
年齢

制限事由 賃金・通勤手当

採用人数

(1)5時00分～14時00分

請負 230,000円～260,000円 (2)15時00分～0時00分 （週休二日制）

毎　週

(従業員数) 13人

正社員 1人 実費支給（上限あり） (求人番号) 13010-52928031

交替制あり

(1)9時00分～18時00分

請負 230,000円～260,000円 （週休二日制）

毎　週

(従業員数) 13人

正社員 1人 実費支給（上限あり） (求人番号) 13010-52931731

(1)8時10分～17時15分

派遣・請負ではない 180,000円～299,000円 （週休二日制）

毎　週

(従業員数) 11人

正社員 1人 実費支給（上限なし） (求人番号) 13100- 4372531

(1)8時30分～17時30分

派遣・請負ではない 215,000円～255,000円 （週休二日制）

毎　週

(従業員数) 9人

正社員 1人 実費支給（上限なし） (求人番号) 44030- 2210331

(1)8時30分～17時30分

派遣・請負ではない 200,000円～312,000円 （週休二日制）

毎　週

(従業員数) 9人

正社員 1人 実費支給（上限あり） (求人番号) 44030- 2211631

変形（1ヶ月単位）

(1)8時30分～17時00分

派遣・請負ではない 180,000円～200,000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- 2213131

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

(1)8時30分～17時30分

派遣・請負ではない 188,500円～230,000円 （週休二日制）

その他

(従業員数) 42人

正社員 1人 実費支給（上限あり） (求人番号) 44030- 2215831

変形（1年単位）

(1)7時30分～16時30分

派遣・請負ではない 180,600円～180,600円 （週休二日制）

その他

(従業員数) 31人

正社員以外 1人 実費支給（上限あり） (求人番号) 44030- 2216231

交替制あり

(1)8時00分～16時00分

派遣・請負ではない 162,200円～230,000円 (2)16時00分～0時00分 （週休二日制）

(3)0時00分～8時00分 その他

(従業員数) 27人

正社員以外 2人 実費支給（上限なし） (求人番号) 44030- 2217531

(1)8時00分～17時00分

派遣・請負ではない 260,000円～310,000円 (2)8時00分～12時00分 （週休二日制）

なし

(従業員数) 27人

正社員 2人 実費支給（上限あり） (求人番号) 44030- 2218431

交替制あり

(1)8時30分～17時30分

派遣・請負ではない 160,000円～220,000円 (2)13時00分～22時00分 （週休二日制）

(3)14時00分～23時00分 毎　週

(従業員数) 22人

正社員 1人 実費支給（上限あり） (求人番号) 45010-13216231

(1)8時30分～17時30分

派遣・請負ではない 146,200円～146,200円 （週休二日制）

毎　週

(従業員数) 6人

正社員以外 2人 一定額 (求人番号) 45040- 5540231

(1)9時30分～18時30分

派遣・請負ではない 230,000円～350,000円 （週休二日制）

毎　週

(従業員数) 4人

正社員 2人 実費支給（上限あり） (求人番号) 13010-52167331

(1)9時30分～18時00分

派遣・請負ではない 191,000円～220,000円 （週休二日制）

毎　週

(従業員数) 4人

正社員 1人 実費支給（上限あり） (求人番号) 13010-52284231

変形（1年単位）

(1)8時30分～17時30分

派遣・請負ではない 182,000円～192,000円 （週休二日制）

その他

(従業員数) 4人

正社員 1人 実費支給（上限あり） (求人番号) 40010-33269531

変形（1年単位）

(1)9時00分～18時00分

派遣・請負ではない 375,000円～483,000円 (2)9時00分～13時00分 （週休二日制）

その他

(従業員数) 5人

正社員 1人 実費支給（上限あり） (求人番号) 40101-  612531

雇用・労災・健
康・厚生

薬剤師（本町店） 不問 有限会社　藤本調剤薬局 医薬品の調剤及び販売 
 ※在宅業務も行っています。 
 ☆★応募には安定所の紹介状が必要です★☆

日祝他 薬剤師

不問 福岡県築上郡吉富町大字広津３８５－１

雇用期間の定めなし

福岡県糟屋郡志免町別府北３－４－１

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

２ｔ平ボディドライバー
（正）／中津市

59歳以下 株式会社　博運社 ２ｔ平ボディにて建築資材の配送のお仕事をお任せ
します。 
配送エリアは行橋市地区周辺です。

日祝他 準中型自動車免許

定年を上
限

【募集中】接客事務【コン
シェルジュ】ほけんの窓口

中津店

39歳以下 ほけんの窓口グループ　株式会社 ＊お客さまからの電話・メール対応、予約受付 
＊お客さまからいただいたご契約書類のチェック 
＊顧客データ入力などの社内報告事務、本社との連
絡調整 
＊契約の進捗状況確認、パンフレットの補充、郵便
物チェックなど 
＊ご来店されたお客さまのお子さまのお世話 
※試用期間中に生命保険・損害保険募集人資格を取

他

キャリア
形成

東京都千代田区丸の内１丁目８番２号
鉄鋼ビルディング２０階雇用期間の定めなし

東京都千代田区丸の内１丁目８番２号
鉄鋼ビルディング２０階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

※サービス業経験者
であれば、なお良し

保険アドバイザー（窓口業
務）／ほけんの窓口　中津

店

39歳以下 ほけんの窓口グループ　株式会社 【急募】【個人ノルマなし】※会社説明会・面接は
ＷＥＢシステムを利用してご自宅から参加いただけ
ます。 
※ご来店されたお客さまのご要望をお伺い、一人ひ
とりに合った保険商品を提案します。 
※未経験の方には充実した【社内研修制度】により
バックアップしますのでご安心ください。 
※入社時研修は、２ヶ月程度、東京・大阪・名古屋

