
交替制あり

1,000 円

～ 〈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 850 円 毎　週

1人 (求人番号)

950 円 (1)9時00分～16時00分
～ (2)9時00分～12時30分 〈週休二日制〉

派遣・請負ではない 1,000 円 その他

1人 (求人番号)

交替制あり

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

派遣・請負ではない 830 円 毎　週

1人 (求人番号)

900 円

～ 〈週休二日制〉
派遣・請負ではない 950 円 毎　週

2人 (求人番号)

1,100 円

～ 〈週休二日制〉
派遣・請負ではない 1,100 円 毎　週

1人 (求人番号)

950 円 (1)16時00分～21時00分
～ 〈週休二日制〉

派遣・請負ではない 1,200 円 毎　週

2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 1,200 円 毎　週

1人 (求人番号)

900 円 (1)10時00分～15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)

1,000 円 (1)8時15分～13時15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)

830 円 (1)8時45分～12時00分
～ 〈週休二日制〉

派遣・請負ではない 830 円 その他

1人 (求人番号)

830 円 (1)8時30分～14時00分
～ (2)8時30分～12時00分 〈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８月２７日 発行

（ 次回発行予定 : 令和３年９月３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

大分県臼杵市平清水４組

雇用期間の定めなし 又は8時30分～19時00
分の間の4時間以上

労災

通勤

（手当）求人番号

歯科衛生士
59歳以

下

藤澤歯科医院 ・歯科衛生士業務
・歯科診療の補助
・口腔衛生指導　等

定年年齢以上の応募も相談に応じます。

日祝他 ﾏｲｶｰ通勤 可

駐車場　あり

実費支給（上限あり）

44060- 3753411 月額　5,000円まで

事務員（経理、人事、総
務）

不問

株式会社　アスペックス 主に経理、人事、総務の事務業務を行な
います。
《経理業務》
　請求書処理、支払い・経費処理（社内
専用システム使用）等
《人事、総務業務》
　勤怠データ管理、給与計算、雇用保

土日祝他 ﾏｲｶｰ通勤 可

駐車場　あり

パート労働者
不問

大分県臼杵市大字諏訪６０４番地の
４１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6時間以上
雇用・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

大分県臼杵市洲崎２の２

雇用期間の定めあり（４ヶ月未満） 雇用・労災

44060- 3692611

医療事務員 不問

医療法人　孔徳会　植田内科クリ
ニック

窓口での受付および会計
電話応対
レセプト業務
その他サポート業務

日祝 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- 3758111 月額　12,900円まで

売店スタッフ 不問

有限会社　マツモト・メディカル 病院内にある売店業務を行います。
商品の販売、レジ業務、セット商品作り、
商品の在庫チェック等、商品の陳列等、
その他付随する業務を行います。

土日祝他 ﾏｲｶｰ通勤 可

駐車場　あり

パート労働者
不問

大分県臼杵市大字江無田１４８４番
地の４雇用期間の定めなし 雇用・労災 なし

パート労働者
不問

大分県臼杵市大字深田８３３の５

雇用期間の定めなし 又は8時30分～17時00
分の間の5時間程度

雇用・労災

44060- 3704411

調理員 不問

有限会社　石仏観光センター 観光センター内での調理業務を行いま
す。
・レストランでの調理、及び配膳や下膳
・お弁当などの惣菜製造
・その他店内の清掃等関連する業務
状況に応じ仕事量に変動がある場合は、
陶器などの焼き物部門の補助等を行い

他 ﾏｲｶｰ通勤 可

駐車場　あり

実費支給（上限あり）

44060- 3729511 月額　20,000円まで

美容師（スタイリスト又は
アシスタント）

不問

ｋｏｋｏｔｔｏ　ｈａｉｒ 接客サービス、カット、パーマ、ヘアカ
ラー、ヘッドスパ、シャンプー、店内の整
理整頓、清掃等その他付随した業務を行
います。シャンプーはオートシャンプーを
導入、手荒れ、腰痛の軽減となっていま
す。

