
1,500 円 (1)8時30分～12時30分
～ (2)14時00分～18時00分 〈週休二日制〉

派遣・請負ではない 1,800 円 毎　週

1人 (求人番号)

859 円 (1)8時30分～17時00分
～ 〈週休二日制〉

派遣・請負ではない 908 円 毎　週

1人 (求人番号)

850 円 (1)9時00分～15時00分
～ (2)10時00分～16時00分 〈週休二日制〉

派遣・請負ではない 900 円 (3)13時00分～17時00分 毎　週

1人 (求人番号)

交替制あり

792 円 (1)17時00分～0時00分
～ (2)0時00分～7時00分 〈週休二日制〉

派遣・請負ではない 850 円 毎　週

2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)

920 円 (1)8時00分～12時00分
～ 〈週休二日制〉

派遣 920 円 毎　週

1人 (求人番号)

1,050 円

～ 〈週休二日制〉
派遣・請負ではない 2,300 円 なし

3人 (求人番号)

交替制あり

1,000 円 (1)8時00分～14時00分
～ (2)14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)

1,000 円 (1)6時00分～8時00分
～ (2)14時00分～17時00分 〈週休二日制〉

請負 1,000 円 毎　週

2人 (求人番号)

1,000 円 (1)6時00分～8時00分
～ (2)14時00分～17時00分 〈週休二日制〉

請負 1,000 円 毎　週

3人 (求人番号)

交替制あり

792 円 (1)7時00分～12時00分
～ (2)22時00分～3時00分 〈週休二日制〉

派遣・請負ではない 1,500 円 毎　週

3人 (求人番号)

900 円 (1)20時00分～3時00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)

令和３年９月３日 発行

（ 次回発行予定 : 令和３年９月１０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

大分県臼杵市大字臼杵２０番地の１
１雇用期間の定めなし 雇用・労災

通勤

（手当）求人番号

看護師
59歳以

下

医療法人　来蘇会　渡辺内科クリ
ニック

外来患者の看護業務
内視鏡補助
点滴、注射等

水日祝他 ﾏｲｶｰ通勤 可

駐車場　あり

実費支給（上限なし）

44060- 3798611

一般事務補助員（会計年度
任用職員）

不問

臼杵市役所 高齢者支援課にて高齢者支援に関する
業務を行って頂きます。

主な仕事は窓口業務、電話での応対で
す。その他パソコンを使用した作業（エク
セル・ワード・データ入力）なども行ってい
ただきます。

土日祝他 ﾏｲｶｰ通勤 可

駐車場　あり

パート労働者
不問

大分県臼杵市大字臼杵７２－１

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 雇用・公災・
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）

パート労働者
不問

大分県臼杵市大字臼杵２－１０７番
地の７８９雇用期間の定めあり（４ヶ月未満） 雇用・労災

44060- 3825511 月額　15,500円まで

保険事務員 不問

保険ファースト株式会社 生命保険、損害保険の事務業務
・見積書、申込書の作成
・商品説明
・契約入力、更新手続き、異動、解約手
続き
・書類発送、電話、来客対応
・お茶出し、清掃

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- 3772611 月額　10,000円まで

配車係（本社）
18歳以

上

臼杵タクシー　株式会社 ２名体制で、無線にてタクシーの配車及
び電話受付業務。 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

大分県臼杵市大字臼杵字洲崎７２番
８９雇用期間の定めなし 労災 実費支給（上限あり）

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

44060- 3787411 月額　2,500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） 43010-24774611 月額　7,000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 惣菜部門での調理・揚げ物・お弁当の盛
付け・パック詰め・品出し・陳列・他諸作業


＊未経験者でも安心して働けます。



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

43010-24778811 月額　7,000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１
８：３０～）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- 3796011