他

キャリア
形成

営業（買取・販売）／大分 不問 株式会社　グッドカンパニー ＊農機具、重機・建機・機械類、その他の買取・販
売 
＊新規のお客様宅へチラシを持って行き、「お売り
頂ける農機具等 ございませんか？」と聞いて回るだ
けの簡単な仕事です。 
＊営業範囲は九州管内 
＊最初は、社員同行のもと営業を行います。（宇佐
市での研修） 

火日他

不問 宮崎県都城市蓑原町２２９６－１

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

宮崎県宮崎市和知川原１丁目１１０－２
Ｄクラディア宮崎コートブルク７０８号雇用期間の定めなし

又は8時00分～0時00分の
間の8時間程度

雇用・労災・健
康・厚生

雇用・労災・健
康・厚生

接客・販売／（中津市）セ
ントラルシネマ三光

18歳～28
歳

セントラル観光　株式会社 映画館の運営 
・チケット販売 
・各種フード・グッズ販売 
・場内案内（お客様誘導）、企画 
・販促（映画宣伝、メディア関連）プロジェクター
技術者　等 
 
☆シネマコンプレックスの運営に携わっていただき

他

法令の規
定により
年齢制限
がある

大型トラック運転手 59歳以下 有限会社　福田農園 豚の移動・出荷やエサの仕入れ等、１００キロ圏内
でのトラックの運転業務となります。 
出荷は福岡市～大分市が移動目安になり、エサの仕
入れでは門司・北九州まで出向きます。 
※業務は丁寧に指導しますので安心してご応募下さ
い。 

祝他 大型自動車免許

定年を上
限

大分県中津市耶馬溪町大字深耶馬１５２
３

牽引免許

雇用期間の定めなし

大分県中津市大字犬丸１５０－２

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・財形

製造作業員 35歳以下 株式会社　積水化成品大分 工場においてロール状の発泡ポリスチレンペーパー
を製造する仕事です。生産ラインの殆どが自動化さ
れており、通常は装置オペレーションが主な業務と
なります。 
その他、生産段取り補助，パレットへの製品の積付
け，点検や清掃，（免許をお持ちの方は）フォーク
リフトを使用し製品の運搬業務も行います。 
勤務は４組３交替での連続操業（当社勤務暦によ

他 フォークリフト運転
技能者

キャリア
形成

フロントスタッフ（早番／
フルタイムパート）

不問 ルートインジャパン株式会社　ホテル
ルートイン中津駅前

フロント業務（チェックアウト業務全般，管内・外
清掃，チェック イン業務準備，予約確認，電話対応
他）

他

不問 大分県中津市大字中殿字福成４６７－３

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

大分県中津市三光森山７７５－３ 作業療法士

雇用期間の定めなし

雇用・労災・健
康・厚生

同様の障がい者施設
における実務経験者
厚遇

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訓練士（言語聴覚士・作業

療法士・理学療法士のいず
れか）

59歳以下 社会福祉法人　直心会　修光園 重度の障がいをお持ちの利用者に対して、能力に応
じた訓練を行い ます。 
※利用者は４０名強で、利用者お一人につき週２回
／２０分程度を 目安に行います。

日祝他 言語聴覚士

定年を上
限

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

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９１８－２

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

清掃員（メンテクルー） 59歳以下 朝日綜合管理　株式会社　中津営業所 清掃業務全般（主に病院・施設等の床や硝子等の清
掃）を行います（作業現場は豊前市・中津市・宇佐
市）。現場は事業所から社用車（ＭＴ）に乗り合わ
せて向かいます。その際に、社用車を運転すること
があります。未経験者の方も安心して行える作業内
容です。

他

定年を上
限

サービスエンジニア 59歳以下 株式会社　ジェイピー・ネット 当社のサービスエンジニアとして 情報機器（ＬＡＮ
工事・ＷｉＦｉ工事）・通信機器（ビジネスフォン
工事）・防犯カメラ・複合機などのＯＡ機器全般の
設置工事及び アフターフォロー等を行っていただき
ます。 
範囲は、主に県北（中津・宇佐・豊前方面を含む）
です。 出向くときは、社用車（ＡＴ車）を使用しま
す。 

土日祝他

定年を上
限

大分県中津市大字伊藤田２１６８－１

雇用期間の定めなし

定年を上
限

東京都中央区築地五丁目５番１２号　浜
離宮建設プラザ５階雇用期間の定めなし

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

雇用・労災・健
康・厚生

雇用・労災・健
康・厚生・財形

・寸法測定の経験 
・工具顕微鏡、画像
測定器を使用した寸理学療法士または作業療法

士（訪問看護：だるま）
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

精密部品の検査／品質管理
業務全般

不問 株式会社　アドバネクス 精密金属部品（手のひらサイズ）の検査に関連する
品質管理業務全般 
・ノギス、マイクロメータ、工具顕微鏡を使った寸
法・外観検査 
・検査成績書作成・データ分析資料の作成 
・その他の付随業務 
 
※ご入社後にしっかりと育成いたします。ご経験が

土日祝

不問 東京都北区田端６丁目１－１　田端アス
カタワー３Ｆ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）

東京都中央区築地五丁目５番１２号　浜
離宮建設プラザ５階

管理栄養士

雇用期間の定めなし

雇用・労災・健
康・厚生・財形

栄養士としての業務
経験

雇用・労災・健
康・厚生・財形

調理業務経験者

栄養士／大分県中津市 64歳以下 コンパスグループ・ジャパン株式会社 ・献立作成 
・栄養指導 
・発注業務 
・帳票類記載 
・調理 
・配膳、下膳 
・洗浄、清掃 
・衛生管理　等

