
年齢

制限事由 賃金・通勤手当

採用人数

交替制あり

(1)8時00分～17時00分

派遣・請負ではない 148,500円～150,000円 (2)9時00分～18時00分 （週休二日制）

その他

(従業員数) 10人

正社員 1人 実費支給（上限あり） (求人番号) 44030- 2214031

派遣・請負ではない 860円～1,100円 （週休二日制）

その他

(従業員数) 15人

パート労働者 1人 実費支給（上限あり） (求人番号) 44030- 2190731

(1)9時00分～15時00分

派遣・請負ではない 900円～900円 （週休二日制）

毎　週

(従業員数) 21人

パート労働者 1人 なし (求人番号) 44030- 2201731

派遣・請負ではない 1,300円～1,500円 （週休二日制）

毎　週

(従業員数) 30人

パート労働者 1人 実費支給（上限あり） (求人番号) 44030- 2149731

(1)9時00分～17時45分

派遣・請負ではない 155,000円～200,000円 （週休二日制）

毎　週

(従業員数) 30人

正社員以外 1人 実費支給（上限あり） (求人番号) 44030- 2150931

交替制あり

派遣・請負ではない 1,200円～1,600円 （週休二日制）

毎　週

(従業員数) 21人

パート労働者 5人 一定額 (求人番号) 44030- 2154231

交替制あり

(1)10時00分～18時30分

派遣・請負ではない 186,000円～450,000円 (2)9時30分～18時30分 （週休二日制）

(3)9時30分～18時00分 毎　週

(従業員数) 21人

正社員以外 5人 実費支給（上限あり） (求人番号) 44030- 2155531

交替制あり

(1)10時00分～19時00分

派遣・請負ではない 191,000円～450,000円 (2)9時30分～18時30分 （週休二日制）

(3)9時30分～18時00分 毎　週

(従業員数) 20人

正社員以外 5人 実費支給（上限あり） (求人番号) 44030- 2157731

交替制あり

(1)10時00分～19時00分

派遣・請負ではない 201,000円～450,000円 (2)9時30分～18時30分 （週休二日制）

(3)9時30分～18時00分 毎　週

(従業員数) 20人

正社員以外 5人 実費支給（上限あり） (求人番号) 44030- 2161831

派遣・請負ではない 900円～900円 （週休二日制）

その他

(従業員数) 2人

パート労働者 2人 なし (求人番号) 44070- 1984731

(1)10時00分～17時00分

派遣・請負ではない 880円～880円 （週休二日制）

毎　週

(従業員数) 2人

パート労働者 1人 実費支給（上限あり） (求人番号) 12080- 9982831

派遣・請負ではない 860円～860円 （週休二日制）

その他

(従業員数) 11人

パート労働者 1人 なし (求人番号) 44030- 2113231

(1)9時00分～15時20分

派遣・請負ではない 896円～896円 （週休二日制）

その他

(従業員数) 23人

パート労働者 1人 実費支給（上限あり） (求人番号) 44030- 2146231

(1)9時00分～13時00分

派遣・請負ではない 1,100円～1,300円 （週休二日制）

毎　週

(従業員数) 4人

パート労働者 1人 実費支給（上限あり） (求人番号) 44070- 1936931

派遣・請負ではない 1,345円～1,590円 （週休二日制）

毎　週

(従業員数) 18人

パート労働者 2人 なし (求人番号) 44070- 1941731

(1)9時00分～17時00分

派遣・請負ではない 200,000円～500,000円 （週休二日制）

毎　週

(従業員数) 30人

正社員以外 2人 実費支給（上限あり） (求人番号) 40010-31257731

交替制あり

派遣・請負ではない 240,000円～350,000円 （週休二日制）

毎　週

(従業員数) 5人

正社員以外 2人 実費支給（上限なし） (求人番号) 40060-10254331

又は9時00分～18時30分の
間の7時間程度

雇用・労災・健
康・厚生

有期／作業・理学／中津／
発達障がい児童指導

不問 株式会社　三葉 発達に障がいを持つ子ども達のサポート及び療育指
導をして頂きます。 
・言語療育を中心とした学習指導（当社独自学習教
材あり） 
・日常生活のサポート 
・ご家族、保護者の方との連携 
・地域により学校や保育所、自宅への送迎（社用
車：軽ＡＴあり） 

日祝他 作業療法士

不問 福岡県北九州市小倉南区葛原１丁目２番
３５号

理学療法士

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

福岡県福岡市博多区綱場町１番１号 
ＤーＬＩＦＥＰＬＡＣＥ呉服町１１階雇用期間の定めあり（４ヶ

月以上） 雇用・労災・健
康・厚生

又は8時00分～17時00分の
間の1時間以上

労災

生涯設計デザイナー（営
業）第一生命／北九州総合

支社

不問 第一生命保険　株式会社 
西日本マーケット統括部

保険プランのご提案、および契約後のアフターフォ
ロー 
第一生命は安心して長く働き続けられるように、２
０２２年７月よ り給与制度と研修生度を一新しまし
た。 
【充実の研修で、未経験スタートも安心】 
●入社後１年間はじっくりと、必要な基礎スキル・
リテラシー・心 

土日祝他

不問

訪問介護員【ヘルパー：訪
問介護事業所】

不問 社会福祉法人　芽豆羅の里 ご利用者のご自宅に訪問し身体介護（食事・入浴・
排泄等）や生活支援（洗濯・掃除・買い物等）の業
務を行っていただきます。　　　　 
ご希望の曜日や勤務時間、介護の種類を相談しなが
ら働くことができますので、週に１日１回（１時間
程度）から勤務可能です。 
 
訪問区域は旧宇佐市内で、訪問時にはご自分の車を

他 介護職員初任者研修
修了者

不問 大分県宇佐市大字下時枝５５５番地の１ 介護福祉士

雇用期間の定めなし

大分県宇佐市大字下時枝５５５番地の１

雇用期間の定めなし

又は9時00分～17時00分の
間の6時間程度

労災

雇用・労災

介護支援専門員【めずらの
里介護保険サービスセン

ター】

不問 社会福祉法人　芽豆羅の里 居宅介護支援事業所でのケアマネ業務を行います。 
ケアプランの作成や関係機関等への連絡・調整等を
行っていただきます。また、外出時には社用車（軽
自動車）を使用します。 
＊ケアプラン作成は専用ソフト「ほのぼの」を使用
します。 
操作方法等、丁寧に指導いますのでご安心下さい。 
＊事業所は「有料老人ホームめずら苑」内にありま

土日祝他 介護支援専門員（ケ
アマネージャー）

不問

電子部品組立作業員（パー
ト）

59歳以下 サン電工業　有限会社 屋内での電子部品（ブレーカー）の組み付け作業で
す。 
電動ドライバーを使ったビス締め作業や半田付け，
バリ取り，検査・梱包作業等があります。 
※作業は未経験の方でも出来る内容です。 
安心してご応募下さい。

日祝他

定年を上
限

大分県中津市大字植野１７６７番地１

雇用期間の定めなし

大分県中津市大字島田２１９－２

雇用期間の定めなし

又は8時00分～17時00分の
間の5時間程度

雇用・労災

雇用・労災・健
康・厚生

接客・事務経験歓迎

青果スタッフ（パート） 不問 和田青果 青果店にて納品先荷物のピッキング作業を行います
（立ち仕事／重量は最大１０ｋｇ程度）。また、検
品業務等も行います。免許をお持ちの方は配達を行
う場合があります。尚、移動の際は社用車（ＡＴ・
ＭＴ車）を使用します。 
※経験が無くても丁寧に指導しますので安心してご
応募下さい、

他

不問

営業アシスタントスタッフ
（中津展示場）

不問 三協フロンテア　株式会社 
　
＊＊＊

◆営業・接客・販売経験者が活躍◆◆子育て中の方
歓迎◆ 
ユニットハウス展示場に来店またはお電話でお問合
せいただく 様々な業種の経営者からファミリーまで
幅広い方と向き合いながら 接客から販売までしっか
りお客様をフォローいただきます。 
主な業務内容は、営業・店長のアシスタントスタッ
フとして、 

他

不問 千葉県柏市新十余二５

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

大分県宇佐市大字別府２５４－５

雇用期間の定めなし

又は9時45分～19時00分の
間の2時間以上

労災

雇用・労災・健
康・厚生

洋菓子製造・販売 59歳以下 アンネキュルイユ 店舗での洋菓子陳列・販売・包装・接客を行いま
す。 
来客者とコミニュケーションを図りつつ、商品説明
を通じて接客販売を行います。 
お買い上げ商品の包装やレジ業務、店内や店頭の清
掃等も行います。 
厨房での材料の計量、洗い物、清掃等もあります。 
フルーツのカット、ケーキのケース取り・飾り付け

火他

定年を上
限

スタイリスト 不問 ＬＵＣＵＲ．ｇｒｏｕｐ株式会社（Ｇｌ
ｉｍｐｓｅ）

・美容業全般を通じての技術、接客、サービスの提
供を行います。 
キャリアやブランクなど気にされる方でもご相談の
上、アシスタント業務からでも行えます。　尚、
トータルビューティサロンなので、着付・メイク・
ブライダル・アイラッシュ・ネイル・脱毛・エステ
などスタイリストの興味特性を活かし、お客様にご
提供出来るよう業務を行なっています。 

月他 美容師

不問 大分県中津市大字万田６０９－１

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

大分県中津市大字万田６０９－１

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上） 雇用・労災・健

康・厚生

ネイリスト業務経験 
※未経験の方も応募
可（教育システムあ

雇用・労災・健
康・厚生

アイリスト業務経験 
※未経験の方も応募
可（教育システムあネイリスト 不問 ＬＵＣＵＲ．ｇｒｏｕｐ株式会社（Ｇｌ

ｉｍｐｓｅ）
・ネイル業務全般を通じての技術、接客、サービス
の提供を行います。 
キャリアやブランクなど気にされる方でもご相談の
上、アシスタン 
ト業務からでも行えます。　尚、トータルビュー
ティサロンなので 
、着付・メイク・ブライダル・アイラッシュ・ネイ
ル・脱毛・エス 

月他

不問

アイリスト 不問 ＬＵＣＵＲ．ｇｒｏｕｐ株式会社（Ｇｌ
ｉｍｐｓｅ）

○アイリスト業務全般の接客、サービスの提供を行
います。 
キャリアやブランクなど気にされる方でもご相談の
上、マニュア ル業務からでも行えます。 
尚、トータルビューティサロンにて、着付・メイ
ク・ブライダル ・アイラッシュ・ネイル・脱毛・エ
ステなどの特性を活かしお客 様にご提供出来るよう
業務を行なっています。（希望者） 

月他 美容師

不問 大分県中津市大字万田６０９－１

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

大分県中津市大字万田６０９－１

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上） 又は9時00分～18時30分の

間の6時間以上
労災

雇用・労災・健
康・厚生

事務員　経験

スタイリスト（パート） 不問 ＬＵＣＵＲ．ｇｒｏｕｐ株式会社（Ｇｌ
ｉｍｐｓｅ）

○美容業全般を通じての技術、接客、サービスの提
供を行います。 
キャリアやブランクなど気にされる方でもご相談の
上、アシスタ ント業務からでも行えます。 
尚、トータルビューティサロンにて、着付・メイ
ク・ブライダル ・アイラッシュ・ネイル・脱毛・エ
ステなどスタイリストの興味 特性を活かしお客様に
ご提供出来るよう業務を行なっています。 

月他 美容師

不問

一般事務員 不問 株式会社　くじめ屋 仕訳・伝票起票・伝票データ入力（パソコン使
用）・売掛残チェック・値札発行・給与計算・各種
保険の手続き・電話対応・来客対応等を行います。
業務は２名体制です。未経験の方も丁寧に指導しま
すので安心して働けます。

日祝他

不問 大分県中津市大字下池永５０番地の６

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

定年を上
限

大分県中津市大字宮夫１７番地

雇用期間の定めなし

大分県中津市大字下池永５０番地の６

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上） 又は10時00分～18時00分

の間の1時間以上
労災

アイリスト　経験

雇用・労災

アイリスト（パート） 不問 株式会社　くじめ屋 店舗内サロンコーナーにて、まつげエクステンショ
ンの施術を行います。接客業務（受付・案内・説明
等）・店内清掃・器具等の洗浄・備品の管理等も行
います。 
未経験者の方には丁寧に指導・研修等を行いますの
で安心して働けます。

日祝他 美容師

不問

ウェブデザインスタッフお
よび事務補助員

64歳以下 ホンダ繊維　株式会社 当社ＨＰのデザイン等の作成（イラストレーター・
フォトショップ使用）・ネットショッピングサイト
のデータ入力を行います。 
また、顧客対応等（メール・ＴＥＬ・受注・発注・
荷造り）を行うことがあります。業務は２人体制に
て行います。その他、空いた時間に事務補助も行い
ます。事務所等の清掃等もあります。

土日祝他

定年を上
限

大分県中津市大字大貞３１６－４１

雇用期間の定めなし

職種 求人者名・所在地・求人番号 仕事の内容 就業時間
休日

加入保険

必要な免許資格
必要な経験
（主な記載）

大分県中津市大字宮夫１７番地 介護職員実務者研修
修了者雇用期間の定めなし

又は9時00分～16時00分の
間の4時間程度

労災

雇用・労災・健
康・厚生

経験者は優遇します 
＊業務上、高齢者と
のコミュニケーショ介護職員（ひだまり・パー

ト）
不問 社会医療法人　玄真堂　（川嶌整形外科

病院）
デイサービス内にて介護業務全般（レクリエーショ
ン支援、食事・入浴・排泄等の介助）を行います。
また、送迎車（社用車／ＡＴ）を運転し利用者の送
迎と乗り降りの介助を行う場合があります。

他 介護福祉士

不問

生活支援員（サービス付き
高齢者向け住宅　ひだま

り）

59歳以下 社会医療法人　玄真堂　（川嶌整形外科
病院）

「サービス付き高年齢者向け住宅　ひだまり」に
て、入居者の生活支援業務を行っていただきます。 
主な業務は、食事の配下膳・洗濯（依頼時のみ）・
隣接法人内医療機関への送迎（徒歩または車椅子介
助）シーツ交換（レンタル受け分のみ）・安否確
認・相談受け・環境整備などです。 
有償サービスにて請け負った身体介助・介護・居室
清掃が時にあります。 

他

TEL ０９７９-２４-８６０９

ハローワーク 中津

（中津公共職業安定所）

この求人情報の主な就業場所

★応募には、ハローワーク発行の「紹介状」が必要です。

＊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箇所 があります。ご了承願います。

＊就業場所は、事業所所在地と異なる場合があります。 必要な資格・経験は、必須以外の場合があります。 普通自動車免許が必要な場合があります。

＊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、「面接済」などの場合、形式的な紹介状の発行は行っておりません。

＊採用等で求人が取消されていたり求人条件が変更されている場合があります。＊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。

令和5年5月18日発行 （次回発行予定日6月15日）
中津市内・宇佐市・上毛町・吉富町・豊前市

＊賃金については、実際の求人票をご確認ください。

ハローワーク
インターネット

サービス
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TEL ０９７９-２４-８６０９

ハローワーク 中津

（中津公共職業安定所）

この求人情報の主な就業場所

★応募には、ハローワーク発行の「紹介状」が必要です。

＊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箇所 があります。ご了承願います。

＊就業場所は、事業所所在地と異なる場合があります。 必要な資格・経験は、必須以外の場合があります。 普通自動車免許が必要な場合があります。

＊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、「面接済」などの場合、形式的な紹介状の発行は行っておりません。

＊採用等で求人が取消されていたり求人条件が変更されている場合があります。＊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。

令和5年5月18日発行 （次回発行予定日6月15日）
中津市内・宇佐市・上毛町・吉富町・豊前市

＊賃金については、実際の求人票をご確認ください。

ハローワーク
インターネット

サービス

(1)11時00分～14時30分

派遣・請負ではない 855円～855円 (2)11時00分～15時30分 （週休二日制）

その他

(従業員数) 20人

パート労働者 2人 なし (求人番号) 44030- 2093431

変形（1年単位）

(1)9時00分～17時00分

派遣・請負ではない 900円～900円 (2)9時00分～16時00分 （週休二日制）

その他

(従業員数) 120人

パート労働者 2人 実費支給（上限あり） (求人番号) 44030- 2109331

変形（1年単位）

(1)8時15分～17時15分

派遣・請負ではない 170,000円～200,000円 （週休二日制）

その他

(従業員数) 23人

正社員 1人 実費支給（上限あり） (求人番号) 44070- 1889631

変形（1年単位）

(1)8時15分～17時15分

派遣・請負ではない 142,831円～142,831円 （週休二日制）

その他

(従業員数) 23人

正社員以外 1人 実費支給（上限あり） (求人番号) 44070- 1890031

変形（1年単位）

(1)8時15分～17時15分

派遣・請負ではない 142,831円～142,831円 （週休二日制）

その他

(従業員数) 23人

正社員以外 1人 実費支給（上限あり） (求人番号) 44070- 1891831

変形（1年単位）

(1)8時15分～17時15分

派遣・請負ではない 142,831円～142,831円 （週休二日制）

その他

(従業員数) 23人

正社員以外 1人 実費支給（上限あり） (求人番号) 44070- 1892231

変形（1年単位）

(1)8時15分～17時15分

派遣・請負ではない 170,000円～200,000円 （週休二日制）

その他

(従業員数) 23人

正社員 1人 実費支給（上限あり） (求人番号) 44070- 1893531

(1)8時30分～13時00分

派遣・請負ではない 1,145円～1,250円 （週休二日制）

毎　週

(従業員数) 290人

パート労働者 1人 実費支給（上限あり） (求人番号) 44070- 1896331

(1)9時15分～16時00分

派遣 900円～900円 （週休二日制）

毎　週

(従業員数) 7人

有期雇用派遣パート 2人 実費支給（上限あり） (求人番号) 44070- 1925431

(1)9時00分～17時00分

派遣・請負ではない 230,000円～340,000円 （週休二日制）

毎　週

(従業員数) 2人

正社員以外 1人 実費支給（上限なし） (求人番号) 40060- 9986831

交替制あり

派遣・請負ではない 250,000円～400,000円 （週休二日制）

毎　週

(従業員数) 6人

正社員以外 1人 実費支給（上限なし） (求人番号) 40060-10002331

交替制あり

派遣・請負ではない 250,000円～400,000円 （週休二日制）

毎　週

(従業員数) 6人

正社員以外 1人 実費支給（上限なし） (求人番号) 40060-10004931

交替制あり

派遣・請負ではない 170,000円～290,000円 （週休二日制）

毎　週

(従業員数) 6人

正社員以外 1人 実費支給（上限なし） (求人番号) 40060-10005131

交替制あり

派遣・請負ではない 250,000円～400,000円 （週休二日制）

毎　週

(従業員数) 8人

正社員以外 1人 実費支給（上限なし） (求人番号) 40060-10010331

交替制あり

派遣・請負ではない 250,000円～400,000円 （週休二日制）

毎　週

(従業員数) 8人

正社員以外 1人 実費支給（上限なし） (求人番号) 40060-10012931

交替制あり

派遣・請負ではない 170,000円～290,000円 （週休二日制）

毎　週

(従業員数) 8人

正社員以外 1人 実費支給（上限なし） (求人番号) 40060-10013131

交替制あり

派遣・請負ではない 250,000円～400,000円 （週休二日制）

毎　週

(従業員数) 7人

正社員以外 1人 実費支給（上限なし） (求人番号) 40060-10024231

福岡県北九州市小倉南区葛原１丁目２番
３５号雇用期間の定めあり（４ヶ

月以上） 又は9時00分～18時30分の
間の7時間程度

雇用・労災・健
康・厚生

児童福祉施設等で５
年以上又は福祉施設
での勤務経験５年以

又は9時00分～18時30分の
間の7時間程度

雇用・労災・健
康・厚生

実務経験あれば尚可 

有期／サービス管理責任者
／中津Ｎ

不問 株式会社　三葉 発達障がいがある児童への療育に関するお仕事にな
ります。 
・子ども達の特性に合わせた個別支援計画の作成及
び管理 
・モニタリング 
・関係機関との連携 
・ご家族への相談支援等 
・地域により学校や保育園、自宅への送迎 

日祝他

不問

有期／児童指導員／中津Ｓ
／発達障がい児指導

不問 株式会社　三葉 発達に障がいを持つ子ども達のサポート及び療育指
導をして頂きます。 
・言語療育を中心とした学習指導（当社独自学習教
材あり） 
・日常生活のサポート 
・ご家族、保護者の方との連携 
・地域により学校や保育所、自宅への送迎（社用
車：軽ＡＴあり） 

日祝他 社会福祉士

不問 福岡県北九州市小倉南区葛原１丁目２番
３５号

精神保健福祉士

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

福岡県北九州市小倉南区葛原１丁目２番
３５号雇用期間の定めあり（４ヶ

月以上） 又は9時00分～18時30分の
間の7時間程度

雇用・労災・健
康・厚生

児童福祉施設等で５
年以上又は福祉施設
での勤務経験５年以

又は9時00分～18時30分の
間の7時間程度

雇用・労災・健
康・厚生

児童福祉施設等で５
年以上又は福祉施設
での勤務経験５年以有期／児童発達支援管理責

任者／中津Ｓ
不問 株式会社　三葉 ＊発達障がいがある児童への療育に関するお仕事に

なります。 
・子ども達の特性に合わせた個別支援計画の作成及
び管理 
・モニタリング 
・関係機関との連携 
・ご家族への相談支援等 
・地域により学校や保育園、自宅への送迎 

日祝他

不問

有期／サービス管理責任者
／中津Ｓ

不問 株式会社　三葉 発達障がいがある児童への療育に関するお仕事にな
ります。 
・子ども達の特性に合わせた個別支援計画の作成及
び管理 
・モニタリング 
・関係機関との連携 
・ご家族への相談支援等 
・地域により学校や保育園、自宅への送迎 

日祝他

不問 福岡県北九州市小倉南区葛原１丁目２番
３５号雇用期間の定めあり（４ヶ

月以上）

福岡県北九州市小倉南区葛原１丁目２番
３５号

精神保健福祉士

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上） 又は9時00分～18時30分の

間の7時間程度
雇用・労災・健
康・厚生

実務経験あれば尚可 

又は9時00分～18時30分の
間の7時間程度

雇用・労災・健
康・厚生

児童福祉施設等で５
年以上又は福祉施設
での勤務経験５年以有期／児童指導員／宇佐／

発達障がい児指導
不問 株式会社　三葉 発達に障がいを持つ子ども達のサポート及び療育指

導をして頂きます。 
・言語療育を中心とした学習指導（当社独自学習教
材あり） 
・日常生活のサポート 
・ご家族、保護者の方との連携 
・地域により学校や保育所、自宅への送迎（社用
車：軽ＡＴあり） 

日祝他 社会福祉士

不問

有期／児童発達支援管理責
任者／宇佐

不問 株式会社　三葉 ＊発達障がいがある児童への療育に関するお仕事に
なります。 
・子ども達の特性に合わせた個別支援計画の作成及
び管理 
・モニタリング 
・関係機関との連携 
・ご家族への相談支援等 
・地域により学校や保育園、自宅への送迎 

日祝他

不問 福岡県北九州市小倉南区葛原１丁目２番
３５号雇用期間の定めあり（４ヶ

月以上）

福岡県北九州市小倉南区葛原１丁目２番
３５号雇用期間の定めあり（４ヶ

月以上） 又は9時00分～18時30分の
間の7時間程度

雇用・労災・健
康・厚生

児童福祉施設等で５
年以上又は福祉施設
での勤務経験５年以

雇用・労災・健
康・厚生

有期／サービス管理責任者
／宇佐

不問 株式会社　三葉 発達障がいがある児童への療育に関するお仕事にな
ります。 
・子ども達の特性に合わせた個別支援計画の作成及
び管理 
・モニタリング 
・関係機関との連携 
・ご家族への相談支援等 
・地域により学校や保育園、自宅への送迎 

日祝他

不問

有期／相談支援専門員／中
津

不問 株式会社　三葉 障がい児相談支援事業所の相談支援専門業務です。 
・障がい児の障がい福祉サービス等の利用計画の作
成 
・利用計画作成後のモニタリング 
・ご家族との面談、相談 
・行政ほか関係機関との連絡、調整 
 
《子育て応援求人》 

日祝他

不問 福岡県北九州市小倉南区葛原１丁目２番
３５号雇用期間の定めあり（４ヶ

月以上）

大分県宇佐市大字法鏡寺２９０－１　服
部第３ビル２０１雇用期間の定めあり（４ヶ

月未満）
雇用・労災

労災

乾燥食品検査作業（宇佐
市）

不問 株式会社　アシスト カップ麺等のカヤクとして使われる、乾燥した野
菜、わかめなどに 異物（ゴミ）などが入ってないか
を検査する作業です。 
 
 

土日他

不問

正看護師（外来） 不問 医療法人　明徳会（佐藤第一病院） 外来にて、医師の指示による看護業務（問診、点滴
処置）を行います。また、電子カルテの入力作業も
あります。

土日祝 看護師

不問 大分県宇佐市大字法鏡寺７７－１

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

大分県宇佐市長洲２９４３

雇用期間の定めなし

雇用・労災・健
康・厚生

雇用・労災・健
康・厚生

食品加工作業員 64歳以下 浜永水産　有限会社 冷凍食品（エビ）の工場内作業となり次の様な業務
をおこなって頂きます。 
・段ボールケースや袋を作業内容に応じて準備 
・製品製造数などの記録及び管理 
・人員が不足している箇所の応援等 
＊重量物はありません。 
＊未経験者についても丁寧に指導しますので、応募
お待ちしております。

日祝他

定年を上
限

食品加工作業員【アルバイ
ト】

64歳以下 浜永水産　有限会社 冷凍食品（エビ）の工場内作業となり次の様な業務
をおこなって頂きます。 
・段ボールケースや袋を作業内容に応じて準備 
・製品製造数などの記録及び管理 
・人員が不足している箇所の応援等 
＊重量物はありません。 
＊未経験者についても丁寧に指導しますので、応募
お待ちしております。