月火他 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６４５－１　ア
ウローラ・２１　１０２雇用期間の定めなし 又は10時00分～17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
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 雇用・労災

44060- 3761411 月額　10,000円まで

調理補助員（１６：００～
２１：００）

不問

株式会社　ホテル臼杵 ホテル内、または臼杵湯の里のお食事処
での調理業務、主に焼き物、揚げ物、煮
物等の調理業務、及び食材の洗浄やカッ
ト、盛り付け等の作業等その他、関連す
る調理業務５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）

44060- 3720411 月額　5,000円まで

調理補助員（９：００～１
４：００）

不問

株式会社　ホテル臼杵 ホテル内、または臼杵湯の里のお食事処
での調理業務、主に焼き物、揚げ物、煮
物等の調理業務、及び食材の洗浄やカッ
ト、盛り付け等の作業等その他、関連す
る調理業務を５人程度で行います。


他 ﾏｲｶｰ通勤 可

駐車場　あり

パート労働者
不問

大分県臼杵市大字野田字竹ノ下３０
４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

大分県臼杵市大字野田字竹ノ下３０
４番地雇用期間の定めなし 又は10時00分～14時00

分の間の3時間程度
労災

44060- 3723611 月額　5,000円まで

客室清掃員 不問

株式会社　ホテル臼杵 客室の清掃・ベットメイキング
他 ﾏｲｶｰ通勤 可

駐車場　あり

実費支給（上限あり）

44060- 3719811 月額　5,000円まで

清掃作業員（太平洋セメン
ト株式会社大分工場）

59歳以
下

有限会社　総合メンテナンス・
フォード

トイレ清掃業務。直行直帰です。
社用車での敷地内移動あり。

定年以上での応募も可能（再雇用制度対
象）

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

大分県津久見市大字津久見１４０７
番地の１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

大分県津久見市大字津久見１４０７
番地の１雇用期間の定めなし 労災

44060- 3708911 月額　5,000円まで

清掃スタッフ（津久見中央
病院　８：４５～）

59歳以
下

有限会社　総合メンテナンス・
フォード

病室や院内の廊下などの共有スペース
のモップがけ、病室やトイレ等の病院内
のゴミ（オムツ等含む）の回収作業等の
清掃業務を行います。重いものを持つこ
とがあります。就業場所へは直行直帰で
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- 3709111 月額　10,000円まで

メンテナンス清掃作業員
（しおさい）

59歳以
下

有限会社　総合メンテナンス・
フォード

３人体制で施設内及び事務所内の、居
室・事務所・廊下・トイレ等清掃業務を行
います。直行直帰です。

定年以上での応募も可能（再雇用制度対
象）

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

大分県津久見市大字津久見１４０７
番地の１雇用期間の定めなし 雇用・労災 実費支給（上限あり）

44060- 3710211 月額　5,000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「08.18 ～ 08.24」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。



792 円 (1)9時00分～15時00分
～ 〈週休二日制〉

派遣・請負ではない 792 円 毎　週

2人 (求人番号)

交替制あり

800 円 (1)8時30分～14時30分
～ 〈週休二日制〉

派遣・請負ではない 930 円 その他

2人 (求人番号)

800 円 (1)16時00分～20時00分
～ 〈週休二日制〉

派遣・請負ではない 800 円 その他

2人 (求人番号)

933 円 (1)17時00分～8時30分
～ 〈週休二日制〉

派遣・請負ではない 1,133 円 その他

1人 (求人番号)

933 円 (1)17時00分～8時30分
～ 〈週休二日制〉

派遣・請負ではない 1,133 円 その他

1人 (求人番号)

800 円

～ 〈週休二日制〉
派遣・請負ではない 900 円 毎　週

2人 (求人番号)

パート労働者
不問

大分県津久見市大字上青江３５４９
番地雇用期間の定めあり（４ヶ月未満） 労災

草刈り作業員 不問

社会福祉法人　豊友会　うばめ園 市内の公園の手作業での草刈り、取った
草を集めたりの清掃作業等
作業現場には自動車や自転車で直接向
かうことができますが、他の方と乗り合わ
せで一緒に向かうこともできます。