預かり保育・保育園助手
（１，２歳児）

64歳以
下

学校法人　白蓮学園　認定こども
園　アソカ幼稚園

《預かり保育》
・預かり保育（時間外保育）の子供たちの
お世話をしたり、一緒に遊んだりしながら
保護者のお迎えを待ちます。

《保育園》
・保育園は助手として１歳児（９名）、２歳

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

大分県臼杵市大字江無田４０８番地
９雇用期間の定めなし 又は7時30分～18時30

分の間の6時間程度
労災 なし

パート労働者
不問

大分県臼杵市大字臼杵字洲崎７２番
８９雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 労災

44060- 3809511

（請）スクールバス運転手
（旧臼杵市内）

不問

臼杵タクシー　株式会社 旧臼杵市でスクールバスを運転して送迎
する業務です。利用者は児童２０名程度
で、基本１人乗務となります。現在は旧臼
杵市内１路線ですが、業務の都合で旧野
津町３路線もお願いする場合がありま
す。車内清掃等もお願いします。

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- 3784811

（請）スクールバス運転手
（旧野津町内）

不問

臼杵タクシー　株式会社 旧野津町内でスクールバスを運転して送
迎する業務です。利用者は児童２０名程
度で、基本１人乗務となります。現在は旧
野津町３路線ですが、業務の都合で旧臼
杵市内１路線もお願いする場合がありま
す。車内清掃等もお願いします。

土日祝他 ﾏｲｶｰ通勤 可

駐車場　あり

パート労働者
不問

大分県臼杵市大字臼杵字洲崎７２番
８９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（条件あり）

パート労働者 法令の規
定により
年齢制限

大分県臼杵市大字臼杵字洲崎７２番
８９雇用期間の定めなし 雇用・労災

44060- 3785211

タクシー乗務員（本社）
18歳以

上

臼杵タクシー　株式会社 タクシーに乗務し主要待機所でお客様を
待ち、無線連絡等の情報によりお迎えに
行き、目的地まで安全運転で快適にお送
りしていただきます。また車内清掃等も心
がけていただきます。
臼杵市でシェア６０％程度あり安心して働
けます。

他 ﾏｲｶｰ通勤 可

駐車場　あり

実費支給（上限あり）

44060- 3789311 月額　2,500円まで

運転代行乗務員（本社）
18歳以

上

臼杵タクシー　株式会社 お客様より依頼のあった場所に向かい、
飲酒等で運転できないお客様の車を運
転し、自宅等の指定場所までお送りする
業務です。随伴車と二人体制でお送りし
ます。車内清掃等にも心がけていただき
ます。

他 ﾏｲｶｰ通勤 可

駐車場　あり

パート労働者 法令の規
定により
年齢制限

大分県臼杵市大字臼杵字洲崎７２番
８９雇用期間の定めなし 労災 実費支給（上限あり）

44060- 3788011 月額　2,500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「08.25 ～ 08.31」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 内容の全てが掲載できていない個所 があります。ご了承願います。

＊労働時間によっては、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

1,500 円 (1)6時30分～11時00分
～ (2)12時00分～15時00分 〈週休二日制〉

派遣・請負ではない 2,000 円 毎　週

2人 (求人番号)

1,000 円 (1)8時30分～12時45分
～ (2)12時30分～16時45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)

900 円 (1)10時30分～15時00分
～ 〈週休二日制〉

派遣・請負ではない 950 円 毎　週

2人 (求人番号)

792 円 (1)6時00分～8時00分
～ (2)6時00分～12時00分 〈週休二日制〉

派遣・請負ではない 850 円 (3)13時00分～19時00分 毎　週

2人 (求人番号)

920 円 (1)8時00分～12時00分
～ 〈週休二日制〉

派遣 920 円 毎　週

1人 (求人番号)

920 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 920 円 毎　週

2人 (求人番号)

1,097 円

～ 〈週休二日制〉
派遣・請負ではない 1,342 円 毎　週

2人 (求人番号)

交替制あり

1,062 円 (1)16時30分～10時00分
～ 〈週休二日制〉

派遣・請負ではない 1,357 円 毎　週

1人 (求人番号)

変形（1ヶ月単位）

912 円 (1)7時30分～16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 947 円 (3)16時00分～10時00分 毎　週

2人 (求人番号)

変形（1ヶ月単位）

912 円 (1)7時30分～16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 947 円 (3)16時30分～10時00分 その他