日祝他

定年を上
限

大分県宇佐市長洲２９４３

雇用期間の定めなし

大分県宇佐市長洲２９４３

雇用期間の定めなし

雇用・労災・健
康・厚生

雇用・労災・健
康・厚生

水産加工員【アルバイト】 64歳以下 浜永水産　有限会社 工場内での水産加工作業を行います。 
・冷凍食品（えびを主とした魚介全般）の製造 
・冷凍された原材料を目視コンベアにて異物選別 
・異物選別された原料を凍結機に投入し、凍結機か
ら出てきた製品　をコンテナで受け入れる 
・製品の計量、包装、箱入れ 
 
＊未経験者についても丁寧に指導しますので、ご応

日祝他

定年を上
限

作業員（冷凍食品）【アル
バイト】

64歳以下 浜永水産　有限会社 主に原料（えび等）及び冷凍製品の荷下ろしや、運
搬作業を行います。作業には、２ｔ保冷車やトラッ
クを使用します。エリアは大分県内となります。ま
た、フォークリフト（リーチ式）を使用し、冷凍庫
内の荷物の移動も行います。 
＊フォークリフト資格がない方は、入社後資格取得
をしていただきます。 
 

日祝他 フォークリフト運転
技能者

定年を上
限

大分県宇佐市長洲２９４３

雇用期間の定めなし

大分県宇佐市長洲２９４３

雇用期間の定めなし

雇用・労災・健
康・厚生

雇用・労災・健
康・厚生

作業員（冷凍製品） 64歳以下 浜永水産　有限会社 主に原料（えび等）及び冷凍製品の荷下ろしや、運
搬作業を行います。作業には、２ｔ保冷車やトラッ
クを使用します。エリアは大分県内です。また、
フォークリフト（リーチ式）を使用し、冷凍庫内の
荷物の移動も行います。 
＊フォークリフト資格がない方は、入社後資格取得
をしていただきます。 
 

日祝他 フォークリフト運転
技能者

定年を上
限

ブレーカー組立作業員
（パート）

不問 株式会社　耶馬溪製作所 ブレーカー部品の組付・配線作業（手作業），シー
ル貼り付け， 検査作業（キズや不具合がないか等の
目視検査）を行っていただきます。 
作業は立位作業となります。 
（ライン作業ではありません） 

日祝他

不問 大分県中津市耶馬溪町大字戸原１０７３
－１雇用期間の定めあり（４ヶ

月以上）

大分県中津市大字蛎瀬６５５番地２

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

労災

宅配員（ルート宅配） 不問 株式会社　くらや 中津市内のお客様に夕食をお届けするお仕事です。 
効率的にお届けできるルート表を事務所が用意しま
す。 
ルート表の順番で、１日に２０～５０件程のお客様
に夕食をお届けします。その際、一部のお客様には
安否確認もします。 
また、ルートを覚えるまでも係員が同乗するので安
心です。 

日祝他

不問
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年齢

制限事由 賃金・通勤手当

採用人数

職種 求人者名・所在地・求人番号 仕事の内容 就業時間
休日

加入保険

必要な免許資格
必要な経験
（主な記載）

TEL ０９７９-２４-８６０９

ハローワーク 中津

（中津公共職業安定所）

この求人情報の主な就業場所

★応募には、ハローワーク発行の「紹介状」が必要です。

＊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箇所 があります。ご了承願います。

＊就業場所は、事業所所在地と異なる場合があります。 必要な資格・経験は、必須以外の場合があります。 普通自動車免許が必要な場合があります。

＊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、「面接済」などの場合、形式的な紹介状の発行は行っておりません。

＊採用等で求人が取消されていたり求人条件が変更されている場合があります。＊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。

令和5年5月18日発行 （次回発行予定日6月15日）
中津市内・宇佐市・上毛町・吉富町・豊前市

＊賃金については、実際の求人票をご確認ください。

ハローワーク
インターネット

サービス

交替制あり

派遣・請負ではない 250,000円～400,000円 （週休二日制）

毎　週

(従業員数) 7人

正社員以外 1人 実費支給（上限なし） (求人番号) 40060-10029631

交替制あり

派遣・請負ではない 170,000円～290,000円 （週休二日制）

毎　週

(従業員数) 7人

正社員以外 1人 実費支給（上限なし） (求人番号) 40060-10035731

交替制あり

派遣・請負ではない 250,000円～400,000円 （週休二日制）

毎　週

(従業員数) 5人

正社員以外 1人 実費支給（上限なし） (求人番号) 40060-10036331

交替制あり

派遣・請負ではない 250,000円～400,000円 （週休二日制）

毎　週

(従業員数) 5人

正社員以外 1人 実費支給（上限なし） (求人番号) 40060-10039131

交替制あり

派遣・請負ではない 170,000円～290,000円 （週休二日制）

毎　週

(従業員数) 5人

正社員以外 1人 実費支給（上限なし） (求人番号) 40060-10042531

交替制あり

(1)13時00分～18時00分

派遣・請負ではない 1,050円～1,550円 (2)14時00分～18時00分 （週休二日制）

その他

(従業員数) 6人

パート労働者 1人 実費支給（上限なし） (求人番号) 40060-10057031

交替制あり

(1)13時00分～17時00分

派遣・請負ではない 1,200円～1,700円 (2)14時00分～18時00分 （週休二日制）

その他

(従業員数) 6人

パート労働者 1人 実費支給（上限なし） (求人番号) 40060-10059231

交替制あり

派遣・請負ではない 190,000円～300,000円 （週休二日制）

毎　週

(従業員数) 7人

正社員以外 1人 実費支給（上限なし） (求人番号) 40060-10117631

交替制あり

派遣・請負ではない 220,000円～330,000円 （週休二日制）

毎　週

(従業員数) 7人

正社員以外 1人 実費支給（上限なし） (求人番号) 40060-10118931

交替制あり

派遣・請負ではない 190,000円～300,000円 （週休二日制）

毎　週

(従業員数) 8人

正社員以外 1人 実費支給（上限なし） (求人番号) 40060-10120831

交替制あり

派遣・請負ではない 220,000円～330,000円 （週休二日制）

毎　週

(従業員数) 8人

正社員以外 1人 実費支給（上限なし） (求人番号) 40060-10123431

交替制あり

派遣・請負ではない 220,000円～330,000円 （週休二日制）

毎　週

(従業員数) 5人

正社員以外 1人 実費支給（上限なし） (求人番号) 40060-10125331

交替制あり

派遣・請負ではない 190,000円～300,000円 （週休二日制）

毎　週

(従業員数) 5人

正社員以外 1人 実費支給（上限なし） (求人番号) 40060-10127931

交替制あり

派遣・請負ではない 220,000円～330,000円 （週休二日制）

毎　週

(従業員数) 6人

正社員以外 1人 実費支給（上限なし） (求人番号) 40060-10142631

交替制あり

派遣・請負ではない 190,000円～300,000円 （週休二日制）

毎　週

(従業員数) 6人

正社員以外 1人 実費支給（上限なし） (求人番号) 40060-10143931

派遣・請負ではない 900円～1,500円 （週休二日制）

毎　週

(従業員数) 21人

パート労働者 3人 一定額 (求人番号) 44030- 2072031

交替制あり

(1)13時00分～17時00分

派遣・請負ではない 1,200円～1,700円 (2)14時00分～18時00分 （週休二日制）

その他

(従業員数) 8人

パート労働者 1人 実費支給（上限なし） (求人番号) 40060- 9590231
又は13時00分～18時00分 労災

保育士／吉富Ｋ／発達に障
がいのある児童指導／築上

郡

不問 株式会社　三葉 発達に障がいを持つ子ども達のサポート及び療育指
導をして頂きます。 
・言語療育を中心とした学習指導（当社独自学習教
材あり） 
・日常生活のサポート 
・ご家族、保護者の方との連携 
・地域により学校や保育所、自宅への送迎（社用
車：軽ＡＴあり） 

日祝他 保育士

不問 福岡県北九州市小倉南区葛原１丁目２番
３５号雇用期間の定めあり（４ヶ

月以上）

大分県中津市大字万田６０９－１

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上） 又は9時00分～18時30分の

間の6時間程度
労災

経験あれば優遇 
※未経験の方も応募
可（教育システムあ

又は9時00分～18時30分の
間の7時間程度

雇用・労災・健
康・厚生

アシスタント（パート） 不問 ＬＵＣＵＲ．ｇｒｏｕｐ株式会社（Ｇｌ
ｉｍｐｓｅ）

美容業全般を通じての技術、接客、サービスの提供
を行います。 
キャリアやブランクなど気にされる方でもご相談の
上、アシスタン 
ト業務からでも行えます。尚、トータルビューティ
サロンにて、着付・メイク・ブライダル・アイラッ
シュ・ネイル・脱毛・エステなどスタイリストの興
味特性を活かしお客様にご提供出来るよう業務を行

他

不問

有期／保育士／宇佐／発達
障がい児指導

不問 株式会社　三葉 発達に障がいを持つ子ども達のサポート及び療育指
導をして頂きます。 
・言語療育を中心とした学習指導（当社独自学習教
材あり） 
・日常生活のサポート 
・ご家族、保護者の方との連携 
・地域により学校や保育所、自宅への送迎（社用
車：軽ＡＴあり） 

日祝他 保育士

不問 福岡県北九州市小倉南区葛原１丁目２番
３５号雇用期間の定めあり（４ヶ

月以上）

福岡県北九州市小倉南区葛原１丁目２番
３５号雇用期間の定めあり（４ヶ

月以上） 又は9時00分～18時30分の
間の7時間程度

雇用・労災・健
康・厚生

保育所・児童福祉事
業での実務経験５年
以上

又は9時00分～18時30分の
間の7時間程度

雇用・労災・健
康・厚生

有期／保育士実務／宇佐／
発達障がい児指導

不問 株式会社　三葉 発達に障がいを持つ子ども達のサポート及び療育指
導をして頂きます。 
・言語療育を中心とした学習指導（当社独自学習教
材あり） 
・日常生活のサポート 
・ご家族、保護者の方との連携 
・地域により学校や保育所、自宅への送迎（社用
車：軽ＡＴあり） 

日祝他 保育士

不問

有期／保育士／中津／発達
障がい児指導

不問 株式会社　三葉 発達に障がいを持つ子ども達のサポート及び療育指
導をして頂きます。 
・言語療育を中心とした学習指導（当社独自学習教
材あり） 
・日常生活のサポート 
・ご家族、保護者の方との連携 
・地域により学校や保育所、自宅への送迎（社用
車：軽ＡＴあり） 

日祝他 保育士

不問 福岡県北九州市小倉南区葛原１丁目２番
３５号雇用期間の定めあり（４ヶ

月以上）

福岡県北九州市小倉南区葛原１丁目２番
３５号雇用期間の定めあり（４ヶ

月以上） 又は9時00分～18時30分の
間の7時間程度

雇用・労災・健
康・厚生

保育所・児童福祉事
業での実務経験５年
以上

又は9時00分～18時30分の
間の7時間程度

雇用・労災・健
康・厚生

保育所・児童福祉事
業での実務経験５年
以上有期／保育士実務／中津／

発達障がい児指導
不問 株式会社　三葉 発達に障がいを持つ子ども達のサポート及び療育指

導をして頂きます。 
・言語療育を中心とした学習指導（当社独自学習教
材あり） 
・日常生活のサポート 
・ご家族、保護者の方との連携 
・地域により学校や保育所、自宅への送迎（社用
車：軽ＡＴあり） 

日祝他 保育士

不問

有期／保育士実務／中津Ｓ
／発達障がい児指導

不問 株式会社　三葉 発達に障がいを持つ子ども達のサポート及び療育指
導をして頂きます。 
・言語療育を中心とした学習指導（当社独自学習教
材あり） 
・日常生活のサポート 
・ご家族、保護者の方との連携 
・地域により学校や保育所、自宅への送迎（社用
車：軽ＡＴあり） 

日祝他 保育士

不問 福岡県北九州市小倉南区葛原１丁目２番
３５号雇用期間の定めあり（４ヶ

月以上）

福岡県北九州市小倉南区葛原１丁目２番
３５号雇用期間の定めあり（４ヶ

月以上） 又は9時00分～18時30分の
間の7時間程度

雇用・労災・健
康・厚生

又は9時00分～18時30分の
間の7時間程度

雇用・労災・健
康・厚生

保育所・児童福祉事
業での実務経験５年
以上有期／保育士／中津Ｓ／発

達障がい児指導
不問 株式会社　三葉 発達に障がいを持つ子ども達のサポート及び療育指

導をして頂きます。 
・言語療育を中心とした学習指導（当社独自学習教
材あり） 
・日常生活のサポート 
・ご家族、保護者の方との連携 
・地域により学校や保育所、自宅への送迎（社用
車：軽ＡＴあり） 

日祝他 保育士

不問

有期／保育士実務／中津Ｎ
／発達障がい児指導

不問 株式会社　三葉 発達に障がいを持つ子ども達のサポート及び療育指
導をして頂きます。 
・言語療育を中心とした学習指導（当社独自学習教
材あり） 
・日常生活のサポート 
・ご家族、保護者の方との連携 
・地域により学校や保育所、自宅への送迎（社用
車：軽ＡＴあり） 

日祝他 保育士

不問 福岡県北九州市小倉南区葛原１丁目２番
３５号雇用期間の定めあり（４ヶ

月以上）

福岡県北九州市小倉南区葛原１丁目２番
３５号雇用期間の定めあり（４ヶ

月以上） 又は9時00分～18時30分の
間の7時間程度

雇用・労災・健
康・厚生

又は13時00分～18時00分 労災

有期／保育士／中津Ｎ／発
達障がい児指導

不問 株式会社　三葉 発達に障がいを持つ子ども達のサポート及び療育指
導をして頂きます。 
・言語療育を中心とした学習指導（当社独自学習教
材あり） 
・日常生活のサポート 
・ご家族、保護者の方との連携 
・地域により学校や保育所、自宅への送迎（社用
車：軽ＡＴあり） 

日祝他 保育士

不問

保育士／宇佐／発達障がい
児指導

不問 株式会社　三葉 発達に障がいを持つ子ども達のサポート及び療育指
導をして頂きます。 
・言語療育を中心とした学習指導（当社独自学習教
材あり） 
・日常生活のサポート 
・ご家族、保護者の方との連携 
・地域により学校や保育所、自宅への送迎（社用
車：軽ＡＴあり） 

日祝他 保育士

不問 福岡県北九州市小倉南区葛原１丁目２番
３５号雇用期間の定めあり（４ヶ

月以上）

福岡県北九州市小倉南区葛原１丁目２番
３５号

精神保健福祉士

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

労災

又は9時00分～18時30分の
間の7時間程度

雇用・労災・健
康・厚生

実務経験あれば尚可

児童指導員／宇佐／発達障
がい児指導

不問 株式会社　三葉 発達に障がいを持つ子ども達のサポート及び療育指
導をして頂きます。 
・言語療育を中心とした学習指導（当社独自学習教
材あり） 
・日常生活のサポート 
・ご家族、保護者の方との連携 
・地域により学校や保育所、自宅への送迎（社用
車：軽ＡＴあり） 

日祝他 社会福祉士

不問

有期／児童指導員／中津／
発達障がい児指導

不問 株式会社　三葉 発達に障がいを持つ子ども達のサポート及び療育指
導をして頂きます。 
・言語療育を中心とした学習指導（当社独自学習教
材あり） 
・日常生活のサポート 
・ご家族、保護者の方との連携 
・地域により学校や保育所、自宅への送迎（社用
車：軽ＡＴあり） 

日祝他 社会福祉士

不問 福岡県北九州市小倉南区葛原１丁目２番
３５号

精神保健福祉士

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

福岡県北九州市小倉南区葛原１丁目２番
３５号雇用期間の定めあり（４ヶ

月以上） 又は9時00分～18時30分の
間の7時間程度

雇用・労災・健
康・厚生

児童福祉施設等で５
年以上又は福祉施設
での勤務経験５年以

又は9時00分～18時30分の
間の7時間程度

雇用・労災・健
康・厚生

児童福祉施設等で５
年以上又は福祉施設
での勤務経験５年以有期／児童発達支援管理責

任者／中津
不問 株式会社　三葉 発達障がいがある児童への療育に関するお仕事にな

ります。 
・子ども達の特性に合わせた個別支援計画の作成及
び管理 
・モニタリング 
・関係機関との連携 
・ご家族への相談支援等 
・地域により学校や保育園、自宅への送迎 

日祝他

不問

有期／サービス管理責任者
／中津

不問 株式会社　三葉 発達障がいがある児童への療育に関するお仕事にな
ります。 
・子ども達の特性に合わせた個別支援計画の作成及
び管理 
・モニタリング 
・関係機関との連携 
・ご家族への相談支援等 
・地域により学校や保育園、自宅への送迎 

日祝他

不問 福岡県北九州市小倉南区葛原１丁目２番
３５号雇用期間の定めあり（４ヶ

月以上）

福岡県北九州市小倉南区葛原１丁目２番
３５号

精神保健福祉士

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上） 又は9時00分～18時30分の

間の7時間程度
雇用・労災・健
康・厚生

実務経験あれば尚可 

又は9時00分～18時30分の
間の7時間程度

雇用・労災・健
康・厚生

児童福祉施設等で５
年以上又は福祉施設
での勤務経験５年以有期／児童指導員／中津Ｎ

／発達障がい児指導
不問 株式会社　三葉 発達に障がいを持つ子ども達のサポート及び療育指

導をして頂きます。 
・言語療育を中心とした学習指導（当社独自学習教
材あり） 
・日常生活のサポート 
・ご家族、保護者の方との連携 
・地域により学校や保育所、自宅への送迎（社用
車：軽ＡＴあり） 

日祝他 社会福祉士

不問

有期／児童発達支援管理責
任者／中津Ｎ

不問 株式会社　三葉 ＊発達障がいがある児童への療育に関するお仕事に
なります。 
・子ども達の特性に合わせた個別支援計画の作成及
び管理 
・モニタリング 
・関係機関との連携 
・ご家族への相談支援等 
・地域により学校や保育園、自宅への送迎 

日祝他

不問 福岡県北九州市小倉南区葛原１丁目２番
３５号雇用期間の定めあり（４ヶ

月以上）
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年齢

制限事由 賃金・通勤手当

採用人数

職種 求人者名・所在地・求人番号 仕事の内容 就業時間
休日

加入保険

必要な免許資格
必要な経験
（主な記載）

TEL ０９７９-２４-８６０９

ハローワーク 中津

（中津公共職業安定所）

この求人情報の主な就業場所

★応募には、ハローワーク発行の「紹介状」が必要です。

＊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箇所 があります。ご了承願います。

＊就業場所は、事業所所在地と異なる場合があります。 必要な資格・経験は、必須以外の場合があります。 普通自動車免許が必要な場合があります。

＊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、「面接済」などの場合、形式的な紹介状の発行は行っておりません。

＊採用等で求人が取消されていたり求人条件が変更されている場合があります。＊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。

令和5年5月18日発行 （次回発行予定日6月15日）
中津市内・宇佐市・上毛町・吉富町・豊前市

＊賃金については、実際の求人票をご確認ください。

ハローワーク
インターネット

サービス

交替制あり

(1)13時00分～17時00分

派遣・請負ではない 1,500円～2,000円 (2)14時00分～18時00分 （週休二日制）

その他

(従業員数) 8人

パート労働者 1人 実費支給（上限なし） (求人番号) 40060- 9592431

交替制あり

(1)13時00分～18時00分

派遣・請負ではない 1,050円～1,550円 (2)14時00分～18時00分 （週休二日制）

その他

(従業員数) 8人

パート労働者 1人 実費支給（上限なし） (求人番号) 40060- 9593731

交替制あり

(1)13時00分～17時00分

派遣・請負ではない 1,500円～2,000円 (2)14時00分～18時00分 （週休二日制）

その他

(従業員数) 5人

パート労働者 1人 実費支給（上限なし） (求人番号) 40060- 9594331

交替制あり

(1)14時00分～18時00分

派遣・請負ではない 1,800円～2,300円 (2)13時00分～18時00分 （週休二日制）

その他

(従業員数) 5人

パート労働者 2人 実費支給（上限なし） (求人番号) 40060- 9595631

交替制あり

(1)14時00分～18時00分

派遣・請負ではない 1,800円～2,300円 (2)13時00分～18時00分 （週休二日制）

その他

(従業員数) 5人

パート労働者 1人 実費支給（上限なし） (求人番号) 40060- 9596931

交替制あり

(1)13時00分～17時00分

派遣・請負ではない 1,500円～2,000円 (2)14時00分～18時00分 （週休二日制）

その他

(従業員数) 7人

パート労働者 1人 実費支給（上限なし） (求人番号) 40060- 9597131

交替制あり

(1)14時00分～18時00分

派遣・請負ではない 1,800円～2,300円 (2)13時00分～18時00分 （週休二日制）

その他

(従業員数) 7人

パート労働者 1人 実費支給（上限なし） (求人番号) 40060- 9598031

交替制あり

(1)14時00分～18時00分

派遣・請負ではない 1,800円～2,300円 (2)13時00分～18時00分 （週休二日制）

その他

(従業員数) 7人

パート労働者 2人 実費支給（上限なし） (求人番号) 40060- 9599831

交替制あり

(1)13時00分～17時00分

派遣・請負ではない 1,500円～2,000円 (2)14時00分～18時00分 （週休二日制）

その他

(従業員数) 8人

パート労働者 1人 実費支給（上限なし） (求人番号) 40060- 9600931

交替制あり

(1)14時00分～18時00分

派遣・請負ではない 1,800円～2,300円 (2)13時00分～18時00分 （週休二日制）

その他

(従業員数) 8人

パート労働者 1人 実費支給（上限なし） (求人番号) 40060- 9602031

交替制あり

(1)14時00分～18時00分

派遣・請負ではない 1,800円～2,300円 (2)13時00分～18時00分 （週休二日制）

その他

(従業員数) 8人

パート労働者 2人 実費支給（上限なし） (求人番号) 40060- 9603831

交替制あり

(1)13時00分～17時00分

派遣・請負ではない 1,500円～2,000円 (2)14時00分～18時00分 （週休二日制）

その他

(従業員数) 6人

パート労働者 1人 実費支給（上限なし） (求人番号) 40060- 9605531

交替制あり

派遣・請負ではない 190,000円～300,000円 （週休二日制）

毎　週

(従業員数) 8人

正社員 1人 実費支給（上限なし） (求人番号) 40060- 9606431

交替制あり

(1)14時00分～18時00分

派遣・請負ではない 1,800円～2,300円 (2)13時00分～18時00分 （週休二日制）

その他

(従業員数) 6人

パート労働者 1人 実費支給（上限なし） (求人番号) 40060- 9607731

交替制あり

(1)14時00分～18時00分

派遣・請負ではない 1,800円～2,300円 (2)13時00分～18時00分 （週休二日制）

その他

(従業員数) 6人

パート労働者 2人 実費支給（上限なし） (求人番号) 40060- 9608331

交替制あり

派遣・請負ではない 220,000円～330,000円 （週休二日制）

毎　週

(従業員数) 8人

正社員 1人 実費支給（上限なし） (求人番号) 40060- 9612231

交替制あり

派遣・請負ではない 220,000円～330,000円 （週休二日制）

毎　週

(従業員数) 6人

正社員 1人 実費支給（上限なし） (求人番号) 40060- 9617631

福岡県北九州市小倉南区葛原１丁目２番
３５号雇用期間の定めなし

又は9時00分～18時30分の
間の7時間程度

雇用・労災・健
康・厚生

保育所・児童福祉事
業での実務経験５年
以上

又は9時00分～18時30分の
間の7時間程度

雇用・労災・健
康・厚生

保育所・児童福祉事
業での実務経験５年
以上保育士実務／宇佐／発達障

がい児指導
69歳以下 株式会社　三葉 発達に障がいを持つ子ども達のサポート及び療育指

導をして頂きます。 
・言語療育を中心とした学習指導（当社独自学習教
材あり） 
・日常生活のサポート 
・ご家族、保護者の方との連携 
・地域により学校や保育所、自宅への送迎（社用
車：軽ＡＴあり） 

日祝他 保育士

定年を上
限

保育士実務／中津Ｓ／発達
障がい児指導

69歳以下 株式会社　三葉 発達に障がいを持つ子ども達のサポート及び療育指
導をして頂きます。 
・言語療育を中心とした学習指導（当社独自学習教
材あり） 
・日常生活のサポート 
・ご家族、保護者の方との連携 
・地域により学校や保育所、自宅への送迎（社用
車：軽ＡＴあり） 

日祝他 保育士

定年を上
限

福岡県北九州市小倉南区葛原１丁目２番
３５号雇用期間の定めなし

福岡県北九州市小倉南区葛原１丁目２番
３５号

理学療法士

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

労災

労災

作業・理学／宇佐／発達障
がい児指導

不問 株式会社　三葉 発達に障がいを持つ子ども達のサポート及び療育指
導をして頂きます。 
・言語療育を中心とした学習指導（当社独自学習教
材あり） 
・日常生活のサポート 
・ご家族、保護者の方との連携 
・地域により学校や保育所、自宅への送迎（社用
車：軽ＡＴあり） 

日祝他 作業療法士

不問

言語／宇佐／発達障がい児
指導

不問 株式会社　三葉 発達に障がいを持つ子ども達のサポート及び療育指
導をして頂きます。 
・言語療育を中心とした学習指導（当社独自学習教
材あり） 
・日常生活のサポート 
・ご家族、保護者の方との連携 
・地域により学校や保育所、自宅への送迎（社用
車：軽ＡＴあり） 

日祝他 言語聴覚士

不問 福岡県北九州市小倉南区葛原１丁目２番
３５号雇用期間の定めあり（４ヶ

月以上）

福岡県北九州市小倉南区葛原１丁目２番
３５号雇用期間の定めなし

又は9時00分～18時30分の
間の7時間程度

雇用・労災・健
康・厚生

又は13時00分～18時00分 労災
保育所・児童福祉事
業での実務経験５年
以上（必須）保育士／中津Ｓ／発達障が

い児指導
69歳以下 株式会社　三葉 発達に障がいを持つ子ども達のサポート及び療育指

導をして頂きます。 
・言語療育を中心とした学習指導（当社独自学習教
材あり） 
・日常生活のサポート 
・ご家族、保護者の方との連携 
・地域により学校や保育所、自宅への送迎（社用
車：軽ＡＴあり） 