土日祝他 ﾏｲｶｰ通勤 可

駐車場　あり

なし

契約更新の可能性なし 44060- 3751211

事務スタッフ（臼杵店） 不問

株式会社　ホームインプルーブメン
トひろせ

大分県臼杵市にある
「（株）ＨＩヒロセ　スーパーコンボ臼杵店」
にて
事務担当者として

金銭管理や電話応対、簡単なパソコン操
作をお任せします。

他 ﾏｲｶｰ通勤 可

駐車場　あり

パート労働者
不問

大分県大分市古国府４丁目７番１３
号雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 又は8時30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（原則更新）

パート労働者
不問

大分県大分市古国府４丁目７番１３
号雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 労災

44010-19651411 月額　10,000円まで

レジ担当スタッフ（臼杵
店）

不問

株式会社　ホームインプルーブメン
トひろせ

大分県臼杵市にある
「（株）ＨＩヒロセ　スーパーコンボ臼杵店」
にて
レジ担当者として

・レジ業務
・レジ周辺の品出し

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） 44010-19648111 月額　10,000円まで

葬祭スタッフ補助員（搬送
助手）

18歳以
上

株式会社　風之荘 ・搬送助手（運転業務あり）

・各斎場の夜間見回り　等



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

大分県大分市西大道１－１－１７

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 高齢者等
の特定年
齢層の雇

大分県大分市西大道１－１－１７

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 雇用・労災・
健康・厚生

44010-19400011 月額　10,000円まで

葬祭スタッフ補助員（搬送
助手）※６０歳以上の方対
象

60歳～
64歳

株式会社　風之荘 ・搬送助手（運転業務あり）

・各斎場の夜間見回り　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（原則更新） 44010-19401311 月額　10,000円まで

看護助手（臼杵病院）
64歳以

下

社会医療法人　帰巖会 社会医療法人帰巖会臼杵病院や、その
施設にて、利用者さまや地域の方々の看
護師の助手としてお仕事を行って頂きま
す。
・病棟におけるベッドシーツ交換
・食事の介助
・入浴／排泄の介助

他 ﾏｲｶｰ通勤

44080- 2191311 月額　20,000円まで

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）

～　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！



228,000 円 (1)8時30分～17時30分
～ 〈週休二日制〉

派遣・請負ではない 228,000 円 毎　週

1人 (求人番号)

134,300 円 (1)8時00分～17時00分
～ 〈週休二日制〉

派遣・請負ではない 134,300 円 毎　週

1人 (求人番号)

変形（1年単位）

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 180,000 円 その他

1人 (求人番号)

変形（1ヶ月単位）

156,000 円 (1)8時30分～17時30分
～ 〈週休二日制〉

派遣・請負ではない 161,000 円 毎　週

1人 (求人番号)

交替制あり

162,000 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 172,000 円 (3)11時00分～20時00分 その他

1人 (求人番号)

変形（1ヶ月単位）

154,800 円 (1)8時00分～17時00分
～ 〈週休二日制〉

派遣・請負ではない 204,250 円 その他

5人 (求人番号)

変形（1年単位）

166,320 円 (1)7時45分～16時45分
～ 〈週休二日制〉

派遣・請負ではない 277,200 円 その他

2人 (求人番号)

変形（1年単位）

156,750 円 (1)8時00分～17時00分
～ 〈週休二日制〉

派遣・請負ではない 250,800 円 その他

1人 (求人番号)

変形（1年単位）

166,320 円 (1)7時45分～16時45分
～ 〈週休二日制〉

派遣・請負ではない 277,200 円 その他

3人 (求人番号)

変形（1年単位）

180,000 円 (1)7時30分～17時00分
～ 〈週休二日制〉

派遣・請負ではない 420,000 円 毎　週

10人 (求人番号)

変形（1年単位）

136,004 円 (1)8時10分～16時30分
～ (2)8時10分～17時00分 〈週休二日制〉

派遣・請負ではない 145,281 円 (3)8時10分～16時35分 その他

1人 (求人番号)

