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１．目的  

大学進学等で市外・県外に転出した卒業予定者や一般求職者、ＵＩJターン就職希望

者と、人材不足に直面している市内企業とのマッチングを図り、市内企業での就労拡

大と地域雇用の安定及び移住促進を目的に開催します。 

２．日時・場所  

■日時 令和２年８月８日（土） １３：３０～１６：００ 

■場所 ダイハツ九州アリーナ 

３．当日の概要  

①参加企業 

中津市内に本社または事業所を有する企業（３９社）※昨年度４０社 

参加企業の情報や求人内容については、決定後中津市のホームページに掲載します。 

②対象者 

令和３年３月卒業予定の大学・短大・高専・専門学校生（高校生は除く） 

ＵＩＪターン希望者、一般求職者、転職希望者 

③申込・参加料等 

・事前申込みは不要で、当日会場で受け付けます。 

・参加料無料 

④相談ブースの設置 

・ジョブカフェおおいた中津サテライト、ハローワーク中津、おおいた産業人材セ

ンターにご協力をいただき、就職相談コーナーを設置します。 

・市の移住推進担当課（地域振興・広聴課）による、移住希望者向け相談コーナー

を設置します。 

４．その他  

これまでの実績（中津市） 

年度 参加企業 参加者 採用決定者 年度 参加企業 参加者 採用決定者 

H28 33社 64名  6社 9名 H30 35社 43名  6社 6名 

H29 36社 69名  6社 11名 R1 40社 57名  3社 3名 

     計 233名 21社 29名 

※新型コロナウイルス感染症対策として、各自マスクの着用をお願いしています。 

※宇佐市と連携して、同日開催による相乗効果を図ります（宇佐市は午前中に開催）。 

【主催】中津市 

【後援】中津商工会議所・中津市しもげ商工会・ 

    中津市工業連合会・中津公共職業安定所・ 

    ジョブカフェおおいた中津サテライト 

 

 
【問合せ先】 

商工農林水産部  商工・雇用政策課 

TEL:0979-22-1111（内線 421）松村・太神 

あなたの活躍をお待ちしています！！ 

～中津市企業合同就職面接会～ 

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ

QR ｺｰﾄﾞ 



ブース№ 事業所名 業種

1 あいおいニッセイ同和損保 金融・保険業

2 朝日警備保障　株式会社 その他（警備業）

3 愛宕自動車工業　株式会社 製造業

4 井上機工　株式会社 卸売・小売業

5 株式会社　いろは建築技巧 建設業

6 株式会社　栄都 建設業

7 株式会社　エコア 電気・ガス・水道業

8 株式会社　エスティーエスユナイテッド 医療・福祉業

9 株式会社　Ｍ・ＺＥＣ 建設業

10 大分県警察 公務

11 株式会社　オフィスワタナベ 情報・通信業

12 株式会社　オモテ 製造業

13 株式会社　かがし屋 卸売・小売業

14 カリツー九州　株式会社 運輸・郵便業

15 株式会社　九州機設 研究・技術サービス業

16 株式会社　久保組 建設業

17 グランプラザ中津ホテル 宿泊・飲食業

18 株式会社　ケアリング 医療・福祉業

19 株式会社　シーゲル 製造業

20 株式会社　ジェイピー・ネット 情報・通信業

21 株式会社　新鮮マーケット 卸売・小売業

22 伸和建設　株式会社 建設業

23 スホー電機　株式会社 建設業

24 第一交通　株式会社 運輸・郵便業

25 社会福祉法人　泰然会 医療・福祉業

26 太陽インダストリー　株式会社 製造業

27 ＤＩＣ九州ポリマ　株式会社 製造業

28 株式会社　ＤＥＮＳＨＩＮ 建設業

29 有限会社　東栄工業所 製造業

30 株式会社　ＴＯＰＨＯＭＥ 建設業

31 株式会社　中津急行 運輸・郵便業

32 株式会社　ナカノ 不動産・物品賃貸業

33 株式会社　西野物産 製造業

34 八光産業　株式会社 製造業

35 ふく社会保険労務士事務所　大分・福岡オフィス その他（士業）

36 株式会社　ムクノ 製造業

37 山秀情報システム　株式会社 情報・通信業

38 株式会社　渡辺製作所 製造業

39 社会医療法人玄真堂　川嶌整形外科病院 医療・福祉業

令和２年８月８日「中津市企業合同就職面接会」参加企業一覧

（ブース№・五十音順）



お問合せ

中津市役所 商工農林水産部 商工・雇用政策課
〒871-8501 中津市豊田町14番地３　■e-mail:syoukoukoyou@city.nakatsu.lg.jp
主催：中津市　 後援：中津商工会議所・中津市しもげ商工会・中津市工業連合会・中津公共職業安定所・ジョブカフェおおいた中津サテライト

TEL.0979-22-1111（内線421）
FAX.0979-24-4020

応募書類の書き方に不安のある方
●履歴書　　●職務経歴書
●志望動機　●自己アピール etc
専任のスタッフがていねいに指導します。

就活個別
相談コーナー

宇佐市企業合同就職説明会
日時：８月８日（土）10：00～12：30
会場：宇佐市勤労者総合福祉センター さんさん館（1F多目的ホール）
参加企業：宇佐市内の求人企業（35社程度）
対 象 者：高校生以上の就職を考えている方、保護者、教職員、UIJターン希望者等
　　　　　※但し、エントリーシートは高校生を除く　来春卒業見込みの方等
お申込み：当日、会場で受付を行います。参加料無料、事前予約は不要です。
お問合せ：宇佐市役所  商工振興課  商工労政係  TEL.0978-27-8166　
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会場

会場 ダイハツ九州アリーナ
中津市大字大貞377-1（ダイハツ九州スポーツパーク大貞内）

8/8土2020

就職面接会中津市
企業合同

中津市内の求人企業(30社程度）
※参加企業は決定次第、中津市のホームページに掲載します。

・令和3年3月卒業予定者（大学・短大・高専・専門学校）
・UIJターン希望者
・お仕事を探している方や転職希望の方

・企業ブースにて、
   面接を受けることができます。

・就職支援機関による相談コーナー
・UIJターン希望者向け相談コーナー（空き家情報等）

・当日、会場で受付を行います。
・参加料無料、事前予約は不要です。

参加
企業

対象者

内容

同時
開催

お申
込み

13：30▶16：00
 ［受付開始13：00～］

ジョブカフ
ェ

同日開催

履歴書不要

事前申込
不要 入退場

自由

参加料
無料 ※よりスムーズな面接

　希望の方は持参を
　お勧めします。

ホームページにも情報を掲載しています ➡ www.city-nakatsu.jp/doc/2020060400204/

密閉回避 密集回避 密接回避 換気 咳エチケット 手洗いマスク
マスクは各自
ご持参ください。

検温・消毒と『三密』回避にご協力ください！
新型コロナウイルスの影響で中止の際は、
中津市のホームページでお知らせします。
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