
3,000 円

～ 〈週休二日制〉
派遣・請負ではない 3,500 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 1,800 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

1,200 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 1,500 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)9時00分～13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 1,200 円 その他

1人 (求人番号)

870 円

～ 〈週休二日制〉
派遣・請負ではない 900 円 その他

1人 (求人番号)

800 円 (1)13時00分～17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 800 円 毎　週

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)

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

派遣・請負ではない 822 円 毎　週

2人 (求人番号)

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

派遣・請負ではない 822 円 (3)13時00分～22時00分 毎　週

5人 (求人番号)

820 円 (1)11時00分～19時00分
～ (2)17時00分～1時00分 〈週休二日制〉

派遣・請負ではない 935 円 (3)9時00分～17時00分 毎　週

2人 (求人番号)

令和３年９月１０日 発行

（ 次回発行予定 : 令和３年９月１７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時間程度

雇用・労災・
健康・厚生

通勤

（手当）求人番号

薬剤師
64歳以

下

医療法人　聖心会　臼杵循環器内
科

主に外来診療所の調剤業務。
医師の指導下での患者さんの服薬指
導。
医師、看護師、医療従事者との協力によ
る業務。

日祝他 ﾏｲｶｰ通勤 可

駐車場　あり

実費支給（上限あり）

44060- 3955411 月額　17,000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 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

44060- 3861911 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

実費支給（上限あり）

44060- 3859411 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。

定年以上で応募希望の方は相談に応じ

火日祝他 ﾏｲｶｰ通勤 可

駐車場　あり

パート労働者 定年を上
限

大分県臼杵市大字市浜６６９－１

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

44060- 3832511 月額　30,000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

実費支給（上限あり）

44060- 3847711 月額　10,000円まで

歯科衛生士 不問

つかもと歯科医院 歯科診療補助、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
シング方法等の指導）、診療器具の消毒
や準備等の歯科衛生士業務を行いま
す。

日祝他 ﾏｲｶｰ通勤 可

駐車場　あり

パート労働者
不問

大分県津久見市中央町７６０－５３
（マルショク駐車場）雇用期間の定めなし 雇用・労災 一定額

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 又は8時30分～17時30
分の間の7時間程度

雇用・労災・
健康・厚生

44060- 4015011 月額　20,000円まで

栄養士
64歳以

下

医療法人　聖心会　循環器リハビ
リクリニック

・献立作成、発注、調理、盛り付け
・食器洗浄、片付け、清掃等
・その他付随する業務全般
昼食、おやつ４５食程度を４名体制（常時
３～４名）で行います。

＊定年以上で応募希望の方は相談に応

日祝他 ﾏｲｶｰ通勤 可

駐車場　あり

実費支給（上限あり）

44060- 3875411 月額　17,000円まで

事務員
59歳以

下

有限会社　大分メスキュード ・来客対応、電話対応
・伝票の作成、整理　等
・パソコン（ワード、エクセル）でのデータ
入力
・その他付随する一般事務業務
・銀行・官公庁への外勤業務あり

土日祝他 ﾏｲｶｰ通勤 可

駐車場　あり

パート労働者 定年を上
限

大分県臼杵市大字野田字持田５３ー
１４雇用期間の定めなし 雇用・労災 なし

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- 3921411

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

実費支給（上限あり）

契約更新の可能性あり（条件あり） 44060- 4047511 月額　45,000円まで

コンビニエンスストア店員
（津久見千怒店）

不問

ローソン津久見千怒店 公共料金の支払い受付等を含むレジ業
務、商品管理（在庫管理・陳列や整理・納
品時の検品等）、からあげ等の調理、予
約受付等の電話応対、店内外の清掃や
環境美化等、販売業務全般を行います。

他 ﾏｲｶｰ通勤 可

駐車場　あり

パート労働者
不問

大分県津久見市大字千怒字新地６０
７７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

大分県津久見市大字千怒字新地６０
７７番地雇用期間の定めなし 労災

44060- 3963511 日額　500円まで

コンビニエンスストア店員
（高洲店）

不問

ローソン津久見千怒店 公共料金の支払い受付等を含むレジ業
務、商品管理（在庫管理・陳列や整理・納
品時の検品等）、からあげ等の調理、予
約受付等の電話応対、店内外の清掃や
環境美化等、販売業務全般を行います。

他 ﾏｲｶｰ通勤 可

駐車場　あり

実費支給（上限あり）

44060- 3964411 日額　500円まで

ハンバーガー製造販売員
18歳以

上

日本マクドナルド株式会社　臼杵
店

マニュアルに沿ってハンバーガーやサイ
ドメニューの製造、ドリンク等の販売、レ
ジや商品渡し等の接客業務を行います。
また、店内のテーブル等の清掃、ゴミ捨
てなど、その他付随する業務全般も行い
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

大分県臼杵市大字市浜１３０１－１

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 又は6時00分～1時00分
の間の2時間以上

労災 なし

契約更新の可能性あり（原則更新） 44060- 3974311

☎ 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「09.01 ～ 09.07」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。



950 円 (1)16時30分～18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)

792 円 (1)8時30分～17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)

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

2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)

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)

850 円

～ 〈週休二日制〉
派遣・請負ではない 950 円 毎　週

1人 (求人番号)

850 円

～ 〈週休二日制〉
派遣・請負ではない 850 円 毎　週

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)

850 円 (1)9時00分～16時00分
～ 〈週休二日制〉

派遣・請負ではない 900 円 毎　週

2人 (求人番号)

1,100 円 (1)8時30分～17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)

交替制あり

800 円 (1)8時30分～17時30分
～ 〈週休二日制〉

派遣・請負ではない 1,020 円 毎　週

2人 (求人番号)

交替制あり

830 円 (1)9時30分～14時30分
～ (2)14時00分～19時00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)11時00分～19時00分
～ 〈週休二日制〉

請負 880 円 毎　週

1人 (求人番号)

1,050 円 (1)9時00分～15時00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)

パート労働者
不問

大分県臼杵市大字末広２８５番地

雇用期間の定めあり（４ヶ月未満） 労災

介護職員 不問

医療法人　仁愛会　老人保健施設
臼杵福寿苑

夕食の時間帯を中心とした食事介助・口
腔ケア・トイレ誘導・おむつ交換などとなり
ます。


他 ﾏｲｶｰ通勤 可

駐車場　あり

実費支給（上限あり）

契約更新の可能性あり（原則更新） 44060- 3848811 月額　10,000円まで

介護職員（デイサービスセ
ンターやわらぎ）

59歳以
下

株式会社　太陽 食事介助業務、入浴や清拭等の清潔保
持、排泄介助、施設内の移動等の介助
業務、レクリエーションの支援等を行いま
す。
交代で送迎業務をお願いする事がありま
す。（軽自動車使用）


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上青江４８６６
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 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

44060- 3852611 月額　10,000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。
「定年以上で応募の方は相談に応じま
す」

他 ﾏｲｶｰ通勤 可

駐車場　あり

実費支給（上限あり）

44060- 3957311 日額　400円まで

介護職員（１２時～１７
時）

59歳以
下

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。

＊定年以上で応募希望の方は相談に応
じます。

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 定年を上
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 労災

44060- 3960711 日額　400円まで

介護職員（９時～１４時）
59歳以

下

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。

＊定年以上で応募希望の方は相談に応
じます。

他 ﾏｲｶｰ通勤 可

駐車場　あり

実費支給（上限あり）

44060- 3961811 日額　400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
下、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、その他付随する業務を行いま
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 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泊２２０番地

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 又は8時00分～19時30
分の間の5時間以上

雇用・労災

44060- 3962211 月額　10,000円まで

ケアワーカー（特別養護老
人ホーム）

不問

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 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- 4003211 月額　18,000円まで

介護補助員（特別養護老人
ホーム）

不問

社会福祉法人　同心会　特別養護
老人ホーム　緑の園

特別養護老人ホーム入居者の介護補助
業務、洗濯、清掃等の業務を行います。


他 ﾏｲｶｰ通勤 可

駐車場　あり

パート労働者
不問

大分県臼杵市大字大泊２２０番地

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 又は8時00分～17時00
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（条件あり）