170,000 円 (1)8時30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)

令和３年８月２７日 発行

（ 次回発行予定 : 令和３年９月３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

大分県津久見市大字上青江４８６６
番地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

生活相談員（デイサービス
センター　やわらぎ）

59歳以
下

株式会社　太陽 生活相談員としてのデイサービス利用者
やその家族との相談業務を行います。状
況に応じた介護計画書の立案・作成等そ
の他付随する業務を行います。

「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

実費支給（上限あり）

44060- 3747011 月額　10,000円まで

事務員（経理、人事、総
務）

59歳以
下

株式会社　アスペックス 主に経理、人事、総務の事務業務を行な
います。
《経理業務》
　請求書処理、支払い・経費処理（社内
専用システム使用）等
《人事、総務業務》
　勤怠データ管理、給与計算、雇用保

土日祝他 ﾏｲｶｰ通勤 可

駐車場　あり

正社員 定年を上
限

大分県臼杵市大字諏訪６０４番地の
４１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宮原４７５
３－１雇用期間の定めなし 雇用・労災・

健康・厚生

44060- 3693911

事務員（造船関連）
59歳以

下

大成工業　株式会社 造船関連の事務業務全般を行います。
・材料、図面の集計、発注等
・電話対応
・その他雑務

日他 ﾏｲｶｰ通勤 可

駐車場　あり

実費支給（上限あり）

44060- 3713011 月額　5,000円まで

介護職員（デイサービスセ
ンターおあしす）

59歳以
下

有限会社　オアシス デイサービスセンターにおける介護業務
全般を行います。
ホール業務（お茶だし、見守り等）、入浴
介助、排泄介助、食事介助、レクリエー
ション等の支援業務、来所準備、リー
ダー業務、ミーティング、送迎（添乗）業務
（軽自動車及びワゴン車）他

日他 ﾏｲｶｰ通勤 可

駐車場　あり

正社員 定年を上
限

大分県津久見市大字津久見１３２３
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 定年を上
限

大分県津久見市大字津久見１３２３
番地雇用期間の定めなし 雇用・労災・

健康・厚生

44060- 3744211 月額　10,000円まで

サービス提供責任者及び介
護職員（ライフホームおあ
しす）

59歳以
下

有限会社　オアシス 〈サービス提供責任者業務〉
サービス計画立案、利用者・家族とのア
セスメント、担当者会議、訪問介護計画
書作成、モニタリング、派遣表作成、ヘル
パー業務等
〈介護業務〉
入浴、排泄、食事介助等の身体介護及

他 ﾏｲｶｰ通勤 可

駐車場　あり

実費支給（上限あり）

44060- 3746411 月額　10,000円まで

警備員
18歳～
64歳

株式会社　ＮＰＫ佐伯営業所 イベントや駐車場での車両及び歩行者等
の安全を守る業務です。
採用後、適正を見て相談のうえ他の業務
（施設、機動、貴重品運搬警備、清掃、農
業又は管理職）への異動の可能性もあり
ます。


他 ﾏｲｶｰ通勤 可

駐車場　あり

正社員 定年を上
限

大分県佐伯市長島町１丁目３５番１
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

44060- 3712411

機械工
59歳以

下

徳脇工業　株式会社 工場内での旋盤やフライス盤等による金
属の加工、石灰石鉱山の生産設備（コン
ベア等）の修理作業を行います。まれで
すが、３ヵ月に１回程度、県外（九州管
内）で作業する場合があります。

定年以上で応募希望の方は相談に応じ

火他 ﾏｲｶｰ通勤 可

駐車場　あり

実費支給（上限あり）

44060- 3683311 月額　18,900円まで

鉄工・仕上げ工・配管、溶
接工

59歳以
下

有限会社　テクノス 造船所内における船舶造修に関わる各
種作業
・配管溶接、取付（排水管、電線管　等）
・船舶艤装品（船内設備品）組立作業
・機関仕上げ作業（エンジン等の主機関）
・鋼板鉄工（ガス切断、加工、成形等作
業）

