 1345211 月額　10,000円まで

総務事務員
35歳以

下

株式会社　鳥繁産業 管理部総務課にて経理及び労務を中心
とした事務業務を行います。
売上げ、仕入れに関する伝表整理やパソ
コン入力による帳票作成業務。入金処
理、請求書発行等。従業員の勤怠管理
や給料計算等労務関連事務。その他、
電話応対や、銀行等への外出など付随

日祝他 ﾏｲｶｰ通勤 可

駐車場　あり

実費支給（上限あり）

44060- 1354511 月額　30,000円まで

介護職員（夜勤専従）
18歳以

上

有限会社　健康堂薬品 有料老人ホームの入居者及び通所利用
者（３５名程度）の夜間の見守り業務を主
に行います。また、食事、入浴、排泄等
の日常生活における介護業務その他付
随する業務も行います。

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

大分県臼杵市大字市浜８６５番地の
１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）

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８６５番地の
１雇用期間の定めなし 雇用・労災・

健康・厚生

44060- 1347411 月額　10,000円まで

介護職員
18歳以

上

有限会社　健康堂薬品 有料老人ホームの入居者及び通所利用
者（３５名程度）の食事、入浴、排泄等の
日常生活における介護業務及びレクレー
ション等を行います。また、送迎業務（軽
自動車）も行います。

他 ﾏｲｶｰ通勤 可

駐車場　あり

実費支給（上限あり）

44060- 1350111 月額　10,000円まで

介護職員（デイサービスセ
ンター明日風）

不問

有限会社　夢のおと 介護が必要な方に、日中の時間帯にデ
イサービスセンターへ通っていただき、各
種機能訓練やレクリエーション、介護
サービスを提供します。１日の利用者数
は２０～２５人程度です。また、利用者の
送迎業務も行います。（主な使用車、軽Ａ
Ｔ車トール等）

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）

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- 1369111 月額　20,000円まで

介護職員（サニーサイド明
日風）

不問

有限会社　夢のおと 通い、宿泊、訪問サービスを１つの事業
所で提供する「小規模多機能型居宅介護
支援事業所」にて食事、生活介助等の介
護業務を行います。介助や見守り等をと
おして、利用者さんとゆっくり向き合える
介護が可能です。通い（３０名程度）、宿
泊（現在４名）が主ですが、訪問する場合

他 ﾏｲｶｰ通勤 可

駐車場　あり

実費支給（上限あり）

44060- 1373011 月額　20,000円まで

養殖作業員
40歳以

下

株式会社　臼杵海産 魚類養殖（主にブリ、ヒラマサ）作業全般
を行います。
飼育、管理業務、餌作り、給餌業務、出
荷作業、網洗い作業等
その他、作業場、作業船の清掃等関連す
る一連の業務を行います。
重量物（２０ｋｇ）程度を持つことがありま

日祝他 ﾏｲｶｰ通勤 可

駐車場　あり

正社員 キャリア
形成

大分県臼杵市大字臼杵２０番地の１
０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

大分県臼杵市大字臼杵２０番地の１
０雇用期間の定めなし 雇用・労災・

健康・厚生

44060- 1333911 月額　12,000円まで

養殖作業員
59歳以

下

株式会社　臼杵海産 魚類養殖（主にブリ、ヒラマサ）作業全般
を行います。
飼育、管理業務、餌作り、給餌業務、出
荷作業、網洗い作業等
その他、作業場、作業船の清掃等関連す
る一連の業務を行います。
重量物（２０ｋｇ）程度を持つことがありま

日祝他 ﾏｲｶｰ通勤 可

駐車場　あり

実費支給（上限あり）

44060- 1334111 月額　12,000円まで

自動車整備工
64歳以

下

有限会社　江藤モーター 車検整備、定期点検整備、一般修理業
務全般を行います。
また、車の清掃、洗車業務その他、作業
場の整理整頓、清掃等関連する一連の
業務等、自動車整備に関する業務全般
を行います。

日祝他 ﾏｲｶｰ通勤 可

駐車場　あり

正社員 定年を上
限

大分県津久見市志手町１－１８

雇用期間の定めなし 雇用・労災・
健康・厚生

一定額

正社員 定年を上
限

大分県臼杵市祇園南１８組

雇用期間の定めなし 雇用・労災・
健康・厚生

44060- 1378711 月額　5,000円まで

大型トラック運転手
62歳以

下

有限会社　山橋運送 主に県内や九州全域を、６ｔ～１０ｔ車での
輸送業務になります。
主に荷物は銅材、石灰の袋入り等で、帰
りに荷物を積んで帰ることがあります。荷
物の手積み手降ろしは、ほぼありませ
ん。

