
1,500 円 (1)8時30分～12時00分
～ (2)13時30分～17時00分 〈週休二日制〉

派遣・請負ではない 2,000 円 (3)8時30分～17時00分 毎　週

1人 (求人番号)

900 円 (1)8時00分～13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)

850 円

～ 〈週休二日制〉
派遣・請負ではない 880 円 その他

1人 (求人番号)

850 円

～ 〈週休二日制〉
派遣・請負ではない 880 円 その他

1人 (求人番号)

850 円

～ 〈週休二日制〉
派遣・請負ではない 880 円 その他

1人 (求人番号)

交替制あり

900 円

～ 〈週休二日制〉
派遣・請負ではない 1,466 円 毎　週

3人 (求人番号)

1,500 円

～ 〈週休二日制〉
派遣・請負ではない 3,000 円 毎　週

2人 (求人番号)

1,500 円

～ 〈週休二日制〉
派遣・請負ではない 3,000 円 毎　週

2人 (求人番号)

交替制あり

950 円 (1)16時00分～20時15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)

881 円 (1)10時00分～12時00分
～ 〈週休二日制〉

派遣・請負ではない 881 円 毎　週

1人 (求人番号)

830 円 (1)8時00分～12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)

令和３年９月１７日 発行

（ 次回発行予定 : 令和３年１０月１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２の１０７番
地の５１５雇用期間の定めなし 労災

通勤

（手当）求人番号

正看護師
59歳以

下

医療法人とうぼ小児科医院 小児科外来患者の看護業務
・医師診察の補助
・検温
・医師の指示による処置等

定年以上で応募希望の方は相談に応じ
ます。

日祝他 ﾏｲｶｰ通勤 可

駐車場　あり

一定額

44060- 4109811 日額　300円まで

管理栄養士（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においての栄養ケ
アマネジメント業務補佐、事務業務補佐
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） 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

大分県津久見市地蔵町２８３０番地

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 又は8時30分～16時30
分の間の5時間程度

雇用・労災

44060- 4081311 月額　18,000円まで

支援員（ジョイントリー） 不問

特定非営利活動法人　ちちんぷい
ぷいあけぼの

「障害福祉サービス事業所」での支援業
務
・障がい者がする作業の支援業務
・障がい者の生活支援業務
・送迎業務あり（社用車：５～７人乗り）

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- 4093711 月額　20,000円まで

支援員 不問

特定非営利活動法人　ちちんぷい
ぷいあけぼの

「障害福祉サービス事業所」での支援業
務
・障がい者がする作業の支援業務
・障がい者の生活支援業務
・送迎業務あり（社用車：５～７人乗り）

日他 ﾏｲｶｰ通勤 可

駐車場　あり

パート労働者
不問

大分県津久見市地蔵町２８３０番地

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 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）

契約更新の可能性あり（条件あり）

パート労働者
不問

大分県津久見市地蔵町２８３０番地

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

雇用・労災

44060- 4095211 月額　20,000円まで

支援員（ユニーク） 不問

特定非営利活動法人　ちちんぷい
ぷいあけぼの

就労継続支援Ａ型事業所　「Ｕｎｉｑｕｅ（ユ
ニーク）」（新規立ち上げ）での支援業務
を行います。
・障がい者がする作業の支援業務
・障がい者の生活支援業務
・送迎業務あり（社用車：５～７人乗り）

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- 4096511 月額　20,000円まで

塾講師　【臼杵校】 不問

ＣＫＣネットワーク　株式会社 面接時のテスト（国・数・英）や面談によっ
て、担当学年や教科を相談させていただ
きます。
安心してご応募ください。

・お仕事と家庭の両立をされている方も
いらっしゃいます。

他 ﾏｲｶｰ通勤 不可

パート労働者
不問

愛知県名古屋市名東区一社４丁目１
６５番　４Ｆ雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 又は14時00分～21時50

分の間の1時間以上
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

福岡県福岡市博多区中洲中島町２
－３　福岡フジランドビル２Ｆ雇用期間の定めなし 又は16時00分～22時00

分の間の2時間程度
労災

23010-27101111

家庭教師／大分県臼杵市 不問

志成教育グループ株式会社 小・中学生を対象に当社のカリキュラム
にて学習指導を行なう 日祝他 ﾏｲｶｰ通勤 可

駐車場　あり

実費支給（上限なし）

40010-51237611

家庭教師／津久見市 不問

志成教育グループ株式会社 小・中学生を対象に当社のカリキュラム
にて学習指導を行なう。 日祝他 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中洲中島町２
－３　福岡フジランドビル２Ｆ雇用期間の定めなし 又は16時00分～22時00