土日 栄養士

定年を上
限

調理師／大分県中津市 64歳以下 コンパスグループ・ジャパン株式会社 調理業務全般調理全般をお任せします。 
レシピ・メニューはきちんと準備してあります 
・調理・食材下処理、切込み 
・盛り付け　・配膳、下膳 
・洗浄　・厨房内清掃 
・衛生管理

土日 調理師

TEL ０９７９-２４-８６０９

ハローワーク 中津

（中津公共職業安定所）
主な就業場所 中津市内

★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。
令和5年5月9日 ～ 5月15日の受理求人を基に作成

令和5年5月18日発行 （次回発行予定日5月25日）

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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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）
主な就業場所 中津市内

★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。
令和5年5月9日 ～ 5月15日の受理求人を基に作成

令和5年5月18日発行 （次回発行予定日5月25日）

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ヶ月単位）

派遣・請負ではない 255,000円～305,000円 （週休二日制）

その他

(従業員数) 100人

正社員 1人 実費支給（上限あり） (求人番号) 40120-12987031

変形（1ヶ月単位）

派遣・請負ではない 300,000円～447,000円 （週休二日制）

その他

(従業員数) 100人

正社員 1人 実費支給（上限あり） (求人番号) 40120-13002531

(1)8時30分～17時15分

請負 180,000円～230,000円 （週休二日制）

毎　週

(従業員数) 17人

正社員 1人 実費支給（上限なし） (求人番号) 40180- 8944631

(1)8時30分～17時15分

請負 170,000円～190,000円 （週休二日制）

毎　週

(従業員数) 17人

正社員以外 1人 実費支給（上限なし） (求人番号) 40180- 8945931

交替制あり

(1)6時00分～15時00分

請負 220,000円～250,000円 (2)9時30分～19時00分 （週休二日制）

その他

(従業員数) 5人

正社員 1人 実費支給（上限あり） (求人番号) 44010-14517231

(1)9時30分～18時15分

派遣・請負ではない 176,000円～199,500円 (2)9時00分～18時15分 （週休二日制）

その他

(従業員数) 88人

正社員 1人 実費支給（上限あり） (求人番号) 44010-14518531

交替制あり

(1)8時30分～17時00分

派遣・請負ではない 162,600円～173,000円 (2)6時45分～15時15分 （週休二日制）

(3)10時30分～19時00分 毎　週

(従業員数) 380人

正社員 3人 実費支給（上限あり） (求人番号) 44030- 2196831

交替制あり

(1)9時00分～18時00分

派遣・請負ではない 190,000円～190,000円 (2)11時00分～20時00分 （週休二日制）

その他

(従業員数) 6人

正社員 1人 実費支給（上限あり） (求人番号) 44030- 2197231

交替制あり

(1)8時30分～17時00分

派遣・請負ではない 173,200円～209,600円 (2)8時00分～16時30分 （週休二日制）

(3)17時00分～8時30分 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- 2198531

変形（1年単位）

(1)8時00分～17時00分

派遣・請負ではない 250,000円～350,000円 （週休二日制）

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- 2199431

交替制あり

(1)8時30分～17時00分

派遣・請負ではない 199,400円～209,600円 (2)7時30分～16時00分 （週休二日制）

(3)14時30分～23時00分 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- 2202331

交替制あり

(1)8時00分～17時00分

派遣・請負ではない 198,000円～239,500円 (2)16時00分～9時00分 （週休二日制）

(3)7時00分～16時00分 その他

(従業員数) 36人

正社員 2人 実費支給（上限あり） (求人番号) 44030- 2204931

(1)8時30分～17時00分

派遣・請負ではない 178,000円～178,000円 （週休二日制）

毎　週

(従業員数) 5人

正社員 1人 実費支給（上限あり） (求人番号) 44030- 2205131

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)11時00分～20時00分 （週休二日制）

その他

(従業員数) 3人

正社員 1人 実費支給（上限あり） (求人番号) 44030- 2207831

(1)8時00分～17時00分

派遣・請負ではない 177,267円～181,030円 （週休二日制）

毎　週

(従業員数) 12人

正社員 1人 実費支給（上限あり） (求人番号) 44030- 2208231

交替制あり

(1)7時00分～16時00分

派遣・請負ではない 147,400円～179,000円 (2)7時30分～16時30分 （週休二日制）

(3)8時00分～17時00分 その他

(従業員数) 50人

正社員 1人 実費支給（上限あり） (求人番号) 44030- 2209531

変形（1ヶ月単位）

(1)8時30分～17時30分

派遣・請負ではない 230,000円～298,000円 （週休二日制）

その他

(従業員数) 46人

正社員 1人 実費支給（上限あり） (求人番号) 44070- 1995931

大分県宇佐市大字南宇佐２４１６番地 作業療法士

雇用期間の定めなし

雇用・労災・健
康・厚生

機能訓練指導員経験 
（未経験の方やブラ
ンクのある方には、

雇用・労災・健
康・厚生

介護経験

理学療法士または作業療法
士、柔道整復師（正社員）

59歳以下 株式会社　アクト・ケア 通所介護事業所にて利用者への機能訓練やマッサー
ジ、身体機能の回復と向上指導、利用者へのマッ
サージ、レクリエーションの実施を行います。 
また、パソコンを使用して計画書の作成、整備等も
行います。 
 

日他 理学療法士

定年を上
限

介護職員（夜勤無し） 18歳～59
歳

株式会社　アクト・ケア　あっとほーむ
玄々堂・中津

介護施設内にて、利用者の食事介助・排泄介助・入
浴介助・移動介助等を行います。その他、通所介
護・訪問介護・レクリエーションの支援等の介護業
務全般を行います。

他 介護職員初任者研修
修了者

定年を上
限

大分県中津市大字下池永１３番地 介護職員実務者研修
修了者雇用期間の定めなし

大分県中津市大字田尻崎２０番３ 牽引免許

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

ダンプトレーラー運転員 59歳以下 九州産業運輸株式会社　中津営業所 バイオマス発電所にて、発電するための燃料を、中
津港から当社敷地内の仮置場、並びに発電所（豊前
市）に運搬する業務を行います 
※手積手卸作業はありません。