日祝他 ﾏｲｶｰ通勤 可

駐車場　あり

なし

44060- 1386711

電気工事作業員
59歳以

下

株式会社　王座 公共施設、一般家庭等での電気工事を
行います。屋内外配線、既設の増設や変
更、保守メンテナンス等現場は県内一円
（主として、津久見市・臼杵市）現場へは
社用車（ＡＴ車）で向かいます。

日他 ﾏｲｶｰ通勤 可

駐車場　あり

正社員 定年を上
限

大分県臼杵市大字稲田２５２５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）

44060- 1400811 月額　20,000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「03.17 ～ 03.23」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）

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 270,000 円 その他

2人 (求人番号)

交替制あり

175,000 円 (1)7時30分～16時30分
～ (2)9時00分～18時00分 〈週休二日制〉

請負 206,000 円 その他

2人 (求人番号)

交替制あり

185,000 円 (1)6時00分～15時00分
～ 〈週休二日制〉

請負 200,000 円 毎　週

1人 (求人番号)

219,600 円 (1)8時00分～17時00分
～ 〈週休二日制〉

派遣・請負ではない 317,200 円 なし

2人 (求人番号)

219,600 円 (1)8時00分～17時00分
～ 〈週休二日制〉

派遣・請負ではない 317,200 円 なし

2人 (求人番号)

正社員 定年を上
限

大分県臼杵市大字板知屋５３

雇用期間の定めなし 雇用・労災・
健康・厚生

土木作業員
64歳以

下

大豊建設　株式会社 主に臼杵市内の公共工事、一般工事（道
路、橋梁、港湾、河川等）の現場で一般
土木工事作業を行います。

日他 ﾏｲｶｰ通勤 可

駐車場　あり

なし

44060- 1356011

（請）栄養士（臼杵市大字
戸室・コスモス病院）

59歳以
下

富士産業　株式会社　大分事業部 ・献立作成
・発注、検品
・パソコン入力、書類作成
・盛り付け
・配膳

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） 又は10時00分～19時00

分の間の8時間程度
雇用・労災・
健康・厚生

44010- 7130711 月額　30,000円まで

（請）調理師（臼杵市大字
戸室・コスモス病院）

不問

富士産業　株式会社　大分事業部 臼杵市戸室にある「臼杵市医師会立コス
モス病院」内厨房での調理業務

調理・盛り付け・仕込み　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- 7132211 月額　30,000円まで

溶接作業員（臼杵市）【急
募】

18歳以
上

有限会社　丸高 ＊主に船舶のダクト溶接作業
＊ダクトの塗装
＊社内・他部門の応援業務（月３日～５
日程度）
　（内壁の解体作業、家屋外部の解体、
瓦ふき等）


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

大分県大分市弁天３丁目３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）

44010- 7187911 日額　300円まで

建築現場作業員【急募】
18歳以

上

有限会社　丸高 主に建築現場での業務
＊内壁の解体作業
＊家屋外部の解体
＊瓦ふき　等

＊社内・他部門の応援業務（月３日～５
日程度）

日祝他 ﾏｲｶｰ通勤 可

駐車場　あり

実費支給（上限あり）

44010- 7189711 日額　300円まで

正社員 法令の規
定により
年齢制限

大分県大分市弁天３丁目３番１０号

雇用期間の定めなし 雇用・労災・
健康・厚生

～　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！



1,580 円 (1)8時30分～17時00分
～ 〈週休二日制〉

派遣・請負ではない 2,100 円 毎　週

3人 (求人番号)

900 円 (1)9時00分～17時00分
～ 〈週休二日制〉

派遣・請負ではない 1,100 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)8時00分～13時00分
～ (2)9時00分～14時00分 〈週休二日制〉

派遣・請負ではない 792 円 その他

1人 (求人番号)

890 円 (1)8時30分～16時30分
～ 〈週休二日制〉

派遣・請負ではない 920 円 毎　週

1人 (求人番号)

890 円 (1)8時30分～17時00分
～ 〈週休二日制〉

派遣・請負ではない 920 円 毎　週

1人 (求人番号)

830 円 (1)8時15分～13時15分
～ 〈週休二日制〉

派遣・請負ではない 830 円 毎　週

1人 (求人番号)

850 円 (1)8時15分～13時00分
～ (2)13時00分～17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)

880 円

～ 〈週休二日制〉
派遣・請負ではない 1,100 円 毎　週

4人 (求人番号)

850 円 (1)8時15分～13時00分
～ 〈週休二日制〉

派遣・請負ではない 950 円 その他

1人 (求人番号)