分の間の2時間程度
労災 実費支給（上限なし）

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

40010-51261611

スーパー内業務 不問

株式会社　テクノ・ジャパン レジ部門
食品レジ係


　　　＊３ヶ月毎更新

　　　　　　◎ハローワークの紹介状が必

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） 43010-26843811 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 惣菜部門

調理、揚げ物、お弁当の盛付
パック詰、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

大分県臼杵市大字末広２８５番地

雇用期間の定めあり（４ヶ月未満） 労災

43010-26636011 月額　7,000円まで

介護補助職 不問

医療法人　仁愛会　老人保健施設
臼杵福寿苑

・業者委託の、私物の洗濯物を各個人の
居室のタンスへ収納する
　（１日３０名程度分）
・入浴日に合わせて、入浴に必要なもの
を利用者様ごとに準備する
　（タオル、バスタオル、肌着、着替え等）
　（１日３０名程度分）

水日 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- 4119511 月額　10,000円まで

調理員
69歳以

下

日本トルースケアカンパニー　有
限会社

デイサービス利用者（２０名程度）の昼食
調理全般を２名体制で行います。食材の
仕込み、調理業務、食器等の洗浄、片付
け作業、その他調理場の清掃、たまに買
い出し等、その他付随する一連の業務を
行います。


日他 ﾏｲｶｰ通勤 可

駐車場　あり

パート労働者 定年を上
限

大分県臼杵市平清水１１組

雇用期間の定めなし 労災 実費支給（上限あり）

44060- 4094811 月額　7,000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「09.08 ～ 09.14」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。



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)

825 円 (1)13時00分～17時00分
～ 〈週休二日制〉

派遣・請負ではない 825 円 その他

1人 (求人番号)

850 円 (1)8時00分～12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)

850 円 (1)7時00分～11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)

880 円 (1)8時00分～12時00分
～ 〈週休二日制〉

派遣・請負ではない 880 円 その他

1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

3人 (求人番号)

830 円 (1)9時00分～15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)

900 円 (1)6時00分～12時00分
～ (2)9時30分～18時30分 〈週休二日制〉

請負 1,000 円 毎　週

1人 (求人番号)

交替制あり

800 円 (1)17時00分～0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 (3)0時00分～9時00分 その他

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)

900 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 (1)13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)

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)

調理員（寿泉の杜）
64歳以

下

株式会社　寿泉 有料老人ホーム「寿泉の杜」での入居者
（約２５名）の食事づくりとそれに関連する
業務
・調理、盛り付け、配膳
・食器洗浄や調理場の後片付け
・献立作成
・発注、仕入れ、在庫管理等

他 ﾏｲｶｰ通勤 可

駐車場　あり

実費支給（上限あり）

44060- 4106911 月額　10,000円まで

パート労働者 定年を上
限

大分県臼杵市大字井村１４３２番地
の１雇用期間の定めなし 又は6時00分～18時00

分の間の5時間
労災

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４１８０
番地雇用期間の定めなし 雇用・労災 実費支給（上限あり）

製造作業員
59歳以

下

株式会社　鳥繁産業 お菓子等に入っている鮮度保持剤（脱酸
素剤・乾燥剤・保冷剤等）の製造を行いま
す。
機械で鮮度保持剤を作り、検品や袋詰
め・箱詰め作業を行います。
仕事は先輩が丁寧に教えてくれ、１～２
人で１台の機械を担当します。

日祝他 ﾏｲｶｰ通勤

パート労働者
不問

大分県津久見市中央町７６０－５３マ
ルショク津久見店内雇用期間の定めなし 労災

44060- 4077711 月額　30,000円まで

鮮魚担当員（午前） 不問

有限会社　若林鮮魚店 スーパーの鮮魚店で業務をおこないます
・フライ用の商品加工（切り身にパン粉等
を付ける作業）
・惣菜（酢の物、焼き魚等）の調理業務
・鮮魚のパック詰め（包丁を使っての加工
は無い）
・その他接客や商品陳列及び店内清掃

他 ﾏｲｶｰ通勤 可

駐車場　あり

なし

44060- 4071411

鮮魚担当員（土日祝） 不問

有限会社　若林鮮魚店 スーパー内の鮮魚店で業務をおこないま
す
・フライ用の商品加工（切り身にパン粉等
を付ける作業）
・惣菜（酢の物、焼き魚等）の調理業務
・鮮魚のパック詰め（包丁を使っての加工
は無い）

月火水木金
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
ルショク津久見店内雇用期間の定めなし 労災 なし