土日他 大型自動車免許

定年を上
限

酒類販売員（福沢通り店） 64歳以下 株式会社　横山酒販 レジ業務と入荷商品陳列作業が主体業務となりま
す。業務に慣れてくれば、接客と電話対応・在庫管
理等を行うこともあります。また、稀に店舗間の荷
物を運ぶ場合があります（社用車使用）。

他

定年を上
限

大分県中津市大字万田５７２－１

雇用期間の定めなし

大分県中津市諸町１７９９ 介護福祉士

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・財形

看護経験者

介護支援専門員（居宅支援
事業所）

59歳以下 医療法人　杏林会　村上記念病院 介護に関するケアマネジメント業務を行っていただ
きます。 
介護予防支援に関するプラン作成，書類作成，介護
保険関係の手続き代行等の居宅介護支援事業所に関
わる業務を行います。 
申請等で社外に出る際は、社用車（ＡＴ）を使用し
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

看護職員（特別養護老人
ホーム　むくの木）

18歳～64
歳

社会福祉法人　健清会（特別養護老人
ホーム　むくの木）

入居者の老人看護業務全般を行います。健康チェッ
クとして、バイタルチェック・体温測定・服薬管理
等を行います。また、医師の補助業務（創部の清潔
管理等）を行います。その他、食事・排せつ介助補
助もあります。

他 看護師

定年を上
限

大分県中津市大字上宮永３４８番地 准看護師

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

設備工事経験　優遇
します

看護師（透析室） 18歳～59
歳

医療法人　杏林会　村上記念病院 病院内透析室での看護業務全般を行います。医師指
示のもとに診療上の補助とした医療行為（プライミ
ング，シャント穿刺，透析中の看護・透析終了業務
等）を行います。　 

日他 看護師

定年を上
限

配管工 62歳以下 株式会社　松本総合設備 建物工事に伴う水道工事業務（給排水の配管工事な
ど全般）を行います。工事現場は中津近郊（宇佐～
豊前）。会社へ集合後、社用車（ＭＴ車）にて現場
に向かいます。未経験者の方も歓迎します。

土日

定年を上
限

大分県中津市大字宮夫２７３－７

雇用期間の定めなし

大分県中津市諸町１７９９ 准看護師

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

看護師または准看護師（外
来）

18歳～59
歳

医療法人　杏林会　村上記念病院 外来での看護業務全般を行います。医師指示のもと
診療上補助とした医療行為（採血や血圧，体温の測
定，創部の清潔管理等），医療の補助，検査補助業
務等を行います。

日祝他 看護師

定年を上
限

酒類販売員（万田店） 64歳以下 株式会社　横山酒販 ・接客（商品案内等）・レジ応援（袋詰め等） 
・商品の整理整頓・陳列等 
・配達（個人宅） 
配達には、社用車を使用します。

他

定年を上
限

大分県中津市大字万田５７２－１

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

看護・介護での実務
経験等

雇用・労災・健
康・厚生

看護補助者（病棟） 59歳以下 医療法人　杏林会　村上記念病院 看護師指導のもと看護補助業務（リネン管理，ベッ
ドメイキング等の環境整備，排泄や入浴に関するお
世話，食事介助，患者の移送等、日常生活援助）を
行います。また診療材料の補充・整理等も行いま
す。

他 介護福祉士

定年を上
限

アシスタントスタッフ 35歳以下 大分スバル自動車株式会社 大分スバル大分店、大分東店、別府店、中津店、日
田店のいずれか店舗において 
・事務業務全般 
・ショールーム対応（電話対応・来客対応・環境美
化・消毒　等）

火水他

キャリア
形成

大分県大分市大字宮崎８３５番地－１

雇用期間の定めなし

大分県大分市府内町３丁目４番２０号
大分恒和ビル８Ｆ雇用期間の定めなし

雇用・労災・健
康・厚生

給食・調理経験者優
遇

雇用・労災・健
康・厚生

栄養士・正社員（やすらぎ
荘・大分県中津市）シフト

制

不問 富士産業　株式会社　大分事業部 中津市耶馬渓にある「特別養護老人ホームやすらぎ
荘」内厨房にて入所者の方の食事を作る作業です。 
栄養士業務 
・食材の発注・検品・在庫管理・伝票整理・ＰＣ入
力 
一部現場作業あり。 
・調理・盛り付け・配膳・片付け　等 
 

他 栄養士

不問

（請）水道事業関連業務ス
タッフ／中津市

不問 株式会社　ファノバ　九州支店 中津市水道事業に関する業務、主に外勤業務を行っ
て頂きます。 
（業務内容） 
・開閉栓業務及び検針に関わる業務 
・水道料金に関わる収納業務 
・各種届出等の受付、その他入力等事務処理業務 
※未経験者、初心者大歓迎！ 
※慣れるまで丁寧に指導致しますので、安心してご

土日祝 原動機付自転車免許

不問 福岡県大野城市東大利３丁目１６番２１
号雇用期間の定めあり（４ヶ

月以上）

福岡県大野城市東大利３丁目１６番２１
号雇用期間の定めなし

雇用・労災・健
康・厚生

又は7時00分～19時00分の
間の8時間程度

雇用・労災・健
康・厚生

鮮魚部門での経験５
年以上

（請）水道事業関連業務ス
タッフ／中津市

44歳以下 株式会社　ファノバ　九州支店 中津市水道事業に関する業務、主に外勤業務を行っ
て頂きます。 
（業務内容） 
・開閉栓業務及び検針に関わる業務 
・水道料金に関わる収納業務 
・各種届出等の受付、その他入力等事務処理業務
・その他現場の進歩管理等 
※未経験者、初心者大歓迎！ 