1人 (求人番号)

パート労働者
不問

大分県臼杵市大字臼杵字洲崎７２番
８９雇用期間の定めなし 又は6時30分～15時00

分の間の3時間程度
労災

霊柩車運転手 不問

臼杵タクシー　株式会社 業務提携をしている葬祭場（臼杵地区、
弥生地区、三重地区）での出棺対応業務
及び火葬場までの運転業務を行います。
本社に出勤後霊柩車を運転して斎場に
向かいます。その他、車内の清掃等車の
管理。中型自動車免許をお持ちの方はマ
イクロバスの運転をお願いする場合もあ

他 ﾏｲｶｰ通勤 可

駐車場　あり

実費支給（上限あり）

44060- 3786511 月額　2,500円まで

配達員
59歳以

下

一般社団法人　あすなろ グリーンコープ商品の注文商品を箱詰め
し、０，８ｔや１ｔ車を使用してお客様宅へ
配達します。また、配達に伴うパソコン入
力作業等の事務処理も行います。配達
範囲は佐伯、津久見、臼杵地区で、その
日の配達ルートに沿って一日３０軒程度
回ります。

土日他 ﾏｲｶｰ通勤 可

駐車場　あり

パート労働者 定年を上
限

大分県津久見市大字津久見１３１１
番地（グリーンコープ生協おおいた
県南センター内）

雇用期間の定めなし 労災 実費支給（上限なし）

パート労働者
不問

大分県臼杵市大字末広７３番地

雇用期間の定めなし 労災

44060- 3799911

お掃除代行スタッフ 不問

有限会社　ダスキン臼津 事務所（詰所）の日常清掃
津久見市内　株式会社戸高鉱業社　胡
麻柄鉱区・採鉱グループの詰所を交互に
日常清掃をして頂きます。（原則１名体
制）
※清掃場所は敷地内に数カ所あり、戸高
鉱業社専用バス（自動車）による送迎で

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- 3779411 月額　4,000円まで

調理員（津久見市・おあし
す）

不問

株式会社　フォレスト　エイト 津久見市大字津久見にある「デイサービ
ス・ライフホーム　おあしす」の施設内厨
房にて、食事の調理及び調理補助、
管理業務を行って頂きます。
・盛り付け、配膳
・食器洗浄、調理場清掃
・その他付随する業務

他 ﾏｲｶｰ通勤 可

駐車場　あり

パート労働者
不問

大分県大分市長浜町３－１６－３

雇用期間の定めなし 労災 なし

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

44010-19893411

スーパー内業務／臼杵市
（コープおおいた）

不問

株式会社　テクノ・ジャパン 精肉部門
精肉商品の加工、品出し、陳列、パック
詰め、その他諸作業





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） 43010-24776111 月額　12,800円まで

スーパー内業務／大分県臼
杵市

不問

株式会社　テクノ・ジャパン 日配商品の発注、品出し、陳列、他諸作
業



◎ハローワークの紹介状が必要

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） 43010-24813611 月額　12,800円まで

ホームヘルパー（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」にて訪問介護サービス
における介護業務

・自宅で生活するお客様の日常生活に必
要な事柄のついての援助（調理、選択、
掃除等）

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） 44010-18194111

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8時00分～18時00

分の間の3時間程度
労災

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） 労災 実費支給（上限あり）

契約更新の可能性あり（条件あり）

介護職員（夜勤専属・ニチ
イケアセンター彦ノ内）

18歳以
上

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
センター彦ノ内」にて　　グループホーム
に於ける夜間帯の介護業務全般

・入所者の日常生活での食事、排泄等の
介助等
・施設の清掃等

他 ﾏｲｶｰ通勤

パート労働者 法令の規
定により
年齢制限

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

44010-18197211 日額　1,600円まで

介護職員（ニチイケアセン
ター彦ノ内）月５０ｈ～１
００ｈ）

18歳以
上

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
センター彦ノ内」にてグループホームに於
ける介護業務全般
・入所者の日常生活での食事、排泄、入
浴等の介助
・レクリエーション等の介助
・施設の清掃等