パート労働者
不問

大分県臼杵市大字江無田１２９５－
１雇用期間の定めなし 雇用・労災

44060- 4072011

配達及び胡麻豆腐製造補助
員

不問

有限会社　柳井胡麻豆腐店 臼杵・津久見のスーパー等に社用車（ＡＴ
車）にて胡麻豆腐を配達してもらいます。
また、胡麻豆腐の製造補助作業も行いま
す。

未経験の方は採用後、仕事内容に関し
ては丁寧に指導致します。

他 ﾏｲｶｰ通勤 可

駐車場　あり

なし

44060- 4124711

運転手（送迎業務） 不問

山口産業　株式会社　亀の井自動
車学校・臼杵

・教習生（主に高校３年生）の送迎業務

＊送迎範囲は佐伯、臼杵、豊後大野、津
久見、大分方面
＊２９人乗りのマイクロバスを運転しま
す。　
＊雇用は１１月中旬から令４年３月３１日

他 ﾏｲｶｰ通勤 可

駐車場　あり

パート労働者
不問

大分県臼杵市大字井村１８００番地

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 又は9時00分～19時00
分の間の5時間程度

雇用・労災 なし

契約更新の可能性なし

パート労働者
不問

大分県津久見市上宮本町　１４－６

雇用期間の定めなし 雇用・労災

44060- 4080011

配達員 不問

有限会社　渡辺機工 ・品物（金物）の配達
・品物（金物）の入荷整理等

＊配達先は主に津久見市内となります。
＊軽トラ（ＭＴ）で配達してもらいます。（Ａ
Ｔ限定は応相談）
（２人で配達します）

土日祝他 ﾏｲｶｰ通勤 可

駐車場　あり

なし

44060- 4061211

（請）調理・盛付・洗浄
（臼杵市海添・老人ホーム
喫茶去）

不問

森永食研　株式会社 臼杵市大字海添にある「有料老人ホーム
喫茶去」厨房内にて
盛付、配膳、食器洗浄、調理場清掃等を
行います。

＊工場にて作られた食材を温め、盛り付
けるだけの簡単な作業です

他 ﾏｲｶｰ通勤 可

駐車場　あり

パート労働者
不問

大分県大分市大分流通業務団地２
丁目１番地の４号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 法令の規
定により
年齢制限

大分県豊後大野市三重町菅生１－６
４雇用期間の定めなし 又は0時00分～9時00分

の間の8時間程度
雇用・労災

44010-21780111 月額　20,000円まで

ホテルスタッフ
18歳～
64歳

カンダ観光　有限会社 フロントおよび室内の清掃

・勤務時間は相談可能です。
・研修期間があります。
・土日祝日のみ勤務をご希望の方歓迎で
す。


他 ﾏｲｶｰ通勤 可

駐車場　あり

なし

44080- 2364811

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


◎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）

パート労働者
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

43010-26836211 月額　12,800円まで

介護職員（９：００～１
４：００）

不問

社会福祉法人　白梅福祉会 「特別養護老人ホーム白梅荘」における
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

実費支給（上限あり）

契約更新の可能性あり（原則更新） 44060- 3460111 月額　24,900円まで

介護職員（１３：００～１
７：００）

不問

社会福祉法人　白梅福祉会 「特別養護老人ホーム白梅荘」における
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

パート労働者
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 実費支給（上限あり）

契約更新の可能性あり（原則更新） 44060- 3461711 月額　24,900円まで

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

なし

44060- 2890011

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



変形（1年単位）

151,200 円 (1)7時30分～16時30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)

交替制あり

150,000 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 180,000 円 その他

1人 (求人番号)

変形（1ヶ月単位）

143,000 円 (1)8時30分～17時00分
～ 〈週休二日制〉

派遣・請負ではない 178,500 円 その他

1人 (求人番号)

交替制あり

150,000 円 (1)7時30分～16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 160,000 円 (3)16時30分～8時30分 その他

2人 (求人番号)

交替制あり

150,000 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 160,000 円 (3)8時30分～17時30分 その他

2人 (求人番号)

180,000 円 (1)8時30分～17時30分
～ 〈週休二日制〉

派遣・請負ではない 220,000 円 毎　週

1人 (求人番号)

変形（1年単位）

126,473 円 (1)9時00分～17時00分
～ 〈週休二日制〉

派遣・請負ではない 126,473 円 その他

1人 (求人番号)

変形（1年単位）

126,473 円 (1)9時00分～17時00分
～ 〈週休二日制〉

派遣・請負ではない 126,473 円 その他

2人 (求人番号)

変形（1年単位）

156,640 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)