土日祝 原動機付自転車免許

キャリア
形成

鮮魚マネージャー【正】／
（１３５中津店）

64歳以下 株式会社　トライアルカンパニー ○生鮮部門において、主に鮮魚コーナーを担当して
頂きます。 
＊部門の売上・粗利・経費の数値管理など 
＊スタッフ教育 
＊在庫管理 
＊商品の加工 
＊商品仕入業務 
 

他

定年を上
限

福岡県福岡市東区多の津１丁目１２－２
トライアルビル雇用期間の定めなし

福岡県福岡市東区多の津１丁目１２－２
トライアルビル雇用期間の定めなし

又は7時00分～19時00分の
間の8時間程度

雇用・労災・健
康・厚生

鮮魚部門での経験３
年以上 
 

鮮魚技術職【正】／（１３
５中津店）

64歳以下 株式会社　トライアルカンパニー ○生鮮部門において、主に鮮魚コーナーを担当して
いただきます。 
＊部門の売上・粗利・経費の数値管理など 
＊スタッフ教育 
＊商品の加工、商品パック詰め 
＊発注、在庫管理 
＊アルバイト管理　　など 
 

他

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）
主な就業場所 中津市内

★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。
令和5年5月9日 ～ 5月15日の受理求人を基に作成

令和5年5月18日発行 （次回発行予定日5月25日）

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 220,000円～220,000円 （週休二日制）

その他

(従業員数) 20人

正社員以外 4人 なし (求人番号) 40090- 2713531

変形（1ヶ月単位）

(1)8時30分～17時00分

派遣・請負ではない 205,000円～253,750円 (2)8時30分～12時15分 （週休二日制）

その他

(従業員数) 194人

正社員 1人 実費支給（上限あり） (求人番号) 44030- 2181431

(1)8時00分～17時00分

派遣・請負ではない 197,600円～321,100円 （週休二日制）

その他

(従業員数) 5人

正社員 3人 なし (求人番号) 44030- 2182731

(1)9時00分～18時00分

派遣・請負ではない 242,900円～331,400円 (2)11時00分～20時00分 （週休二日制）

毎　週

(従業員数) 25人

正社員 1人 実費支給（上限あり） (求人番号) 13040-63148531

(1)9時00分～18時30分

派遣・請負ではない 231,200円～273,400円 （週休二日制）

毎　週

(従業員数) 25人

正社員 1人 実費支給（上限あり） (求人番号) 13040-63150631

(1)9時00分～18時30分

派遣・請負ではない 242,900円～382,000円 （週休二日制）

毎　週

(従業員数) 25人

正社員 1人 実費支給（上限あり） (求人番号) 13040-63153031

(1)9時00分～18時30分

派遣・請負ではない 239,800円～385,200円 （週休二日制）

毎　週

(従業員数) 25人

正社員 1人 実費支給（上限あり） (求人番号) 13040-63154831

交替制あり

(1)8時00分～17時00分

派遣・請負ではない 214,240円～247,200円 (2)20時00分～5時00分 （週休二日制）

毎　週

(従業員数) 9人

正社員以外 3人 実費支給（上限なし） (求人番号) 40100- 1992831

変形（1年単位）

(1)8時00分～17時00分

派遣・請負ではない 172,800円～216,000円 （週休二日制）

その他

(従業員数) 35人

正社員 5人 実費支給（上限なし） (求人番号) 44020- 3983331

(1)8時45分～18時00分

派遣・請負ではない 180,000円～300,000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- 2148431

(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

(1)10時00分～19時15分

派遣・請負ではない 185,000円～257,880円 （週休二日制）

毎　週

(従業員数) 30人

正社員 2人 実費支給（上限あり） (求人番号) 44030- 2151131

交替制あり

(1)9時15分～18時30分

派遣・請負ではない 250,000円～300,000円 (2)10時15分～19時30分 （週休二日制）

毎　週

(従業員数) 30人

正社員 2人 実費支給（上限あり） (求人番号) 44030- 2152031

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

(1)8時30分～17時00分

派遣・請負ではない 140,000円～210,000円 （週休二日制）

毎　週

(従業員数) 43人

正社員 1人 実費支給（上限なし） (求人番号) 44030- 2159631

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

雇用・労災・健
康・厚生

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）

大分県中津市大字田尻２６８０－１

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

ネイリスト業務経験 
※未経験の方も応募
可（教育システムあ品質保証スタッフ（事務

職）
18歳～35

歳
ＤＩＣ九州ポリマ株式会社 樹脂プラントにおいて塗料用合成樹脂（建材・外

壁・屋根用等）電子材料用合成樹脂（携帯電話等の
基板用）の製造を行っています。 
その製品の品質保証業務となります。 
 ・製品の検査値管理、製品の合否判定をパソコンで
入力 
・製品出荷先、原料仕入先向けの定型文書を作成・
発行 

土日祝他 危険物取扱者（乙
種）

法令の規
定により
年齢制限
がある

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 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 

月他

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

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

雇用・労災・健
康・厚生

販売員　経験

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

寝具インテリア用品販売員 59歳以下 株式会社　くじめ屋 商品管理（入荷商品の品出・検品・整理・陳列
等）・販売（商品説明や接客等）・レジ業務・出荷
準備・顧客管理等、寝具インテリア関連の店内販売
業務全般を行います。商品の倉庫間の移動の際には
社用車（ＡＴ車）を使用します。