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） 44010-18199411 日額　1,600円まで

介護職員（ニチイケアセン
ター彦ノ内・１５０ｈ～１
６０ｈ）

18歳以
上

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
センター彦ノ内」にて　　グループホーム
に於ける介護業務全般
・入所者の日常生活での食事、排泄、入
浴等の介助
・レクリエーション等の介助
・施設の清掃等

他 ﾏｲｶｰ通勤

44010-18201811 日額　1,600円まで

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） 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）



変形（1年単位）

205,000 円 (1)8時00分～17時00分
～ 〈週休二日制〉

派遣・請負ではない 365,000 円 その他

2人 (求人番号)

変形（1年単位）

250,000 円 (1)9時00分～18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)

147,500 円 (1)8時30分～17時00分
～ 〈週休二日制〉

派遣・請負ではない 158,300 円 毎　週

1人 (求人番号)

変形（1ヶ月単位）

150,000 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)

234,000 円 (1)8時30分～17時30分
～ 〈週休二日制〉

派遣・請負ではない 234,000 円 毎　週

1人 (求人番号)

変形（1年単位）

170,000 円 (1)7時30分～16時15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)

交替制あり

136,004 円 (1)8時00分～16時20分
～ (2)8時00分～16時35分 〈週休二日制〉

派遣・請負ではない 136,004 円 (3)8時00分～16時50分 その他

1人 (求人番号)

交替制あり

137,808 円 (1)17時00分～2時00分
～ (2)15時00分～1時00分 〈週休二日制〉

派遣・請負ではない 137,808 円 (3)12時00分～21時00分 その他

3人 (求人番号)

交替制あり

130,000 円 (1)7時00分～2時00分
～ (2)12時00分～7時00分 〈週休二日制〉

派遣・請負ではない 230,000 円 (3)8時00分～17時00分 その他

5人 (求人番号)

変形（1年単位）

150,000 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 150,000 円 その他

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)

変形（1ヶ月単位）

300,000 円 (1)8時00分～17時00分
～ 〈週休二日制〉

派遣・請負ではない 380,000 円 その他

1人 (求人番号)

令和３年９月３日 発行

（ 次回発行予定 : 令和３年９月１０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

大分県津久見市地蔵町６－１７

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

土木技術管理者
59歳以

下

株式会社　東和建設 主に津久見市内での土木工事現場で、
現場管理技術者として作業工程の管理
や指示、安全管理や品質管理等に係る
各種書類の作成等の業務等、及び現場
作業全般を行います。

＊定年以上で応募希望の方は相談に応

日他 ﾏｲｶｰ通勤 可

駐車場　あり

実費支給（上限あり）

44060- 3777211 日額　500円まで

システム担当者
64歳以

下

株式会社　ｃｏｔｔａ システム開発業務全般（自社のシステム
開発業務、ホームページ製作等） 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４４７８
－８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 キャリア
形成

大分県津久見市港町１－２１

雇用期間の定めなし 雇用・労災・
健康・厚生

44060- 3781911 月額　20,900円まで

一般事務員
25歳以

下

津久見商工会議所 一般事務業務及び津久見市の商業活性
化に携わる業務
・郵便物の発送、収受、社内文書の管
理、パソコンで簡単な文書を　作成しま
す。　　　　　　　　　　　　　　　　
・イベントの補助業務　等
・経営指導補助業務