194,400 円 (1)7時30分～16時30分
～ 〈週休二日制〉

派遣・請負ではない 248,400 円 毎　週

1人 (求人番号)

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 220,000 円 毎　週

1人 (求人番号)

変形（1年単位）

207,900 円 (1)7時00分～16時00分
～ 〈週休二日制〉

派遣・請負ではない 231,000 円 その他

1人 (求人番号) 44060- 4121611

大型ダンプ運転手 不問

株式会社　薬師寺建設 石灰石鉱山で発生する製品にならない夾
雑岩（雑石）を所定の処分場へ１０ｔダンプ
で運搬します。その他車輌の点検、清掃
等付随する業務も行います。作業は主
に、同一鉱山内にある処分場との繰り返
しの運搬作業となります。

日他 ﾏｲｶｰ通勤 可

駐車場　あり

正社員
不問

大分県津久見市中央町２番８号

雇用期間の定めなし 雇用・労災・
健康・厚生

なし

正社員 定年を上
限

大分県臼杵市野津町大字吉田９５５
－１雇用期間の定めなし 雇用・労災・

健康・厚生

44060- 4122911

運転手及び整備員
59歳以

下

野津リース有限会社 建設機械（バックホー、工事用信号機、
他）を建設現場へ運搬する業務です。ま
た建設現場から持ち帰った建設機械等
の整備作業（オイルの充填、清掃等）、来
客するお客様への貸し出し、引き取り業
務があります。
配達先は主に臼杵市、豊後大野市となり

土日他 ﾏｲｶｰ通勤 可

駐車場　あり

なし

44060- 4118211

製缶工 不問

株式会社　薬師寺建設 ベルトコンベア等の機械設備の維持及び
一般修繕作業等のメンテナンス業務を行
います。その他関連する一連の業務。構
内の移動に軽トラックを使用します。

他 ﾏｲｶｰ通勤 可

駐車場　あり

正社員
不問

大分県津久見市中央町２番８号

雇用期間の定めなし 雇用・労災・
健康・厚生

なし

正社員 キャリア
形成

大分県臼杵市大字板知屋１番地１２

雇用期間の定めなし 雇用・労災・
健康・厚生

44060- 4076111 月額　30,000円まで

据付鉄工・配管工（機装
課）

40歳以
下

株式会社　臼杵造船所 ドックでエンジン機器等の主機関と補機
類、管系統の取付据付、溶接等の造船
艤装を行います。また進水後テスト運転
に乗船し必要に応じ艤装等の作業を行い
ます。図面に基づいてグループにて共同
作業を行います。

日祝他 ﾏｲｶｰ通勤 可

駐車場　あり

実費支給（上限あり）

44060- 4090611 月額　27,500円まで

製造作業員
59歳以

下

株式会社　鳥繁産業 お菓子等に入っている鮮度保持剤（脱酸
素剤・乾燥剤・保冷剤等）の製造を行いま
す。
機械で鮮度保持剤を作り、検品や袋詰
め・箱詰め作業を行います。
仕事は先輩が丁寧に教えてくれ、１～２
人で１台の機械を担当します。

日祝他 ﾏｲｶｰ通勤 可

駐車場　あり

正社員以外 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・

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- 4087211 月額　15,000円まで

出荷作業員
59歳以

下

株式会社　鳥繁産業 商品の発送作業を行います。
出荷場にて、小さい商品の箱詰め作業
や、出荷する商品を準備して荷札を貼る
作業を行います。

日祝他 ﾏｲｶｰ通勤 可

駐車場　あり

実費支給（上限あり）

44060- 4075911 月額　30,000円まで

介護施設スタッフ（花の
詩）

不問

株式会社　ありがとう 利用者様１０～１５名程度の小規模事業
所でのデイサービス業務です。送迎は野
津町内のみで社用車（軽自動車）を運転
します。日中は３～４名の職員でレクレー
ション、機能訓練、食事の配膳・下膳、入
浴やトイレの介助等、その他付随する業
務全般を行います。

日他 ﾏｲｶｰ通勤 可

駐車場　あり

正社員
不問

大分県臼杵市野津町大字野津市１５
０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）

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- 4063411 月額　31,600円まで

介護職員（介護ホーム秋
桜）

18歳～
64歳

医療法人　一貫軒 介護付有料老人ホーム入居者２９名の
方々の生活支援及び身体介助等の介護
業務を行います。
日常生活における食事、排泄、入浴等の
援助等

定年以上で応募希望の方は相談に応じ

他 ﾏｲｶｰ通勤 可

駐車場　あり

実費支給（上限あり）

44060- 4065311 月額　31,600円まで

介護職員（小規模多機能型
居宅介護／介護ホーム秋
桜）

18歳～
64歳

医療法人　一貫軒 生活支援及び身体介助等の介護業務
（デイサービス、訪問介護、泊まりが一体
となった施設です。）
日常生活での食事、排泄、入浴等援助
（宿泊者の定員９名／１日）
送迎業務あり