日祝他 保育士

定年を上
限

保育士実務／宇佐／発達障
がい児指導

不問 株式会社　三葉 発達に障がいを持つ子ども達のサポート及び療育指
導をして頂きます。 
・言語療育を中心とした学習指導（当社独自学習教
材あり） 
・日常生活のサポート 
・ご家族、保護者の方との連携 
・地域により学校や保育所、自宅への送迎（社用
車：軽ＡＴあり） 

日祝他 保育士

不問 福岡県北九州市小倉南区葛原１丁目２番
３５号雇用期間の定めあり（４ヶ

月以上）

福岡県北九州市小倉南区葛原１丁目２番
３５号

理学療法士

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

労災

労災

作業・理学／中津Ｓ／発達
に障がいのある児童指導

不問 株式会社　三葉 発達に障がいを持つ子ども達のサポート及び療育指
導をして頂きます。 
・言語療育を中心とした学習指導（当社独自学習教
材あり） 
・日常生活のサポート 
・ご家族、保護者の方との連携 
・地域により学校や保育所、自宅への送迎（社用
車：軽ＡＴあり） 

日祝他 作業療法士

不問

言語／中津Ｓ／発達に障が
いのある児童指導

不問 株式会社　三葉 発達に障がいを持つ子ども達のサポート及び療育指
導をして頂きます。 
・言語療育を中心とした学習指導（当社独自学習教
材あり） 
・日常生活のサポート 
・ご家族、保護者の方との連携 
・地域により学校や保育所、自宅への送迎（社用
車：軽ＡＴあり） 

日祝他 言語聴覚士

不問 福岡県北九州市小倉南区葛原１丁目２番
３５号雇用期間の定めあり（４ヶ

月以上）

福岡県北九州市小倉南区葛原１丁目２番
３５号雇用期間の定めあり（４ヶ

月以上）
又は13時00分～18時00分 労災

保育所・児童福祉事
業での実務経験５年
以上（必須）

労災

保育士実務／中津Ｓ／発達
に障がいのある児童指導

不問 株式会社　三葉 発達に障がいを持つ子ども達のサポート及び療育指
導をして頂きます。 
・言語療育を中心とした学習指導（当社独自学習教
材あり） 
・日常生活のサポート 
・ご家族、保護者の方との連携 
・地域により学校や保育所、自宅への送迎（社用
車：軽ＡＴあり） 

日祝他 保育士

不問

作業・理学／中津Ｎ／発達
に障がいのある児童指導

不問 株式会社　三葉 発達に障がいを持つ子ども達のサポート及び療育指
導をして頂きます。 
・言語療育を中心とした学習指導（当社独自学習教
材あり） 
・日常生活のサポート 
・ご家族、保護者の方との連携 
・地域により学校や保育所、自宅への送迎（社用
車：軽ＡＴあり） 

日祝他 作業療法士

不問 福岡県北九州市小倉南区葛原１丁目２番
３５号

理学療法士

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

福岡県北九州市小倉南区葛原１丁目２番
３５号雇用期間の定めあり（４ヶ

月以上）
労災

又は13時00分～18時00分 労災
保育所・児童福祉事
業での実務経験５年
以上（必須）言語／中津Ｎ／発達に障が

いのある児童指導
不問 株式会社　三葉 発達に障がいを持つ子ども達のサポート及び療育指

導をして頂きます。 
・言語療育を中心とした学習指導（当社独自学習教
材あり） 
・日常生活のサポート 
・ご家族、保護者の方との連携 
・地域により学校や保育所、自宅への送迎（社用
車：軽ＡＴあり） 

日祝他 言語聴覚士

不問

保育士実務／中津Ｎ／発達
に障がいのある児童指導

不問 株式会社　三葉 発達に障がいを持つ子ども達のサポート及び療育指
導をして頂きます。 
・言語療育を中心とした学習指導（当社独自学習教
材あり） 
・日常生活のサポート 
・ご家族、保護者の方との連携 
・地域により学校や保育所、自宅への送迎（社用
車：軽ＡＴあり） 

日祝他 保育士

不問 福岡県北九州市小倉南区葛原１丁目２番
３５号雇用期間の定めあり（４ヶ

月以上）

福岡県北九州市小倉南区葛原１丁目２番
３５号雇用期間の定めあり（４ヶ

月以上）
労災

労災

言語／中津／発達に障がい
のある児童指導

不問 株式会社　三葉 発達に障がいを持つ子ども達のサポート及び療育指
導をして頂きます。 
・言語療育を中心とした学習指導（当社独自学習教
材あり） 
・日常生活のサポート 
・ご家族、保護者の方との連携 
・地域により学校や保育所、自宅への送迎（社用
車：軽ＡＴあり） 

日祝他 言語聴覚士

不問

作業・理学／中津／発達に
障がいのある児童指導

不問 株式会社　三葉 発達に障がいを持つ子ども達のサポート及び療育指
導をして頂きます。 
・言語療育を中心とした学習指導（当社独自学習教
材あり） 
・日常生活のサポート 
・ご家族、保護者の方との連携 
・地域により学校や保育所、自宅への送迎（社用
車：軽ＡＴあり） 

日祝他 作業療法士

不問 福岡県北九州市小倉南区葛原１丁目２番
３５号

理学療法士

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

福岡県北九州市小倉南区葛原１丁目２番
３５号雇用期間の定めあり（４ヶ

月以上）
又は13時00分～18時00分 労災

保育所・児童福祉事
業での実務経験５年
以上（必須）

労災

保育士実務／中津／発達に
障がいのある児童指導

不問 株式会社　三葉 発達に障がいを持つ子ども達のサポート及び療育指
導をして頂きます。 
・言語療育を中心とした学習指導（当社独自学習教
材あり） 
・日常生活のサポート 
・ご家族、保護者の方との連携 
・地域により学校や保育所、自宅への送迎（社用
車：軽ＡＴあり） 

日祝他 保育士

不問

児童指導員／吉富Ｋ／発達
に障がいのある児童指導／

築上郡

不問 株式会社　三葉 発達に障がいを持つ子ども達のサポート及び療育指
導をして頂きます。 
・言語療育を中心とした学習指導（当社独自学習教
材あり） 
・日常生活のサポート 
・ご家族、保護者の方との連携 
・地域により学校や保育所、自宅への送迎（社用
車：軽ＡＴあり） 

日祝他 社会福祉士

不問 福岡県北九州市小倉南区葛原１丁目２番
３５号

精神保健福祉士

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

福岡県北九州市小倉南区葛原１丁目２番
３５号雇用期間の定めあり（４ヶ

月以上）
又は13時00分～18時00分 労災

保育所・児童福祉事
業での実務経験５年
以上（必須）

保育士実務／吉富Ｋ／発達
に障がいのある児童指導／

築上郡

不問 株式会社　三葉 発達に障がいを持つ子ども達のサポート及び療育指
導をして頂きます。 
・言語療育を中心とした学習指導（当社独自学習教
材あり） 
・日常生活のサポート 
・ご家族、保護者の方との連携 
・地域により学校や保育所、自宅への送迎（社用
車：軽ＡＴあり） 

日祝他 保育士

不問
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年齢

制限事由 賃金・通勤手当

採用人数

職種 求人者名・所在地・求人番号 仕事の内容 就業時間
休日

加入保険

必要な免許資格
必要な経験
（主な記載）

TEL ０９７９-２４-８６０９

ハローワーク 中津

（中津公共職業安定所）

この求人情報の主な就業場所

★応募には、ハローワーク発行の「紹介状」が必要です。

＊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箇所 があります。ご了承願います。

＊就業場所は、事業所所在地と異なる場合があります。 必要な資格・経験は、必須以外の場合があります。 普通自動車免許が必要な場合があります。

＊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、「面接済」などの場合、形式的な紹介状の発行は行っておりません。

＊採用等で求人が取消されていたり求人条件が変更されている場合があります。＊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。

令和5年5月18日発行 （次回発行予定日6月15日）
中津市内・宇佐市・上毛町・吉富町・豊前市

＊賃金については、実際の求人票をご確認ください。

ハローワーク
インターネット

サービス

交替制あり

派遣・請負ではない 190,000円～300,000円 （週休二日制）

毎　週

(従業員数) 6人

正社員 1人 実費支給（上限なし） (求人番号) 40060- 9618931

交替制あり

派遣・請負ではない 220,000円～330,000円 （週休二日制）

毎　週

(従業員数) 6人

正社員 1人 実費支給（上限なし） (求人番号) 40060- 9619131

交替制あり

派遣・請負ではない 220,000円～330,000円 （週休二日制）

毎　週

(従業員数) 7人

正社員 1人 実費支給（上限なし） (求人番号) 40060- 9621231

交替制あり

派遣・請負ではない 190,000円～300,000円 （週休二日制）

毎　週

(従業員数) 7人

正社員 1人 実費支給（上限なし） (求人番号) 40060- 9622531

交替制あり

派遣・請負ではない 250,000円～400,000円 （週休二日制）

毎　週

(従業員数) 6人

正社員 1人 実費支給（上限なし） (求人番号) 40060- 9629031

交替制あり

派遣・請負ではない 250,000円～400,000円 （週休二日制）

毎　週

(従業員数) 6人

正社員 1人 実費支給（上限なし） (求人番号) 40060- 9630531

交替制あり

派遣・請負ではない 170,000円～290,000円 （週休二日制）

毎　週

(従業員数) 6人

正社員 1人 実費支給（上限なし） (求人番号) 40060- 9631431

交替制あり

派遣・請負ではない 170,000円～290,000円 （週休二日制）

毎　週

(従業員数) 8人

正社員 1人 実費支給（上限なし） (求人番号) 40060- 9632731

交替制あり

派遣・請負ではない 250,000円～400,000円 （週休二日制）

毎　週

(従業員数) 8人

正社員 1人 実費支給（上限なし） (求人番号) 40060- 9633331

交替制あり

派遣・請負ではない 250,000円～400,000円 （週休二日制）

毎　週

(従業員数) 8人

正社員 1人 実費支給（上限なし） (求人番号) 40060- 9635931

交替制あり

派遣・請負ではない 250,000円～400,000円 （週休二日制）

毎　週

(従業員数) 7人

正社員 1人 実費支給（上限なし） (求人番号) 40060- 9637031

交替制あり

派遣・請負ではない 170,000円～290,000円 （週休二日制）

毎　週

(従業員数) 5人

正社員 1人 実費支給（上限なし） (求人番号) 40060- 9641331

交替制あり

派遣・請負ではない 250,000円～400,000円 （週休二日制）

毎　週

(従業員数) 5人

正社員 1人 実費支給（上限なし） (求人番号) 40060- 9642631

交替制あり

派遣・請負ではない 250,000円～400,000円 （週休二日制）

毎　週

(従業員数) 5人

正社員 1人 実費支給（上限なし） (求人番号) 40060- 9644131

交替制あり

派遣・請負ではない 240,000円～350,000円 （週休二日制）

毎　週

(従業員数) 5人

正社員以外 1人 実費支給（上限なし） (求人番号) 40060- 9704731

交替制あり

派遣・請負ではない 240,000円～350,000円 （週休二日制）

毎　週

(従業員数) 7人

正社員以外 2人 実費支給（上限なし） (求人番号) 40060- 9721331

交替制あり

派遣・請負ではない 240,000円～350,000円 （週休二日制）

毎　週

(従業員数) 7人

正社員以外 1人 実費支給（上限なし） (求人番号) 40060- 9723931

又は9時00分～18時30分の
間の7時間程度

雇用・労災・健
康・厚生

有期／言語／中津Ｎ／発達
障がい児指導

不問 株式会社　三葉 発達に障がいを持つ子ども達のサポート及び療育指
導をして頂きます。 
・言語療育を中心とした学習指導（当社独自学習教
材あり） 
・日常生活のサポート 
・ご家族、保護者の方との連携 
・地域により学校や保育所、自宅への送迎（社用
車：軽ＡＴあり） 

日祝他 言語聴覚士

不問 福岡県北九州市小倉南区葛原１丁目２番
３５号雇用期間の定めあり（４ヶ

月以上）

福岡県北九州市小倉南区葛原１丁目２番
３５号

理学療法士

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上） 又は9時00分～18時30分の

間の7時間程度
雇用・労災・健
康・厚生

又は9時00分～18時30分の
間の7時間程度

雇用・労災・健
康・厚生

有期／作業・理学／中津Ｎ
／発達障がい児指導

不問 株式会社　三葉 発達に障がいを持つ子ども達のサポート及び療育指
導をして頂きます。 
・言語療育を中心とした学習指導（当社独自学習教
材あり） 
・日常生活のサポート 
・ご家族、保護者の方との連携 
・地域により学校や保育所、自宅への送迎（社用
車：軽ＡＴあり） 

日祝他 作業療法士

不問

有期／言語／中津／発達障
がい児指導

不問 株式会社　三葉 発達に障がいを持つ子ども達のサポート及び療育指
導をして頂きます。 
・言語療育を中心とした学習指導（当社独自学習教
材あり） 
・日常生活のサポート 
・ご家族、保護者の方との連携 
・地域により学校や保育所、自宅への送迎（社用
車：軽ＡＴあり） 

日祝他 言語聴覚士

不問 福岡県北九州市小倉南区葛原１丁目２番
３５号雇用期間の定めあり（４ヶ

月以上）

福岡県北九州市小倉南区葛原１丁目２番
３５号雇用期間の定めなし

又は9時00分～18時30分の
間の7時間程度

雇用・労災・健
康・厚生

児童福祉施設等で５
年以上又は福祉施設
での勤務経験５年以

又は9時00分～18時30分の
間の7時間程度

雇用・労災・健
康・厚生

児童福祉施設等で５
年以上又は福祉施設
での勤務経験５年以サービス管理責任者／中津 69歳以下 株式会社　三葉 発達障がいがある児童への療育に関するお仕事にな

ります。 
・子ども達の特性に合わせた個別支援計画の作成及
び管理 
・モニタリング 
・関係機関との連携 
・ご家族への相談支援等 
・地域により学校や保育園、自宅への送迎 

日祝他

定年を上
限

児童発達支援管理責任者／
中津

69歳以下 株式会社　三葉 発達障がいがある児童への療育に関するお仕事にな
ります。 
・子ども達の特性に合わせた個別支援計画の作成及
び管理 
・モニタリング 
・関係機関との連携 
・ご家族への相談支援等 
・地域により学校や保育園、自宅への送迎 

日祝他

定年を上
限

福岡県北九州市小倉南区葛原１丁目２番
３５号雇用期間の定めなし

福岡県北九州市小倉南区葛原１丁目２番
３５号

精神保健福祉士

雇用期間の定めなし

又は9時00分～18時30分の
間の7時間程度

雇用・労災・健
康・厚生

実務経験あれば尚可 

又は9時00分～18時30分の
間の7時間程度

雇用・労災・健
康・厚生

児童福祉施設等で５
年以上又は福祉施設
での勤務経験５年以児童指導員／中津／発達障

がい児指導
69歳以下 株式会社　三葉 発達に障がいを持つ子ども達のサポート及び療育指

導をして頂きます。 
・言語療育を中心とした学習指導（当社独自学習教
材あり） 
・日常生活のサポート 
・ご家族、保護者の方との連携 
・地域により学校や保育所、自宅への送迎（社用
車：軽ＡＴあり） 

日祝他 社会福祉士

定年を上
限

サービス管理責任者／中津
Ｎ

69歳以下 株式会社　三葉 ＊発達障がいがある児童への療育に関するお仕事に
なります。 
・子ども達の特性に合わせた個別支援計画の作成及
び管理 
・モニタリング 
・関係機関との連携 
・ご家族への相談支援等 
・地域により学校や保育園、自宅への送迎 

日祝他

定年を上
限

福岡県北九州市小倉南区葛原１丁目２番
３５号雇用期間の定めなし

福岡県北九州市小倉南区葛原１丁目２番
３５号雇用期間の定めなし

又は9時00分～18時30分の
間の7時間程度

雇用・労災・健
康・厚生

児童福祉施設等で５
年以上又は福祉施設
での勤務経験５年以

又は9時00分～18時30分の
間の7時間程度

雇用・労災・健
康・厚生

児童福祉施設等で５
年以上又は福祉施設
での勤務経験５年以児童発達支援管理責任者／

中津Ｓ
69歳以下 株式会社　三葉 ＊発達障がいがある児童への療育に関するお仕事に

なります。 
・子ども達の特性に合わせた個別支援計画の作成及
び管理 
・モニタリング 
・関係機関との連携 
・ご家族への相談支援等 
・地域により学校や保育園、自宅への送迎 

日祝他

定年を上
限

サービス管理責任者／中津
Ｓ

69歳以下 株式会社　三葉 ＊発達障がいがある児童への療育に関するお仕事に
なります。 
・子ども達の特性に合わせた個別支援計画の作成及
び管理 
・モニタリング 
・関係機関との連携 
・ご家族への相談支援等 
・地域により学校や保育園、自宅への送迎 

日祝他

定年を上
限

福岡県北九州市小倉南区葛原１丁目２番
３５号雇用期間の定めなし

福岡県北九州市小倉南区葛原１丁目２番
３５号

精神保健福祉士

雇用期間の定めなし

又は9時00分～18時30分の
間の7時間程度

雇用・労災・健
康・厚生

実務経験あれば尚可 

又は9時00分～18時30分の
間の7時間程度

雇用・労災・健
康・厚生

実務経験あれば尚可 

児童指導員／中津Ｓ／発達
障がい児指導

69歳以下 株式会社　三葉 発達に障がいを持つ子ども達のサポート及び療育指
導をして頂きます。 
・言語療育を中心とした学習指導（当社独自学習教
材あり） 
・日常生活のサポート 
・ご家族、保護者の方との連携 
・地域により学校や保育所、自宅への送迎（社用
車：軽ＡＴあり） 

日祝他 社会福祉士

定年を上
限

児童指導員／宇佐／発達障
がい児指導

69歳以下 株式会社　三葉 発達に障がいを持つ子ども達のサポート及び療育指
導をして頂きます。 
・言語療育を中心とした学習指導（当社独自学習教
材あり） 
・日常生活のサポート 
・ご家族、保護者の方との連携 
・地域により学校や保育所、自宅への送迎（社用
車：軽ＡＴあり） 

日祝他 社会福祉士

定年を上
限

福岡県北九州市小倉南区葛原１丁目２番
３５号

精神保健福祉士

雇用期間の定めなし

福岡県北九州市小倉南区葛原１丁目２番
３５号雇用期間の定めなし

又は9時00分～18時30分の
間の7時間程度

雇用・労災・健
康・厚生

児童福祉施設等で５
年以上又は福祉施設
での勤務経験５年以

又は9時00分～18時30分の
間の7時間程度

雇用・労災・健
康・厚生

児童福祉施設等で５
年以上又は福祉施設
での勤務経験５年以サービス管理責任者／宇佐 69歳以下 株式会社　三葉 ＊発達障がいがある児童への療育に関するお仕事に

なります。 
・子ども達の特性に合わせた個別支援計画の作成及
び管理 
・モニタリング 
・関係機関との連携 
・ご家族への相談支援等 
・地域により学校や保育園、自宅への送迎 

日祝他

定年を上
限

児童発達支援管理責任者／
宇佐

69歳以下 株式会社　三葉 ＊発達障がいがある児童への療育に関するお仕事に
なります。 
・子ども達の特性に合わせた個別支援計画の作成及
び管理 
・モニタリング 
・関係機関との連携 
・ご家族への相談支援等 
・地域により学校や保育園、自宅への送迎 

日祝他

定年を上
限

福岡県北九州市小倉南区葛原１丁目２番
３５号雇用期間の定めなし

福岡県北九州市小倉南区葛原１丁目２番
３５号雇用期間の定めなし

又は9時00分～18時30分の
間の7時間程度

雇用・労災・健
康・厚生

又は9時00分～18時30分の
間の7時間程度

雇用・労災・健
康・厚生

保育所・児童福祉事
業での実務経験５年
以上保育士／中津Ｎ／発達障が

い児指導
69歳以下 株式会社　三葉 発達に障がいを持つ子ども達のサポート及び療育指

導をして頂きます。 
・言語療育を中心とした学習指導（当社独自学習教
材あり） 
・日常生活のサポート 
・ご家族、保護者の方との連携 
・地域により学校や保育所、自宅への送迎（社用
車：軽ＡＴあり） 

日祝他 保育士

定年を上
限

保育士実務／中津Ｎ／発達
障がい児指導

69歳以下 株式会社　三葉 発達に障がいを持つ子ども達のサポート及び療育指
導をして頂きます。 
・言語療育を中心とした学習指導（当社独自学習教
材あり） 
・日常生活のサポート 
・ご家族、保護者の方との連携 
・地域により学校や保育所、自宅への送迎（社用
車：軽ＡＴあり） 

日祝他 保育士

定年を上
限

福岡県北九州市小倉南区葛原１丁目２番
３５号雇用期間の定めなし

福岡県北九州市小倉南区葛原１丁目２番
３５号雇用期間の定めなし

又は9時00分～18時30分の
間の7時間程度

雇用・労災・健
康・厚生

保育所・児童福祉事
業での実務経験５年
以上

又は9時00分～18時30分の
間の7時間程度

雇用・労災・健
康・厚生

保育士実務／中津／発達障
がい児指導

69歳以下 株式会社　三葉 発達に障がいを持つ子ども達のサポート及び療育指
導をして頂きます。 
・言語療育を中心とした学習指導（当社独自学習教
材あり） 
・日常生活のサポート 
・ご家族、保護者の方との連携 
・地域により学校や保育所、自宅への送迎（社用
車：軽ＡＴあり） 

日祝他 保育士

定年を上
限

保育士／宇佐／発達障がい
児指導

69歳以下 株式会社　三葉 発達に障がいを持つ子ども達のサポート及び療育指
導をして頂きます。 
・言語療育を中心とした学習指導（当社独自学習教
材あり） 
・日常生活のサポート 
・ご家族、保護者の方との連携 
・地域により学校や保育所、自宅への送迎（社用
車：軽ＡＴあり） 

日祝他 保育士

定年を上
限

福岡県北九州市小倉南区葛原１丁目２番
３５号雇用期間の定めなし
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年齢

制限事由 賃金・通勤手当

採用人数

職種 求人者名・所在地・求人番号 仕事の内容 就業時間
休日

加入保険

必要な免許資格
必要な経験
（主な記載）

TEL ０９７９-２４-８６０９

ハローワーク 中津

（中津公共職業安定所）

この求人情報の主な就業場所

★応募には、ハローワーク発行の「紹介状」が必要です。

＊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箇所 があります。ご了承願います。

＊就業場所は、事業所所在地と異なる場合があります。 必要な資格・経験は、必須以外の場合があります。 普通自動車免許が必要な場合があります。

＊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、「面接済」などの場合、形式的な紹介状の発行は行っておりません。

＊採用等で求人が取消されていたり求人条件が変更されている場合があります。＊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。

令和5年5月18日発行 （次回発行予定日6月15日）
中津市内・宇佐市・上毛町・吉富町・豊前市

＊賃金については、実際の求人票をご確認ください。

ハローワーク
インターネット

サービス

交替制あり

派遣・請負ではない 240,000円～350,000円 （週休二日制）

毎　週

(従業員数) 8人

正社員以外 2人 実費支給（上限なし） (求人番号) 40060- 9747331

交替制あり

派遣・請負ではない 240,000円～350,000円 （週休二日制）

毎　週

(従業員数) 8人

正社員以外 1人 実費支給（上限なし） (求人番号) 40060- 9755631

交替制あり

派遣・請負ではない 240,000円～350,000円 （週休二日制）

毎　週

(従業員数) 6人

正社員以外 2人 実費支給（上限なし） (求人番号) 40060- 9782031

交替制あり

派遣・請負ではない 240,000円～350,000円 （週休二日制）

毎　週

(従業員数) 6人

正社員以外 1人 実費支給（上限なし） (求人番号) 40060- 9802631

交替制あり

派遣・請負ではない 240,000円～350,000円 （週休二日制）

毎　週

(従業員数) 8人

正社員以外 2人 実費支給（上限なし） (求人番号) 40060- 9855831

交替制あり

派遣・請負ではない 240,000円～350,000円 （週休二日制）

毎　週

(従業員数) 8人

正社員以外 1人 実費支給（上限なし） (求人番号) 40060- 9860931

(1)8時00分～17時00分

派遣・請負ではない 900円～900円 （週休二日制）

毎　週

(従業員数) 17人

パート労働者 2人 実費支給（上限あり） (求人番号) 44030- 1935531

派遣・請負ではない 900円～1,600円 （週休二日制）

毎　週

(従業員数) 453人

パート労働者 1人 なし (求人番号) 44030- 1953431

(1)8時20分～17時20分

派遣・請負ではない 174,200円～205,000円 (2)17時00分～9時00分 （週休二日制）

その他

(従業員数) 453人

正社員 10人 実費支給（上限あり） (求人番号) 44030- 1954731

派遣・請負ではない 1,200円～1,200円 （週休二日制）

その他

(従業員数) 453人

パート労働者 2人 実費支給（上限あり） (求人番号) 44030- 1956631

交替制あり

(1)9時00分～18時00分

派遣・請負ではない 167,200円～198,000円 (2)9時30分～18時30分 （週休二日制）

(3)8時00分～17時00分 毎　週

(従業員数) 226人

正社員 2人 実費支給（上限あり） (求人番号) 44030- 1957931

(1)15時00分～19時00分

派遣・請負ではない 1,200円～1,200円 （週休二日制）

毎　週

(従業員数) 226人

パート労働者 2人 実費支給（上限あり） (求人番号) 44030- 1958131

交替制あり

(1)8時00分～17時00分

派遣・請負ではない 255,000円～255,000円 (2)8時30分～17時30分 （週休二日制）

(3)8時30分～12時30分 その他

(従業員数) 453人

正社員 2人 実費支給（上限あり） (求人番号) 44030- 1962731

交替制あり

(1)7時00分～16時00分

派遣・請負ではない 173,700円～184,200円 (2)7時30分～16時30分 （週休二日制）

(3)8時00分～17時00分 毎　週

(従業員数) 35人

正社員 2人 実費支給（上限あり） (求人番号) 44030- 1965931

交替制あり

(1)8時00分～17時00分

派遣・請負ではない 176,200円～176,200円 (2)8時30分～17時30分 （週休二日制）

(3)9時00分～18時00分 毎　週

(従業員数) 10人

正社員 1人 実費支給（上限あり） (求人番号) 44030- 1967031

(1)8時30分～17時30分

派遣・請負ではない 191,400円～191,400円 （週休二日制）

毎　週

(従業員数) 18人

正社員以外 1人 実費支給（上限あり） (求人番号) 44030- 2040231

派遣・請負ではない 1,620円～1,800円 （週休二日制）

毎　週

(従業員数) 18人

パート労働者 4人 実費支給（上限あり） (求人番号) 44030- 2049831

大分県中津市大字万田６７１－５ 介護福祉士

雇用期間の定めなし

又は8時00分～19時00分の
間の4時間程度

労災

雇用・労災・健
康・厚生・財形

居宅介護支援事業所
の介護支援専門員経
験（２～３年程度）訪問介護スタッフ（中津・

豊前地区：パート）
64歳以下 株式会社　ケアリング　中津支店 ケアマネージャー指示のもと高齢者や障害者宅を訪

問し、居宅にて訪問介護ヘルパー業務（調理・掃
除・食事・排泄・入浴・外出支援等）を行っていた
だきます。 
訪問地域は中津市・豊前市で、移動には持ち込み車
を使用します。（１日４件程度の訪問） 
 