他

定年を上
限

大分県中津市大字下池永５０番地の６

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

雇用期間の定めなし

雇用・労災・健
康・厚生

販売員　経験

雇用・労災・健
康・厚生

事務員　経験

雑貨販売員 59歳以下 株式会社　くじめ屋 店内接客・レジ・ラッピング・品出し・商品管理な
ど店舗全般に関わるお仕事を行います。

他

定年を上
限

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）

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） 雇用・労災・健

康・厚生

ＨＴＭＬ・ＣＳＳ・
Ｊａｖａｓｃｒｉｐ
ｔの知識ある方　優

雇用・労災・健
康・厚生

Ｗｅｂ制作・運営スタッフ 不問 株式会社　くじめ屋 インターネットショップ運営業務全般（受注発注・
物流・マーケティング・制作（自社Ｗｅｂサイト・
ＥＣサイトの更新等）バイヤー業務等）を行いま
す。 

土日他

不問

警備スタッフ／別府本社 18歳～64
歳

セキュリティーコマンド　株式会社 工事現場では人や車両の誘導を行い、イベント警備
や駐車場警備では来場された方の安全を確保する仕
事です。 
＊２０時間の研修があるので、初めての方でも大丈
夫です。 
＊１名現場から７名～８名現場までさまざまな現場
があります。面倒見が良い先輩と一緒の現場から始
めますので安心です。 

日他

法令の規
定により
年齢制限
がある

大分県別府市大字北石垣１０００番地の
２（中須賀元町１０００－２）　　「オ
フィスパレア１　２号室」

雇用期間の定めなし

福岡県京都郡苅田町大字与原２２２０－
１

牽引免許

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満） 雇用・労災・健

康・厚生・財形

配送業務経験があれ
ば優遇

雇用・労災・健
康・厚生

大型トラック運転手・ト
レーラ運転手／中津市

18歳以上 株式会社　バンテック九州 ・中津・京築地区を中心とした大型・トレーラ運転
手の募集です。 
・業務の都合上、フォークリフトを降りての作業が
有ります。　 
・昼・夜の週替わり２交代制になります。　 
・ダイハツなどの自動車工場自動車部品工場間の
ルート配送です。 
・長期就労可能な方を希望しており、契約社員から

日他 大型自動車免許

法令の規
定により
年齢制限
がある

サービスフロント（受付事
務）／中津店

29歳以下 株式会社　ビッグモーター 自動車販売店における接客業務 
・接客、受付業務、伝票処理、電話対応、お茶出し
など ご来店頂いたお客様の窓口となる受付業務や
ユーザー様に車 検のご案内などをして頂きます。 
コミュニケーション能力、簡単なパソコン操作は必
要となり ますが、未経験でも大丈夫です！

他

キャリア
形成

東京都港区六本木６丁目１０番１号　六
本木ヒルズ森タワー２０階雇用期間の定めなし

東京都港区六本木６丁目１０番１号　六
本木ヒルズ森タワー２０階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

自動車整備士／中津店 44歳以下 株式会社　ビッグモーター 車検業務、法定点検整備をして頂きます。オイル交
換などの軽微作業も行います。 
実際にお客様とコミュニケーションをとり、関係を
深めて頂きます。 
未経験や経験の浅い方でも当社の教育体制により、
いち早くプロの整備士の能力を身につける事ができ
ます。

他

キャリア
形成

登録事務／中津店 40歳以下 株式会社　ビッグモーター 自動車販売店における登録業務 
自動車売買に伴う車検証名義変更や登録抹消手続き
を行って頂きます。 
主に書類作成を行う業務となりますが、社用車を
使って陸運局や警察署に行って手続きも行って頂き
ます。 
車の知識や経験などは必要なく、未経験でも大歓迎
です！ 

他

キャリア
形成

東京都港区六本木６丁目１０番１号　六
本木ヒルズ森タワー２０階雇用期間の定めなし

東京都港区六本木６丁目１０番１号　六
本木ヒルズ森タワー２０階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・その他

営業職（販売／買取営業）
／中津店

40歳以下 株式会社　ビッグモーター 新古車及び中古車の販売業務を行って頂きます 
こちらからの訪問営業は一切ありません。 
ご来店されたお客様への提案が営業活動の全てで
す。 
商品力、サービスに自信があるからこそ可能な営業
スタイルです。販売するだけでなく、アフターフォ
ローをしっかり対応する為、末永くお客様と付き合
うことができます。 

他

キャリア
形成

建設とび工 不問 想建 建設現場にて足場の組立・解体作業等を行います。
現場は中津近郊を中心とし行橋～国東方面もありま
す。現場へは社用車（ＡＴ・ＭＴ車）に乗り合わせ
て向かいます。 
＊通勤用車輌をお持ちでは無い方へ 
通勤車輌をお貸しします。ガソリン代は会社負担
（条件あり）。

日他 足場の組立て等作業
主任者

不問 大分県中津市３５８番地 玉掛技能者

雇用期間の定めなし

大分県中津市大字宮夫２５２番地の２

雇用期間の定めなし

雇用・労災・健
康・厚生

主任ケアマネー
ジャー業務　経験

雇用・労災・健
康・厚生

主任ケアマネージャー 59歳以下 医療法人　中津第一病院 居宅介護支援事業所にて主任ケアマネージャー業務
を担当します。 
・事業所内会議の進行運営への関わり 
・利用者様宅への訪問やアセスメント、ケアプラン
作成 
・要介護認定を受けようとする者や家族への相談・
助言 
・外部機関等との連絡調整他ケアマネージャーへの

日祝他 介護支援専門員（ケ
アマネージャー）

定年を上
限

大型運転手（ミキサー車） 59歳以下 中村産業生コン　株式会社  ◎１０トンミキサー車で生コンクリートの輸送 
＊範囲：福岡県・大分県 
 ★希望者は職場見学、業務経験ができますので、気
軽にご連絡ください 
 

日祝他 大型自動車免許

定年を上
限

福岡県田川市大字弓削田８０番地

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）
主な就業場所 中津市内

★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。
令和5年5月9日 ～ 5月15日の受理求人を基に作成