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 又は8時30分～17時30
分の間の7時間程度

雇用・労災・
健康・厚生

44060- 4004511 月額　18,000円まで

調理スタッフ
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

実費支給（上限あり）

44060- 3877311 月額　17,000円まで

園芸作業員 不問

株式会社　ヤナイ園芸 園芸作業全般
・花の植え付け
・花の手入れ、草取り等
・花の移動
・花の出荷準備
※シクラメン・カーネーション・ベゴニアな
ど１５品種

土日他 ﾏｲｶｰ通勤 可

駐車場　あり

パート労働者
不問

大分県臼杵市野津町大字前河内１９
７９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

大分県豊後大野市三重町赤嶺１２５
０番地１雇用期間の定めなし 労災

44060- 3984911 月額　5,000円まで

放射線技師（パート）臼杵
病院

不問

社会医療法人　帰巖会 Ｘ線、ＣＴ、ＭＲＩ等の撮影など 月火木土日
祝他

ﾏｲｶｰ通勤 可

駐車場　あり

実費支給（上限あり）

44080- 2274111 月額　8,000円まで

介護職員（竹あかり）
18歳～
64歳

社会医療法人　帰巖会 ＊ご利用者の介護業務を行っていただき
ます。
（ベット周りの掃除、生活支援・身体清
潔・食事の介助など）

＊医師、看護師、セラピスト、介護福祉士
などの専門職と連携し、

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7時00分～19時00

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 定年を上
限

大分県大分市中央町２丁目５番２２
号　越後屋ビル１Ｆ雇用期間の定めなし 雇用・労災

44080- 2270011 月額　20,000円まで

婦人服コーディネーター
（臼杵店・サンリブ臼杵）

64歳以
下

株式会社　みやこ（ミセスファッショ
ンみやこ）

「ミセスファッションみやこ臼杵店」（ミセス
向けの洋服及び小物を中心に扱っている
店舗）にて、婦人服コーディネーター

顧客層は、６０代の方が中心になります。
付随する作業もお願いします。
（レジ業務（カード決済有）検品、値付、商

他 ﾏｲｶｰ通勤 可

駐車場　あり

一定額

44010-21280711 月額　2,000円まで

（請）調理員（津久見市大
字千怒・有料老人ホーム寿
楽）

64歳以
下

有限会社　エヌ・フードサービス 津久見市大字千怒字中藪にある有料老
人ホーム「寿楽」にて
施設内給食調理を行っていただきます。

・夕食３０食を１～２人で調理



他 ﾏｲｶｰ通勤 可

駐車場　あり

パート労働者 定年を上
限

大分県大分市高江西１丁目４３２３
番２１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）

パート労働者
不問

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 労災

44010-20121211 月額　10,000円まで

キッチンスタッフ（ジョイ
フル津久見店）

不問

株式会社　アメイズ（ＨＯＴＥＬ　ＡＺ
チェーン）

【キッチン業務】
・調理
・材料の下ごしらえ
・清掃　等


＊研修制度がありますので、未経験の方

他 ﾏｲｶｰ通勤 可

駐車場　あり

実費支給（上限あり）

44010-20585011 月額　15,000円まで



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 その他

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)

交替制あり

850 円

～ 〈週休二日制〉
派遣・請負ではない 980 円 その他

3人 (求人番号)

1,050 円 (1)9時00分～15時00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

900 円 (1)10時00分～14時30分
～ (2)17時00分～22時00分 〈週休二日制〉

派遣・請負ではない 1,000 円 (3)12時00分～17時00分 毎　週

3人 (求人番号)

変形（1ヶ月単位）

792 円 (1)7時00分～6時59分
～ (2)8時00分～18時00分 〈週休二日制〉

請負 792 円 その他

5人 (求人番号)

792 円 (1)19時00分～23時30分
～ 〈週休二日制〉

請負 792 円 毎　週

1人 (求人番号)

交替制あり

900 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 930 円 (3)6時30分～15時30分 毎　週

1人 (求人番号)

800 円 (1)8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 800 円 (3)13時00分～17時00分 その他

3人 (求人番号)

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)

850 円

～ 〈週休二日制〉
派遣・請負ではない 850 円 毎　週

1人 (求人番号)

950 円 (1)7時00分～16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)

792 円 (1)7時00分～11時30分
～ 〈週休二日制〉

派遣・請負ではない 792 円 なし

1人 (求人番号)

820 円 (1)9時00分～17時00分
～ 〈週休二日制〉

派遣・請負ではない 900 円 毎　週

2人 (求人番号)

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

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

44010-20546111 月額　16,100円まで

調理スタッフ（ジョイフル
臼杵インター店）

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）

44010-20559411 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

44010-20545911 月額　16,100円まで

接客スタッフ（ジョイフル
臼杵インター店）

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

実費支給（上限あり）

44010-20558511 月額　16,100円まで

ホールスタッフ（ジョイフ
ル津久見店）

61歳以
下

株式会社　アメイズ（ＨＯＴＥＬ　ＡＺ
チェーン）

【ホール業務】
・接客
・調理の補充
・片付け
・清掃　等



他 ﾏｲｶｰ通勤 可

駐車場　あり

パート労働者 定年を上
限

大分県大分市西鶴崎１丁目７番１７
号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

大分県大分市公園通り３丁目１－２

雇用期間の定めなし 労災

44010-20586311 月額　15,000円まで

結婚式場ホール係・洗い場
担当

不問

株式会社　ＲｅｎｏＨｏｕｓｅ 臼杵市臼杵にある結婚式場「ＫＩＪＯＫＡＫ
Ｕ」においての業務です。

・結婚式宴会場でホール係
・洗浄機を使用した食器洗浄

ウエディング当日のサービス、レストラン

他 ﾏｲｶｰ通勤 可

駐車場　あり

実費支給（上限あり）

44010-20609611 月額　10,000円まで

（請）施設内警備員（臼杵
市大字福良）

18歳以
上

株式会社スリーエス　大分営業所 臼杵市大字福良にある「アムコー・テクノ
ロジー・ジャパン」の施設警備業務です。
＜業務内容＞
・工場への車両及び来訪者の出入管理
・工場内の巡回、安全管理業務
・緊急の場合の対応、連絡
・その他、安全を守る業務

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

大分県大分市荷揚町３－１　いちご・
みらい信金ビル３Ｆ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）

パート労働者 法令の規
定により
年齢制限

大分県大分市荷揚町３－１　いちご・
みらい信金ビル３Ｆ雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 労災

44010-20988511 月額　50,000円まで

スーパーの施設警備（閉店
立会い）パート（請）／津
久見市

18歳以
上

株式会社スリーエス　大分営業所 津久見市中央町にある「マルショク津久
見店」で次のような閉店立会いの業務を
お願いします。
〇閉店前の店内巡回と安全確認
〇店舗の閉店時、社員の方が退出され
る際の立会いと安全管理


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） 44010-20994811 月額　50,000円まで

（請）守衛業務（津久見
市）

60歳以
上

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

パート労働者 高齢者等
の特定年
齢層の雇

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 実費支給（上限あり）

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） 雇用・労災

44010-21287611 月額　10,000円まで

寿司・弁当・揚物等の製造
など（臼杵市）

不問

九州惣菜　株式会社 ＊スーパー内にてお弁当などを作る仕事
です

＊ほとんどの方が未経験からスタートさ
れているので安心です

＊採用日から３月３１日までの雇用、以

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） 40062- 4011111 月額　3,000円まで