※入職後は導入研修および同行訪問（３回程度）を

他 介護職員初任者研修
修了者

定年を上
限

介護支援専門員（契約職員
／介護保険サービスセン

ター）

不問 社会福祉法人九州キリスト教社会福祉事
業団　特別養護老人ホームいずみの園

居宅介護支援事業所にて介護専門員全般業務（在宅
高齢者ケアプラン作成・相談援助・関係機関との調
整・認定代行・給付管理・居宅支援事業所業務）を
行います。利用者宅訪問時には社用車（ＡＴ車）を
使用します。

土日祝他 介護支援専門員（ケ
アマネージャー）

不問 大分県中津市大字永添２７４４番地

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

大分県中津市大字宮夫１７番地

雇用期間の定めなし

雇用・労災・健
康・厚生

雇用・労災・健
康・厚生

准看護師（通所リハビリ
テーション）

59歳以下 社会医療法人　玄真堂　（川嶌整形外科
病院）

利用者の健康や病状管理、看護ケアの感染対策等の
看護関連業務 
利用者の利用開始に関する事務手続き等の業務 
車両を運転し、利用者の送迎や介護、事業所運営等
に関する業務 
尚、移動の際は社用車（ＡＴ車）を使用します。

日他 准看護師

定年を上
限

介護福祉士（なのみ） 18歳～59
歳

社会医療法人　玄真堂　（川嶌整形外科
病院）

老人保健施設内にて利用者への介助（食事・入浴・
排泄・移動）や、行事・レクリエーション運営の支
援等の介護業務全般業務を行います（ベッド数５０
床）。８～９名体制です（夜間は３名体制）。

他 介護福祉士

定年を上
限

大分県中津市大字宮夫１７番地

雇用期間の定めなし

大分県中津市大字宮夫１７番地

雇用期間の定めなし

雇用・労災・健
康・厚生

雇用・労災・健
康・厚生

正看護師（手術室担当） 59歳以下 社会医療法人　玄真堂　（川嶌整形外科
病院）

手術室にて手術業務全般を行います。 
医師の指示のもと、医師の診療補助として医療行為
を行います。 
手術が無い時は、手術室で患者さんのカルテの整理
等を行います。

日祝他 看護師

定年を上
限

正看護師（外来１５時～１
９時／パート）

不問 社会医療法人　玄真堂　（川嶌整形外科
病院）

外来部署にて、医師の指示の下、診療上の補助とし
ての医療行為等や外来の看護師全般業務（患者さん
への採血・点滴・注射、血圧・体温・脈等の測定、
創部の清潔管理など）を行います。

土日祝他 看護師

不問 大分県中津市大字宮夫１７番地

雇用期間の定めなし

大分県中津市大字宮夫１７番地 准看護師

雇用期間の定めなし

雇用・労災・健
康・厚生

又は8時00分～19時00分の
間の4時間程度

雇用・労災・健
康・厚生

正・准看護師（外来） 59歳以下 社会医療法人　玄真堂　（川嶌整形外科
病院）

外来部署にて、医師の指示の下、診療上の補助とし
ての医療行為等や外来の看護師全般業務（患者さん
への採血・点滴・注射、血圧・体温・脈等の測定、
創部の清潔管理など）を行います。

日祝他 看護師

定年を上
限

正看護師（病棟／パート） 不問 社会医療法人　玄真堂　（川嶌整形外科
病院）

医師の指示のもと、入院患者への注射・点滴・採血
等の治療の補助、体温・血圧・脈等の測定、創部の
清潔管理等、診療上の補助としての医療行為を行い
ます。また、食事・お風呂等、身の周りのお世話も
行います。病棟での看護師全般業務となります。

他 看護師

不問 大分県中津市大字宮夫１７番地

雇用期間の定めなし

大分県中津市大字宮夫１７番地 准看護師

雇用期間の定めなし

雇用・労災・健
康・厚生

又は7時00分～21時00分の
間の3時間程度

労災

正・准看護師（病棟） 18歳～59
歳

社会医療法人　玄真堂　（川嶌整形外科
病院）

病棟内にて医師の指示のもと、入院患者の治療補助
（注射・点滴・採血等）、測定（体温・血圧・脈
等）、身の周りの世話等（食事・お風呂介助等）を
行います。その他、患者への生活改善指導等も行い
ます。

他 看護師

定年を上
限

ホームヘルパー（パート） 不問 社会医療法人　玄真堂　（川嶌整形外科
病院）

要介護高齢者・障害者宅へ訪問し、生活援助（調
理・清掃・洗濯・買い物等）や、身体介護（排泄・
食事・入浴・移動外出介助等）を行います。尚、利
用者宅へはサービス提供に応じて就業時間内での直
行直帰となります。

他 介護福祉士

不問 大分県中津市大字宮夫１７番地 介護職員初任者研修
修了者雇用期間の定めなし

大分県中津市大字島田４２３－８

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

雇用・労災
事務員経験者　優遇
します

又は9時00分～18時30分の
間の7時間程度

雇用・労災・健
康・厚生

一般事務員（パート） 不問 安田電機株式会社 各種伝票および帳票整理・請求書や書類作成等の
データ入力を行います。また、電話対応・お茶出し
等来客対応・事務所内清掃等があります。その他、
書類提出等の外出時には社用車（ＡＴ車）を使用し
ます。業務は２人体制３人でシフトを組んでの出勤
となります。

土日祝他

不問

有期／言語／吉富Ｋ／発達
障がい児指導／築上郡

不問 株式会社　三葉 発達に障がいを持つ子ども達のサポート及び療育指
導をして頂きます。 
・言語療育を中心とした学習指導（当社独自学習教
材あり） 
・日常生活のサポート 
・ご家族、保護者の方との連携 
・地域により学校や保育所、自宅への送迎（社用
車：軽ＡＴあり） 

日祝他 言語聴覚士

不問 福岡県北九州市小倉南区葛原１丁目２番
３５号雇用期間の定めあり（４ヶ

月以上）

福岡県北九州市小倉南区葛原１丁目２番
３５号

理学療法士

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上） 又は9時00分～18時30分の

間の7時間程度
雇用・労災・健
康・厚生

又は9時00分～18時30分の
間の7時間程度

雇用・労災・健
康・厚生

有期／作業・理学／吉富Ｋ
／発達障がい児指導／築上

郡

不問 株式会社　三葉 発達に障がいを持つ子ども達のサポート及び療育指
導をして頂きます。 
・言語療育を中心とした学習指導（当社独自学習教
材あり） 
・日常生活のサポート 
・ご家族、保護者の方との連携 
・地域により学校や保育所、自宅への送迎（社用
車：軽ＡＴあり） 

日祝他 作業療法士

不問

有期／言語／宇佐／発達障
がい児指導

不問 株式会社　三葉 発達に障がいを持つ子ども達のサポート及び療育指
導をして頂きます。 
・言語療育を中心とした学習指導（当社独自学習教
材あり） 
・日常生活のサポート 
・ご家族、保護者の方との連携 
・地域により学校や保育所、自宅への送迎（社用
車：軽ＡＴあり） 

日祝他 言語聴覚士

不問 福岡県北九州市小倉南区葛原１丁目２番
３５号雇用期間の定めあり（４ヶ

月以上）

福岡県北九州市小倉南区葛原１丁目２番
３５号

理学療法士

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上） 又は9時00分～18時30分の

間の7時間程度
雇用・労災・健
康・厚生

又は9時00分～18時30分の
間の7時間程度

雇用・労災・健
康・厚生

有期／作業・理学／宇佐／
発達障がい児指導

不問 株式会社　三葉 発達に障がいを持つ子ども達のサポート及び療育指
導をして頂きます。 
・言語療育を中心とした学習指導（当社独自学習教
材あり） 
・日常生活のサポート 
・ご家族、保護者の方との連携 
・地域により学校や保育所、自宅への送迎（社用
車：軽ＡＴあり） 

日祝他 作業療法士

不問

有期／言語／中津Ｓ／発達
障がい児指導

不問 株式会社　三葉 発達に障がいを持つ子ども達のサポート及び療育指
導をして頂きます。 
・言語療育を中心とした学習指導（当社独自学習教
材あり） 
・日常生活のサポート 
・ご家族、保護者の方との連携 
・地域により学校や保育所、自宅への送迎（社用
車：軽ＡＴあり） 

日祝他 言語聴覚士

不問 福岡県北九州市小倉南区葛原１丁目２番
３５号雇用期間の定めあり（４ヶ

月以上）

福岡県北九州市小倉南区葛原１丁目２番
３５号

理学療法士

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上） 又は9時00分～18時30分の

間の7時間程度
雇用・労災・健
康・厚生

有期／作業・理学／中津Ｓ
／発達障がい児指導

不問 株式会社　三葉 発達に障がいを持つ子ども達のサポート及び療育指
導をして頂きます。 
・言語療育を中心とした学習指導（当社独自学習教
材あり） 
・日常生活のサポート 
・ご家族、保護者の方との連携 
・地域により学校や保育所、自宅への送迎（社用
車：軽ＡＴあり） 

日祝他 作業療法士

不問
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年齢

制限事由 賃金・通勤手当

採用人数

職種 求人者名・所在地・求人番号 仕事の内容 就業時間
休日

加入保険

必要な免許資格
必要な経験
（主な記載）

TEL ０９７９-２４-８６０９

ハローワーク 中津

（中津公共職業安定所）

この求人情報の主な就業場所

★応募には、ハローワーク発行の「紹介状」が必要です。

＊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箇所 があります。ご了承願います。

＊就業場所は、事業所所在地と異なる場合があります。 必要な資格・経験は、必須以外の場合があります。 普通自動車免許が必要な場合があります。

＊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、「面接済」などの場合、形式的な紹介状の発行は行っておりません。

＊採用等で求人が取消されていたり求人条件が変更されている場合があります。＊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。

令和5年5月18日発行 （次回発行予定日6月15日）
中津市内・宇佐市・上毛町・吉富町・豊前市

＊賃金については、実際の求人票をご確認ください。

ハローワーク
インターネット

サービス

変形（1年単位）

(1)9時00分～15時30分

派遣・請負ではない 900円～900円 （週休二日制）

毎　週

(従業員数) 70人

パート労働者 1人 実費支給（上限あり） (求人番号) 44070- 1782331

(1)6時00分～8時00分

派遣・請負ではない 900円～900円 （週休二日制）

毎　週

(従業員数) 5人

パート労働者 1人 実費支給（上限あり） (求人番号) 44070- 1785131

交替制あり

(1)9時00分～17時00分

派遣・請負ではない 1,000円～1,250円 (2)9時00分～13時00分 （週休二日制）

(3)13時00分～17時00分 毎　週

(従業員数) 17人

パート労働者 1人 実費支給（上限あり） (求人番号) 44070- 1848631

(1)9時00分～17時05分

派遣・請負ではない 900円～1,100円 （週休二日制）

その他

(従業員数) 46人

パート労働者 1人 実費支給（上限あり） (求人番号) 44070- 1780431

派遣・請負ではない 900円～900円 （週休二日制）

毎　週

(従業員数) 6人

パート労働者 1人 実費支給（上限あり） (求人番号) 43010-14833731

変形（1年単位）

(1)8時00分～17時00分

派遣・請負ではない 150,000円～165,000円 （週休二日制）

その他

(従業員数) 17人

正社員 1人 実費支給（上限あり） (求人番号) 44070- 1760131

(1)9時00分～15時00分

派遣・請負ではない 854円～980円 (2)9時00分～16時00分 （週休二日制）

毎　週

(従業員数) 13人

パート労働者 2人 実費支給（上限あり） (求人番号) 44070- 1724731

変形（1年単位）

(1)8時00分～17時00分

派遣・請負ではない 163,785円～198,000円 （週休二日制）

毎　週

(従業員数) 13人

正社員 2人 実費支給（上限あり） (求人番号) 44070- 1708331

交替制あり

(1)7時30分～16時30分

派遣・請負ではない 171,780円～204,580円 (2)8時30分～17時30分 （週休二日制）

(3)9時30分～18時30分 毎　週

(従業員数) 25人

正社員以外 1人 実費支給（上限あり） (求人番号) 44030- 1908031

交替制あり

派遣・請負ではない 1,120円～1,120円 （週休二日制）

毎　週

(従業員数) 3,991人

パート労働者 1人 実費支給（上限あり） (求人番号) 44030- 1890631

(1)14時30分～19時00分

派遣・請負ではない 1,050円～1,800円 （週休二日制）

毎　週

(従業員数) 4人

パート労働者 1人 実費支給（上限あり） (求人番号) 44030- 1891931

(1)14時30分～19時00分

派遣・請負ではない 860円～1,350円 （週休二日制）

毎　週

(従業員数) 4人

パート労働者 1人 実費支給（上限あり） (求人番号) 44030- 1893031

(1)10時00分～16時00分

派遣・請負ではない 1,000円～1,000円 （週休二日制）

毎　週

(従業員数) 15人

パート労働者 1人 実費支給（上限あり） (求人番号) 44030- 1899331

(1)8時30分～17時30分

派遣・請負ではない 200,000円～200,000円 （週休二日制）

毎　週

(従業員数) 15人

正社員 1人 実費支給（上限あり） (求人番号) 44030- 1901531

派遣・請負ではない 1,160円～1,600円 （週休二日制）

毎　週

(従業員数) 15人

パート労働者 3人 実費支給（上限あり） (求人番号) 44030- 1862531

交替制あり

派遣・請負ではない 170,000円～290,000円 （週休二日制）

毎　週

(従業員数) 8人

正社員 1人 実費支給（上限なし） (求人番号) 40060- 8755931

交替制あり

派遣・請負ではない 190,000円～300,000円 （週休二日制）

毎　週

(従業員数) 8人

正社員 1人 実費支給（上限なし） (求人番号) 40060- 8756131

又は9時00分～18時30分の
間の7時間程度

雇用・労災・健
康・厚生

保育士／吉富Ｋ／発達障が
い児指導／築上郡

69歳以下 株式会社　三葉 発達に障がいを持つ子ども達のサポート及び療育指
導をして頂きます。 
・言語療育を中心とした学習指導（当社独自学習教
材あり） 
・日常生活のサポート 
・ご家族、保護者の方との連携 
・地域により学校や保育所、自宅への送迎（社用
車：軽ＡＴあり） 

日祝他 保育士

定年を上
限

福岡県北九州市小倉南区葛原１丁目２番
３５号雇用期間の定めなし

福岡県北九州市小倉南区葛原１丁目２番
３５号

精神保健福祉士

雇用期間の定めなし

又は9時00分～18時30分の
間の7時間程度

雇用・労災・健
康・厚生

実務経験あれば尚可 

又は8時00分～18時00分の
間の3時間程度

労災

児童指導員／吉富Ｋ／発達
障がい児指導／築上郡

69歳以下 株式会社　三葉 発達に障がいを持つ子ども達のサポート及び療育指
導をして頂きます。 
・言語療育を中心とした学習指導（当社独自学習教
材あり） 
・日常生活のサポート 
・ご家族、保護者の方との連携 
・地域により学校や保育所、自宅への送迎（社用
車：軽ＡＴあり） 

日祝他 社会福祉士

定年を上
限

訪問介護員（パート） 不問 有限会社　共立ケアサポート 在宅利用者を訪問し、介護や家事援助サービスを行
います。主な業務は、身体介護（入浴・排泄・食事
等）、調理・洗濯・掃除・買い物等となります（巡
回エリアは中津市・豊前市・上毛町・吉富町）。移
動の際は、持込車（ガソリン代は別途支給）を使用
します。尚、運転免許をお持ちでは無い方は、自転
車にて巡回可能な範囲の訪問をお願いします。 
 

他 介護職員初任者研修
修了者

不問 大分県中津市大字牛神４０７－１ ホームヘルパー２級

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

大分県中津市大字加来１６６１－１

雇用期間の定めなし

雇用・労災・健
康・厚生

労災

会計アシスタント（正社
員）

64歳以下 株式会社　エッジライフ 伝票仕訳・起票，会計ソフトでの端末入力，売掛
帳・買掛帳作成，月次・年次決算書類作成，賃借対
照表作成，接客、イベント対応等を行っていただき
ます。 
銀行等出向くときは社用車（ＡＴ車）を使用しま
す。 
※業務は２名体制で行います。

水日祝他 日商簿記３級

定年を上
限

会計アシスタント（パー
ト）

64歳以下 株式会社　エッジライフ 伝票仕訳・起票，会計ソフトでの端末入力，売掛
帳・買掛帳作成，月次・年次決算書類作成，賃借対
照表作成、接客・イベント対応等を行っていただき
ます。 
銀行等出向くときは社用車（ＡＴ車）を使用しま
す。 
※業務は２名体制で行います。

水日祝他

定年を上
限

大分県中津市大字加来１６６１－１

雇用期間の定めなし

大分県中津市耶馬渓町柿坂４７９－２

雇用期間の定めなし

労災・その他
歯科助手としての勤
務経験者　優遇 

労災・その他
歯科衛生士としての
勤務経験者　優遇 

歯科助手（パート） 不問 福原歯科医院 歯科治療における医師補助業務として、治療処置の
事前準備や片付け，診療器具の洗浄・消毒，歯科用
石膏の準備，歯科用セメントの練和等を行っていた
だきます。 
また、院内清掃や電話応対等もあります。 
※はじめて（未経験）の方でも丁寧に指導しますの
で、安心して ご応募下さい。

日祝他

不問

歯科衛生士（パート） 不問 福原歯科医院 歯科治療における医師補助業務として、歯垢や歯石
除去，虫歯予防のためのブラッシング方法等の指
導，診療器具の消毒・片付け，院内清掃，電話応対
等を行っていただきます。 
また訪問診療時の医師の補助業務を行います。 
※はじめて（未経験）の方でも丁寧に指導しますの
で、安心して ご応募下さい。

日祝他 歯科衛生士

不問 大分県中津市耶馬渓町柿坂４７９－２

雇用期間の定めなし

大分県中津市大字昭和新田１番地

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満） 又は9時00分～16時00分の

間の5時間程度
労災

雇用・労災・健
康・厚生

工場見学ガイド（扶養内
パート勤務）

不問 ダイハツ九州株式会社 ・工場見学ツアーガイド 
（小学生や一般のお客様に対して、決められたコー
スを マニュアルに沿ってご案内していただくお仕事
です。 
ファイルを開く、ページを送るなどの簡単なパソコ
ン作業が ありますがＯＪＴがあるためパソコンスキ
ルは必要ありません） 
・工場見学の準備・片付け 

土日他

不問

保育士（フルタイムパー
ト）

不問 合同会社　ひまわり保育園　　あおぞら
保育園

園内８０名の子ども（０歳～５歳児）の健康管理・
排泄（オムツトレーニング・おむつ替え）・食事・
衣類の着脱・昼寝など基本的生活支援と見守り、記
録などを行います。また、必要に応じて乳幼児から
学童を対象とした病後児保育と就学前児対象の一時
預かり保育補助も行う事があります。 
 

日祝他 保育士

不問 大分県中津市大字上如水１６７３

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

大分県宇佐市大字吉松２８５番地の１

雇用期間の定めなし

雇用・労災・健
康・厚生

又は8時00分～17時00分の
間の4時間程度

雇用・労災

電線加工作業員 64歳以下 北大加工　株式会社 【組立工程作業】 
電線・ケーブルの端末加工および組立作業を行いま
す。 
作業は機械での作業が主ですが、場合によりニッ
パーで被覆のカ　ットや電線部分の半田付け作業等
もあります。 
【検査工程作業】 
　回路検査や完成品の目視検査（仕様図面による部

日祝他

定年を上
限

電線加工・組立作業員およ
び検査作業員

64歳以下 北大加工　株式会社 【組立工程作業】 
電線・ケーブルの端末加工および組立作業を行いま
す。 
作業は機械での作業が主ですが、場合によりニッ
パーで被覆のカ　ットや電線部分の半田付け作業等
もあります。 
【検査工程作業】 
　回路検査や完成品の目視検査（仕様図面による部

土日祝他

定年を上
限

大分県宇佐市大字吉松２８５番地の１

雇用期間の定めなし

大分県宇佐市大字長洲３９８０

雇用期間の定めなし

雇用・労災・健
康・厚生

又は9時30分～19時00分の
間の2時間以上

雇用・労災
眼科での勤務経験の
ある方、優遇いたし
ます。漁網製造員（柳ヶ浦工場） 64歳以下 株式会社　長浦製網所 漁網の製造が主な仕事になります。

・漁網機の操作 
・糸巻き作業 
・糸の運搬作業 
機械で糸を巻き、出来上がった糸（１２～１３ｋｇ
程度）を箱に入れ運搬します。運搬にはハンドリフ
トを使用して業務の負担軽減を図っています。作業
は２名１組で、立位での作業となります。 

日祝他

定年を上
限

医療事務／愛アイクリニッ
ク

不問 医療法人　拓雄会 ※ゆめタウン中津店内の眼科でのご勤務です。 
・来院された患者さんの受付および電話応対 
・レセプト請求業務 
・カルテのデータ入力・管理等 
・クリニック内の環境整備 

水木他

不問 熊本県熊本市南区南高江７丁目７－３０

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

大分県宇佐市大字金屋字野田１９８７番
３１号雇用期間の定めあり（４ヶ

月未満） 又は9時00分～17時05分の
間の6時間程度

雇用・労災・健
康・厚生

雇用・労災・健
康・厚生

機械装置組立スタッフ
【パート】

不問 佳秀工業株式会社　宇佐工場 機械装置の組立補佐の仕事になります。 
・組立部品の収集、検品など 
・機械装置の組立補佐業務 
＊作業については、先輩社員が丁寧に指導いたしま
す。 
◇組立工場での仕事です。 
冷暖房完備の明るく広く作業しやすい工場です。

日祝他

不問

保育士（パート） 不問 社会福祉法人　アソカの園　けいあい保
育園

乳幼児保育や保育補助の仕事です。 
園児約５０～６０名で保育士約１２名体制です。 
 
 

日祝他 保育士

不問 大分県宇佐市大字赤尾４５２０番地１

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

大分県宇佐市大字下元重９２番地の２２

雇用期間の定めなし

労災

雇用・労災

世話人【安心ホーム】 不問 社会福祉法人　弘心園 敷地内にあるグループホームで、主に利用者（１２
名）の調理や清掃等の補助（支援）を３人体制で
行っていただきます。 

土日祝他

不問

貴金属宝飾品製造工（９時
～１５時３０分）

不問 有限会社　大分ツツミ貴金属 宝飾品の加工に伴う作業です。 
作業は、椅子掛けで手先を使います。 
リング・ピアス・ペンダント等の石留めや、小さな
パーツのつなぎ、チェーン加工・組立・研磨等を、
小さなペンチ等の工具や研磨機等を用いて行いま
す。 

土日他

不問 大分県宇佐市大字上田８２３－１

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）
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制限事由 賃金・通勤手当

採用人数

職種 求人者名・所在地・求人番号 仕事の内容 就業時間
休日

加入保険

必要な免許資格
必要な経験
（主な記載）

TEL ０９７９-２４-８６０９

ハローワーク 中津

（中津公共職業安定所）

この求人情報の主な就業場所

★応募には、ハローワーク発行の「紹介状」が必要です。

＊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箇所 があります。ご了承願います。

＊就業場所は、事業所所在地と異なる場合があります。 必要な資格・経験は、必須以外の場合があります。 普通自動車免許が必要な場合があります。

＊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、「面接済」などの場合、形式的な紹介状の発行は行っておりません。

＊採用等で求人が取消されていたり求人条件が変更されている場合があります。＊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。