令和5年5月18日発行 （次回発行予定日5月25日）

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)8時00分～17時00分

派遣・請負ではない 200,000円～250,000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- 2162231

変形（1ヶ月単位）

(1)8時30分～17時00分

派遣・請負ではない 210,000円～266,250円 (2)8時30分～12時15分 （週休二日制）

その他

(従業員数) 194人

正社員 1人 実費支給（上限あり） (求人番号) 44030- 2163531

変形（1ヶ月単位）

(1)8時30分～17時30分

派遣・請負ではない 188,000円～253,000円 （週休二日制）

その他

(従業員数) 4人

正社員 1人 実費支給（上限あり） (求人番号) 44030- 2166331

変形（1年単位）

(1)8時00分～17時00分

派遣・請負ではない 200,000円～250,000円 （週休二日制）

その他

(従業員数) 14人

正社員 3人 実費支給（上限あり） (求人番号) 44030- 2169131

変形（1年単位）

(1)8時00分～17時00分

派遣・請負ではない 300,000円～450,000円 （週休二日制）

その他

(従業員数) 14人

正社員 1人 実費支給（上限あり） (求人番号) 44030- 2170831

変形（1年単位）

(1)8時00分～17時00分

派遣・請負ではない 200,000円～300,000円 （週休二日制）

その他

(従業員数) 14人

正社員 1人 実費支給（上限あり） (求人番号) 44030- 2171231

変形（1ヶ月単位）

(1)20時00分～5時00分

派遣・請負ではない 300,000円～500,000円 (2)8時00分～17時00分 （週休二日制）

その他

(従業員数) 5人

正社員 2人 なし (求人番号) 27160- 3090631

変形（1ヶ月単位）

(1)20時00分～5時00分

派遣・請負ではない 450,000円～550,000円 (2)8時00分～17時00分 （週休二日制）

その他

(従業員数) 5人

正社員 2人 なし (求人番号) 27160- 3102431

交替制あり

(1)6時10分～15時10分

請負 180,000円～180,000円 (2)8時30分～17時30分 （週休二日制）

その他

(従業員数) 5人

正社員以外 2人 実費支給（上限あり） (求人番号) 44010-14079131

(1)7時30分～16時30分

派遣・請負ではない 170,000円～205,000円 (2)6時30分～16時30分 （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- 2118631

(1)8時30分～17時30分

派遣・請負ではない 210,000円～300,000円 （週休二日制）

毎　週

(従業員数) 9人

正社員 1人 実費支給（上限あり） (求人番号) 44030- 2122431

変形（1年単位）

(1)8時00分～17時00分

派遣・請負ではない 280,000円～380,000円 （週休二日制）

その他

(従業員数) 13人

正社員 2人 実費支給（上限あり） (求人番号) 44030- 2125631

変形（1年単位）

(1)8時00分～17時00分

派遣・請負ではない 180,000円～230,000円 （週休二日制）

その他

(従業員数) 13人

正社員 2人 実費支給（上限あり） (求人番号) 44030- 2126931

変形（1年単位）

(1)8時00分～17時00分

派遣・請負ではない 231,000円～330,000円 （週休二日制）

その他

(従業員数) 13人

正社員 2人 実費支給（上限あり） (求人番号) 44030- 2127131

変形（1ヶ月単位）

(1)10時00分～20時00分

派遣・請負ではない 176,000円～176,000円 (2)12時00分～22時00分 （週休二日制）

その他

(従業員数) 14人

正社員以外 2人 なし (求人番号) 44030- 2128031

変形（1年単位）

(1)8時00分～17時00分

派遣・請負ではない 280,000円～380,000円 （週休二日制）

その他

(従業員数) 3人

正社員 2人 実費支給（上限あり） (求人番号) 44030- 2129831

変形（1ヶ月単位）

(1)8時30分～17時30分

派遣・請負ではない 176,000円～225,000円 （週休二日制）

その他

(従業員数) 14人

正社員 1人 実費支給（上限あり） (求人番号) 44030- 2131731

大分県中津市中央町１丁目８－３６ 准看護師

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

主任技術者経験者
優遇

正・准看護師（通所リハビ
リテーション）日勤のみ

69歳以下 医療法人　英然会　里見医院 看護処置，健康管理，入浴介助，送迎業務等、通所
リハビリテーションでの看護・介護業務全般を行い
ます。

土日他 看護師

定年を上
限

土木施工管理技士（１・２
級）

69歳以下 西畑住宅　有限会社 土木施工管理技士業務全般を行います。主な業務
は、設計図面に基づいた工事進捗管理・現場管理・
現地での指示・対応・それに応じた書類作成・施主
との打ち合わせや交渉・施工管理資料作成等（パソ
コン使用）を行います。また、社用車（ＡＴ・ＭＴ
車）を運転する事もあります。

日他 １級土木施工管理技
士

定年を上
限

大分県中津市耶馬溪町大字大島２７８番
地

２級土木施工管理技
士雇用期間の定めなし

大分県中津市大字中殿４９０－１

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上） 雇用・労災・健

康・厚生

雇用・労災・健
康・厚生

重機オペレーター経
験者　優遇

調理補助員 不問 株式会社くらや　麺処くらや　中津本店 うどん・そば，唐揚やフライ等の調理，サラダ等の
盛り付けおよび仕込みのお仕事になります。 
※初めての方でも、一つずつ分かりやすく丁寧に指
導します。 安心してご応募下さい。

他

不問

重機オペレーター及び土木
作業員

69歳以下 西畑建設　株式会社 各土木現場にて重機オペレーター業務を行います。
また、土砂の堀削や埋め戻し等の土木作業も行いま
す。現場へは乗り合わせて向かいます（現場は大分
県北地域・別府市・日田市等）。社用車（ＡＴ・Ｍ
Ｔ車）を運転することもあります。