1,000 円 (1)7時00分～9時00分
～ (2)10時00分～13時00分 〈週休二日制〉

派遣・請負ではない 1,500 円 (3)14時30分～17時30分 毎　週

2人 (求人番号)

850 円

～ 〈週休二日制〉
派遣・請負ではない 850 円 その他

1人 (求人番号)

令和３年３月２６日 発行

（ 次回発行予定 : 令和３年４月２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

大分県臼杵市大字市浜８６５番地の
１雇用期間の定めあり（４ヶ月未満） 雇用・労災・

健康・厚生

通勤

（手当）求人番号

正・准看護師 不問

有限会社　健康堂薬品 有料老人ホームの入居者及び通所利用
者（３５名程度）の健康チェック、服薬など
の看護業務を行います。また、食事、入
浴、排泄等の日常生活における介護業
務及びレクレーション等、送迎（軽自動
車）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）

契約更新の可能性あり（条件あり） 44060- 1346511 月額　10,000円まで

鍼師・灸師 不問

日本トルースケアカンパニー　有
限会社

主な業務として患者さんの鍼と灸の施術
をしていただきます。患者さんの希望が
あれば社用車（軽自動車ミラＡＴ）で市内
の自宅や施設に行って施術を行います。

他 ﾏｲｶｰ通勤 可

駐車場　あり

パート労働者
不問

大分県臼杵市平清水１１組

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6時間程度
雇用・労災・
健康・厚生

44060- 1361811 月額　3,000円まで

スクールサポートスタッフ 不問

大分県立津久見高等学校 教員が行う事務作業を支援する作業を
行います。学校用教材の印刷、保護者へ
の連絡、健康管理に係る学級担任等の
補助作業、教室の換気や消毒等及びそ
の他付随した業務を行います。

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- 1407911 日額　2,600円まで

事務員 不問

株式会社　ｃｏｔｔａ 主にパソコンを使用しての伝票入力な
ど、仕入等に関する事務作業を行いま
す。また、書類作成、書類整理等、その
他付随する事務作業全般を行います。オ
ペレーター業務はありません。


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上青江４４７８
－８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（条件あり）

パート労働者
不問

大分県津久見市宮本町２０－１５

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 雇用・公災・
健康・厚生

44060- 1388211 月額　20,900円まで

一般事務員（市民生活課） 不問

津久見市役所 電話対応、書類作成、書類整理など主に
パソコン（エクセル・ワード）を使用しての
作業となります。
マイナンバーカード申請受付、カード交付
事務、マイナポイント登録支援事務等を
行って頂きます。

土日祝他 ﾏｲｶｰ通勤 可

駐車場　あり

なし

契約更新の可能性あり（条件あり） 44060- 1402511

一般事務員（津久見港出張
所）

不問

津久見市役所 電話対応、書類作成、書類整理など主に
パソコン（エクセル・ワード）を使用しての
作業となります。
港出張所業務、緊急時要援護者等個別
支援計画推進事業（お守りキット）の業
務。

土日祝他 ﾏｲｶｰ通勤 可

駐車場　あり

パート労働者
不問

大分県津久見市宮本町２０－１５

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 雇用・公災・
健康・厚生

なし

契約更新の可能性あり（条件あり）

パート労働者
不問

大分県津久見市大字千怒７５－２１

雇用期間の定めなし 雇用・労災

44060- 1404011

販売及びレジスタッフ 不問

株式会社ナフコ　ホームプラザナフ
コ　津久見店

接客販売やレジ業務です。発注、陳列、
商品補充等の商品管理業務も行いま
す。また、台車を使用してお客様の車に
購入した商品を積み込むこともあります。

他 ﾏｲｶｰ通勤 可

駐車場　あり

実費支給（上限あり）

44060- 1376911 月額　20,000円まで

介護職員（しおさいデイ
サービスセンター）

不問

社会福祉法人　同心会　高齢者総
合福祉施設　しおさい

デイサービス利用者１０～１５名程度の
介護業務を行います。食事、入浴、排
泄、移動等の身体介護、レクリエーション
や行事などの活動支援、介護記録の作
成等、及び送迎業務（軽自動車、ワン
ボックスカー使用）及び送迎介助を行い
ます。１回の送迎を３～４名で対応しま

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長目２７１５番
地の５雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 又は8時15分～17時30

分の間の5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）

パート労働者
不問

大分県臼杵市大字市浜８６５番地の
１雇用期間の定めあり（４ヶ月未満） 又は9時00分～16時30

分の間の5時間程度
雇用・労災

44060- 1340611 日額　854円まで

介護職員 不問

有限会社　健康堂薬品 有料老人ホームの入居者及び通所利用
者（３５名程度）の食事、入浴、排泄等の
日常生活における介護業務及びレクレー
ション等を行います。また、送迎業務（軽
自動車）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）