令和5年5月18日発行 （次回発行予定日6月15日）
中津市内・宇佐市・上毛町・吉富町・豊前市

＊賃金については、実際の求人票をご確認ください。

ハローワーク
インターネット

サービス

交替制あり

派遣・請負ではない 220,000円～330,000円 （週休二日制）

毎　週

(従業員数) 8人

正社員 1人 実費支給（上限なし） (求人番号) 40060- 8757031

交替制あり

派遣・請負ではない 190,000円～300,000円 （週休二日制）

毎　週

(従業員数) 8人

正社員以外 1人 実費支給（上限なし） (求人番号) 40060- 8758831

交替制あり

派遣・請負ではない 220,000円～330,000円 （週休二日制）

毎　週

(従業員数) 8人

正社員以外 1人 実費支給（上限なし） (求人番号) 40060- 8759231

交替制あり

派遣・請負ではない 170,000円～290,000円 （週休二日制）

毎　週

(従業員数) 8人

正社員以外 1人 実費支給（上限なし） (求人番号) 40060- 8760731

(1)9時00分～18時30分

派遣・請負ではない 150,000円～175,000円 (2)9時00分～12時00分 （週休二日制）

毎　週

(従業員数) 8人

正社員 1人 実費支給（上限あり） (求人番号) 44030- 1817131

変形（1ヶ月単位）

(1)8時00分～16時00分

派遣・請負ではない 151,000円～151,000円 (2)9時00分～17時00分 （週休二日制）

その他

(従業員数) 40人

正社員 3人 なし (求人番号) 44030- 1824931

交替制あり

(1)9時00分～12時00分

派遣・請負ではない 1,200円～1,300円 (2)9時00分～17時00分 （週休二日制）

(3)9時00分～18時30分 毎　週

(従業員数) 8人

パート労働者 1人 実費支給（上限あり） (求人番号) 44030- 1814331

(1)8時30分～12時00分

派遣・請負ではない 870円～950円 (2)9時00分～12時00分 （週休二日制）

毎　週

(従業員数) 16人

パート労働者 1人 実費支給（上限あり） (求人番号) 44030- 1769631

(1)9時00分～17時00分

派遣・請負ではない 900円～1,200円 （週休二日制）

毎　週

(従業員数) 2人

パート労働者 2人 実費支給（上限あり） (求人番号) 44030- 1741731

交替制あり

(1)8時30分～13時00分

派遣・請負ではない 1,070円～1,200円 (2)13時00分～17時30分 （週休二日制）

毎　週

(従業員数) 25人

パート労働者 1人 実費支給（上限あり） (求人番号) 44030- 1758431

(1)9時00分～17時00分

派遣・請負ではない 1,050円～1,200円 （週休二日制）

毎　週

(従業員数) 6人

パート労働者 1人 実費支給（上限あり） (求人番号) 44030- 1711931

変形（1年単位）

(1)8時00分～17時00分

派遣・請負ではない 230,000円～280,000円 （週休二日制）

その他

(従業員数) 14人

正社員 2人 実費支給（上限あり） (求人番号) 44030- 1713031

交替制あり

(1)10時00分～17時00分

派遣・請負ではない 1,050円～1,100円 (2)13時00分～17時00分 （週休二日制）

毎　週

(従業員数) 7人

パート労働者 1人 実費支給（上限あり） (求人番号) 44030- 1714831

(1)13時00分～17時00分

派遣・請負ではない 900円～900円 (2)9時00分～15時00分 （週休二日制）

毎　週

(従業員数) 13人

パート労働者 2人 なし (求人番号) 44030- 1696331

交替制あり

派遣・請負ではない 855円～855円 （週休二日制）

毎　週

(従業員数) 2人

パート労働者 1人 実費支給（上限あり） (求人番号) 44070- 1656131

(1)9時00分～15時00分

派遣・請負ではない 870円～950円 （週休二日制）

毎　週

(従業員数) 11人

パート労働者 2人 実費支給（上限あり） (求人番号) 44070- 1659231

派遣・請負ではない 900円～1,100円 （週休二日制）

毎　週

(従業員数) 28人

パート労働者 1人 一定額 (求人番号) 44070- 1640831

大分県宇佐市大字江須賀１８１４ 幼稚園教諭免許（専
修・１種・２種）雇用期間の定めあり（４ヶ

月以上） 又は8時30分～17時30分の
間の4時間以上

労災
保育士経験者（年数
不問）

又は8時30分～17時40分の
間の3時間以上

雇用・労災

保育教諭 不問 社会福祉法人　珠光会　普照こども園 保育の知識をもとに、乳児や幼児の保育教育を行い
ます。絵本の読み聞かせ・リズム遊び等の保育や食
事・おむつ交換・トイレのお世話等をします。担当
園児は、その時の園児数に応じて移動できるフリー
保育教諭とします。園児数は８５名です。 
 
 
 

日祝他 保育士

不問

作業員 64歳以下 合同会社　レナスコ 自動車の樹脂成形部品及びゴム成形部品の製造及
び、組立・検査作業を行う業務です。 
なお、検査は目視検査で視力０．７以上（矯正可）
が必要となります。 
作業は立ち作業となります。

土日他

定年を上
限

大分県宇佐市大字城井７１８番地

雇用期間の定めなし

大分県宇佐市大字辛島２４５

雇用期間の定めなし

又は10時00分～19時00分
の間の6時間程度

労災

雇用・労災

アパレル販売員（パート） 59歳以下 株式会社　コナカ　「フタタ宇佐店」 店内業務全般 
・接客販売、レジ業務 
・商品管理 
・商品の陳列、補充 
・店内清掃　等 
＊未経験の方にも丁寧に指導いたします。

他

定年を上
限

出荷業務員（パート） 59歳以下 有限会社　田中醤油店 主に、製造ラインからの完成品（お醤油やドレッシ
ング等）の出荷業務を行います（商品を拭く・ラベ
ルを貼る・ダンボールに梱包する）。また、味噌の
袋詰め作業等もあります。重量は１箱５～１０ｋｇ
程度です（最大２０ｋｇ程度）。

土日祝他

定年を上
限

大分県中津市大字犬丸１６６１

雇用期間の定めなし

大分県中津市大字万田３７８－６

雇用期間の定めなし

労災
「保育所等での勤務
経験」「学校教員経
験」のいずれか２年

雇用・労災・健
康・厚生

工事経験

保育士（パート） 64歳以下 Ｆｉｎｅ株式会社（ＯＺデイなかつＦｕ
ｎＦｕｎ）

障がい児・障がい者のデイサービスにおける保育業
務を行って 
いただきます。 
主に日常の活動支援，季節行事での支援，食事・排
泄介助をお願いします。 
また、自動車免許をお持ちの方は中津市内の送迎で
社用車を運転 
【軽または普通車（ワンボックス）／ＡＴ車】を運

日祝他 保育士

定年を上
限

土木作業員 59歳以下 株式会社　沖代建設工業 公共工事等の土木工事現場での施工作業及び補佐業
務です。二次整品据付、土をならす、資材の運搬、
測量の補助、コンクリート打設など現場監督の指示
に従って行います。 
現場は中津市内で、移動は基本社用車で行い、免許
取得者には運転をお願いする事もあります。持込み
車でも可能です。（交通費支給制度あり）

日祝他

定年を上
限

大分県中津市大字犬丸８４６－３

雇用期間の定めなし

大分県中津市大字万田３７８－６ 准看護師

雇用期間の定めなし

労災
看護師　経験

雇用・労災

正・准看護師（パート） 64歳以下 Ｆｉｎｅ株式会社（ＯＺデイなかつＦｕ
ｎＦｕｎ）

障がい児・者のデイサービスにおける看護業務で
す。医療的ケアの必要な方に対応する事や介助（排
泄・食事）を行います。障がい児・者に接した経験
の無い方も安心して業務が出来るようにサポートし
ます。 

日祝他 看護師

定年を上
限

看護スタッフ：日勤（ひな
た／パート　正・准看護

師）

不問 合同会社　ひまわり保育園　　あおぞら
保育園

園内８０名の子ども（０才～５才児）の病児保育
（ひなた）を保育士と一緒に行います（※病児保育
の利用人数は１～３名程度）。 
また、専用の部屋にて回復期の子ども（医師の診断
書有り）の看護・身辺のお世話や遊ぶ等を行い、受
入れから送出しまで行います。その他、回復期の子
どもがいない日は保育園内にて幼児・乳児の健康管
理業務と保育室の業務のフォローを行います。

土日祝他 看護師

不問 大分県中津市大字上如水１６７３ 准看護師

雇用期間の定めなし

大分県中津市大字一ツ松１６２－１

雇用期間の定めなし

又は9時00分～17時00分の
間の4時間程度

労災
スタイリスト経験者

労災
事務経験者優遇

美容師 不問 合同会社　アクア お客様の注文に応じ、シャンプー・カット・パー
マ・ブロー・カラー等の施術、受付、電話対応、店
内外清掃、タオル等の洗濯等、その他付随する業務
等の美容師全般業務になります。

土日祝他 美容師

不問

一般事務員（午前勤務：
パート）

不問 地方卸売市場　中津中央青果　株式会社 主にパソコン（エクセル）を使ってのデータ入力業
務を行います。専用フォーマットがあり金額・項目
等の入力程度です。 
また、電話対応等もお願いします。 
※業務は５人体制で行っています。

日祝他

不問 大分県中津市古金谷２５９１－１

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

大分県中津市大字万田４９９－６

雇用期間の定めなし

労災

雇用・労災・健
康・厚生

歯科衛生士（パート） 59歳以下 福成歯科医院 歯科衛生士での業務全般を行っていただきます。 
医師指示のもと、治療補助，歯垢・歯石の除去，虫
歯予防の指導，診療器具の消毒・準備等を行いま
す。 
また、院内清掃等もお願いします。

日祝他 歯科衛生士

定年を上
限

タクシー乗務員（女性専用
求人・固定給）

64歳以下 第一交通　株式会社　中津営業所 タクシーに乗務し、お客様を目的地まで送迎するお
仕事です。 
尚、全車（ＡＴ車）に配車システム連動の最新カー
ナビを装備しています。地理等が不安な方も安心し
て仕事が行えます。 
＊働き方改革関連認定企業（働きやすい職場認定制
度）

他 普通自動車第二種免
許

定年を上
限

大分県中津市島田５２８－２

雇用期間の定めなし

大分県中津市大字万田４９９－６

雇用期間の定めなし

雇用・労災・その
他

歯科助手経験者

又は9時00分～18時30分の
間の7時間程度

雇用・労災・健
康・厚生

実務経験あれば尚可 

歯科助手 59歳以下 福成歯科医院 歯科医師の指示のもとに、治療処置の事前準備・片
付け・医療器具の洗浄・消毒等の歯科助手としての
業務を行います。また、外来診療の受付・電話対
応・院内清掃等も行います。

日祝他

定年を上
限

有期／児童指導員／吉富Ｋ
／発達障がい児指導／築上

郡

不問 株式会社　三葉 発達に障がいを持つ子ども達のサポート及び療育指
導をして頂きます。 
・言語療育を中心とした学習指導（当社独自学習教
材あり） 
・日常生活のサポート 
・ご家族、保護者の方との連携 
・地域により学校や保育所、自宅への送迎（社用
車：軽ＡＴあり） 

日祝他 社会福祉士

不問 福岡県北九州市小倉南区葛原１丁目２番
３５号

精神保健福祉士

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

福岡県北九州市小倉南区葛原１丁目２番
３５号雇用期間の定めあり（４ヶ

月以上） 又は9時00分～18時30分の
間の7時間程度

雇用・労災・健
康・厚生

保育所・児童福祉事
業での実務経験５年
以上

又は9時00分～18時30分の
間の7時間程度

雇用・労災・健
康・厚生

有期／保育士実務／吉富Ｋ
／発達障がい児指導／築上

郡

不問 株式会社　三葉 発達に障がいを持つ子ども達のサポート及び療育指
導をして頂きます。 
・言語療育を中心とした学習指導（当社独自学習教
材あり） 
・日常生活のサポート 
・ご家族、保護者の方との連携 
・地域により学校や保育所、自宅への送迎（社用
車：軽ＡＴあり） 

日祝他 保育士

不問

有期／保育士／吉富Ｋ／発
達障がい児指導／築上郡

不問 株式会社　三葉 発達に障がいを持つ子ども達のサポート及び療育指
導をして頂きます。 
・言語療育を中心とした学習指導（当社独自学習教
材あり） 
・日常生活のサポート 
・ご家族、保護者の方との連携 
・地域により学校や保育所、自宅への送迎（社用
車：軽ＡＴあり） 

日祝他 保育士

不問 福岡県北九州市小倉南区葛原１丁目２番
３５号雇用期間の定めあり（４ヶ

月以上）

福岡県北九州市小倉南区葛原１丁目２番
３５号雇用期間の定めなし

又は9時00分～18時30分の
間の7時間程度

雇用・労災・健
康・厚生

保育所・児童福祉事
業での実務経験５年
以上

保育士実務／吉富Ｋ／発達
障がい児指導／築上郡

69歳以下 株式会社　三葉 発達に障がいを持つ子ども達のサポート及び療育指
導をして頂きます。 
・言語療育を中心とした学習指導（当社独自学習教
材あり） 
・日常生活のサポート 
・ご家族、保護者の方との連携 
・地域により学校や保育所、自宅への送迎（社用
車：軽ＡＴあり） 

日祝他 保育士

定年を上
限
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制限事由 賃金・通勤手当

採用人数

職種 求人者名・所在地・求人番号 仕事の内容 就業時間
休日

加入保険

必要な免許資格
必要な経験
（主な記載）

TEL ０９７９-２４-８６０９

ハローワーク 中津

（中津公共職業安定所）

この求人情報の主な就業場所

★応募には、ハローワーク発行の「紹介状」が必要です。

＊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箇所 があります。ご了承願います。

＊就業場所は、事業所所在地と異なる場合があります。 必要な資格・経験は、必須以外の場合があります。 普通自動車免許が必要な場合があります。

＊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、「面接済」などの場合、形式的な紹介状の発行は行っておりません。

＊採用等で求人が取消されていたり求人条件が変更されている場合があります。＊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。

令和5年5月18日発行 （次回発行予定日6月15日）
中津市内・宇佐市・上毛町・吉富町・豊前市

＊賃金については、実際の求人票をご確認ください。

ハローワーク
インターネット

サービス

(1)9時00分～13時00分

派遣・請負ではない 897円～1,100円 (2)9時00分～15時00分 （週休二日制）

その他

(従業員数) 9人

パート労働者 4人 なし (求人番号) 44070- 1638931

変形（1ヶ月単位）

(1)8時30分～17時00分

派遣・請負ではない 183,000円～262,000円 (2)9時00分～17時30分 （週休二日制）

(3)10時00分～18時30分 その他

(従業員数) 72人

正社員 1人 実費支給（上限あり） (求人番号) 44070- 1612931

(1)9時00分～17時00分

派遣・請負ではない 855円～1,000円 （週休二日制）

毎　週

(従業員数) 8人

パート労働者 4人 実費支給（上限あり） (求人番号) 40101-  480631

変形（1年単位）

(1)8時00分～17時00分

派遣・請負ではない 142,680円～142,680円 （週休二日制）

その他

(従業員数) 22人

正社員 1人 実費支給（上限あり） (求人番号) 44070- 1539531

(1)9時15分～17時00分

派遣・請負ではない 210,000円～360,000円 （週休二日制）

毎　週

(従業員数) 31人

正社員 2人 実費支給（上限あり） (求人番号) 40060- 7888831

(1)8時30分～17時00分

派遣・請負ではない 311,100円～311,100円 （週休二日制）

毎　週

(従業員数) 380人

正社員 1人 実費支給（上限あり） (求人番号) 44030- 1653731

(1)8時00分～16時30分

派遣・請負ではない 860円～1,250円 (2)8時15分～13時15分 （週休二日制）

毎　週

(従業員数) 24人

パート労働者 1人 実費支給（上限あり） (求人番号) 44070- 1535131

交替制あり

派遣・請負ではない 240,000円～350,000円 （週休二日制）

毎　週

(従業員数) 8人

正社員 1人 実費支給（上限なし） (求人番号) 40060- 7602231

交替制あり

派遣・請負ではない 1,200円～2,000円 （週休二日制）

毎　週

(従業員数) 1人

パート労働者 1人 実費支給（上限なし） (求人番号) 40060- 7698331

交替制あり

(1)14時00分～18時00分

派遣・請負ではない 1,050円～1,550円 (2)13時00分～18時00分 （週休二日制）

その他

(従業員数) 5人

パート労働者 1人 実費支給（上限なし） (求人番号) 40060- 7754931

交替制あり

(1)13時00分～17時00分

派遣・請負ではない 1,200円～1,700円 (2)14時00分～18時00分 （週休二日制）

その他

(従業員数) 5人

パート労働者 1人 実費支給（上限なし） (求人番号) 40060- 7756031

交替制あり

(1)14時00分～18時00分

派遣・請負ではない 1,050円～1,550円 (2)13時00分～18時00分 （週休二日制）

その他

(従業員数) 8人

パート労働者 1人 実費支給（上限なし） (求人番号) 40060- 7758231

交替制あり

(1)13時00分～17時00分

派遣・請負ではない 1,200円～1,700円 (2)14時00分～18時00分 （週休二日制）

その他

(従業員数) 8人

パート労働者 1人 実費支給（上限なし） (求人番号) 40060- 7760331

交替制あり

(1)14時00分～18時00分

派遣・請負ではない 1,050円～1,550円 (2)13時00分～18時00分 （週休二日制）

その他

(従業員数) 7人

パート労働者 1人 実費支給（上限なし） (求人番号) 40060- 7762931

交替制あり

(1)13時00分～17時00分

派遣・請負ではない 1,200円～1,700円 (2)14時00分～18時00分 （週休二日制）

その他

(従業員数) 7人

パート労働者 1人 実費支給（上限なし） (求人番号) 40060- 7766231

(1)9時00分～17時00分

派遣・請負ではない 230,000円～340,000円 （週休二日制）

毎　週

(従業員数) 2人

正社員 1人 実費支給（上限なし） (求人番号) 40060- 7809331

交替制あり

派遣・請負ではない 240,000円～350,000円 （週休二日制）

毎　週

(従業員数) 6人

正社員 2人 実費支給（上限なし） (求人番号) 40060- 7812831

又は9時00分～18時30分の
間の7時間程度

雇用・労災・健
康・厚生

作業・理学／宇佐／発達障
がい児指導

69歳以下 株式会社　三葉 発達に障がいを持つ子ども達のサポート及び療育指
導をして頂きます。 
・言語療育を中心とした学習指導（当社独自学習教
材あり） 
・日常生活のサポート 
・ご家族、保護者の方との連携 
・地域により学校や保育所、自宅への送迎（社用
車：軽ＡＴあり） 

日祝他 作業療法士

定年を上
限

福岡県北九州市小倉南区葛原１丁目２番
３５号

理学療法士

雇用期間の定めなし

福岡県北九州市小倉南区葛原１丁目２番
３５号雇用期間の定めなし

雇用・労災・健
康・厚生

又は13時00分～18時00分 労災

相談支援専門員／中津 69歳以下 株式会社　三葉 障がい児相談支援事業所の相談支援専門業務です。 
・障がい児の障がい福祉サービス等の利用計画の作
成 
・利用計画作成後のモニタリング 
・ご家族との面談、相談 
・行政ほか関係機関との連絡、調整 
 
《子育て応援求人》 

日祝他

定年を上
限

保育士／中津Ｎ／発達障が
い児指導

不問 株式会社　三葉 発達に障がいを持つ子ども達のサポート及び療育指
導をして頂きます。 
・言語療育を中心とした学習指導（当社独自学習教
材あり） 
・日常生活のサポート 
・ご家族、保護者の方との連携 
・地域により学校や保育所、自宅への送迎（社用
車：軽ＡＴあり） 

日祝他 保育士

不問 福岡県北九州市小倉南区葛原１丁目２番
３５号雇用期間の定めあり（４ヶ

月以上）

福岡県北九州市小倉南区葛原１丁目２番
３５号

精神保健福祉士

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

労災

又は13時00分～18時00分 労災

児童指導員／中津Ｎ／発達
障がい児指導

不問 株式会社　三葉 発達に障がいを持つ子ども達のサポート及び療育指
導をして頂きます。 
・言語療育を中心とした学習指導（当社独自学習教
材あり） 
・日常生活のサポート 
・ご家族、保護者の方との連携 
・地域により学校や保育所、自宅への送迎（社用
車：軽ＡＴあり） 

日祝他 社会福祉士

不問

保育士／中津Ｓ／発達障が
い児指導

不問 株式会社　三葉 発達に障がいを持つ子ども達のサポート及び療育指
導をして頂きます。 
・言語療育を中心とした学習指導（当社独自学習教
材あり） 
・日常生活のサポート 
・ご家族、保護者の方との連携 
・地域により学校や保育所、自宅への送迎（社用
車：軽ＡＴあり） 

日祝他 保育士

不問 福岡県北九州市小倉南区葛原１丁目２番
３５号雇用期間の定めあり（４ヶ

月以上）

福岡県北九州市小倉南区葛原１丁目２番
３５号

精神保健福祉士

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

労災

又は13時00分～18時00分 労災

児童指導員／中津Ｓ／発達
障がい児指導

不問 株式会社　三葉 発達に障がいを持つ子ども達のサポート及び療育指
導をして頂きます。 
・言語療育を中心とした学習指導（当社独自学習教
材あり） 
・日常生活のサポート 
・ご家族、保護者の方との連携 
・地域により学校や保育所、自宅への送迎（社用
車：軽ＡＴあり） 

日祝他 社会福祉士

不問

保育士／中津／発達障がい
児指導

不問 株式会社　三葉 発達に障がいを持つ子ども達のサポート及び療育指
導をして頂きます。 
・言語療育を中心とした学習指導（当社独自学習教
材あり） 
・日常生活のサポート 
・ご家族、保護者の方との連携 
・地域により学校や保育所、自宅への送迎（社用
車：軽ＡＴあり） 

日祝他 保育士

不問 福岡県北九州市小倉南区葛原１丁目２番
３５号雇用期間の定めあり（４ヶ

月以上）

福岡県北九州市小倉南区葛原１丁目２番
３５号

精神保健福祉士

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

労災

又は9時00分～17時00分の
間の5時間以上

労災

児童指導員／中津／発達障
がい児指導

不問 株式会社　三葉 発達に障がいを持つ子ども達のサポート及び療育指
導をして頂きます。 
・言語療育を中心とした学習指導（当社独自学習教
材あり） 
・日常生活のサポート 
・ご家族、保護者の方との連携 
・地域により学校や保育所、自宅への送迎（社用
車：軽ＡＴあり） 

日祝他 社会福祉士

不問

相談支援専門員／中津 不問 株式会社　三葉 障がい児相談支援事業所の相談支援専門業務です。 
・障がい児の障がい福祉サービス等の利用計画の作
成 
・利用計画作成後のモニタリング 
・ご家族との面談、相談 
・行政ほか関係機関との連絡、調整 
 
≪子育て応援求人≫ 

日祝他

不問 福岡県北九州市小倉南区葛原１丁目２番
３５号雇用期間の定めあり（４ヶ

月以上）

福岡県北九州市小倉南区葛原１丁目２番
３５号雇用期間の定めなし

又は9時00分～18時30分の
間の7時間程度

雇用・労災・健
康・厚生

労災

言語／中津Ｓ／発達障がい
児指導

69歳以下 株式会社　三葉 発達に障がいを持つ子ども達のサポート及び療育指
導をして頂きます。 
・言語療育を中心とした学習指導（当社独自学習教
材あり） 
・日常生活のサポート 
・ご家族、保護者の方との連携 
・地域により学校や保育所、自宅への送迎（社用
車：軽ＡＴあり） 

日祝他 言語聴覚士

定年を上
限

介護職員【デイサービス・
パート】

64歳以下 株式会社　オラレア 住宅型有料老人ホームに併設した事業所です。
利用者様自宅へ、社用車（ＡＴ）にてお迎えに行
き、健康チェックの後、主に午前中に入浴や個人に
あった脳レクを行います。昼食、休憩後はレクリ
エーションとして体操やゲーム、工作、書道などの
サービスを提供しています。 
社用車（普通ＡＴ）を使用し、送迎業務もありま
す。 

土日他 介護福祉士

定年を上
限

大分県宇佐市大字葛原７７７－５ 介護職員初任者研修
修了者雇用期間の定めなし

大分県中津市諸町１７９９

雇用期間の定めなし

雇用・労災・健
康・厚生

雇用・労災・健
康・厚生

薬剤師 59歳以下 医療法人　杏林会　村上記念病院 病院内薬剤科にて、薬剤師業務全般を行います。 
個人別払出（調剤・鑑査・注射薬）・持参薬鑑別・
医薬品在庫管理等を行います。

日祝他 薬剤師

定年を上
限

商工会議所共済・福祉制度
推進スタッフ／豊前市

不問 アクサ生命保険　株式会社　北九州営業
支社

・商工会議所会員企業に対する生命保険による従業
員の福利厚生制　度（退職金・弔慰金）のコンサル
ティング営業 
・経営者のリスク管理や事業承継、資産管理などの
アドバイスや個　人のライフプランに対応した保険
設計 
※アクサ生命は福岡県と健康経営に関する連携協定
を締結しており　、健康経営アドバイザーとして健

土日祝他

不問 福岡県北九州市小倉北区紺屋町１３－１
毎日西部会館４Ｆ雇用期間の定めなし

大分県宇佐市大字長洲３９８０

雇用期間の定めなし

雇用・労災・健
康・厚生

雇用・労災・健
康・厚生

漁網製造員（本社） 64歳以下 株式会社　長浦製網所 製網工場にて、以下の製造の補助作業を行います。 
・製造した網を伸ばしながら、破れ等がないか確認
する検査 
・網を乾燥させる為、手作業で機械に乗せたり下ろ
したりする作業 
・網の出荷の為、たたんで袋に入れる作業 
１０ｋｇ程度のハッカー（網をかける台）の上げ下
ろしがあります 

日祝他

定年を上
限

品質確認、梱包及び出荷作
業、自動車部品の簡単な組

立て

不問 株式会社　アイエヌライン ≪２０２３年の上場を目標に、お客様に感動を与え
感謝される企業 を目指しています≫ 
１．製品の品質確認、梱包、出荷作業等 
２．トランスカバー等、プラスチック製自動車部品
の簡単な組立て 
・子育て応援求人 
・アクティブシニア求人 
・未経験者の方も歓迎いたします 

土日

不問 福岡県築上郡吉富町大字直江６５６番地
１雇用期間の定めあり（４ヶ

月未満）

大分県宇佐市大字江須賀字正門４０４６
－１雇用期間の定めなし

雇用・労災・健
康・厚生

雇用・労災

正看護師【外来】 59歳以下 医療法人　徳和会　宇佐中央内科病院 医師の指示のもとに診療の補助、注射・採血等の処
置、検査の介助を行います。 
また、血圧測定・検温等のバイタルチェックや様子
観察、投薬、健康教育等療養上のお世話もします。

他 看護師

定年を上
限

惣菜加工スタッフ 不問 株式会社　ナルミ総合企画（うっかり八
兵衛）

主に串刺しを行っていただきます。また、お肉の
カット・下ゆで等や、出来上がった加工品を真空
パック詰め、シール貼り、出荷準備等もあります。 
＊串刺しは座位作業になります。 
＊未経験の方も丁寧に指導いたします。 

月日他

不問 大分県宇佐市大字四日市１４６０－３ 

雇用期間の定めなし
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制限事由 賃金・通勤手当

採用人数

職種 求人者名・所在地・求人番号 仕事の内容 就業時間
休日

加入保険

必要な免許資格
必要な経験
（主な記載）

TEL ０９７９-２４-８６０９

ハローワーク 中津

（中津公共職業安定所）

この求人情報の主な就業場所

★応募には、ハローワーク発行の「紹介状」が必要です。

＊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箇所 があります。ご了承願います。

＊就業場所は、事業所所在地と異なる場合があります。 必要な資格・経験は、必須以外の場合があります。 普通自動車免許が必要な場合があります。

＊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、「面接済」などの場合、形式的な紹介状の発行は行っておりません。