鮮魚販売（臼杵市野田）
８：００～１７：００

64歳以
下

株式会社　大分イワキ スーパー内での鮮魚販売

・魚の調理（刺身や三枚おろし等）
・その他鮮魚販売に関係する業務全般。

＊経験のない方でも丁寧に指導致しま
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

大分県大分市大道町５－２－２５
大道岩田ビル２０６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）

パート労働者 定年を上
限

大分県大分市大道町５－２－２５
大道岩田ビル２０６号雇用期間の定めなし 又は8時00分～13時00

分の間の4時間以上
労災

44010-21134711 月額　15,000円まで

鮮魚販売（臼杵市野田）４
～５時間程度

64歳以
下

株式会社　大分イワキ スーパー内での鮮魚販売

・魚の調理（刺身や三枚おろし等）
・その他鮮魚販売に関係する業務全般。

＊経験のない方でも丁寧に指導致しま
す。

他 ﾏｲｶｰ通勤 可

駐車場　あり

実費支給（上限あり）

44010-21137511 月額　15,000円まで

清掃員（臼杵市医師会介護
老人保健施設南山園）

不問

大分エージェンシー　株式会社 臼杵市大字海添にある「介護老人保健
施設南山園」内の清掃業務

・モップや雑巾等を使用しての清掃（居室
及び共用部）
・女子トイレの清掃あり。
・各部屋のゴミの回収。　等

日祝他 ﾏｲｶｰ通勤 可

駐車場　あり

パート労働者
不問

大分県大分市法勝台１－１－１３（明
野）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）

パート労働者
不問

大分県大分市法勝台１－１－１３（明
野）雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 雇用・労災

44010-20062611 月額　8,000円まで

清掃員（臼杵コスモス病
院）

不問

大分エージェンシー　株式会社 臼杵市大字戸室字長谷にある「臼杵コス
モス病院」内の清掃業務

・モップや雑巾等を使用しての病院内清
掃
　（女子トイレの清掃あり）

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） 44010-20139211 月額　8,000円まで

カタログ発送業務
59歳以

下

株式会社　庄司酒店 ダイレクトメールの印刷、仕分け、封入作
業

未経験の方でも丁寧に指導しますのでご
安心下さい。

定年以上で応募の方は相談に応じます。

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

大分県臼杵市大字佐志生６５３２－
１
【本社所在地】

雇用期間の定めなし 雇用・労災 実費支給（上限あり）

44060- 3843311 月額　18,000円まで



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)

850 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)

850 円

～ 〈週休二日制〉
派遣・請負ではない 900 円 なし

1人 (求人番号)

850 円 (1)9時00分～16時00分
～ (2)9時00分～12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)

870 円 (1)13時00分～18時00分
～ 〈週休二日制〉

派遣・請負ではない 870 円 毎　週

1人 (求人番号)

パート労働者 定年を上
限

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 又は8時00分～16時00

分の間の5時間程度
雇用・労災

車両整備士
64歳以

下

リマテック九州　株式会社 産業廃棄物収集運搬車両（ジーゼル・エ
ンジン）の整備
１．車両（大型、普通車、フォークリフト）
整備全般
　・オイル交換　、タイヤ交換　、各種フィ
ルター交換
　・各種部品調達

日祝他 ﾏｲｶｰ通勤 可

駐車場　あり

実費支給（上限あり）

44060- 3896911 月額　50,000円まで

灯油の配達員（津久見）
59歳以

下

株式会社　ダイプロ南部販売 灯油の配達業務　他
・タンクローリーのホースを伸ばしての給
油作業
・灯油缶等で給油する場合もあります。

社用車（軽トラ、ＭＴ）で配達をして頂きま
す。

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

大分県佐伯市常盤南町５番７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）

パート労働者 定年を上
限

大分県臼杵市大字稲田８４５－２

雇用期間の定めなし 又は2時10分～6時00分
の間の1時間程度

労災

44060- 3883511 月額　20,000円まで

新聞配達員
18歳～
59歳

大分合同新聞　熊崎プレスセン
ター

朝刊配達（３０～１００件）を行います。
配達は下北地区、末広地区、江無田地
区の一部です。
ルートは覚えるまで一緒に配達します。
店所有の原付バイク、カブスクーターを
使用しますが、バイクの持ち込み可能で
す。

他 ﾏｲｶｰ通勤 可

駐車場　あり

実費支給（上限あり）

44060- 3925911 月額　3,000円まで

一般家庭お掃除代行スタッ
フ

不問

有限会社　ダスキン臼津 一般家庭において浴室や洗面所、トイ
レ、窓ふき、庭掃除等の拭き掃除や掃き
掃除などの日常的なお掃除をして頂きま
す。依頼内容により仕事量が異なるので
体力を要する仕事内容となる時もありま
す。１チーム２～３名で１日２～３軒程度
行います。範囲は主に県南地域（坂の市

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７３番地

雇用期間の定めなし 又は9時00分～16時00
分の間の5時間程度

労災 実費支給（上限あり）

44060- 3901111 月額　4,000円まで

歯科助手 不問

増村歯科医院 歯科診療における医師の補助を行いま
す。
・患者さんの誘導
・診療器具の消毒、準備
・院内の片付け、消毒等

業務未経験者の方も丁寧に指導致しま

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- 3497811 月額　2,000円まで

パート労働者
不問

大分県津久見市井無田町２－１４

雇用期間の定めなし 雇用・労災



変形（1ヶ月単位）

220,000 円 (1)8時00分～16時00分
～ 〈週休二日制〉

派遣・請負ではない 400,000 円 その他

1人 (求人番号)

変形（1年単位）

210,000 円 (1)7時45分～16時45分
～ 〈週休二日制〉

派遣・請負ではない 326,000 円 その他

3人 (求人番号)

変形（1年単位）

190,000 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）

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 230,000 円 その他

2人 (求人番号)

変形（1年単位）

210,000 円 (1)8時00分～17時00分
～ 〈週休二日制〉

派遣・請負ではない 480,000 円 その他

2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 350,000 円 その他

1人 (求人番号)

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)

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 450,000 円 その他

2人 (求人番号)

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 450,000 円 その他

2人 (求人番号)

変形（1年単位）

271,000 円 (1)8時00分～17時00分
～ 〈週休二日制〉

派遣・請負ではない 303,000 円 その他

1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 280,000 円 毎　週

1人 (求人番号)

交替制あり

200,000 円 (1)8時30分～17時30分
～ (2)16時30分～9時30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)

令和３年９月１０日 発行

（ 次回発行予定 : 令和３年９月１７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

実費支給（上限あり）

44060- 3857211 月額　10,000円まで

設計業務員
59歳以

下

徳脇工業　株式会社 産業機械の設計業務を行います。取引
先との設計の打合せ、現場スケッチ、
オートＣＡＤを使用しての図面作成業務、
能力計算等。
初めは、打合せ等先輩に同行しながら仕
事を覚えてもらいます。専用ソフトの操作
等は入社後丁寧に指導します。

火他 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５０４５
番地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

電気技術者
59歳以

下

大分鉱業　株式会社 当事業所での石灰石製品の生産・運搬
に係るベルトコンベア、船積み施設、プラ
ント施設の電気工事やメンテナンス作業
及び補修及び自家発電機の保守管理業
務。
設備故障による緊急時に呼び出しの対
応があります。

日他 ﾏｲｶｰ通勤 可

駐車場　あり

正社員 定年を上
限

大分県津久見市門前町８－２１

雇用期間の定めなし 雇用・労災・
健康・厚生

44060- 4044711 月額　18,900円まで

建築施工管理員
59歳以

下

有限会社　遠藤建材社 ・住宅建築を中心に、建物全般について
工程管理、施工管理、原価管理を行って
いただきます。

・現場は主に臼津地区です。今後は佐
伯・大分市東部も入ってくる予定です。


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

大分県津久見市新町８－５

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）

可

駐車場　あり

正社員 定年を上
限

大分県臼杵市大字末広２６３２番地
２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）

44060- 3969111 月額　10,000円まで

現場監督見習い
64歳以

下

株式会社　豊産業 土木作業場での打ち合わせ、段取り、現
場管理、現場での品質、工程、安全管
理、見積書作成及び土木作業等の補助
をしながら仕事を覚えてもらいます。現場
は主に臼杵・津久見市内となります。

定年年齢以上の応募可能（条件が異な

日他 ﾏｲｶｰ通勤

なし

44060- 4025611

現場監督（見習い）
44歳以

下

現代建設　株式会社 官公庁、民間工事現場での監督業務及
び現場着工から完成までの進捗状況に
応じた施工図の作成等の業務。上司指
導のもと、仕事内容を覚えていただきま
す。