土日祝他 ﾏｲｶｰ通勤 可

駐車場　あり

実費支給（上限あり）

44060- 3828311 月額　65,000円まで

医療事務員
59歳以

下

うすき眼科 受付や電話対応業務、会計処理業務、レ
セプト入力・作成・整理、ＰＣによる書類作
成業務等、医療事務全般を行います。

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

実費支給（上限あり）

正社員以外 定年を上
限

大分県臼杵市大字江無田２８０－２

雇用期間の定めなし 又は7時00分～19時30
分の間の8時間程度

雇用・労災・
健康・厚生

44060- 3774111 月額　30,000円まで

常勤訪問介護サービス提供
責任者

59歳以
下

生活協同組合　コープおおいた
介護センター

サービス提供責任者として、ヘルパーの
管理及び指導、事業実績作成及び管
理、利用者との契約業務

他関連事業所との連帯業務

ヘルパーとしての訪問業務等

日他 ﾏｲｶｰ通勤 可

駐車場　あり

実費支給（上限あり）

44060- 3768811 月額　15,000円まで

生コンクリート製造、出荷
オペレーター

59歳以
下

龍南運送　株式会社 ・生コンクリート製造及び出荷オペレー
ター
・生コンクリートプラント点検、清掃
・お客様電話対応
・稀に現場の確認や生コンクリートプラン
トの機械を運ぶ業務あり
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（軽ト

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

大分県臼杵市大字大野１６０番

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- 3778511 月額　10,000円まで

醤油の製造工 不問

二豊醤油　協業組合 醤油の製造業務（醤油製造の自動充填
ラインでの業務、容器の補充等、その
他、工場内の整理整頓、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（原則更新） 44060- 3780611 月額　18,000円まで

タクシー乗務員
18歳～
64歳

臼杵タクシー　株式会社 タクシーに乗務し主要待機所でお客様を
待ち、無線連絡等の情報によりお迎えに
行き、目的地まで安全運転で快適にお送
りしていただきます。また車内清掃等も心
がけていただきます。
臼杵市でシェア６０％程度あり安心して働
けます。

他 ﾏｲｶｰ通勤 可

駐車場　あり

正社員 定年を上
限

大分県臼杵市大字臼杵字洲崎７２番
８９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

大分県津久見市宮本町８番１号

雇用期間の定めなし 雇用・労災・
健康・厚生

44060- 3782111 月額　5,000円まで

タクシー乗務員
18歳～
64歳

光タクシー　株式会社 主要待機場所での乗り込み、及び得意
先からの依頼（本社からの無線連絡等）
により安心・安全・快適に、お客様を送迎
する仕事です。ＡＴ・ＭＴ両方の車両あり、
カーナビ搭載なので、地理の不安はあり
ません。


他 ﾏｲｶｰ通勤 可

駐車場　あり

なし

44060- 3826411

調剤事務（津久見市大字網
代・ファン薬局日代店）

40歳以
下

株式会社　ファンメディカル 調剤薬局における調剤事務業務全般
・データ入力
・帳簿管理
・レセプト請求業務
・電話応対
・処方箋の受付及びパソコンでの入力
・その他付随する業務　等

日祝他 ﾏｲｶｰ通勤 可

駐車場　あり

正社員 キャリア
形成

大分県大分市敷戸台１丁目３７０番
地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）

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

44010-19801411 月額　15,000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（主に現場
での作業となります）
＊ダクトの塗装
＊社内・他部門の応援業務（年に数回程
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

実費支給（上限あり）

44010-19919911 日額　300円まで

大型トラック乗務員（長距
離）

59歳以
下

株式会社　愛媛急送 ◆関東地方から九州地方までの長距離
大型トラックの運転を行います。
◆主に家庭紙（ティッシュ、トイレット等）
や段ボール原紙などを運搬します。
◆帰り便では主に製紙原料（故紙）又
は、一般の製品（パレットもの、雑貨）を
運搬します。

日祝他 ﾏｲｶｰ通勤 可

駐車場　あり

正社員 定年を上
限

愛媛県四国中央市金生町山田井５４
番地雇用期間の定めなし 雇用・労災・

健康・厚生・
財形

なし

38070- 3225411

☎ 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「08.25 ～ 08.31」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 内容の全てが掲載できていない個所 があります。ご了承願います。

＊労働時間によっては、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年単位）

186,400 円 (1)8時00分～17時00分
～ 〈週休二日制〉

派遣・請負ではない 256,300 円 その他

3人 (求人番号)

変形（1年単位）

145,200 円 (1)12時30分～21時30分
～ 〈週休二日制〉

派遣・請負ではない 145,200 円 その他

1人 (求人番号)

変形（1年単位）

142,940 円 (1)8時00分～17時00分
～ 〈週休二日制〉

派遣・請負ではない 184,940 円 その他

2人 (求人番号)