＊採用等で求人が取消されていたり求人条件が変更されている場合があります。＊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。

令和5年5月18日発行 （次回発行予定日6月15日）
中津市内・宇佐市・上毛町・吉富町・豊前市

＊賃金については、実際の求人票をご確認ください。

ハローワーク
インターネット

サービス

交替制あり

派遣・請負ではない 240,000円～350,000円 （週休二日制）

毎　週

(従業員数) 6人

正社員 1人 実費支給（上限なし） (求人番号) 40060- 7813231

(1)10時00分～16時00分

派遣・請負ではない 950円～950円 (2)11時00分～17時00分 （週休二日制）

毎　週

(従業員数) 37人

パート労働者 1人 実費支給（上限なし） (求人番号) 40101-  471331

(1)7時00分～11時00分

派遣・請負ではない 860円～950円 (2)15時00分～19時00分 （週休二日制）

毎　週

(従業員数) 12人

パート労働者 1人 実費支給（上限あり） (求人番号) 44030- 1650231

派遣・請負ではない 910円～1,000円 （週休二日制）

毎　週

(従業員数) 14人

パート労働者 1人 実費支給（上限あり） (求人番号) 44030- 1651531

交替制あり

派遣・請負ではない 240,000円～350,000円 （週休二日制）

毎　週

(従業員数) 5人

正社員 2人 実費支給（上限なし） (求人番号) 40060- 7525731

交替制あり

派遣・請負ではない 240,000円～350,000円 （週休二日制）

毎　週

(従業員数) 5人

正社員 1人 実費支給（上限なし） (求人番号) 40060- 7527631

交替制あり

派遣・請負ではない 240,000円～350,000円 （週休二日制）

毎　週

(従業員数) 7人

正社員 2人 実費支給（上限なし） (求人番号) 40060- 7530831

交替制あり

派遣・請負ではない 240,000円～350,000円 （週休二日制）

毎　週

(従業員数) 7人

正社員 1人 実費支給（上限なし） (求人番号) 40060- 7532531

交替制あり

派遣・請負ではない 240,000円～350,000円 （週休二日制）

毎　週

(従業員数) 8人

正社員 2人 実費支給（上限なし） (求人番号) 40060- 7539031

(1)8時00分～16時00分

派遣・請負ではない 900円～1,100円 (2)9時00分～17時00分 （週休二日制）

(3)8時00分～15時00分 毎　週

(従業員数) 38人

パート労働者 5人 実費支給（上限あり） (求人番号) 40101-  461431

変形（1年単位）

(1)8時00分～17時00分

派遣・請負ではない 154,800円～268,300円 （週休二日制）

その他

(従業員数) 19人

正社員 1人 実費支給（上限あり） (求人番号) 44010-10209731

交替制あり

(1)7時00分～16時00分

派遣・請負ではない 156,000円～156,000円 (2)11時00分～20時00分 （週休二日制）

(3)9時00分～18時00分 その他

(従業員数) 453人

正社員 5人 実費支給（上限あり） (求人番号) 44030- 1528131

交替制あり

(1)7時00分～16時00分

派遣・請負ではない 169,450円～169,450円 (2)7時30分～16時30分 （週休二日制）

(3)8時00分～17時00分 毎　週

(従業員数) 30人

正社員 1人 実費支給（上限あり） (求人番号) 44030- 1531431

(1)8時00分～12時00分

派遣・請負ではない 854円～854円 （週休二日制）

毎　週

(従業員数) 5人

パート労働者 1人 なし (求人番号) 44030- 1558731

派遣・請負ではない 854円～854円 （週休二日制）

毎　週

(従業員数) 5人

パート労働者 2人 なし (求人番号) 44030- 1561031

(1)9時15分～17時00分

派遣・請負ではない 150,000円～240,000円 （週休二日制）

毎　週

(従業員数) 3人

正社員 2人 実費支給（上限あり） (求人番号) 44030- 1568631

(1)9時15分～17時00分

派遣・請負ではない 150,000円～240,000円 （週休二日制）

毎　週

(従業員数) 20人

正社員 2人 実費支給（上限あり） (求人番号) 44030- 1570231

大分県中津市殿町１３８３－１　中津商
工会館２Ｆ雇用期間の定めなし

雇用・労災・健
康・厚生

雇用・労災・健
康・厚生

商工会議所共済・福祉制度
推進スタッフ（中津）

64歳以下 アクサ生命保険株式会社　大分支社　中
津営業所

＊商工会議所会員企業に対する生命保険による従業
員の福利厚生制 度（退職金、弔慰金）のコンサル
ティング営業。 
＊経営者のリスク管理や事業継承、資産管理などの
アドバイスや保 険設計。 
＊個人のライフプランに対応した保険設計。 
＊営業未経験の方も充実した研修制度にて安心して
勤務できます。 

土日祝他

定年を上
限

商工会議所共済・福祉制度
推進スタッフ（宇佐）

64歳以下 アクサ生命保険株式会社　大分支社　中
津営業所

＊商工会議所会員企業に対する生命保険による従業
員の福利厚生制 度（退職金、弔慰金）のコンサル
ティング営業。 
＊経営者のリスク管理や事業継承、資産管理などの
アドバイスや保 険設計。 
＊個人のライフプランに対応した保険設計。 
＊営業未経験の方も充実した研修制度にて安心して
勤務できます。 

土日祝他

定年を上
限

大分県中津市殿町１３８３－１　中津商
工会館２Ｆ雇用期間の定めなし

大分県中津市大字永添字馬場尾１８６４
－５０

ホームヘルパー２級

雇用期間の定めなし

又は8時00分～18時00分の
間の2時間以上

労災

雇用・労災

登録型ホームヘルパー
（パート）

74歳以下 有限会社　愛夢　（愛の手福祉タク
シー）

歩行が困難な方や車椅子利用者等の外出時サポート
全般です。 
病院等（外出の際はタクシー乗務員が現地まで連れ
ていきます）への付き添い及び院内介助（受付・薬
受取り等）、日常生活の外出のサポート（買い物・
銀行や市役所等への外出時支援）、その他これに付
随する業務。 
また、食品・日用品のお買い物、薬の受け取りなど

他 介護職員初任者研修
修了者

定年を上
限

事務員（パート／中津市：
８時～１２時）

74歳以下 有限会社　愛夢　（愛の手福祉タク
シー）

一般事務業務全般を行っていただきます。 
電話対応・パソコン（エクセルやワード）による入
力業務・伝票整理を行います。 
タクシー事務及び配車業務をして頂く事もありま
す。 
また、食品・日用品のお買い物、薬の受け取りなど
を利用料金と買い物商品代金で代行します。業務に
は、社用車又は持ち込み車を使用します。

土日祝他

定年を上
限

大分県中津市大字永添字馬場尾１８６４
－５０雇用期間の定めなし

大分県中津市大字宮夫１７番地

雇用期間の定めなし

雇用・労災・健
康・厚生

雇用・労災・健
康・厚生

准看護師（なのみ） 18歳～59
歳

社会医療法人　玄真堂　（川嶌整形外科
病院）

老人保健施設内にて医師指示に基づく利用者の診療
補助・バイタルチェックや体調管理・ケアプランに
基づいた日常生活の支援・生活指導や家族指導等、
看護全般業務を行います。

他 准看護師

定年を上
限

看護師補助者（ナースエイ
ド）

59歳以下 社会医療法人　玄真堂　（川嶌整形外科
病院）

ベッドメーキング等の環境整備・お茶配り・看護師
指示のもとリハビリ室まで車いす利用者の移動介
助・タオル洗濯や準備・消毒物の片づけなど病棟又
は手術室における看護師の助手業務を行います。

他 介護福祉士

定年を上
限

大分県中津市大字宮夫１７番地

雇用期間の定めなし

大分県大分市豊海３丁目１９９４番１９
２

中型自動車免許

雇用期間の定めなし

雇用・労災・健
康・厚生

（トラック運転業務
経験者尚良し）

雇用・労災・健
康・厚生

トラック運転手（４ｔ車／
宇佐営業所）

59歳以下 大分物流サービス　株式会社 チャーター便（業務には４ｔ車を使用します） 
 ＊九州内チャーター便 
＊手積み作業あり 
＊男女問わず活躍できる職場となっています

日他 準中型自動車免許

定年を上
限

プラスチック製品の検査・
箱詰め作業

不問 株式会社　北信興産 化粧品・食用油などのプラスチック容器の目視検
査・箱詰め（軽作業）を行っていただきます。 
＊初心者の方は親切・丁寧に指導致しますので、安
心して下 さい。 
＊空調の利いた作業場です 
※≪子育て応援求人≫ 
（学校行事・園送迎・病気等柔軟に対応します） 
 

土日他

不問 福岡県豊前市大字吉木９９０－４７

雇用期間の定めなし

福岡県北九州市小倉南区葛原１丁目２番
３５号

理学療法士

雇用期間の定めなし

又は9時00分～18時30分の
間の7時間程度

雇用・労災・健
康・厚生

又は9時00分～18時30分の
間の7時間程度

雇用・労災・健
康・厚生

作業・理学／中津Ｓ／発達
障がい児指導

69歳以下 株式会社　三葉 発達に障がいを持つ子ども達のサポート及び療育指
導をして頂きます。 
・言語療育を中心とした学習指導（当社独自学習教
材あり） 
・日常生活のサポート 
・ご家族、保護者の方との連携 
・地域により学校や保育所、自宅への送迎（社用
車：軽ＡＴあり） 

日祝他 作業療法士

定年を上
限

言語／中津Ｎ／発達障がい
児指導

69歳以下 株式会社　三葉 発達に障がいを持つ子ども達のサポート及び療育指
導をして頂きます。 
・言語療育を中心とした学習指導（当社独自学習教
材あり） 
・日常生活のサポート 
・ご家族、保護者の方との連携 
・地域により学校や保育所、自宅への送迎（社用
車：軽ＡＴあり） 

日祝他 言語聴覚士

定年を上
限

福岡県北九州市小倉南区葛原１丁目２番
３５号雇用期間の定めなし

福岡県北九州市小倉南区葛原１丁目２番
３５号

理学療法士

雇用期間の定めなし

又は9時00分～18時30分の
間の7時間程度

雇用・労災・健
康・厚生

又は9時00分～18時30分の
間の7時間程度

雇用・労災・健
康・厚生

作業・理学／中津Ｎ／発達
障がい児指導

69歳以下 株式会社　三葉 発達に障がいを持つ子ども達のサポート及び療育指
導をして頂きます。 
・言語療育を中心とした学習指導（当社独自学習教
材あり） 
・日常生活のサポート 
・ご家族、保護者の方との連携 
・地域により学校や保育所、自宅への送迎（社用
車：軽ＡＴあり） 

日祝他 作業療法士

定年を上
限

言語／中津／発達障がい児
指導

69歳以下 株式会社　三葉 発達に障がいを持つ子ども達のサポート及び療育指
導をして頂きます。 
・言語療育を中心とした学習指導（当社独自学習教
材あり） 
・日常生活のサポート 
・ご家族、保護者の方との連携 
・地域により学校や保育所、自宅への送迎（社用
車：軽ＡＴあり） 

日祝他 言語聴覚士

定年を上
限

福岡県北九州市小倉南区葛原１丁目２番
３５号雇用期間の定めなし

福岡県北九州市小倉南区葛原１丁目２番
３５号

理学療法士

雇用期間の定めなし

又は9時00分～18時30分の
間の7時間程度

雇用・労災・健
康・厚生

又は8時30分～16時30分の
間の6時間程度

労災

作業・理学／中津／発達障
がい児指導

69歳以下 株式会社　三葉 発達に障がいを持つ子ども達のサポート及び療育指
導をして頂きます。 
・言語療育を中心とした学習指導（当社独自学習教
材あり） 
・日常生活のサポート 
・ご家族、保護者の方との連携 
・地域により学校や保育所、自宅への送迎（社用
車：軽ＡＴあり） 

日祝他 作業療法士

定年を上
限

介護職員（通所リハビリ
テーション：パート）

69歳以下 医療法人　英然会　里見医院 デイケア施設内にて利用者の食事介助（配膳・下膳
を含む），排泄介助，入浴介助，移動介助，レクリ
エーション時の支援業務，利用者の送迎業務（ＡＴ
車）等、介護業務全般を行います。 
※慣れるまでは職員が一緒に付き添います。 
初めての方でも安心して働くことができます。

日他

定年を上
限

大分県中津市中央町１丁目８－３６

雇用期間の定めなし

大分県中津市中央町１丁目８－３６

雇用期間の定めなし

労災

雇用・労災

介護職員（有料老人ホー
ム・睦み／パート）

69歳以下 医療法人　英然会　里見医院 有料老人ホーム内での食事準備，トイレ誘導，服薬
管理等、介護業務を行って頂きます。 
※はじめは先輩スタッフと一緒に行いますので安心
して働けます。

他 介護職員初任者研修
修了者

定年を上
限

梱包作業及び出荷作業補助
員

64歳以下 ミナト電機工業　株式会社 ネット販売した商品の梱包及び出荷作業の補助業
務。 
小さいサイズの商品を担当してもらいます。 
 
 
 
 
 

日祝他

定年を上
限

福岡県豊前市大字三毛門２８１－１

雇用期間の定めなし

福岡県北九州市小倉南区葛原１丁目２番
３５号雇用期間の定めなし

又は9時00分～18時30分の
間の7時間程度

雇用・労災・健
康・厚生

言語／宇佐／発達障がい児
指導

69歳以下 株式会社　三葉 発達に障がいを持つ子ども達のサポート及び療育指
導をして頂きます。 
・言語療育を中心とした学習指導（当社独自学習教
材あり） 
・日常生活のサポート 
・ご家族、保護者の方との連携 
・地域により学校や保育所、自宅への送迎（社用
車：軽ＡＴあり） 

日祝他 言語聴覚士

定年を上
限
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制限事由 賃金・通勤手当

採用人数

職種 求人者名・所在地・求人番号 仕事の内容 就業時間
休日

加入保険

必要な免許資格
必要な経験
（主な記載）

TEL ０９７９-２４-８６０９

ハローワーク 中津

（中津公共職業安定所）

この求人情報の主な就業場所

★応募には、ハローワーク発行の「紹介状」が必要です。

＊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箇所 があります。ご了承願います。

＊就業場所は、事業所所在地と異なる場合があります。 必要な資格・経験は、必須以外の場合があります。 普通自動車免許が必要な場合があります。

＊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、「面接済」などの場合、形式的な紹介状の発行は行っておりません。

＊採用等で求人が取消されていたり求人条件が変更されている場合があります。＊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。

令和5年5月18日発行 （次回発行予定日6月15日）
中津市内・宇佐市・上毛町・吉富町・豊前市

＊賃金については、実際の求人票をご確認ください。

ハローワーク
インターネット

サービス

(1)9時00分～15時00分

派遣・請負ではない 900円～900円 (2)9時00分～16時00分 （週休二日制）

毎　週

(従業員数) 21人

パート労働者 2人 なし (求人番号) 44030- 1582331

(1)8時30分～17時30分

派遣・請負ではない 200,000円～300,000円 （週休二日制）

毎　週

(従業員数) 3人

正社員 1人 実費支給（上限あり） (求人番号) 44030- 1585131

派遣・請負ではない 1,200円～1,200円 （週休二日制）

毎　週

(従業員数) 3人

パート労働者 2人 実費支給（上限あり） (求人番号) 44030- 1588231

(1)13時15分～16時15分

派遣・請負ではない 900円～900円 (2)13時00分～16時15分 （週休二日制）

(3)13時00分～17時00分 毎　週

(従業員数) 20人

パート労働者 1人 なし (求人番号) 44030- 1502031

変形（1ヶ月単位）

(1)8時30分～17時15分

派遣・請負ではない 181,210円～238,160円 (2)8時15分～17時00分 （週休二日制）

(3)7時00分～15時45分 その他

(従業員数) 26人

正社員 1人 実費支給（上限あり） (求人番号) 44070- 1367131

派遣・請負ではない 916円～916円 （週休二日制）

その他

(従業員数) 81人

パート労働者 3人 実費支給（上限あり） (求人番号) 44070- 1394231

(1)9時00分～18時00分

派遣・請負ではない 226,000円～335,000円 （週休二日制）

毎　週

(従業員数) 2人

正社員 1人 実費支給（上限なし） (求人番号) 44070- 1429331

変形（1ヶ月単位）

(1)8時30分～17時00分

派遣・請負ではない 181,000円～260,000円 (2)9時00分～17時30分 （週休二日制）

(3)10時00分～18時30分 その他

(従業員数) 72人

正社員 1人 実費支給（上限あり） (求人番号) 44070- 1442431

派遣・請負ではない 1,200円～1,300円 （週休二日制）

毎　週

(従業員数) 5人

パート労働者 1人 実費支給（上限あり） (求人番号) 43010-11686831

派遣・請負ではない 1,000円～1,200円 （週休二日制）

毎　週

(従業員数) 5人

パート労働者 1人 実費支給（上限あり） (求人番号) 43010-11691931

(1)9時00分～14時30分

派遣・請負ではない 900円～1,000円 (2)10時00分～13時00分 （週休二日制）

毎　週

(従業員数) 14人

パート労働者 1人 一定額 (求人番号) 44030- 1491531

(1)9時00分～16時15分

派遣・請負ではない 870円～870円 （週休二日制）

毎　週

(従業員数) 71人

パート労働者 3人 実費支給（上限あり） (求人番号) 44030- 1498031

派遣・請負ではない 1,400円～2,500円 （週休二日制）

毎　週

(従業員数) 1人

パート労働者 1人 実費支給（上限なし） (求人番号) 23010-10684931

(1)8時30分～15時00分

派遣・請負ではない 900円～950円 （週休二日制）

毎　週

(従業員数) 4人

パート労働者 1人 実費支給（上限あり） (求人番号) 44030- 1457031

(1)9時00分～13時00分

派遣・請負ではない 900円～900円 (2)9時00分～17時00分 （週休二日制）

毎　週

(従業員数) 5人

パート労働者 1人 実費支給（上限あり） (求人番号) 44030- 1458831

(1)7時00分～9時00分

派遣・請負ではない 1,000円～1,700円 (2)16時00分～18時00分 （週休二日制）

(3)17時00分～18時00分 毎　週

(従業員数) 50人

パート労働者 1人 実費支給（上限あり） (求人番号) 44030- 1464131

派遣・請負ではない 900円～900円 （週休二日制）

毎　週

(従業員数) 4人

パート労働者 2人 実費支給（上限あり） (求人番号) 44030- 1424231

又は10時00分～20時00分
の間の4時間以上

労災

アパレル販売員（パート） 不問 株式会社コナカ　紳士服フタタ　中津店 入荷商品の開梱や検品・紳士服やレディース商品陳
列や補充・お客様へのご案内・商品説明や提案等の
接客販売・レジ業務・店内清掃等、店内業務全般を
行っていただきます。 
【未経験者歓迎】 
経験が無くても丁寧に指導しますので、安心して応
募下さい。 
【働き方改革認定企業（くるみん）】 

他

不問 大分県中津市大字大新田２８５－１　フ
レスポ中津北内雇用期間の定めあり（４ヶ

月以上）

大分県中津市大字下池永１３番地

雇用期間の定めなし

又は7時00分～17時00分の
間の6時間程度

労災

雇用・労災

訪問介護員（ホームヘル
パー／あっとほーむ玄々

堂）パート

59歳以下 株式会社　アクト・ケア　あっとほーむ
玄々堂・中津

施設内での介護サービス業務（訪問介護）になりま
す。 
要介護認定を受けているご利用者の入浴・排泄・食
事介助等、身体介護業務や買い物代行，清掃・洗濯
等の生活援助を行っていただきます。 
※買い物代行では車を運転することはありません。

他 ホームヘルパー２級

定年を上
限

医療事務員（パート／経験
不問）

59歳以下 末廣医院 医院（内科）内での医療事務業務全般に携わってい
ただきます。 
主にパソコンを用いた診療報酬明細書（レセプト）
の作成，外来 患者の受付業務，電話対応，調剤補助
業務等を行います。 
また、院内外の清掃もお願いします。 
※業務では丁寧に指導します。 
安心してご応募下さい。

土日祝他

定年を上
限

大分県中津市沖代町１丁目７－１

雇用期間の定めなし

大分県中津市大字中殿５８１－１０ 簿記能力検定（全経
３級）雇用期間の定めなし

又は8時30分～16時00分の
間の5時間程度

雇用・労災
簿記知識

又は14時00分～21時00分
の間の4時間以上

労災
英語、子供大好きな
方に向いているお仕
事です。事務員 64歳以下 株式会社　岡タックスコンサルタント 税理士からの受託業務全般を行います。 

会計伝票の記帳（起票）・会計伝票のパソコン入力
（会計ソフトあり）・電話応対・接客等を行いま
す。 
また、中津市を中心に、宇佐市・豊前市の顧問先や
役所等への訪問等も行っていただきます。外出の際
は社用車（軽ＡＴ車）使用します。

土日祝他 日商簿記３級

定年を上
限

★７月～新規開講曜日★
子ども英会話講師　中津西

教室

不問 イッティージャパンウエスト　株式会社 直営の教室にて、幼児から高校生までの子どもを対
象に英会話のレッスンをしていただきます。 
・英会話レッスン、文法レッスンの提供 
・会員、保護者対応　　・各種イベント案内 
・欠席者の電話入れ　　・手紙配布 
・授業参観　　　　　　・教室清掃 
・ペーパーワーク（報告書、連絡票記入）など 
 

月火水木土日他

不問 愛知県名古屋市名東区社台３－２３０

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

大分県中津市大字大新田４９２番地１

雇用期間の定めなし

雇用・労災

労災

ゆず・わさび製品製造員
（パート）

59歳以下 カネク大分　株式会社 わさび製品の製造・ゆず皮を原料とした「刻みゆ
ず」の製造を行っていただきます。 
立位作業になります。

土日他

定年を上
限

接客および調理補助員（宮
夫店）

不問 有限会社　卯昇 【接客業務】注文受け・レジ業務などの接客業務、
注文を頂いたお料理の配膳や下膳、また店内・外清
掃等も含め「そば・うどん店」の接客業務全般で
す。（座数：１階５２席・２階２４席） 
【調理業務】野菜を切る・おにぎりを作る・ご飯を
よそう・料理の盛付を行います。食器類の洗浄等、
調理補助業務全般です。 
 

他

不問 大分県中津市大字牛神１１０－４

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

熊本県熊本市南区南高江７丁目７－３０ 准看護師

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上） 又は9時30分～19時00分の

間の3時間以上
雇用・労災

眼科での勤務経験の
ある方、優遇いたし
ます。

又は9時30分～19時00分の
間の3時間以上

雇用・労災
眼科勤務経験のある
方、優遇いたしま
す。看護師（正・准）／愛アイ

クリニック
不問 医療法人　拓雄会 ※ゆめタウン中津店内の眼科での看護業務 

（外来患者様対応がメインです。） 
・医師の診療補助 
・点眼教務（処方指導・説明） 
・視能訓練士の検査補助 
 
 
 

水木他 看護師

不問

視能訓練士／愛アイクリ
ニック

不問 医療法人　拓雄会 ※ゆめタウン中津店内の眼科での看護業務 
（外来患者様対応がメインです。） 
・医師の診療補助 
・視能矯正 
・視機能検査

水木他 視能訓練士

不問 熊本県熊本市南区南高江７丁目７－３０

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

大分県宇佐市大字江須賀字正門４０４６
－１雇用期間の定めなし

雇用・労災・健
康・厚生

雇用・労災・健
康・厚生

准看護師【外来】 59歳以下 医療法人　徳和会　宇佐中央内科病院 医師の指示のもとに診療の補助、注射・採血等の処
置、検査の介助を行います。 
また、血圧測定・検温等のバイタルチェックや様子
観察、投薬、健康教育等療養上のお世話もします。

他 准看護師

定年を上
限

保険営業員 不問 株式会社　スマイルミライズ 主な業務は生命保険・損害保険の営業となります。 
持込車両（ガソリン代支給）を使用し、保険のご提
案や、有事の 際は保険請求もフォローし、お客様を
保険業務でお支えします。 
営業エリアは主に宇佐市・中津市・豊後高田市で
す。 
なお、事前の申し出により、直行直帰も可能です。 
＊資格取得までは、補助的な仕事や研修を行い、丁

日祝他

不問 大分県宇佐市大字南敷田８７６－１

雇用期間の定めなし

大分県宇佐市大字南宇佐９６０番地の２

雇用期間の定めなし

又は8時00分～17時00分の
間の6時間程度

雇用・労災

雇用・労災・健
康・厚生

保育士経験者・幼稚
園教諭業務経験者 

製造工 64歳以下 九州オーテック　株式会社 自動車用内装部品の製造業務です。 
プラスチック製品（自動車用内装部品等）の内張り
に、手作業や機械にて表皮（合皮等）を貼り付けた
り、端を巻きこむ作業を行います。 
手作業が主になります。 
＊初心者には丁寧に指導します

日他

定年を上
限

保育教諭【大卒：月給】 59歳以下 社会福祉法人　芽豆羅の里　めずらこど
も園

保育の知識をもとに、乳児や幼児の教育および保育
を行います。 
絵本の読み聞かせ・リズム遊び等の保育や、食事や
トイレのお世話をします。 
現在園児は、９０名程度、２５人体制で行っていま
す。 

日祝他 保育士

定年を上
限

大分県宇佐市下時枝１００の３

雇用期間の定めなし

大分県中津市大字万田４３１－５

雇用期間の定めなし

労災

又は8時30分～17時30分の
間の4時間以上

雇用・労災

食器洗い作業員（午後パー
ト／学校給食米飯）

59歳以下 株式会社　松山製パン工場 中津市内小・中学校の米飯給食「後片付け業務」に
なります。 
小・中学校から給食後に戻ってきた弁当箱の中身を
取り出し、フタと弁当箱に分けて洗浄機に投入しま
す。 
また作業場での清掃，片付け，洗い場業務もありま
す。