他 ﾏｲｶｰ通勤

正社員 定年を上
限

大分県臼杵市大字末広２６３２番地
２雇用期間の定めなし 雇用・労災・

健康・厚生

44060- 4023011

土木施工管理技術者
64歳以

下

株式会社　豊産業 主として官公庁発注の公共工事（土木・
舗装・法面工事）の施工管理業務を行い
ます。官公庁等への提出する申請書類
作成、写真管理、打ち合わせ、その他付
随する業務、及び現場での土木作業も行
います。現場は主に臼杵・津久見市内と
なります。

日他 ﾏｲｶｰ通勤 可

駐車場　あり

正社員 定年を上
限

大分県臼杵市大字板知屋５３

雇用期間の定めなし 雇用・労災・
健康・厚生

44060- 3842011

土木施工管理技士（１級又
は２級）

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）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。
「定年以上で応募の方は相談に応じま

日他 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

大分県臼杵市大字市浜字京泊り７０
４－４雇用期間の定めなし 雇用・労災・

健康・厚生
なし

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３５８３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）

なし

44060- 3866511

土木施工管理技士
59歳以

下

イトウ建設　有限会社 土木工事（道路工事、河川工事、急傾斜
工事）での施工管理、現場監督業務全般
です。工事工程管理、測量、写真管理、
関係書類の作成等です。現場は主に津
久見市内で社用車を使用します。

「定年年齢以上の応募も可能です」

日他 ﾏｲｶｰ通勤

実費支給（上限あり）

44060- 3944811 月額　10,000円まで

土木施工管理者
59歳以

下

株式会社　佐々木工務店 クライアントとの土木工事における打ち合
わせ、施工計画の検討・作成、現場での
施工管理、安全管理指導、見積書等の
書類作成等、土木施工管理を行います。

日 ﾏｲｶｰ通勤

正社員 定年を上
限

大分県津久見市宮本町２３－２５

雇用期間の定めなし 雇用・労災・
健康・厚生

44060- 3938511 月額　10,000円まで

土木施工管理技士
59歳以

下

津港建設　株式会社 土木工事（道路工事、河川工事、急傾斜
工事）での施工管理、現場監督業務全般
です。工事工程管理、測量、写真管理、
関係書類の作成等です。現場は主に津
久見市内で社用車を使用します。

「定年年齢以上の応募も可能です」

日他 ﾏｲｶｰ通勤 可

駐車場　あり

正社員 キャリア
形成

大分県臼杵市野津町大字野津市４９
７番地雇用期間の定めなし 雇用・労災・

健康・厚生

44060- 4002811 月額　10,000円まで

測量業務
29歳以

下

株式会社　大分中央コンサルタン
ト

公共測量業務（河川、道路等）全般を
行って頂きます。
・主に道路、河川等の測量現場作業
・作業データを基にパソコンによるデータ
整理作業
・各種書類作成
・発注者との打合せ協議　等

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 定年を上
限

大分県臼杵市大字市浜字中通り６５
１番地の２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

大分県臼杵市大字末広２８５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- 3988211 月額　40,000円まで

看護職員
18歳～
59歳

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。


他 ﾏｲｶｰ通勤

44060- 4021511 月額　10,000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「09.01 ～ 09.07」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）

229,000 円 (1)8時30分～17時30分
～ 〈週休二日制〉

派遣・請負ではない 239,000 円 毎　週

1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

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）

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 230,000 円 その他

1人 (求人番号)

変形（1ヶ月単位）

170,000 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 230,000 円 (3)8時30分～14時00分 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)

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 260,000 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)

変形（1ヶ月単位）

152,000 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 185,000 円 その他

1人 (求人番号)

180,000 円 (1)9時00分～19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年単位）

156,880 円 (1)10時00分～19時00分
～ 〈週休二日制〉

派遣・請負ではない 359,000 円 その他

1人 (求人番号)

変形（1年単位）

210,700 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）

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

2人 (求人番号)

240,000 円 (1)7時30分～16時30分
～ 〈週休二日制〉

派遣・請負ではない 265,000 円 毎　週

1人 (求人番号)

220,000 円 (1)7時30分～16時30分
～ 〈週休二日制〉

派遣・請負ではない 245,000 円 毎　週

1人 (求人番号)

実費支給（上限あり）

44060- 4046211 月額　15,000円まで

看護職員（日勤） 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。

土日他 ﾏｲｶｰ通勤

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 雇用・労災・
健康・厚生

福祉事業部　福祉専門職員
（正看護師）にじいろ２号
館

59歳以
下

生活協同組合　コープおおいた
介護センター

デイサービスにおける諸業務
・バイタルチェック
・入浴後の処置
・昼食時対応
・リハビリ対応
・相談
・緊急時の看護

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７５９－１

雇用期間の定めなし 雇用・労災・
健康・厚生

44060- 3846111 月額　10,000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

可

駐車場　あり

正社員以外
不問

大分県臼杵市大字末広２８５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）

可

駐車場　あり

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

実費支給（上限あり）

実費支給（上限あり）

44060- 3858511 月額　17,000円まで

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付
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

実費支給（上限あり）

44060- 3830811 月額　30,000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

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- 4055511 月額　31,600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。

定年以上の応募相談に応じます。

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

44060- 4027111 月額　15,000円まで

介護支援専門員（こすもす
ケアプランセンター）

64歳以
下

医療法人　一貫軒 居宅介護支援事業所における介護支援
業務を行います。
介護施設及び個人宅へ訪問しての相談
業務、ケアプランの作成等のケアマネー
ジャー業務全般。
各種関係書類の作成業務や関係機関へ
の提出等

日祝他 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）

可

駐車場　あり

正社員 キャリア
形成

大分県津久見市門前町８－２１

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- 4054211 月額　31,600円まで

不動産事務員
45歳以

下

有限会社　遠藤建材社 不動産業務全般
・賃貸・売買物件の管理、案内業務
・パソコン入力、電話応対などの一般的
な事務作業
外出用務の際は社用車を使用します。

祝他 ﾏｲｶｰ通勤

実費支給（上限あり）

44060- 3956011 月額　17,000円まで

受付事務員 不問

つかもと歯科医院 院内での受付事務全般
・窓口での来客対応
・診療予約等の電話対応
・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

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

44060- 3990311 月額　10,000円まで

調剤事務員
64歳以

下

医療法人　聖心会　臼杵循環器内
科

主に薬剤師の調剤補助業務
患者さんの受付事務
レセプト作成

日祝他 ﾏｲｶｰ通勤 可

駐車場　あり

正社員
不問

大分県臼杵市大字江無田２５０番地

雇用期間の定めなし 雇用・労災・
健康・厚生

44060- 4014411 月額　20,000円まで

販売員 不問

有限会社　家具の大見 家具及びインテリア等の販売業務を行い
ます。
来客応対、電話応対、商品の陳列、清掃
業務等その他付随する業務を行います。
また、発注業務を行う際にはパソコンを
使用します。

他 ﾏｲｶｰ通勤 可

駐車場　あり

可

駐車場　あり

正社員
不問

大分県津久見市中央町７６０－５３
（マルショク駐車場）雇用期間の定めなし 雇用・労災・

健康
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）

実費支給（上限あり）

44060- 3933911 月額　10,000円まで

営業職（建設業）
59歳以

下

株式会社　ヤクテツ 大型構造物の公共工事に関わる営業を
担当して頂きます。当社は、クレーンメー
カーとして大型産業機械の設計製作を
行っておりますが、長年培ったノウハウ
や技術を活かし建設業に関する構造物
の製作も行っております。まずは、クレー
ン等の大型産業機械の営業を通して自

日祝他 ﾏｲｶｰ通勤

なし

44060- 4017611

介護福祉士（契約社員）
７：３０～１６：３０

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）に対する食事、
入浴、排泄、清拭、体位交換等の介護
サービス全般、及びレクリエーション行
事、季節行事、日常生活訓練、教養娯楽
等の日常生活サービス全般を行います。