変形（1年単位）

174,000 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 その他

2人 (求人番号)

変形（1年単位）

174,000 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 その他

1人 (求人番号)

変形（1ヶ月単位）

235,200 円 (1)7時30分～16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 245,200 円 (3)16時30分～10時00分 その他

1人 (求人番号)

変形（1ヶ月単位）

153,190 円 (1)7時30分～16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 153,190 円 (3)16時30分～10時00分 その他

1人 (求人番号)

正社員以外 定年を上
限

大分県津久見市地蔵町６－１７

雇用期間の定めなし 雇用・労災・
健康・厚生

土木作業員
59歳以

下

株式会社　東和建設 主に土木工事（建築、とび・土工・コンク
リート、浚渫、管、舗装、造園工事）の作
業を行う。資材の持ち運び、型枠組み、ト
ラックでの資材の運搬等、上司の指示に
より作業を行う。

＊定年以上で応募希望の方は相談に応

日他 ﾏｲｶｰ通勤 可

駐車場　あり

実費支給（上限あり）

44060- 3776811 日額　500円まで

出荷作業員（１２：３０～
２１：３０）

不問

株式会社　ｃｏｔｔａ 注文を受けた商品（鮮度保持剤、菓子包
装資材）を、段ボールに詰めて出荷する
準備を行います。主な仕事は出荷準備で
すが、作成済みの出荷先のシールを印
刷して、宛名シールも貼ってもらいます。

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
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 定年を上
限

大分県津久見市合ノ元町２－４２

雇用期間の定めなし 雇用・労災・
健康・厚生

44060- 3783711 月額　20,900円まで

技術工
59歳以

下

菅原工業　株式会社 鋼材類を材料として、ガス切断、溶接組
立加工等
施盤、フライス盤等の工作機械を使用し
た加工作業
主として鋼構造タンク製作、鉄骨建築等
の工事

日祝他 ﾏｲｶｰ通勤 可

駐車場　あり

実費支給（上限あり）

44060- 3493611 月額　10,000円まで

工務管理者候補
44歳以

下

菅原工業　株式会社 太平洋セメント（株）大分工場でのセメント
製造設備の製作工程、修理工程におけ
る工事管理、監督業務。
メンテナンス時の管理、監督業務。
セメント設備は架台、ベルトコンベア、サ
イロ等の鋼構造物です。


日祝他 ﾏｲｶｰ通勤 可

駐車場　あり

正社員 キャリア
形成

大分県津久見市合ノ元町２－４２

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 キャリア
形成

大分県津久見市合ノ元町２－４２

雇用期間の定めなし 雇用・労災・
健康・厚生

44060- 3494911 月額　10,000円まで

工事事務員
44歳以

下

菅原工業　株式会社 ・工程管理
・工事管理、監督業務の補助
・製造設備、製作工程書類の作成
（作業はパソコンを使用して行います）
・その他付随する業務全般

日祝他 ﾏｲｶｰ通勤 可

駐車場　あり

実費支給（上限あり）

44060- 3495111 月額　10,000円まで

計画作成担当者（管理者候
補・ニチイケアセンター彦
ノ内）

18歳～
59歳

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
センター彦ノ内」にてグループホームに於
ける介護業務のリーダーとしての業務
・介護職員のリーダーとして介護計画作
成
・入所者の日常生活での食事、排泄、入
浴等の介助

他 ﾏｲｶｰ通勤 可

駐車場　あり

正社員 定年を上
限

大分県大分市金池町２丁目６－１５
ＥＭＥ大分駅前ビル６Ｆ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）

44010-18195711 月額　50,000円まで

介護職員（ニチイケアセン
ター彦ノ内）

18歳～
59歳

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
センター彦ノ内」にてグループホームに於
ける介護業務全般
（定員１８名で、各ユニット９名の入所者
様に対応いただきます）

・入所者の日常生活での食事、排泄、入

他 ﾏｲｶｰ通勤 可

駐車場　あり

実費支給（上限あり）

44010-18196811 月額　50,000円まで

正社員 定年を上
限

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！