土日祝他

定年を上
限

介護支援専門員（パート） 不問 合同会社　未来 介護支援専門員としての業務全般を行います。 
要支援・要介護認定者に対するケアプラン作成，相
談援助，関係 機関との調整，認定代行，給付管理等
の業務を行います。 
利用者宅への訪問には社用車（ＡＴ車）を使用しま
す。 
訪問範囲は主に中津市内です。

日他 介護支援専門員（ケ
アマネージャー）

不問 大分県中津市大字角木３６８番地４

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

大分県中津市大字角木３６８番地４

雇用期間の定めなし

雇用・労災・健
康・厚生

雇用・労災
技能：ミシン業務・
直し等

介護支援専門員 不問 合同会社　未来 介護支援専門員としての業務全般を行います。 
要支援・要介護認定者に対するケアプラン作成，相
談援助・関係 機関との調整，認定代行，給付管理等
の業務を行います。 
利用者宅への訪問には社用車（ＡＴ車）を使用しま
す。 
訪問範囲は主に中津市内です。 
 

日他 介護支援専門員（ケ
アマネージャー）

不問

ミシンおよび刺繍作業員
（三光：工場）

64歳以下 ホンダ繊維　株式会社 工業用ミシンを使用し、注文品（のぼり・ハッピ・
ユニホーム等）の縫製作業や、刺繍機械（パソコン
を使用し刺繍図柄をデータ入力）にて刺繍作業を行
います。完成品へのアイロンがけや工場内外の清掃
等も行います。

土日祝他

定年を上
限

大分県中津市大字大貞３１６－４１

雇用期間の定めなし
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制限事由 賃金・通勤手当

採用人数

職種 求人者名・所在地・求人番号 仕事の内容 就業時間
休日

加入保険

必要な免許資格
必要な経験
（主な記載）

TEL ０９７９-２４-８６０９

ハローワーク 中津

（中津公共職業安定所）

この求人情報の主な就業場所

★応募には、ハローワーク発行の「紹介状」が必要です。

＊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箇所 があります。ご了承願います。

＊就業場所は、事業所所在地と異なる場合があります。 必要な資格・経験は、必須以外の場合があります。 普通自動車免許が必要な場合があります。

＊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、「面接済」などの場合、形式的な紹介状の発行は行っておりません。

＊採用等で求人が取消されていたり求人条件が変更されている場合があります。＊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。

令和5年5月18日発行 （次回発行予定日6月15日）
中津市内・宇佐市・上毛町・吉富町・豊前市

＊賃金については、実際の求人票をご確認ください。

ハローワーク
インターネット

サービス

派遣・請負ではない 930円～1,000円 （週休二日制）

毎　週

(従業員数) 10人

パート労働者 1人 実費支給（上限あり） (求人番号) 44030- 1400431

(1)10時00分～15時00分

派遣・請負ではない 980円～1,130円 （週休二日制）

毎　週

(従業員数) 11人

パート労働者 2人 実費支給（上限あり） (求人番号) 44030- 1406031

(1)10時00分～15時00分

派遣・請負ではない 980円～1,130円 （週休二日制）

毎　週

(従業員数) 10人

パート労働者 2人 実費支給（上限あり） (求人番号) 44030- 1409531

(1)10時00分～15時00分

派遣・請負ではない 980円～1,130円 （週休二日制）

毎　週

(従業員数) 8人

パート労働者 2人 実費支給（上限あり） (求人番号) 44030- 1414031

(1)10時00分～15時00分

派遣・請負ではない 980円～1,130円 （週休二日制）

毎　週

(従業員数) 2人

パート労働者 2人 実費支給（上限あり） (求人番号) 44030- 1416231

(1)10時00分～15時00分

派遣・請負ではない 980円～1,130円 （週休二日制）

毎　週

(従業員数) 2人

パート労働者 2人 実費支給（上限あり） (求人番号) 44030- 1417531

(1)10時00分～15時00分

派遣・請負ではない 980円～1,130円 （週休二日制）

毎　週

(従業員数) 2人

パート労働者 2人 実費支給（上限あり） (求人番号) 44030- 1420931

(1)10時00分～15時00分

派遣・請負ではない 980円～1,130円 （週休二日制）

毎　週

(従業員数) 10人

パート労働者 2人 実費支給（上限あり） (求人番号) 44030- 1421131

派遣・請負ではない 900円～1,200円 （週休二日制）

毎　週

(従業員数) 30人

パート労働者 1人 実費支給（上限あり） (求人番号) 44030- 1387031

(1)9時00分～16時45分

派遣・請負ではない 870円～890円 （週休二日制）

毎　週

(従業員数) 9人

パート労働者 1人 実費支給（上限あり） (求人番号) 44030- 1359631

派遣・請負ではない 950円～950円 （週休二日制）

毎　週

(従業員数) 11人

パート労働者 2人 実費支給（上限あり） (求人番号) 44030- 1361831

派遣・請負ではない 1,000円～1,500円 （週休二日制）

毎　週

(従業員数) 8人

パート労働者 1人 実費支給（上限あり） (求人番号) 44030- 1378131

(1)9時00分～15時30分

派遣・請負ではない 890円～890円 （週休二日制）

毎　週

(従業員数) 30人

パート労働者 3人 実費支給（上限あり） (求人番号) 44030- 1326931

派遣・請負ではない 930円～1,160円 （週休二日制）

その他

(従業員数) 226人

パート労働者 1人 実費支給（上限あり） (求人番号) 44030- 1281831

変形（1年単位）

(1)8時00分～17時00分

派遣・請負ではない 140,000円～160,000円 (2)8時00分～12時00分 （週休二日制）

その他

(従業員数) 54人

正社員 2人 なし (求人番号) 44030- 1263131

変形（1年単位）

(1)8時00分～17時00分

派遣・請負ではない 138,601円～138,601円 (2)8時00分～12時00分 （週休二日制）

その他

(従業員数) 54人

正社員以外 2人 なし (求人番号) 44030- 1264031

変形（1年単位）

(1)8時00分～17時00分

派遣・請負ではない 150,000円～200,000円 (2)8時00分～12時00分 （週休二日制）

その他

(従業員数) 54人

正社員 1人 なし (求人番号) 44030- 1265831

大分県中津市大字今津１１０１番地の１

雇用期間の定めなし

雇用・労災・健
康・厚生

雇用・労災・健
康・厚生

家庭用ミシン作業の
経験者

フレキシブルコンテナー
バッグ製造作業員

64歳以下 日豊製袋工業　株式会社 工場内にてフレキシブルコンテナーバッグ製造に関
し、生地（プラスチック製：ＰＰ及びＰＥ）を機械
により裁断する作業、裁断した生地を縫製部門まで
台車での運搬作業を行っていただきます。

日祝他

定年を上
限

縫製作業員（フル勤務パー
ト社員）

64歳以下 日豊製袋工業　株式会社 工場内にて「フレキシブルコンテナーバッグ」の縫
製を行う仕事です。縫製にはミシンを使用します。 
ポケットや小物等補助的な縫製を主に行っていただ
きます。 
ミシンの経験がなくても丁寧に指導します。 
「フレキシブルコンテナーバッグ」とはプラスチッ
ク製（ＰＰ及びＰＥ）のバッグです。

日祝

定年を上
限

大分県中津市大字今津１１０１番地の１

雇用期間の定めなし

大分県中津市大字今津１１０１番地の１

雇用期間の定めなし

雇用・労災・健
康・厚生

家庭用ミシン作業の
経験者

又は9時00分～18時00分の
間の4時間以上

雇用・労災

縫製作業員 64歳以下 日豊製袋工業　株式会社 工場内にて「フレキシブルコンテナーバッグ」の縫
製を行う仕事です。縫製にはミシンを使用します。 
主なラインで大きい袋等の縫製や最終検査等を行っ
ていただきます。ミシンの経験がなくても丁寧に指
導します。 
「フレキシブルコンテナーバッグ」とは、プラス
チック製（ＰＰ及びＰＥ）のバッグです。

日祝

定年を上
限

サービス提供責任者（パー
ト）

不問 社会医療法人　玄真堂　（川嶌整形外科
病院）

訪問介護員の業務を行いつつ、事業所運営に必要な
以下の事項を状況に応じて段階的に実施していただ
きます。 
・利用申込の調整や利用者の状態・サービスに対す
る意向の把握 
・サービス担当者会議への出席などケアマネージャ
との連携 
・訪問介護計画の作成と説明交付 

日祝他 介護福祉士

不問 大分県中津市大字宮夫１７番地 介護職員基礎研修修
了者雇用期間の定めなし

大分県中津市大字鍋島８１１番地

雇用期間の定めなし

雇用・労災

又は8時00分～17時00分の
間の4時間程度

労災

検査工（パート） 59歳以下 株式会社　旭産業 目視検査（プリント異常の有無、容器にゴミ付着の
有無等のチェック）・検査完了した製品の箱詰め
等・プラスチック成形品（容器）の検査および加工
業務を行っていただきます。 
立ち作業となります（４～５人一組で作業を行いま
す）。 
空調設備のある作業場にて作業を行います。

土日他

定年を上
限

広報担当者 不問 株式会社　いろは建築技巧 ＳＮＳ・ＨＰを使用し会社案内や業務活動等の情報
発信を行います。主な業務はＳＮＳ更新やＳＮＳで
のお客様対応です。また、写真撮り等のために現場
（主に中津市市内）へ出向く場合は社用車（ＡＴ
車）を使用します。必要に応じて動画の編集も行い
ます。

土日祝他

不問 大分県中津市大字福島２３７２－１

雇用期間の定めなし

大分県中津市大字大塚５４４番地１ 介護福祉士

雇用期間の定めなし

又は7時00分～19時00分の
間の5時間程度

雇用・労災
介護職経験ある方は
優遇します。 

又は8時30分～17時30分の
間の7時間程度

労災

介護職員（ヘルパーステー
ション　てくてく）

不問 株式会社Ｍｏｒｅ・ステージ 有料老人ホーム内「ヘルパーステーション　てくて
く」（２９名）にて身体介護及び生活支援等の介護
サービス業務全般を行っていただきます。買い物支
援などで外出時には、社用車（ＡＴ車）を使用しま
す。

他 ホームヘルパー２級

不問

清掃員 不問 株式会社　Ｒｅライフ アパートやマンション等、賃貸物件退去後や入居前
室内清掃業務。 
エリアは中津市近郊と行橋市。現場には社用車（Ａ
Ｔ車）を使用します。 
＊作業に伴う必要資機材一式は当社にて準備します
（社用車搭載）＊業務研修も行います（初心者歓
迎） 
 

土日他

不問 大分県中津市大字島田８１６番地１３
大師ビル２階雇用期間の定めなし

大分県中津市大字下池永５０番地の６

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上） 又は9時15分～19時30分の

間の4時間程度
労災

労災

健康グッズ販売員（パー
ト）

不問 株式会社　くじめ屋 有名モデルやスポーツ選手が必須アイテムとして愛
用するファイテン商品の販売のお仕事です。 
・来店されたお客様の接客や商品アドバイス等を行
います 
・店内清掃・レジ・商品管理（専用フォーマットあ
り） 
・電話対応など 

他

不問

セレモニーアドバイザース
タッフ（宇佐市）

不問 株式会社　サンレー　大分事業部 葬祭イベント（見学会）のご案内および冠婚イベン
ト（各フェア）のご案内を訪問にて行っていただき
ます。 
また、会社指定の顧客データを中心としたご案内も
行います。

土日祝他

不問 大分県中津市下池永１６０番地

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

大分県中津市下池永１６０番地

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

労災

労災

セレモニーアドバイザース
タッフ（豊前市）

不問 株式会社　サンレー　大分事業部 葬祭イベント（見学会）のご案内および冠婚イベン
ト（各フェア）のご案内を訪問にて行っていただき
ます。 
また、会社指定の顧客データを中心としたご案内も
行います。

土日祝他

不問

セレモニーアドバイザース
タッフ（豊前市）

不問 株式会社　サンレー　大分事業部 葬祭イベント（見学会）のご案内および冠婚イベン
ト（各フェア）のご案内を訪問にて行っていただき
ます。 
また、会社指定の顧客データを中心としたご案内も
行います。

土日祝他

不問 大分県中津市下池永１６０番地

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

大分県中津市下池永１６０番地

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

労災

労災

テレホンアポインター（豊
前）

不問 株式会社　サンレー　大分事業部 既存顧客先と新規顧客先に対し、葬祭イベント（見
学会）や冠婚イベント（各フェア）のご案内および
アポイントの案内を行います。

土日祝他

不問

セレモニーアドバイザース
タッフ（中津市）

不問 株式会社　サンレー　大分事業部 葬祭イベント（見学会）のご案内および冠婚イベン
ト（各フェア）のご案内を訪問にて行っていただき
ます。 
また、会社指定の顧客データを中心としたご案内も
行います。

土日祝他

不問 大分県中津市下池永１６０番地

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

大分県中津市下池永１６０番地

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

労災

労災

テレホンアポインター（宇
佐）

不問 株式会社　サンレー　大分事業部 既存顧客先と新規顧客先に対し、葬祭イベント（見
学会）や冠婚イベント（各フェア）のご案内および
アポイントの案内を行います。

土日祝他

不問

テレホンアポインター（中
津）

不問 株式会社　サンレー　大分事業部 既存顧客先と新規顧客先に対し、葬祭イベント（見
学会）や冠婚イベント（各フェア）のご案内および
アポイントの案内を行います。

土日祝他

不問 大分県中津市下池永１６０番地

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

大分県中津市中央町１丁目４－５　大分
合同新聞社ビル２階雇用期間の定めあり（４ヶ

月以上） 又は9時00分～18時00分の
間の5時間程度

雇用・労災

営業サポート（事務業務） 不問 株式会社　ＦＭなかつ（ＮＯＡＳ　Ｆ
Ｍ）

・営業スタッフのサポート業務 
・電話での取材アポイント、顧客名簿の管理及び
フォロー 
・スケジュール管理等の内勤業務 
・営業スタッフの代わりにクライアント様への電話
連絡や訪問することもあります。 
・来客対応 
・パソコン等を利用しリストを作成していただきま

土日祝他

不問
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制限事由 賃金・通勤手当

採用人数

職種 求人者名・所在地・求人番号 仕事の内容 就業時間
休日

加入保険

必要な免許資格
必要な経験
（主な記載）

TEL ０９７９-２４-８６０９

ハローワーク 中津

（中津公共職業安定所）

この求人情報の主な就業場所

★応募には、ハローワーク発行の「紹介状」が必要です。

＊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箇所 があります。ご了承願います。

＊就業場所は、事業所所在地と異なる場合があります。 必要な資格・経験は、必須以外の場合があります。 普通自動車免許が必要な場合があります。

＊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、「面接済」などの場合、形式的な紹介状の発行は行っておりません。

＊採用等で求人が取消されていたり求人条件が変更されている場合があります。＊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。

令和5年5月18日発行 （次回発行予定日6月15日）
中津市内・宇佐市・上毛町・吉富町・豊前市

＊賃金については、実際の求人票をご確認ください。

ハローワーク
インターネット

サービス

変形（1年単位）

(1)7時50分～17時00分

派遣・請負ではない 148,500円～207,500円 （週休二日制）

その他

(従業員数) 30人

正社員 1人 実費支給（上限あり） (求人番号) 44030- 1275531

(1)9時00分～17時00分

派遣・請負ではない 180,000円～250,000円 （週休二日制）

毎　週

(従業員数) 12人

正社員 2人 実費支給（上限あり） (求人番号) 44030- 1229331

(1)8時30分～17時30分

派遣・請負ではない 1,500円～1,800円 （週休二日制）

毎　週

(従業員数) 9人

パート労働者 1人 実費支給（上限なし） (求人番号) 44030- 1230131

(1)9時00分～16時00分

派遣・請負ではない 1,000円～1,300円 （週休二日制）

毎　週

(従業員数) 3人

パート労働者 1人 一定額 (求人番号) 44030- 1232831

(1)8時00分～17時00分

派遣・請負ではない 160,000円～210,000円 （週休二日制）

毎　週

(従業員数) 66人

正社員 1人 実費支給（上限あり） (求人番号) 44070- 1298231

派遣・請負ではない 1,249円～2,058円 （週休二日制）

その他

(従業員数) 12人

パート労働者 1人 実費支給（上限あり） (求人番号) 44070- 1242731

派遣・請負ではない 937円～1,746円 （週休二日制）

毎　週

(従業員数) 3人

パート労働者 1人 実費支給（上限あり） (求人番号) 44070- 1243331

(1)9時00分～15時50分

派遣・請負ではない 860円～860円 （週休二日制）

毎　週

(従業員数) 12人

パート労働者 2人 実費支給（上限あり） (求人番号) 44070- 1210931

(1)9時00分～16時00分

派遣・請負ではない 860円～860円 （週休二日制）

毎　週

(従業員数) 15人

パート労働者 2人 実費支給（上限なし） (求人番号) 44070- 1168831

(1)10時00分～15時00分

派遣・請負ではない 1,000円～1,000円 (2)17時00分～20時30分 （週休二日制）

毎　週

(従業員数) 11人

パート労働者 3人 実費支給（上限あり） (求人番号) 44070- 1173931

派遣・請負ではない 1,400円～2,500円 （週休二日制）

毎　週

(従業員数) 1人

パート労働者 1人 実費支給（上限なし） (求人番号) 23010- 8517631

変形（1年単位）

(1)8時00分～17時00分

派遣・請負ではない 142,191円～143,190円 （週休二日制）

その他

(従業員数) 11人

正社員 1人 実費支給（上限あり） (求人番号) 44030- 1194231

交替制あり

(1)8時00分～17時00分

派遣・請負ではない 220,000円～250,000円 (2)9時00分～18時00分 （週休二日制）

(3)10時00分～19時00分 その他

(従業員数) 9人

正社員 1人 実費支給（上限あり） (求人番号) 44030- 1203331

交替制あり

(1)9時00分～12時00分

派遣・請負ではない 900円～1,000円 (2)9時00分～17時00分 （週休二日制）

(3)9時00分～18時30分 毎　週

(従業員数) 8人

パート労働者 1人 実費支給（上限あり） (求人番号) 44030- 1218531

(1)9時00分～17時00分

派遣・請負ではない 854円～900円 (2)9時00分～16時00分 （週休二日制）

(3)9時30分～16時30分 毎　週

(従業員数) 23人

パート労働者 2人 なし (求人番号) 44030- 1222131

(1)9時00分～18時30分

派遣・請負ではない 195,000円～245,000円 (2)9時00分～12時00分 （週休二日制）

毎　週

(従業員数) 8人

正社員 1人 実費支給（上限あり） (求人番号) 44030- 1224831

交替制あり

(1)7時30分～13時00分

派遣・請負ではない 935円～1,050円 (2)12時00分～17時30分 （週休二日制）

毎　週

(従業員数) 20人

パート労働者 1人 実費支給（上限あり） (求人番号) 44070- 1103731

又は7時30分～18時30分の
間の4時間以上

労災

キッチン業務および介護職
員（グループホームめずら

ハウス）

不問 社会福祉法人　芽豆羅の里 主にホールのキッチンで盛り付け、配膳、食事介
助、下膳、片付け、洗濯、清掃を入居者と一緒に
行っていただきます（入浴介助はありません）ま
た、入居者の方々の日常生活の支援や介護も行って
いただきます。 
認知症対応型のグループホーム（２ユニット・１ユ
ニット９名）です。 
 

他

不問 大分県宇佐市大字下時枝５５５番地の１

雇用期間の定めなし

大分県中津市大字万田４９９－６

雇用期間の定めなし

雇用・労災・その
他

歯科衛生士経験者
優遇

雇用・労災
事務経験者優遇

歯科衛生士 59歳以下 福成歯科医院 歯科衛生士での業務全般（医師指示のもと治療補助
や歯垢・歯石の除去，虫歯予防の指導，診療器具の
消毒・準備等）を行います。 
また、院内清掃等もお願いします。

日祝他 歯科衛生士

定年を上
限

事務補助員 不問 株式会社　池部本店 入出庫伝票や売り上げ伝票・仕入れ帳票等の整理業
務を行います。パソコンを使用しての入力作業（専
用フォーマット）や（ワード・エクセル）の作業が
あります。主に商品名や数字の入力作業が中心で、
電話対応もしていただきます。 
事務スタッフは他４名が従事しています。

土日祝他

不問 大分県中津市中央町２－３－１６

雇用期間の定めなし

大分県中津市大字万田４９９－６

雇用期間の定めなし

労災
歯科助手経験

雇用・労災・健
康・厚生

歯科助手（パート） 59歳以下 福成歯科医院 歯科医師指示のもと、治療処置の事前準備，片付
け，医療器具洗浄・消毒等、歯科助手としての業務
を行っていただきます。 
また、外来診療の受付，電話対応，院内清掃等も行
います。

日祝他

定年を上
限

計画作成担当者（グループ
ホーム・み里）

69歳以下 医療法人　英然会　里見医院 「グループホーム・み里」にてケアプラン作成な
ど、計画作成担当業務を行います。※介護支援専門
員（ケアマネージャー）が初めての方も大丈夫で
す。経験豊富な職員が慣れるまで一緒にサポートを
いたします。 
また、介護職員として食事・入浴・排泄介助等の介
護業務もお願いします。

他 介護支援専門員（ケ
アマネージャー）

定年を上
限

大分県中津市中央町１丁目８－３６ その他の福祉・介護
関係資格雇用期間の定めなし

大分県中津市沖代町１－１－５７

雇用期間の定めなし

雇用・労災・健
康・厚生

又は14時00分～21時00分
の間の4時間以上

労災
英語、子供大好きな
方に向いているお仕
事です。 桐箱製造工 45歳以下 有限会社　増矢桐箱 板状に加工されている桐材を製材加工（機械で桐材

をサイズに合わせてカットする）し、手作業により
糊で組み立て研磨作業を行う等の桐箱製造業務全般
を行っていただきます。 
※男女問わず活躍できる職場です。 
業務は丁寧な指導しますので安心してご応募下さ
い。

日祝他

キャリア
形成

★月１２日　１２万円～★
子ども英会話講師　豊前教

室

不問 イッティージャパンウエスト　株式会社 直営の教室にて、幼児から高校生までの子どもを対
象に英会話のレッスンをしていただきます。 
・英会話レッスン、文法レッスンの提供 
・会員、保護者対応　　・各種イベント案内 
・欠席者の電話入れ　　・手紙配布 
・授業参観　　　　　　・教室清掃 
・ペーパーワーク（報告書、連絡票記入）など 
 

土日他

不問 愛知県名古屋市名東区社台３－２３０

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

大分県宇佐市大字江須賀４０９３－２

雇用期間の定めなし

労災

雇用・労災

接客スタッフ及び調理補助
【土・日・祝のみ】

不問 株式会社　大黒 「うどんや　大黒」での接客・調理補助の仕事にな
ります。 
・ホールでの接客、会計、片付け、店内の掃除など
をしていただきます。 
・調理補助や定食物のセット、丼ぶり、おにぎり、
うどんの盛付けなどをしていただきます。 
 
＊仕事内容については「接客のみ」や「調理補助の

月火水木金他

不問

自動車内装部品組立・検査
員（宇佐市）

不問 株式会社　ＴＨ加工 主にシート廻り・インパネ廻りの自動車内装部品の
組立作業を電動ドライバー等を使用して行います。 
また、外観目視検査（色・キズ・規格外等）の良否
判定をして良品は箱詰めしますので、視力は０．８
（矯正可）程度が必要です。 
業務は主に立ち作業となります。

土日他

不問 大分県宇佐市大字山下２１９０

雇用期間の定めなし

大分県宇佐市大字中敷田１８９番地

雇用期間の定めなし

雇用・労災

又は8時30分～17時30分の
間の1時間以上

労災

ハーネス製造員 60歳以下 株式会社　宇佐電子ハーネス 電線の端末加工や検査が主な業務となります。細部
の確認もあるため視力は１．０（矯正可）程度が必
要です。 
未経験の方でも丁寧に指導いたします。 
冷暖房完備の室内で、椅子に座って仕事を行いま
す。 
 

土日祝他

定年を上
限

家事代行サービススタッフ 69歳以下 株式会社　ヒューマン・トータルケア お客様のお宅に訪問して、掃除・洗濯・買い物・調
理・庭掃除などの家事全般や通院付き添いなどを行
います。 
「産前産後等支援ヘルパー」の事業所として、赤
ちゃんやその兄弟児のお世話や、お母さんの支援も
行います。 
基本はお客様宅へ直行直帰で、エリアは宇佐市内と
なります。 

他

定年を上
限

大分県宇佐市大字別府１６番地の５

雇用期間の定めなし

大分県宇佐市大字別府１６番地の５

雇用期間の定めなし

又は8時30分～17時30分の
間の4時間以上

労災
病院勤務の経験者１
年以上

雇用・労災・健
康・厚生

土曜日・祝日勤務で
きる方

訪問看護師 69歳以下 株式会社　ヒューマン・トータルケア 在宅で療養生活を送っている方への援助を行いま
す。 
主治医や関係機関と連携をとりながら、病状観察・
褥瘡予防・創傷処置・医療機器やカテーテルの管理
等の医療行為の他、清拭や入浴などの清潔面の援
助、食事介助や栄養管理・排泄援助など、利用者に
応じたケアを行っていただきます。 
また介護者に対しても、介護方法のアドバイスを行

他 看護師

定年を上
限

正・准看護師（通所リハビ
リテーションセンターめず

ら）

59歳以下 宗像医院 老人介護施設にて、利用者の血圧や体温測定等のバ
イタルチェック、服薬管理・介助およびリハビリ・
入浴介助等を行います。 
利用者１日３５～４０名に対し、スタッフ１７～２
０名体制です。 
無理なく業務に専念できるよう、マンツーマンで丁
寧に指導します 

日他 准看護師

定年を上
限

大分県宇佐市大字下時枝５４９ 看護師

雇用期間の定めなし

大分県中津市大字加来１６６１番地１

雇用期間の定めなし

又は9時00分～19時00分の
間の6時間以上

労災
不動産一般の実務経
験があれば尚可

雇用・労災

不動産事務サポート（在宅
勤務可）

64歳以下 株式会社サードコネクト 不動産に関わる役所調査・情報収集を行い、それに
基づいて契約書（資料）作成をします。 
役所調査は水道・下水道や建築・道路確認、埋蔵文
化財などの役所関係の確認作業です。情報収集は、
法務局へ謄本確認、売却希望の土地の近隣の写真取
り等をします。資料作成は専用フォーマットがあり
ます。外出時には社用車（ＡＴ車）を使用します。 
業務に慣れるまでは、現従業員とともに行います。 