他 ﾏｲｶｰ通勤

正社員 定年を上
限

大分県臼杵市大字末広２６３２番地
２雇用期間の定めなし 雇用・労災・

健康・厚生

44060- 3981011 月額　14,000円まで

営業職
64歳以

下

株式会社　豊産業 主として家屋解体工事の見積・諸官庁書
類作成・現場調整等、建設関係の営業を
行います（ノルマはありません）。

定年年齢以上の応募可能（条件が異な
る場合あり）

日他 ﾏｲｶｰ通勤 可

駐車場　あり

正社員以外
不問

大分県臼杵市大字末広２８５番地

雇用期間の定めあり（４ヶ月未満） 雇用・労災・
健康・厚生

44060- 3849211 月額　10,000円まで

介護職員（契約社員）
７：３０～１６：３０

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）に対する食事、
入浴、排泄、清拭、体位交換等の介護業
務を行います。その他、レクレーション行
事、季節行事、日常生活訓練教育娯楽
等の日常生活サービス業務があります。

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２８５番地

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（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- 3850011 月額　10,000円まで



交替制あり

141,050 円 (1)8時30分～18時00分
～ (2)6時00分～15時30分 〈週休二日制〉

派遣・請負ではない 173,600 円 (3)10時00分～19時30分 毎　週

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

2人 (求人番号)

220,000 円 (1)9時30分～18時30分
～ 〈週休二日制〉

派遣・請負ではない 245,000 円 毎　週

1人 (求人番号)

240,000 円 (1)9時30分～18時30分
～ 〈週休二日制〉

派遣・請負ではない 265,000 円 毎　週

1人 (求人番号)

交替制あり

135,000 円 (1)7時00分～15時30分
～ (2)8時30分～17時00分 〈週休二日制〉

派遣・請負ではない 165,000 円 (3)10時00分～18時30分 その他

2人 (求人番号)

165,000 円 (1)8時00分～18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 210,000 円 (3)8時00分～14時00分 毎　週

1人 (求人番号)

変形（1ヶ月単位）

203,280 円 (1)8時30分～17時30分
～ (2)16時30分～9時00分 〈週休二日制〉

派遣・請負ではない 306,230 円 (3)8時30分～12時30分 毎　週

3人 (求人番号)

変形（1ヶ月単位）

203,280 円 (1)8時30分～17時30分
～ 〈週休二日制〉

派遣・請負ではない 306,230 円 毎　週

1人 (求人番号)

交替制あり

139,000 円 (1)8時30分～17時30分
～ (2)16時30分～9時00分 〈週休二日制〉

派遣・請負ではない 219,650 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）

182,300 円 (1)8時30分～17時30分
～ (2)16時30分～9時00分 〈週休二日制〉

派遣・請負ではない 328,160 円 (3)7時00分～16時00分 毎　週

3人 (求人番号)

154,500 円 (1)8時00分～17時00分
～ (2)12時30分～21時30分 〈週休二日制〉

派遣 157,500 円 毎　週

5人 (求人番号)

交替制あり

148,736 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)

変形（1ヶ月単位）

171,190 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 171,190 円 (3)16時30分～10時00分 その他

1人 (求人番号)

交替制あり

205,200 円 (1)9時00分～18時00分
～ 〈週休二日制〉

派遣・請負ではない 225,200 円 その他

1人 (求人番号)

可

駐車場　あり

正社員以外 法令の規
定により
年齢制限

大分県臼杵市野津町大字都原３５９
０－１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）

支援員
18歳～
59歳

社会福祉法人　聖母の騎士会　障
がい者支援施設　潔き聖母の家

知的障がい者（約８０名）の介護及び支
援業務全般

＊定年以上で応募の方は相談に応じま
す

他 ﾏｲｶｰ通勤

実費支給（上限あり）

44060- 3958611 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。

＊定年以上で応募希望の方は相談に応

他 ﾏｲｶｰ通勤

正社員 法令の規
定により
年齢制限

大分県臼杵市大字戸室１１３５番地
１雇用期間の定めなし 雇用・労災・

健康・厚生

44060- 3882211 月額　24,400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。
「定年以上で応募の方は相談に応じま
す」

他 ﾏｲｶｰ通勤 可

駐車場　あり

正社員以外
不問

大分県臼杵市大字末広２８５番地

雇用期間の定めあり（４ヶ月未満） 雇用・労災・
健康・厚生

44060- 3959911 月額　10,000円まで

介護職員（契約社員）
９：３０～１８：３０

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）に対する食事、
入浴、排泄、清拭、体位交換等の介護業
務を行います。その他、レクレーション行
事、季節行事、日常生活訓練教育娯楽
等の日常生活サービス業務があります。

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
実費支給（上限あり）

可

駐車場　あり

正社員以外
不問

大分県臼杵市大字末広２８５番地

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（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- 4019111 月額　10,000円まで

介護福祉士（契約社員）
９：３０～１８：３０

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）に対する食事、
入浴、排泄、清拭、体位交換等の介護
サービス全般、及びレクリエーション行
事、季節行事、日常生活訓練、教養娯楽
等の日常生活サービス全般を行います。

他 ﾏｲｶｰ通勤

実費支給（上限あり）

44060- 3841411 月額　29,200円まで

看護助手
64歳以

下

医療法人　篠田耳鼻咽喉科医院 看護師さんの補助業務やその他の業務
を行います。
・患者さんの誘導、介助
・検査器具の準備、セッテング
・検査器具、治療器具の滅菌・消毒
・聴力検査、レントゲン撮影の補助


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千怒６０１１番
地雇用期間の定めなし 雇用・労災・

健康・厚生・
財形

44060- 4020211 月額　10,000円まで

看護補助員
59歳以

下

一般社団法人　津久見市医師会
津久見市医師会立　津久見中央
病院

ベッドメーキングやシーツ交換、食事の
配膳下膳や食事介助の補助、入浴介助
等の補助、その他付随する看護補助業
務を担当します。

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

大分県豊後大野市三重町赤嶺１２５
０番地１雇用期間の定めなし 雇用・労災・

健康・厚生・
財形

44060- 3910811 月額　4,500円まで

正看護師（臼杵病院）
18歳～
64歳

社会医療法人　帰巖会 一般病棟、療養病棟、外来、透析セン
ター及び介護施設における看　　護業務
を行います。

＊医師の診療補助や患者さんのお世話
等
＊注射、検温等の処置業務、医療器具

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１０９－１

雇用期間の定めなし 雇用・労災・
健康・厚生

一定額

可

駐車場　あり

正社員 定年を上
限

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 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）

44080- 2272611 月額　20,000円まで

正看護師（通所／臼杵）
64歳以

下

社会医療法人　帰巖会 ＊在宅から通所されるご利用者の健康
管理を行って頂きます。

＊医師、セラピスト、介護職員などの専
門職と連携し、他職種協働で利用者の心
身機能回復、維持の支援を行って頂きま
す。

日祝他 ﾏｲｶｰ通勤

実費支給（上限あり）

44080- 2271311 月額　20,000円まで

介護福祉士（竹あかり）
18歳～
64歳

社会医療法人　帰巖会 臼杵病院内に併設する住宅型介護施設
や、デイサービスにて、ご利用者の介護
全般の支援を行って頂きます。
・生活介護・身体介助・入浴介助・レクリ
エーションなど