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

実費支給（上限あり）

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

44060- 4064011 月額　31,600円まで

事務職員
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

介護保険事業所の報酬請求事務を担当
して頂きます。
その他、窓口業務、電話応対等付随する
業務全般を行います。
外勤業務や通所リハビリ患者さんの送迎
業務もあります。

他 ﾏｲｶｰ通勤 可

駐車場　あり

実費支給（上限あり）

44060- 4125811 月額　29,200円まで

医療事務員（秋岡医院）
64歳以

下

医療法人　一貫軒 クリニックでの医療事務全般
・レセプト請求
・受付業務
・往診に関する事務
・パソコン入力
・その他雑務


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）

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

通勤

（手当）求人番号

石灰石分析員 不問

株式会社　薬師寺建設 試験室内で、石灰石の採取前に石の成
分を分析する作業が主となります。現在
３名体制で分析作業をしています。
パソコン（専用ソフト）での入力作業。
試験室内の片づけや清掃作業、その他
付随する作業等。

日他 ﾏｲｶｰ通勤 可

駐車場　あり

なし

44060- 4123111

令和３年９月１７日 発行

（ 次回発行予定 : 令和３年１０月１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

☎ 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「09.08 ～ 09.14」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ヶ月単位）

200,000 円 (1)9時00分～18時00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)

132,600 円 (1)8時30分～17時00分
～ 〈週休二日制〉

派遣・請負ではない 132,600 円 毎　週

1人 (求人番号)

変形（1年単位）

180,000 円 (1)8時30分～17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）

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)

交替制あり

142,464 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 142,464 円 その他

2人 (求人番号)

交替制あり

162,640 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 162,640 円 (3)9時30分～18時30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

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

2人 (求人番号)

准・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。
ローテーションにてオンコール対応あり。

他 ﾏｲｶｰ通勤

44060- 2889211 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）

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

44060- 2887711 月額　24,900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 可

駐車場　あり

実費支給（上限あり）

44060- 2888811 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

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）

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- 3495111 月額　10,000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

実費支給（上限あり）

契約更新の可能性あり（原則更新） 44060- 2886111 月額　24,900円まで

工事事務員
59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

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

実費支給（上限あり）

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- 3493611 月額　10,000円まで

工務管理者候補
59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

実費支給（上限あり）

44060- 3494911 月額　10,000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

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

実費支給（上限あり）

正社員 キャリア
形成

大分県大分市大字萩原４－１１－２
０雇用期間の定めなし 雇用・労災・

健康・厚生・
財形

44060- 4117811

カスタマーエンジニア（臼
杵支店）

45歳以
下

株式会社　東信 臼杵市大字江無田にある「（株）東信　臼
杵支店」にて
住宅の水廻りの設備取付や機器のメンテ
ナンス業務を担当していただきます。

・水廻り機器（トイレ・バスルーム・キッチ
ン・洗面台）の修理や取り替え業務を行

他 ﾏｲｶｰ通勤 可

駐車場　あり

実費支給（上限あり）

44010-21893611 月額　15,000円まで

収集作業員
59歳以

下

中臼杵クリーンサービス パッカー車に乗務し、臼杵市内の一般家
庭ゴミの収集、運搬作業を行います。車
の運転は原則ありません。同乗し車への
ゴミの積み込みを行います。屋外作業の
為、一定程度の体力が必要です。

土日他 ﾏｲｶｰ通勤 可

駐車場　あり

正社員 定年を上
限

大分県臼杵市大字武山３８７９

雇用期間の定めなし 雇用・労災 なし

正社員 定年を上
限

大分県臼杵市大字江無田２５２－１

雇用期間の定めなし 雇用・労災・
健康・厚生

家具配送員（臼杵店）
64歳以

下

有限会社　家具サロンタカハシ ２ｔ車で家具の積込み、積下ろし等の配送
作業、及びその他付随する業務を行いま
す。作業は２名体制で、慣れるまでは横
に乗ってもらいます。配送先は主に大分
市内、県南地域となります。

定年以上で応募の方は相談に応じます。

火他 ﾏｲｶｰ通勤 可

駐車場　あり

実費支給（上限あり）

44060- 4099311 月額　10,000円まで

～　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！