水日祝他 宅地建物取引士
（旧：宅地建物取引
主任者）定年を上

限

理学療法士または作業療法
士（訪問看護：だるま

パート）

59歳以下 合同会社　ジャストライト 在宅療養中の利用者の方へ、日常生活指導やリハビ
リ・家族介護支援等の業務を行います。訪問時の移
動には社用車（ＡＴ車）を使用します。提供エリア
は豊前市・中津市・宇佐市です。 
 
 
 

他 理学療法士

定年を上
限

大分県中津市大字今津６２０－１ 作業療法士

雇用期間の定めなし

大分県中津市中央町１－４－５

雇用期間の定めなし

雇用・労災・健
康・厚生

雇用・労災・健
康・厚生

企業福利厚生プランナー
（法人営業）

64歳以下 大同生命保険株式会社　大分支社　中津
営業所

○地元の中小企業の社長様と従業員様への福利厚生
制度のご案内や 各種資料の作成・整理・顧客情報管
理を行って頂く仕事です。 
（指定した企業へ１５件程度／日の訪問をします） 
○企業がお客様となり、親戚や知人への勧誘はあり
ません。 
○担当地区：中津・宇佐・豊後高田・日田　等 
○車は持込み車になります（ガソリンは自己負担） 

土日祝他

定年を上
限

一般事務員 59歳以下 株式会社松山商会 売上入力や請求書発行・入金入力を行います（パソ
コン使用）。 
また、集金業務や電話・来客応対・コピー作業等、
清掃等の全般業務も行います。社用車（ＡＴ）を使
用し外出することもあります。

日祝他 日商簿記３級

定年を上
限

大分県中津市古博多町１５７２

雇用期間の定めなし
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年齢

制限事由 賃金・通勤手当

採用人数

職種 求人者名・所在地・求人番号 仕事の内容 就業時間
休日

加入保険

必要な免許資格
必要な経験
（主な記載）

TEL ０９７９-２４-８６０９

ハローワーク 中津

（中津公共職業安定所）

この求人情報の主な就業場所

★応募には、ハローワーク発行の「紹介状」が必要です。

＊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箇所 があります。ご了承願います。

＊就業場所は、事業所所在地と異なる場合があります。 必要な資格・経験は、必須以外の場合があります。 普通自動車免許が必要な場合があります。

＊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、「面接済」などの場合、形式的な紹介状の発行は行っておりません。

＊採用等で求人が取消されていたり求人条件が変更されている場合があります。＊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。

令和5年5月18日発行 （次回発行予定日6月15日）
中津市内・宇佐市・上毛町・吉富町・豊前市

＊賃金については、実際の求人票をご確認ください。

ハローワーク
インターネット

サービス

変形（1年単位）

(1)8時00分～17時00分

派遣・請負ではない 150,480円～150,480円 （週休二日制）

毎　週

(従業員数) 70人

正社員以外 1人 実費支給（上限あり） (求人番号) 44070- 1106931

交替制あり

派遣・請負ではない 240,000円～350,000円 （週休二日制）

毎　週

(従業員数) 8人

正社員 2人 実費支給（上限なし） (求人番号) 40060- 5641031

交替制あり

派遣・請負ではない 240,000円～350,000円 （週休二日制）

毎　週

(従業員数) 8人

正社員 1人 実費支給（上限なし） (求人番号) 40060- 5646731

派遣・請負ではない 910円～1,080円 （週休二日制）

毎　週

(従業員数) 4人

パート労働者 2人 実費支給（上限あり） (求人番号) 44030- 1163731

(1)9時00分～15時00分

派遣・請負ではない 904円～954円 (2)11時00分～18時00分 （週休二日制）

毎　週

(従業員数) 26人

パート労働者 1人 なし (求人番号) 44030- 1188431

(1)8時15分～17時00分

派遣・請負ではない 148,000円～150,000円 （週休二日制）

毎　週

(従業員数) 135人

正社員 4人 実費支給（上限あり） (求人番号) 44070- 1061231

交替制あり

派遣・請負ではない 250,000円～400,000円 （週休二日制）

毎　週

(従業員数) 8人

正社員以外 1人 実費支給（上限なし） (求人番号) 40060- 5477431

交替制あり

派遣・請負ではない 250,000円～400,000円 （週休二日制）

毎　週

(従業員数) 8人

正社員以外 1人 実費支給（上限なし） (求人番号) 40060- 5478731

(1)8時30分～16時00分

派遣・請負ではない 860円～1,000円 （週休二日制）

その他

(従業員数) 27人

パート労働者 1人 実費支給（上限あり） (求人番号) 44030- 1092331

変形（1ヶ月単位）

(1)8時30分～16時30分

派遣・請負ではない 860円～1,000円 (2)9時00分～14時30分 （週休二日制）

その他

(従業員数) 46人

パート労働者 1人 実費支給（上限あり） (求人番号) 44030- 1095131

派遣・請負ではない 2,500円～3,000円 （週休二日制）

毎　週

(従業員数) 380人

パート労働者 2人 実費支給（上限あり） (求人番号) 44030- 1108931

変形（1ヶ月単位）

(1)8時30分～17時00分

派遣・請負ではない 150,000円～200,000円 （週休二日制）

その他

(従業員数) 100人

正社員 3人 実費支給（上限あり） (求人番号) 44030- 1114731

(1)8時30分～17時00分

派遣・請負ではない 132,584円～280,000円 （週休二日制）

毎　週

(従業員数) 86人

正社員 1人 実費支給（上限あり） (求人番号) 44030- 1153231

変形（1年単位）

(1)7時00分～17時00分

派遣・請負ではない 140,000円～140,000円 (2)7時00分～18時00分 （週休二日制）

(3)13時00分～2時00分 その他

(従業員数) 29人

正社員 1人 実費支給（上限あり） (求人番号) 44070- 1047731

変形（1ヶ月単位）

(1)8時30分～17時00分

派遣・請負ではない 135,000円～135,000円 （週休二日制）

毎　週

(従業員数) 29人

正社員 1人 実費支給（上限あり） (求人番号) 44070- 1048331

交替制あり

(1)14時00分～18時00分

派遣・請負ではない 1,800円～2,300円 (2)13時00分～18時00分 （週休二日制）

その他

(従業員数) 8人

パート労働者 2人 実費支給（上限なし） (求人番号) 40060- 5034731

交替制あり

(1)14時00分～18時00分

派遣・請負ではない 1,800円～2,300円 (2)13時00分～18時00分 （週休二日制）

その他

(従業員数) 8人

パート労働者 1人 実費支給（上限なし） (求人番号) 40060- 5036631

福岡県北九州市小倉南区葛原１丁目２番
３５号雇用期間の定めあり（４ヶ

月以上）
労災

労災

言語／吉富Ｋ／発達に障が
いのある児童指導／築上郡

不問 株式会社　三葉 発達に障がいを持つ子ども達のサポート及び療育指
導をして頂きます。 
・言語療育を中心とした学習指導（当社独自学習教
材あり） 
・日常生活のサポート 
・ご家族、保護者の方との連携 
・地域により学校や保育所、自宅への送迎（社用
車：軽ＡＴあり） 

日祝他 言語聴覚士

不問

作業・理学／吉富Ｋ／発達
に障がいある児童指導／築

上郡

不問 株式会社　三葉 発達に障がいを持つ子ども達のサポート及び療育指
導をして頂きます。 
・言語療育を中心とした学習指導（当社独自学習教
材あり） 
・日常生活のサポート 
・ご家族、保護者の方との連携 
・地域により学校や保育所、自宅への送迎（社用
車：軽ＡＴあり） 

日祝他 作業療法士

不問 福岡県北九州市小倉南区葛原１丁目２番
３５号

理学療法士

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

大分県宇佐市南宇佐２１４０－１

雇用期間の定めなし

雇用・労災・健
康・厚生

雇用・労災・健
康・厚生

さくらタクシードライバー
【女性専用求人・均等法第

８条】

59歳以下 中津太陽交通　株式会社　宇佐営業所 《女性専用求人：均等法８条　女性労働者特別措置
該当》　 
・宇佐市内での専用待機所での営業 
・得意先無線配車による営業を中心におこなってい
ます。 
・防犯にも万全の対策をしていますので、安心して
働けます。
 

土日他 普通自動車第二種免
許

定年を上
限

タクシードライバー【交替
制】

18歳～59
歳

中津太陽交通　株式会社　宇佐営業所 タクシーに乗務し、お客様を安全・親切・快適に、
目的場所へお連れします。 
また、当社は福祉営業車両での、お客様の送迎等の
サービスも行っております。 
介護職員初任者研修修了者（ヘルパー２級相当）資
格を所持されている方は、車両の乗り降りの介助業
務もしていただきます。 
 

他 普通自動車第二種免
許

法令の規
定により
年齢制限
がある

大分県宇佐市南宇佐２１４０－１ 介護職員初任者研修
修了者雇用期間の定めなし

大分県中津市下宮永５５４－１

雇用期間の定めなし

雇用・労災・健
康・厚生

雇用・労災・健
康・厚生

レセプト業務経験

さくらタクシードライバー
（女性専用求人）

59歳以下 中津太陽交通　株式会社 さくらタクシー乗務員での業務全般を行っていただ
きます。 
営業エリアは市内中心です。 
タクシーには初心者でも安心な装備（カーナビや無
線など）があり困ったときは無線で会話もできま
す。 
二種免許をお持ちでない方は「二種養成制度」もあ
り、自動車学校のない時にはタクシー乗務時の事前

土日祝他 普通自動車第二種免
許

定年を上
限

医療事務員 59歳以下 医療法人　梶原病院 主に医療事務全般の業務（患者受付・電話対応・現
金入出金等の窓口業務・診療報酬請求入力・レセプ
ト点検・カルテ管理）とその他付随業務を行いま
す。また、資料作成・データ入力等（パソコン使
用）、受付業務その他の事務系雑務があります。

日祝他

定年を上
限

大分県中津市中殿町３丁目２９－８

雇用期間の定めなし

大分県中津市諸町１７９９

雇用期間の定めなし

又は9時00分～17時00分の
間の4時間以上

雇用・労災・健
康・厚生

雇用・労災

薬剤師（パート） 59歳以下 医療法人　杏林会　村上記念病院 病院内の薬剤科にて薬剤師業務全般の担当を行いま
す。 
主な業務は、調剤・鑑査・注射薬個人別払出・持参
薬鑑別・医薬品在庫管理等となります。

日祝他 薬剤師

定年を上
限

歯科技工補助作業員 不問 有限会社　サンエイデンタル 歯科技工士の指示のもと、歯科技工士の補助業務
（義歯や補綴物などの製作に携わること）を行いま
す。また、道具等の片づけ、洗浄、清掃作業等を行
います。その他、製作物（義歯や補綴物など）を１
個ずつ包む等の梱包作業を手伝うこともあります。

日祝他

不問 大分県中津市三光森山字森崎７６番地の
２雇用期間の定めあり（４ヶ

月未満）

大分県中津市三光森山字森崎７６番地の
２雇用期間の定めあり（４ヶ

月未満） 雇用・労災・健
康・厚生

経理経験者

又は9時00分～18時30分の
間の7時間程度

雇用・労災・健
康・厚生

児童福祉施設等で５
年以上又は福祉施設
での勤務経験５年以一般事務員（パート） 不問 有限会社　サンエイデンタル パソコンを使用し伝票処理業務（専用フォーマット

有）、書類作成（エクセルやワード）、データ入力
による経理補助業務や出荷用梱包作業も行います。
電話や来客対応・職場の緑化や美化等の環境整備の
総務業務も行います。

日祝他

不問

有期／児童発達支援管理責
任者／吉富Ｋ／築上郡

不問 株式会社　三葉 発達障がいがある児童への療育に関するお仕事にな
ります。 
・子ども達の特性に合わせた個別支援計画の作成及
び管理 
・モニタリング 
・関係機関との連携 
・ご家族への相談支援等 
・地域により学校や保育園、自宅への送迎 

日祝他

不問 福岡県北九州市小倉南区葛原１丁目２番
３５号雇用期間の定めあり（４ヶ

月以上）

福岡県北九州市小倉南区葛原１丁目２番
３５号雇用期間の定めあり（４ヶ

月以上） 又は9時00分～18時30分の
間の7時間程度

雇用・労災・健
康・厚生

児童福祉施設等で５
年以上又は福祉施設
での勤務経験５年以

雇用・労災・健
康・厚生

有期／サービス管理責任者
／吉富Ｋ／築上郡

不問 株式会社　三葉 発達障がいがある児童への療育に関するお仕事にな
ります。 
・子ども達の特性に合わせた個別支援計画の作成及
び管理 
・モニタリング 
・関係機関との連携 
・ご家族への相談支援等 
・地域により学校や保育園、自宅への送迎 

日祝他

不問

乾燥原料選別作業スタッフ
（ニシノユニティ）

59歳以下 株式会社　ニシノユニティ 西野物産グループ各工場で使用する乾燥食品原料の
異物及び規格外品の除去等を行う選別作業になりま
す。 
【具体的には】１投入（選別専用の機械にかやくの
原料を投入する）。２選別（出てきた原料に問題が
ないか見てチェックする）。３梱包（チェックが完
了した原料を箱詰めする）。 
この３工程を、数時間ごとのローテーションでお任

土日他

定年を上
限

大分県宇佐市大字末９０－１

雇用期間の定めなし

大分県中津市大字相原２９２５－７

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上） 又は18時00分～0時00分の

間の4時間程度
労災

又は9時20分～17時50分の
間の6時間程度

労災

キッチンおよびフロントス
タッフ（パート）

不問 株式会社　ジョイフル東九州　南中津店 厨房内にてレシピに沿って調理の盛り付け，焼く，
温める等の調理，洗い場業務等を行っていただきま
す。 
また飲食店接客として、お客様へ会社で決められた
サービスの提供，料理運搬，飲食後の片付けや店内
清掃，レジ業務等、フロントの業務全般を行ってい
ただきます。 
平日は店舗全体で４名程度、土・日は７名程度で対

他

不問

美容師（パート） 59歳以下 美容ピュア　中津店 ヘアーサロンにて美容施術業務全般（カット・パー
マ・カラー・シャンプー等）を行っていただきま
す。 
※未経験の方，ブランクのある方も丁寧に指導しま
すので安心して ご応募下さい。 

他 美容師

定年を上
限

大分県中津市蛭子町３－９９　ゆめタウ
ン中津　３Ｆ雇用期間の定めなし

福岡県北九州市小倉南区葛原１丁目２番
３５号雇用期間の定めなし

又は9時00分～18時30分の
間の7時間程度

雇用・労災・健
康・厚生

又は9時00分～18時30分の
間の7時間程度

雇用・労災・健
康・厚生

言語／吉富Ｋ／発達に障が
いのある児童指導／築上郡

69歳以下 株式会社　三葉 発達に障がいを持つ子ども達のサポート及び療育指
導をして頂きます。 
・言語療育を中心とした学習指導（当社独自学習教
材あり） 
・日常生活のサポート 
・ご家族、保護者の方との連携 
・地域により学校や保育所、自宅への送迎（社用
車：軽ＡＴあり） 

日祝他 言語聴覚士

定年を上
限

作業・理学／吉富Ｋ／発達
に障がいある児童指導／築

上郡

69歳以下 株式会社　三葉 発達に障がいを持つ子ども達のサポート及び療育指
導をして頂きます。 
・言語療育を中心とした学習指導（当社独自学習教
材あり） 
・日常生活のサポート 
・ご家族、保護者の方との連携 
・地域により学校や保育所、自宅への送迎（社用
車：軽ＡＴあり） 

日祝他 作業療法士

定年を上
限

福岡県北九州市小倉南区葛原１丁目２番
３５号

理学療法士

雇用期間の定めなし

大分県宇佐市大字上田８２３－１

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上） 雇用・労災・健

康・厚生

貴金属宝飾品製造工（フル
タイムパート）

不問 有限会社　大分ツツミ貴金属 宝飾品の加工に伴う作業です。 
リング・ピアス・ペンダント等の石留めや、小さな
パーツのつなぎ・組立・研磨等を、小さなペンチ等
の工具や研磨機等を用いて行います。 
作業は、椅子掛けで手先を使います。 
また、チェーン加工も行います。

土日他

不問
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年齢

制限事由 賃金・通勤手当

採用人数

職種 求人者名・所在地・求人番号 仕事の内容 就業時間
休日

加入保険

必要な免許資格
必要な経験
（主な記載）

TEL ０９７９-２４-８６０９

ハローワーク 中津

（中津公共職業安定所）

この求人情報の主な就業場所

★応募には、ハローワーク発行の「紹介状」が必要です。

＊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箇所 があります。ご了承願います。

＊就業場所は、事業所所在地と異なる場合があります。 必要な資格・経験は、必須以外の場合があります。 普通自動車免許が必要な場合があります。

＊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、「面接済」などの場合、形式的な紹介状の発行は行っておりません。

＊採用等で求人が取消されていたり求人条件が変更されている場合があります。＊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。

令和5年5月18日発行 （次回発行予定日6月15日）
中津市内・宇佐市・上毛町・吉富町・豊前市

＊賃金については、実際の求人票をご確認ください。

ハローワーク
インターネット

サービス

派遣・請負ではない 860円～1,100円 （週休二日制）

その他

(従業員数) 35人

パート労働者 2人 実費支給（上限あり） (求人番号) 44030- 1041431

派遣・請負ではない 1,000円～1,200円 （週休二日制）

毎　週

(従業員数) 453人

パート労働者 1人 実費支給（上限あり） (求人番号) 44030- 1043331

変形（1ヶ月単位）

(1)9時00分～18時00分

派遣・請負ではない 190,000円～190,000円 (2)9時00分～13時00分 （週休二日制）

その他

(従業員数) 7人

正社員 1人 実費支給（上限あり） (求人番号) 44030- 1044631

変形（1ヶ月単位）

(1)8時30分～17時30分

派遣・請負ではない 174,200円～195,000円 （週休二日制）

その他

(従業員数) 9人

正社員 1人 実費支給（上限あり） (求人番号) 44030- 1045931

派遣・請負ではない 1,200円～1,200円 （週休二日制）

毎　週

(従業員数) 9人

パート労働者 1人 実費支給（上限あり） (求人番号) 44030- 1046131

変形（1ヶ月単位）

(1)9時00分～18時00分

派遣・請負ではない 301,000円～460,000円 (2)9時00分～13時00分 （週休二日制）

その他

(従業員数) 453人

正社員 1人 実費支給（上限あり） (求人番号) 44030- 1047031

派遣・請負ではない 2,300円～2,500円 （週休二日制）

その他

(従業員数) 453人

パート労働者 1人 実費支給（上限あり） (求人番号) 44030- 1048831

変形（1ヶ月単位）

(1)9時00分～18時00分

派遣・請負ではない 200,000円～200,000円 （週休二日制）

その他

(従業員数) 453人

正社員 3人 実費支給（上限あり） (求人番号) 44030- 1050731

(1)10時00分～14時00分

派遣・請負ではない 1,000円～1,200円 （週休二日制）

毎　週

(従業員数) 8人

パート労働者 3人 なし (求人番号) 44030- 1066531

(1)9時00分～12時30分

派遣・請負ではない 1,000円～1,200円 （週休二日制）

毎　週

(従業員数) 8人

パート労働者 3人 なし (求人番号) 44030- 1067431

交替制あり

(1)7時00分～16時00分

派遣・請負ではない 165,000円～210,000円 (2)8時00分～17時00分 （週休二日制）

(3)10時00分～19時00分 その他

(従業員数) 13人

正社員 1人 一定額 (求人番号) 44030- 1075431

派遣・請負ではない 854円～900円 （週休二日制）

毎　週

(従業員数) 67人

パート労働者 1人 実費支給（上限あり） (求人番号) 44070- 1000131

大分県宇佐市大字長洲４４５５

雇用期間の定めなし

又は8時15分～17時15分の
間の5時間程度

労災

雇用・労災・健
康・厚生

冷凍食品加工員 69歳以下 株式会社　浜繁水産 えびフライや、えび天ぷらなどの冷凍食品加工作業
を行います。 
大きく分けて、フライ製造・天ぷら製造・包装作業
の３種類の作業があります。 
フライ製造は手作業で１尾ずつパン粉付けし、トレ
イに並べます。天ぷら製造は、コンベアに材料を並
べる作業と、加熱された製品をトレイに広げて置く
作業があります。 

日祝他

定年を上
限

保育士（新こばと保育所） 59歳以下 中津中央保育園 乳幼児（～５歳児）の保育業務全般を行います。 
（対象乳幼児３５名・８人体制） 
おむつを替える，ミルクをあたえる，一緒に遊ぶ，
昼寝をさせる，食事の援助等、乳幼児の保育になり
ます。

日祝他 保育士

定年を上
限

大分県中津市中央町一丁目４５５

雇用期間の定めなし

大分県中津市大字大塚５４４番地１

雇用期間の定めなし

労災
介護職の経験ある方
は優遇します。 

労災
介護職経験ある方は
優遇します。 

ヘルパー職員（デイサービ
スセンターゆるりと：９

～）

不問 株式会社Ｍｏｒｅ・ステージ 「デイサービスセンターゆるりと」の利用者に対し
て、食事・入浴・排泄・移動介助及びレクリエー
ション等の支援全般を行っていただきます。その
他、利用者送迎（中津市中心に近郊）の際には社用
車（ＡＴ車）を使用します。

土日他 ホームヘルパー２級

不問

ヘルパー職員（デイサービ
スセンターゆるりと：１０

～１４）

不問 株式会社Ｍｏｒｅ・ステージ 「デイサービスセンターゆるりと」の利用者に対し
て、食事・入浴・排泄・移動介助及びレクリエー
ション等の支援全般を行っていただきます。その
他、利用者送迎（中津市中心に近郊）の際には社用
車（ＡＴ車）を使用します。

土日他 ホームヘルパー２級

不問 大分県中津市大字大塚５４４番地１

雇用期間の定めなし

大分県中津市大字宮夫１７番地

雇用期間の定めなし

雇用・労災・健
康・厚生

又は9時00分～18時00分の
間の2時間以上

労災

理学療法士 59歳以下 社会医療法人　玄真堂　（川嶌整形外科
病院）

病院・クリニック内等にて患者のリハビリ業務全般
を行います。 
主な業務は、患者の身体運動機能改善のため医師の
指導のもと運動や歩行等の各種作業・動作の訓練や
指導などを行います。

他 理学療法士

定年を上
限

薬剤師（パート） 59歳以下 社会医療法人　玄真堂　（川嶌整形外科
病院）

薬剤師業務全般（調剤・育成指導等）を行っていた
だきます。 
・医師の指示の下、処方箋の調剤 
・「投薬指導」薬の説明 
・「監査」調剤の量、および薬の間違いが無いかの
確認業務等

日祝他 薬剤師

定年を上
限

大分県中津市大字宮夫１７番地

雇用期間の定めなし

大分県中津市大字宮夫１７番地

雇用期間の定めなし

雇用・労災・健
康・厚生

又は8時30分～17時30分の
間の4時間以上

雇用・労災・健
康・厚生

薬剤師 59歳以下 社会医療法人　玄真堂　（川嶌整形外科
病院）

薬剤師業務全般（調剤・育成指導等）を行います。 
・医師の指示の下、処方箋の調剤 
・「投薬指導」薬の説明 
・「監査」調剤の量、および薬の間違いが無いかの
確認業務等

日祝他 薬剤師

定年を上
限

正看護師（訪問看護・パー
ト）

59歳以下 社会医療法人　玄真堂　（川嶌整形外科
病院）

医師の指示の下、在宅での医療行為・在宅患者に対
する医療保険・介護保険にかかる看護業務等、訪問
看護師業務全般を行います。 
＊エリア：豊前市～中津市～宇佐市方面

日他 看護師

定年を上
限

大分県中津市大字宮夫１７番地

雇用期間の定めなし

大分県中津市大字宮夫１７番地

雇用期間の定めなし

雇用・労災・健
康・厚生

看護経験（訪問看護
経験　不問可）

雇用・労災・健
康・厚生

正看護師（訪問看護） 18歳～59
歳

社会医療法人　玄真堂　（川嶌整形外科
病院）

在宅患者に対し、医療・介護保険を適用し、医師の
指示の下に医療行為や療養上の世話・ターミナルケ
ア・リハビリテーションや家族支援など看護全体の
業務を行います。また、電話（２４時間対応体制）
にて夜間や休日等緊急時の相談や訪問での看護を行
います。（２４時間対応は職員輪番制・月７～９回
程度） 
 

他 看護師

定年を上
限

介護支援専門員（ケアマ
ネージャー）

59歳以下 社会医療法人　玄真堂　（川嶌整形外科
病院）

相談援助業務・担当者会議等の会議の開催・ケアマ
ネジメント関連書類の作成・請求業務・利用者等か
らの連絡受付・利用者宅や他（施設・医療機関・
サービス事業所等）を社用車（ＡＴ車）にて訪問し
ます。 

日祝他 介護支援専門員（ケ
アマネージャー）

定年を上
限

大分県中津市大字宮夫１７番地 社会福祉士

雇用期間の定めなし

大分県中津市大字宮夫１７番地

雇用期間の定めなし

又は8時00分～18時00分の
間の4時間以上

雇用・労災

又は8時00分～18時00分の
間の4時間以上

労災

准看護師（通所リハビリ
テーション／パート）

59歳以下 社会医療法人　玄真堂　（川嶌整形外科
病院）

利用者の健康・病状管理，看護ケアの感染対策等、
看護関連業務。 
利用者の利用開始に関する事務手続き等の業務。車
両を運転し、利用者の送迎や介護、事業所運営等に
関する業務。尚、移動の際は社用車（ＡＴ車）を使
用します。

日他 准看護師

定年を上
限

介護職員（なのみ・パー
ト）

不問 社会医療法人　玄真堂　（川嶌整形外科
病院）

利用者への食事・入浴・排泄・移動の介助等および
行事・レクリエーションの運営等の介護全般業務を
行います（ベッド数５０床）。 
８～９名体制にて業務を行います（夜間は３名体
制）。

他 介護福祉士

不問 大分県中津市大字宮夫１７番地

雇用期間の定めなし
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