契約更新の可能性あり（条件あり） 44060- 1348011 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

パート労働者
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 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

大分県臼杵市大字市浜８６５番地の
１雇用期間の定めあり（４ヶ月未満） 雇用・労災

44060- 1377111 月額　18,000円まで

調理員 不問

有限会社　健康堂薬品 高齢者福祉施設で、入居者約３５名分の
朝昼夕食の調理・盛り付け業務・配膳や
下膳・調理器具等洗浄及び調理場の清
掃等の給食調理業務、その他付随する
調理業務全般を行います。調理は３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（条件あり） 44060- 1344811 月額　10,000円まで

調理補助員 不問

社会福祉法人　野津福祉会 こども園の園児達（９０名程度）の給食を
作る調理業務の補助をしていただきま
す。主な業務内容は毎日の昼食と午後
からのおやつ作りと片付けです。調理は
４名体制で行っています。

日祝他 ﾏｲｶｰ通勤 可

駐車場　あり

パート労働者
不問

大分県臼杵市野津町大字宮原字向
平３９５０－１番地雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 又は8時00分～16時00

分の間の6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） 44060- 1366311 月額　8,600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「03.17 ～ 03.23」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。



795 円 (1)13時00分～17時00分
～ 〈週休二日制〉

派遣・請負ではない 795 円 その他

1人 (求人番号)

792 円 (1)9時00分～15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)

1,019 円 (1)8時10分～15時40分
～ 〈週休二日制〉

派遣・請負ではない 1,201 円 毎　週

1人 (求人番号)

830 円 (1)9時40分～17時50分
～ 〈週休二日制〉

派遣・請負ではない 830 円 毎　週

1人 (求人番号)

交替制あり

850 円 (1)6時00分～15時00分
～ 〈週休二日制〉

請負 900 円 毎　週

2人 (求人番号)

パート労働者 定年を上
限

大分県津久見市大字上青江４１８０
番地雇用期間の定めなし 雇用・労災

乾燥剤等製造員
59歳以

下

株式会社　鳥繁産業 機械に包装材をセットして、袋詰めされた
乾燥剤・鮮度保持剤の上部に熱シール
機を当て封入する作業や商品の検品
等、乾燥剤・鮮度保持剤製造を行いま
す。流れ作業ではなく、機械操作を覚え
て一台の機械を担当して頂きます。（２名
体制）

日祝他 ﾏｲｶｰ通勤 可

駐車場　あり

実費支給（上限あり）

44060- 1353211 月額　5,000円まで

お茶加工作業員兼事務補助
員

69歳以
下

株式会社　高橋製茶 お茶の加工作業に付随する業務。袋詰
め作業（手作業）、製造補助、出荷準備
作業、配達（社用車の軽自動車使用）等
を行います。又、作業の合間に事務所内
業務も行います。ネット販売に関連する
一連の作業補助（自社ホームページ掲載
商品情報等のデータアップ、メンテナン

土日祝 ﾏｲｶｰ通勤 可

駐車場　あり

パート労働者 定年を上
限

大分県臼杵市野津町大字八里合１４
０７番地雇用期間の定めなし 雇用・労災 実費支給（上限あり）

パート労働者
不問

大分県大分市大手町２丁目３－１２
大分県市町村会館　６Ｆ日雇（日々雇用または１ヶ月未満） 公災

44060- 1337211 月額　5,000円まで

小・中学校非常勤事務職員
（臼杵市内３校）

不問

大分県教育庁　大分教育事務所 臼杵市内の小・中学校における学校事務
全般の補助を行います。

事務の一部は学校支援センターと共同で
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）

契約更新の可能性なし 44010- 7249011 月額　55,000円まで

宝くじ販売・当せん金支払
係（津久見市）

不問

株式会社　南九州商事　大分支店 ・宝くじの販売
・売上げ日報の作成報告

＊座ってできる体にやさしい仕事
＊採用後、３日間事務所で研修、その後
３ヶ月売り場で研修


他 ﾏｲｶｰ通勤 可

駐車場　あり

パート労働者
不問

大分県大分市都町１丁目２番１９号
大分都町第一生命ビル６階雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 労災 実費支給（上限なし）

契約更新の可能性あり（条件あり） 44010- 7251111

（請）厨房業務（臼杵市大
字戸室・コスモス病院）

不問

富士産業　株式会社　大分事業部 臼杵市戸室にある「臼杵市医師会立コス
モス病院」内厨房での盛り付け・洗浄業
務　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- 7126011 月額　30,000円まで

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10時00分～19時00

分の間の7時間以上
雇用・労災・
健康・厚生