＊医師、看護師、セラピスト、介護福祉士

他 ﾏｲｶｰ通勤

正社員 法令の規
定により
年齢制限

大分県豊後大野市三重町赤嶺１２５
０番地１雇用期間の定めなし 雇用・労災・

健康・厚生・
財形

44080- 2273911 月額　20,000円まで

介護職員（竹あかり）
18歳～
64歳

社会医療法人　帰巖会 在宅から通所されるご利用者の生活介
護全般の支援を行って頂きます（一部利
用者の送迎、送迎補助業務あり）

＊医師、看護師、セラピスト、介護福祉士
などの専門職と連携し、
他職種協働でチームケアを行いますの

他 ﾏｲｶｰ通勤 可

駐車場　あり

有期雇用派遣労働者
不問

大分県大分市高砂町３－１０　スー
プル大分ビル３階雇用期間の定めあり（４ヶ月未満） 雇用・労災・

健康・厚生

44080- 2275711 月額　20,000円まで

（派）商品出荷・梱包業務
（津久見市）

不問

株式会社　スープル　大分支店 ・商品（菓子包装資材など）の箱詰め・梱
包
・宛名シールを貼り、出荷準備

土日祝他 ﾏｲｶｰ通勤 可

駐車場　なし

可

駐車場　あり

正社員 法令の規
定により
年齢制限

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 雇用・労災・

健康・厚生・
財形

実費支給（上限あり）

可

駐車場　あり

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

実費支給（上限あり）

実費支給（上限あり）

契約更新の可能性あり（条件あり） 44010-21202311 月額　24,500円まで

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

実費支給（上限あり）

44010-20359011 月額　50,000円まで

サービス提供責任者（ニチ
イケアセンター津久見）

59歳以
下

株式会社　ニチイ学館　大分支店 ◆訪問サービス業務
　約３～５件／日ほど訪問していただきま
す。
　お客さま宅の事前訪問、ご契約手続等
をお願いします。
◆計画書作成業務
　担当のお客さまお一人おひとりの訪問

木他 ﾏｲｶｰ通勤

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

44010-21043611 月額　20,000円まで

介護職員（介護福祉士・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
・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

44010-20352911 月額　50,000円まで

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）



交替制あり

179,200 円

～ 〈週休二日制〉
派遣・請負ではない 179,200 円 その他

1人 (求人番号)

変形（1年単位）

170,000 円 (1)10時00分～19時00分
～ (2)12時00分～21時00分 〈週休二日制〉

派遣・請負ではない 300,000 円 (3)13時00分～22時00分 その他

2人 (求人番号)

交替制あり

172,800 円 (1)5時30分～14時30分
～ (2)10時30分～19時30分 〈週休二日制〉

派遣 172,800 円 毎　週

2人 (求人番号)

交替制あり

137,062 円 (1)6時00分～15時30分
～ (2)9時45分～18時45分 〈週休二日制〉

派遣・請負ではない 141,900 円 毎　週

2人 (求人番号)

交替制あり

142,000 円 (1)7時00分～16時00分
～ (2)9時20分～18時20分 〈週休二日制〉

派遣・請負ではない 145,000 円 (3)14時00分～18時00分 その他

1人 (求人番号)

交替制あり

155,520 円 (1)5時30分～14時30分
～ (2)10時30分～19時30分 〈週休二日制〉

派遣 155,520 円 毎　週

2人 (求人番号)

変形（1ヶ月単位）

155,000 円 (1)7時00分～15時00分
～ (2)13時30分～22時00分 〈週休二日制〉

派遣・請負ではない 160,000 円 その他

1人 (求人番号)

179,280 円 (1)8時00分～17時00分
～ 〈週休二日制〉

請負 185,760 円 その他

5人 (求人番号)

変形（1年単位）

126,720 円 (1)8時00分～17時00分
～ 〈週休二日制〉

派遣・請負ではない 140,000 円 その他

10人 (求人番号)

150,000 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 毎　週

2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)

交替制あり

150,000 円 (1)8時00分～17時00分
～ (2)15時00分～0時00分 〈週休二日制〉

派遣・請負ではない 213,000 円 (3)22時00分～7時00分 毎　週

2人 (求人番号)

174,720 円 (1)8時00分～17時00分
～ 〈週休二日制〉

請負 232,960 円 毎　週

1人 (求人番号)

変形（1年単位）

194,400 円 (1)8時00分～17時00分
～ 〈週休二日制〉

派遣・請負ではない 259,200 円 その他

1人 (求人番号)

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 又は8時00分～21時00

分の間の8時間程度
雇用・労災・
健康・厚生

ホームヘルパー（ニチイケ
アセンター津久見）

59歳以
下

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で
す

・自宅で生活するお客様の日常生活に必
要な事柄に

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

大分県大分市公園通り３丁目１－２

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）

44010-20355811 月額　50,000円まで

レストラン・結婚式場の
キッチン調理スタッフ

18歳以
上

株式会社　ＲｅｎｏＨｏｕｓｅ ・臼杵市臼杵にある結婚式場「ＫＩＪＯＫＡ
ＫＵ」においての業務です。

・レストランでの調理スタッフ


イタリア料理の知識を得ることが可能で

他 ﾏｲｶｰ通勤

実費支給（上限あり）

40050-11409111 日額　300円まで

調理員（臼杵市大字大泊・
緑の園）

不問

富士産業　株式会社　大分事業部 臼杵市大字大泊にある「緑の園」内厨房
にて、調理業務

・調理
・切り込み、
・配膳
・洗浄、片付け

他 ﾏｲｶｰ通勤

無期雇用派遣労働者 定年を上
限

福岡県小郡市祇園２丁目７－２
シャトー深町２Ｆ雇用期間の定めなし 雇用・労災・

健康・厚生

44010-20596911

調理師
65歳以

下

アイフィールド　有限会社 ○病院での調理、盛つけ、洗浄業務

＊派遣先との契約が終了した後も弊社で
の雇用は確保されます
（派遣期間：～令和３年１２月１２日）

他 ﾏｲｶｰ通勤 可

駐車場　あり

正社員 定年を上
限

大分県臼杵市大字末広９３８

雇用期間の定めなし 雇用・労災・
健康・厚生

44010-21217511 月額　30,000円まで

調理員
61歳以

下

医療法人　末広　白川病院 病院における給食調理業務全般を行い
ます。
１７０名程度の入院患者様の食事（朝食、
昼食、夕食）を７名体制で調理し、病棟別
にボックスに乗せる。運ぶのは病棟の職
員がします。戻ってきた食器の後片付け
等もしてもらいます。

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）

可

駐車場　あり

無期雇用派遣労働者 定年を上
限

福岡県小郡市祇園２丁目７－２
シャトー深町２Ｆ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- 3834011 月額　12,000円まで

調理補助
65歳以

下

アイフィールド　有限会社 ○病院での調理補助、盛つけ、洗浄業務

＊派遣先との契約が終了した後も弊社で
の雇用は確保されます
（派遣期間：～令和４年６月２５日）

他 ﾏｲｶｰ通勤

実費支給（上限あり）

44060- 4005411 月額　4,000円まで

警備員
18歳～
62歳

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

正社員
不問

大分県臼杵市大字海添２５７３－１０

雇用期間の定めなし 雇用・労災・
健康・厚生

40050-11408911 日額　300円まで

フロント及び事務員 不問

株式会社　クレド 主にホテルでのフロント業務（電話応対、
接客、館内案内、予約受け、チェックイ
ン・チェックアウト等）を行います。また、
パソコンを使用してホテル業関連の各種
事務作業も行います。


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

大分県津久見市港町９－２４　唐華
堂ビル１Ｆ雇用期間の定めあり（４ヶ月未満） 雇用・労災・

健康・厚生

44060- 3979811 月額　20,000円まで

交通誘導員
18歳以

上

朝日警備保障　株式会社　津久見
営業所

道路補修工事現場等の交通誘導業務
（現場は主に、津久見・臼杵・佐伯・豊後
大野の県南地域）各現場へ各自、直行直
帰していただきます。

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

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前河内１９
７９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）

なし

契約更新の可能性あり（原則更新） 44060- 3922011

園芸作業員 不問

株式会社　ヤナイ園芸 園芸作業全般
・花の植え付け
・花の手入れ、草取り等
・花の移動
・花の出荷準備
※シクラメン・カーネーション・ベゴニアな
ど１５品種

土日他 ﾏｲｶｰ通勤

実費支給（上限あり）

44060- 3982311 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

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

44060- 3985111 月額　5,000円まで

養殖作業員（未経験者：４
０歳以下）

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- 3983611 月額　12,000円まで

製造作業員
18歳～
44歳

リマテック九州　株式会社 産業廃棄物をセメント会社向けのリサイ
クル燃料として製品化する業務を行いま
す。廃棄物の処理作業（受入れ、荷卸し、
取り出し）
、リサイクル燃料の製造（設備オペレー
ション）