日祝他 ﾏｲｶｰ通勤 可

駐車場　あり

正社員 定年を上
限

大分県臼杵市大字板知屋１番地１２

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

大分県津久見市新町８－５

雇用期間の定めなし 雇用・労災・
健康・厚生

44060- 3756611 日額　500円まで

製缶工
59歳以

下

徳脇工業　株式会社 工場内（建屋内です）でコンベア、ホッ
パー、タンク等の製作業務
石灰石鉱山の生産設備（コンベア等）の
修理業務等を行います。
まれですが、３ヵ月に１回程度、県外（九
州管内）で作業する場合があります。


火他 ﾏｲｶｰ通勤 可

駐車場　あり

実費支給（上限あり）

44060- 3687711 月額　18,900円まで

現場作業員
59歳以

下

小代築炉工業　株式会社 土木・建築現場、築炉（セメント工事内）な
どでの現場作業を行います。
・公共、民間工事現場での土木及び建築
作業
・セメント工場内での耐火物工事作業、清
掃等一連の作業
・出張工事における現場作業（建築、築

日祝他 ﾏｲｶｰ通勤 可

駐車場　あり

正社員 定年を上
限

大分県津久見市入船西町２１番１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

44060- 3698511 月額　15,000円まで

食料品製造工（しょうゆ等
の小袋）

不問

富士甚醤油　株式会社 醤油、砂糖、塩などをタンクに投入しブレ
ンドして、調味料を製造する作業です。
最初はベテラン社員の作業を補佐しても
らいながら徐々に覚えてもらうので、特別
な技能は必要ありません。
一部力仕事がありますので、体力に自信
のある方は大歓迎です。

日祝他 ﾏｲｶｰ通勤 可

駐車場　あり

実費支給（上限あり）

契約更新の可能性あり（原則更新） 44060- 3745511 月額　20,000円まで

農業機械の販売及び修理
（営業職・野津営業所）

59歳以
下

株式会社　ヰセキ九州　中部支社
大分営業部

臼杵市野津町大字宮原にある「野津営
業所」にて

農業機械の販売及び修理の業務に従事
します

・既存の顧客リストを元に訪問

日祝他 ﾏｲｶｰ通勤 可

駐車場　あり

正社員 定年を上
限

大分県大分市畑中２丁目９番７号

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）

44010-19521511 月額　14,000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「08.18 ～ 08.24」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。



194,400 円 (1)9時30分～18時30分
～ 〈週休二日制〉

派遣・請負ではない 261,940 円 毎　週

2人 (求人番号)

変形（1年単位）

157,300 円 (1)8時00分～17時00分
～ (2)17時00分～8時30分 〈週休二日制〉

派遣・請負ではない 238,300 円 その他

4人 (求人番号)

変形（1ヶ月単位）

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 244,650 円 (3)7時30分～16時30分 毎　週

2人 (求人番号)

変形（1年単位）

155,000 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 その他

1人 (求人番号)

変形（1年単位）

166,320 円 (1)7時45分～16時45分
～ 〈週休二日制〉

派遣・請負ではない 277,200 円 その他

3人 (求人番号)

変形（1年単位）

240,000 円 (1)7時45分～16時45分
～ 〈週休二日制〉

派遣・請負ではない 400,000 円 その他

2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 150,000 円 毎　週

1人 (求人番号)

変形（1年単位）

208,660 円 (1)7時45分～16時45分
～ 〈週休二日制〉

派遣・請負ではない 327,200 円 その他

1人 (求人番号)

変形（1年単位）

161,700 円 (1)7時45分～16時45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ヶ月単位）

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 150,000 円 その他

1人 (求人番号)