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）

可

駐車場　あり

正社員 定年を上
限

大分県臼杵市大字末広７４３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- 3894311 月額　50,000円まで

（請）取付工
64歳以

下

成和工業　株式会社 「下ノ江造船株式会社」内の組立て場に
於いて、ブロック製作に関わる取り付け
作業を行います。

作業に必要な資格や免許等は、事業所
負担にて取得して頂きます。


日他 ﾏｲｶｰ通勤

なし

44060- 3997511

正社員
不問

大分県佐伯市弥生大字門田１８４９
－７雇用期間の定めなし 雇用・労災

44060- 3972411 月額　10,000円まで

造船技能職 不問

浅利工業 船舶建造の船体ブロックを組立・取付作
業
・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



変形（1年単位）

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 250,560 円 その他

1人 (求人番号)

174,720 円 (1)8時00分～17時00分
～ 〈週休二日制〉

請負 232,960 円 毎　週

2人 (求人番号)

変形（1年単位）

139,167 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 148,660 円 (3)8時10分～16時35分 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 250,000 円 その他

1人 (求人番号)

変形（1年単位）

231,000 円 (1)7時30分～16時30分
～ 〈週休二日制〉

派遣・請負ではない 277,200 円 その他

1人 (求人番号)

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 270,000 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
～ (2)8時00分～12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)

180,000 円 (1)8時00分～17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 240,000 円 毎　週

1人 (求人番号)

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 300,000 円 その他

2人 (求人番号)

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 300,000 円 その他

2人 (求人番号)

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 330,000 円 その他

2人 (求人番号)

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 330,000 円 その他

2人 (求人番号)

変形（1年単位）

271,000 円 (1)8時00分～17時00分
～ 〈週休二日制〉

派遣・請負ではない 309,000 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)

207,000 円 (1)8時00分～17時00分
～ 〈週休二日制〉

請負 299,000 円 その他

2人 (求人番号)

溶接工（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

正社員 定年を上
限

大分県臼杵市大字末広７４３番地の
１雇用期間の定めなし 雇用・労災・

健康・厚生

44060- 4040311 月額　12,900円まで

（請）溶接工
64歳以

下

成和工業　株式会社 「下ノ江造船株式会社」内の組立て場に
於いて、ブロック製作に関わる溶接作業
を行います。

作業に必要な資格や免許等は、事業所
負担にて取得して頂きます。


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

大分県臼杵市大字福良１５１番地

雇用期間の定めなし 雇用・労災・
健康・厚生

一定額

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）

実費支給（上限あり）

44060- 3971511 月額　10,000円まで

めんつゆ、白だし等製造工 不問

富士甚醤油　株式会社 めんつゆ、白だし、ぽん酢などの製造ラ
インでの作業です。　　　
作業内容としては、容器補充、検品、箱
詰めパレット積作業を行って頂きます。
工場内での清掃作業、軽作業
熟練後、ラインのオペレーター業務も行っ
ていただきます。

日祝他 ﾏｲｶｰ通勤

なし

44060- 3878611

大型トラック運転手
59歳以

下

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。

「定年年齢以上の応募可能（再雇用制度

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津久見１４５９
番地の１雇用期間の定めなし 雇用・労災・

健康・厚生

44060- 3874511 月額　20,000円まで

自動車整備工
59歳以

下

有限会社　新成モータース 自動車整備工場での自動車車両整備業
務全般
一般点検整備業務全般、一般修理業務
全般、お客様の車両の引き受け・納車業
務、その他作業場内の整理、整頓、清掃
等の関連する業務です。車種は普通車
から大型車までです。

日他 ﾏｲｶｰ通勤 可

駐車場　あり

正社員 定年を上
限

大分県臼杵市祇園南１８組

雇用期間の定めなし 雇用・労災・
健康・厚生

44060- 3879911 月額　15,000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、４ｔ～１０ｔ車での
輸送業務になります。
主に取り扱う荷物は、造船所関連の鋼
材、津久見市内の石灰（フレコンバッグ）
等です。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

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

なし

44060- 3932611

大型運転手
59歳以

下

拓州建設　株式会社 大型自動車（生コン車、ダンプ）運転業務
及び重機オペレーター業務（工事現場へ
生コンを配送する業務や土砂を運搬する
業務、重機による積込業務等）

定年以上の応募相談に応じます。

日他 ﾏｲｶｰ通勤

実費支給（上限あり）

44060- 4016311 月額　7,000円まで

重機オペレーター
59歳以

下

イトウ建設　有限会社 土木工事（道路工事、河川工事、急傾斜
工事）でのバックホー等による土の掘削、
土、砂利等のトラックへの積み込み、整
地作業等です。現場は主に津久見市内
で社用車を使用します。

「定年年齢以上の応募も可能です」

日他 ﾏｲｶｰ通勤

正社員 キャリア
形成

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- 3890211

一般廃棄物ゴミ収集運搬業
務員

44歳以
下

株式会社　美幸環境 津久見市内の各地区集積所の「家庭排
出ごみ」及び「事業所排出ごみ」を２トン、
３トンごみ収集車で収集運搬をする業務
を２名体制で行います。準中型免許以上
を取得するまでは、横に乗って収集作業
を行います。

土日他 ﾏｲｶｰ通勤 可

駐車場　あり

正社員 定年を上
限

大分県津久見市宮本町２３－２５

雇用期間の定めなし 雇用・労災・
健康・厚生

44060- 3936811 月額　10,000円まで

重機オペレーター
59歳以

下

津港建設　株式会社 土木工事（道路工事、河川工事、急傾斜
工事）でのバックホー等による土の掘削、
土、砂利等のトラックへの積み込み、整
地作業等です。現場は主に津久見市内
で社用車を使用します。

「定年年齢以上の応募も可能です」

日他 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千怒３５８３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

大分県津久見市大字千怒３５８３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- 3941911 月額　10,000円まで

型枠工
59歳以

下

イトウ建設　有限会社 土木工事（道路工事、河川工事、急傾斜
工事）での型枠に関する作業全般です。
型枠の加工・組み立て、解体、コンクリー
トの打設作業等です。現場は主に津久見
市内で社用車を使用します。

「定年年齢以上の応募も可能です」

日他 ﾏｲｶｰ通勤

なし

44060- 3943711

建築施工管理者
59歳以

下

株式会社　佐々木工務店 クライアントとの建築に関する打ち合わ
せ、住宅等のデザイン設計業務、施行の
管理や指導、安全管理指導、見積書等
の書類作成等建築施工管理を行いま
す。

日 ﾏｲｶｰ通勤

正社員 定年を上
限

大分県津久見市宮本町２３－２５

雇用期間の定めなし 雇用・労災・
健康・厚生

44060- 3937211 月額　10,000円まで

型枠工
59歳以

下

津港建設　株式会社 土木工事（道路工事、河川工事、急傾斜
工事）での型枠に関する作業全般です。
型枠の加工・組み立て、解体、コンクリー
トの打設作業等です。現場は主に津久見
市内で社用車を使用します。

「定年年齢以上の応募も可能です」

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

44060- 4001711 月額　10,000円まで

電気工事技術者
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

可

駐車場　あり

正社員 定年を上
限

大分県臼杵市大字市浜字中通り６５
１番地の２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

大分県臼杵市大字井村１３５－５

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- 3880711 月額　20,000円まで

建設作業員 不問

太陽 一般土木工事、公共土木工事での作業
員業務
道路工事、河川工事、林道工事、鉄道工
事における土の掘削、型枠
組み立て・解体、コンクリート打設等の作
業をしていただきます。
現場は主に臼杵市内ですが大分市もあ

日他 ﾏｲｶｰ通勤

44060- 3853911 月額　10,000円まで



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)

190,000 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

2人 (求人番号)

190,000 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

2人 (求人番号)

変形（1年単位）

184,000 円 (1)8時00分～17時00分
～ 〈週休二日制〉

派遣・請負ではない 276,000 円 その他

2人 (求人番号)