正社員 キャリア
形成

大分県大分市花園２丁目１０番７号

雇用期間の定めなし 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

営業員（大分市・臼杵市）
40歳以

下

株式会社　ホンダカーズ大分中央 営業スタッフを募集します。

新車・中古車の販売を行い、ご購入いた
だいたお客様にイベントや点検・車検の
ご案内、調子伺い等の活動を行います。

未経験の方も営業のサポートを経験して

火水他 ﾏｲｶｰ通勤 可

駐車場　あり

なし

44010-19637011

葬祭スタッフ
18歳～
59歳

株式会社　風之荘 葬祭・法要全般
・ご遺族との打合せ
・搬送業務
・式場準備・撤収　
・司会進行　等の運営施行に携わって頂
きます


他 ﾏｲｶｰ通勤 可

駐車場　あり

正社員 定年を上
限

大分県大分市西大道１－１－１７

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

44010-19398311 月額　12,000円まで

看護助手（臼杵病院）
64歳以

下

社会医療法人　帰巖会 社会医療法人帰巖会臼杵病院や、その
施設にて、利用者さまや地域
の方々の看護師の助手としてお仕事を
行って頂きます
＊シーツ交換・病棟内環境整備・備品補
充管理・食事介助・入浴／排泄の介助・
清潔援助等

日祝他 ﾏｲｶｰ通勤 可

駐車場　あり

実費支給（上限あり）

44080- 2192611 月額　20,000円まで

整備（大分サービスセン
ター）

59歳以
下

株式会社　中九州クボタ ・農業機械の修理及び整備作業
・農業用機械の引き取り、納車業務
・その他、上記に付随する業務
＊社用車貸与（ＭＴ車）

○応募にはハローワークの紹介状が必
要です。

日祝他 ﾏｲｶｰ通勤 可

駐車場　あり

正社員 定年を上
限

熊本県菊池郡大津町大字引水７８９
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）

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

43030- 7853411 月額　19,000円まで

仕上げ工
59歳以

下

徳脇工業　株式会社 モーターや減速機の芯出調整、オーバー
ホール作業でのベアリングの取り換え作
業等。石灰石鉱山の生産設備（コンベア
等）の修理業務等を行います。まれです
が、３ヵ月に１回程度、県外（九州管内）
で作業する場合があります。


火他 ﾏｲｶｰ通勤 可

駐車場　あり

実費支給（上限あり）

44060- 3684611 月額　18,900円まで

現場監督員（設備修繕等）
59歳以

下

徳脇工業　株式会社 主に、津久見エリアの鉱山で使用する石
灰採掘用機械、器具の設置工事、保守、
点検作業等の維持管理業務、工事見
積、請求書作成、工程管理、現場監督等
を行います。社用車（ＭＴ・トラック）にて
現場に行って頂きます。


火他 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）

正社員 定年を上
限

大分県臼杵市大字板知屋字大寺浦
１２５７雇用期間の定めなし 雇用・労災・

健康・厚生

44060- 3682011 月額　18,900円まで

ゴミ収集作業員
59歳以

下

有限会社　臼杵環境センター 旧臼杵市内の一般家庭ゴミを収集しま
す。（３人で作業）
・家庭ゴミ収集作業
・収集車にゴミを積み込む作業
・その他、車両等の清掃作業

土日他 ﾏｲｶｰ通勤 可

駐車場　あり

なし

44060- 3697211

安全管理業務係
59歳以

下

徳脇工業　株式会社 工場、現場の安全パトロール、安全衛生
委員会に関する業務、安全教育の助手
や講師、取引先との安全（保安）に関する
業務、パソコンでの書類作成業務、安全
（保安）に関する管理と指導等を行いま
す。まれですが、３ヵ月に１回程度、県外
（九州管内）で作業する場合があります。

火他 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）

正社員 キャリア
形成

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

44060- 3686111 月額　18,900円まで

重量鳶
44歳以

下

徳脇工業　株式会社 産業用重量機械据付、移動、解体等用
務（地上での作業が主です）
主に津久見市内の鉱山関係の業務とな
ります。まれですが、３ヵ月に１回程度、
県外（九州管内）で作業する場合があり
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- 3688811 月額　18,900円まで

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

５０ｋｇくらいの重さの物を配達する事もあ
ります。
配達先は主に津久見市内となります。
軽トラで配達してもらいます。（ＡＴ限定は

日祝他 ﾏｲｶｰ通勤

44060- 3718711

可

駐車場　あり

正社員
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・
健康・厚生

なし