変形（1年単位）

161,500 円 (1)7時00分～15時00分
～ (2)11時00分～19時00分 〈週休二日制〉

派遣・請負ではない 213,500 円 その他

1人 (求人番号)

変形（1年単位）

175,520 円 (1)9時00分～18時00分
～ 〈週休二日制〉

派遣・請負ではない 250,200 円 その他

1人 (求人番号)

159,000 円 (1)8時00分～17時00分
～ 〈週休二日制〉

派遣・請負ではない 243,500 円 毎　週

1人 (求人番号)

変形（1年単位）

243,960 円 (1)8時00分～17時00分
～ 〈週休二日制〉

派遣・請負ではない 301,644 円 その他

1人 (求人番号)

162,000 円 (1)7時30分～16時30分
～ 〈週休二日制〉

派遣・請負ではない 237,600 円 毎　週

1人 (求人番号)

変形（1ヶ月単位）

145,700 円 (1)8時00分～17時00分
～ 〈週休二日制〉

派遣・請負ではない 164,500 円 その他

2人 (求人番号)

変形（1ヶ月単位）

169,200 円 (1)8時00分～17時00分
～ (2)7時00分～15時00分 〈週休二日制〉

派遣・請負ではない 199,750 円 (3)15時00分～23時00分 その他

2人 (求人番号)

183,600 円 (1)8時00分～17時00分
～ 〈週休二日制〉

派遣・請負ではない 183,600 円 その他

10人 (求人番号)

変形（1ヶ月単位）

139,016 円 (1)7時00分～6時59分
～ (2)8時00分～18時00分 〈週休二日制〉

請負 139,016 円 その他

5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 172,345 円 (3)6時30分～15時30分 毎　週

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)

なし

44060- 3862111

土木作業員
59歳以

下

イトウ建設　有限会社 土木工事（道路工事、河川工事、急傾斜
工事）での土木作業全般です。資材の持
ち運び、トラックでの建設資材の運搬、コ
ンクリートの打設作業等です。現場は主
に津久見市内で社用車を使用します。

「定年年齢以上の応募も可能です」

日他 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

正社員 定年を上
限

大分県津久見市宮本町２３－２５

雇用期間の定めなし 雇用・労災・
健康・厚生

44060- 3939411 月額　10,000円まで

土木作業員
59歳以

下

津港建設　株式会社 土木工事（道路工事、河川工事、急傾斜
工事）での土木作業全般です。資材の持
ち運び、トラックでの建設資材の運搬、コ
ンクリートの打設作業等です。現場は主
に津久見市内で社用車を使用します。

「定年年齢以上の応募も可能です」

日他 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千怒３５８３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

大分県臼杵市大字末広２６３２番地
２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）

44060- 3942111 月額　10,000円まで

土木現場作業員
64歳以

下

株式会社　豊産業 主に臼杵や津久見市内の工事現場で、
土砂の掘削や埋め戻し、コンクリートの打
設等の各種土木建設に関連する工事作
業を行います。また、場内整備や清掃等
に関する業務も行っていただきます。

定年年齢以上の応募可能（条件が異な

日他 ﾏｲｶｰ通勤

実費支給（上限あり）

44060- 3856811 月額　10,000円まで

配送員 不問

有限会社　家具の大見 配送前に、家具の組立（傷等確認）や荷
作りをした後、通常は１時間程度の範囲
内の距離を軽トラック又は１．５ｔ車で配送
します。
その他家具の荷受け・検品・店内清掃や
片づけ等、付随する一連の業務も行いま
す。

他 ﾏｲｶｰ通勤

正社員 キャリア
形成

大分県津久見市大字上青江２３０６
－２雇用期間の定めなし 雇用・労災・

健康・厚生

44060- 4024311

採鉱作業員
30歳以

下

株式会社　大分組 ・重機の運転操作
（タイヤショベル、ブルドーザー、ダンプト
ラック、せん孔機等）
・発破作業補助
・その他付帯作業

重機を運転する為の資格は、社内講習

日他 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- 3934111 月額　10,000円まで

メンテナンス作業員
44歳以

下

リマテック九州　株式会社 各種機械や大型タンク、ポンプ等の設備
のメンテナンス作業や清掃作業全般。
各地の既存取引先製造工場でのメンテ
ナンスや清掃作業（機械、タンク、ポンプ
等）が主です。
九州管内の取引先企業での作業が主で
すが、県外出張も稀にあります。

他 ﾏｲｶｰ通勤 可

駐車場　あり

可

駐車場　あり

正社員
不問

大分県臼杵市大字江無田２５０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）

44060- 3900911 月額　50,000円まで

プラント内清掃作業員
59歳以

下

有限会社　川野組 石灰石製品生産工場での清掃作業等を
行って頂きます。工場内の各設備周辺の
片付け及び清掃作業等（スコップ、一輪
車を使っての石灰粉等の除去、バキュウ
ム車での吸引補助等で、設備の点検、修
理はなし）で草刈り等の環境整備を行うこ
ともあります。工場内の移動は社用車（Ａ

日他 ﾏｲｶｰ通勤

なし

44060- 4006011

清掃作業員（日勤のみ）
59歳以

下

株式会社　大成組 セメント工場内でのベルトコンベアー周辺
の清掃（長スコップ等でゴミをかき出す
等）、その他工場内の整理整頓、片づけ
等の清掃作業、及びお茶入れ等を行い
ます。フォークリフト資格をお持ちの方は
産業廃棄物運搬の補助業務もあります。
（一輪車使用）

日祝他 ﾏｲｶｰ通勤

正社員
不問

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

44060- 3892411

普通作業員 不問

株式会社　薬師寺建設 石灰石鉱山の構内において、ベルトコン
ベアの下や側溝のゴミをかき出し棒を
使って取り除いたり、手作業で掃除した
り、草刈り、その他付随する作業全般を
行います。またバックホウを使い、製品貯
鉱場で石灰等を運んだりします。（資格を
持っている場合）

土日他 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徳浦２１７４番
地の１（太平洋セメント（株）大分工場
内）

雇用期間の定めなし 雇用・労災・
健康・厚生

44060- 4029811 月額　13,000円まで

清掃作業員
18歳～
59歳

株式会社　大成組 セメント工場製造工程でのベルトコンベ
アー周辺清掃（長スコップ等でこぼれた
原料などをかき集めて製造工程へ戻
す）、その他工場内の各種整理整頓や設
備定期修理ででた残渣物などの片付け
を行います。また設備を安定的に稼働さ
せる為の定期巡回や保全などの補助作

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

大分県津久見市大字徳浦２１７４番
地の１（太平洋セメント（株）大分工場
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）

可

駐車場　あり

正社員 定年を上
限

大分県大分市元町３－８

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）

44060- 4030411 月額　13,000円まで

警備員
18歳～
74歳

株式会社　葵綜合警備保障 交通誘導警備、イベント・祭りの雑踏警備


＊現場への車持ち出し時にはガソリン代
を支給します。

＊就業先により直行・直帰となる場合が

日祝他 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） 44010-20980011 月額　50,000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

正社員以外 法令の規
定により
年齢制限

大分県大分市荷揚町３－１　いちご・
みらい信金ビル３Ｆ雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 雇用・労災・

健康・厚生

44010-20575411

（請）施設内警備員（臼杵
市大字福良）

18歳以
上

株式会社スリーエス　大分営業所 臼杵市大字福良にある「アムコー・テクノ
ロジー・ジャパン」の施設警備業務です。
＜業務内容＞
・工場への車両及び来訪者の出入管理
・工場内の巡回、安全管理業務
・緊急の場合の対応、連絡
・その他、安全を守る業務

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

44010-21292411 月額　10,000円まで

機動隊員（臼杵営業所）
※急募

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

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
実費支給（上限あり）

実費支給（上限あり）

契約更新の可能性あり（条件あり） 44010-20896111 月額　4,000円まで



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) 44010-20368311 日額　300円まで

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）

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

現場範囲：大分県内


日祝他 ﾏｲｶｰ通勤

～　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・・・