日他 車両系建設機械（整
地・運搬・積込用及
び掘削用）運転技能定年を上

限
大分県中津市耶馬溪町大字大島２７８番
地雇用期間の定めなし

大分県中津市耶馬溪町大字大島２７８番
地雇用期間の定めなし

雇用・労災・健
康・厚生

土木施工経験者　優
遇

雇用・労災・健
康・厚生

主任技術者経験者
優遇 

土木技術者見習い 69歳以下 西畑建設　株式会社 土木施工管理技士業務全般を行います。主な業務
は、設計図面に基づいた工事進捗管理・現場管理
（現地指示・対応・それに応じた書類作成）・施主
との打ち合わせ及び交渉・施工管理資料作成等（パ
ソコン使用）を行います。また、社用車（ＡＴ・Ｍ
Ｔ車）を運転する事もあります。

日他

定年を上
限

土木施工管理技士（１・２
級）

69歳以下 西畑建設　株式会社 土木施工管理技士業務全般を行います。主な業務
は、設計図面に基づいた工事進捗管理・現場管理
（現地指示・対応・それに応じた書類作成）・施主
との打ち合わせ及び交渉・施工管理資料作成等（パ
ソコン使用）を行います。また、社用車（ＡＴ・Ｍ
Ｔ車）を運転することもあります。

日他 １級土木施工管理技
士

定年を上
限

大分県中津市耶馬溪町大字大島２７８番
地

２級土木施工管理技
士雇用期間の定めなし

大分県中津市大字伊藤田２１６８－１

雇用期間の定めなし

雇用・労災・健
康・厚生

営業職または営業職
役職者　経験

雇用・労災・健
康・厚生

営業スタッフ（管理者候
補）

59歳以下 株式会社　ジェイピー・ネット オフィスのトータルソリューションとして お客様の
業務をバックアップする環境を提案し、 業務の効率
化、お困りごとを解決するお手伝いをいたします。 
具体的には県北地域（中津・宇佐・豊前方面）の事
業所や 既存のお客様先にてＯＡ・ＩＴ機器やセキュ
リティ対策の提案・営業（販売・リース含む）から
メンテナンス等のアフターフォローまでを行ってい
ただきます。 

土日祝他

定年を上
限

職業指導員 64歳以下 特定非営利活動法人　三保の杜作業所 利用者への職業指導業務と健康管理業務を行ってい
ただきます。 
【職業指導業務】 
大分県産ブランド『大分味一ねぎ』の栽培を、指導
マニュアルに 沿って障がい者へ指導・作業を通じて
の支援を行う。 
作業時には軽トラ（ＡＴ車）を運転する場合があり
ます。 

日他

定年を上
限

大分県中津市大字伊藤田１１３４番地

雇用期間の定めなし

大分県大分市府内町３丁目４番２０号
大分恒和ビル８Ｆ雇用期間の定めあり（４ヶ

月以上） 雇用・労災・健
康・厚生

雇用・労災・健
康・厚生

トレーラー運転経験
（２年以上）

調理師・準社員（中津市豊
寿園）

不問 富士産業　株式会社　大分事業部 中津市養護老人ホーム「豊寿園」内厨房にて入所者
の方のお食事提供をしています。 
調理師業務 
栄養士が作成した献立に沿って調理、食材の下処
理、盛付　等 

他 調理師

不問

トレーラードライバー（中
津営業所）

18歳～64
歳

株式会社　日本トランスネット ＊地場・中距離・長距離ドライバー 
★イメージ画像（パンフレット・作業内容など）登
録があります。「事業所画像情報」ボタンでご覧く
ださい。★

日祝他 大型自動車免許

定年を上
限

大阪府河内長野市野作町１４－２１ 牽引免許

雇用期間の定めなし

大阪府河内長野市野作町１４－２１

雇用期間の定めなし

雇用・労災・健
康・厚生

大型車運転経験（２
年以上）

雇用・労災・健
康・厚生

重機での作業経験

大型ドライバー（１０ｔ／
中津営業所）

18歳～64
歳

株式会社　日本トランスネット ＊１０ｔトラックで近距離、中距離、長距離の配送
業務 
★イメージ画像（パンフレット・作業内容等）登録
があります。「事業所画像情報」ボタンでご覧くだ
さい。★

他 大型自動車免許

定年を上
限

重機オペレーター 64歳以下 有限会社　中岩建設 土木・建築現場にて建設用機械車両等の重機を運転
し作業を行っていただきます。 
バックホウやユニック車を使用しての土砂の掘削・
埋戻し等、土木作業全般業務になります。 
現場は中津市内で、移動は社用車（ＭＴ車）の乗り
合わせで向かいます。

日他 車両系建設機械（基
礎工事用）運転技能
者定年を上

限
大分県中津市耶馬溪町大字柿坂６３３番
地３雇用期間の定めなし

大分県中津市耶馬溪町大字柿坂６３３番
地３

２級土木施工管理技
士雇用期間の定めなし

雇用・労災・健
康・厚生

現場監督経験

雇用・労災・健
康・厚生

土木施工管理者 64歳以下 有限会社　中岩建設 工事現場での工程管理や現場監督業務（現地での指
示・管理等），パソコンを使用した書類作成および
管理などの土木施工管理業務の全般を行っていただ
きます。 
現場は中津市内で、移動には社用車（ＭＴ車）を使
用します。

日他 １級土木施工管理技
士

定年を上
限

土木作業員 64歳以下 有限会社　中岩建設 土木や建設現場での土砂の掘削・埋戻し・資材の運
搬・片づけなど作業全般業務を行っていただきま
す。 
事務所に集合し、社用車（ＭＴ車）で現場には向か
います。 
現場は中津市内です。

日他

定年を上
限

大分県中津市耶馬溪町大字柿坂６３３番
地３雇用期間の定めなし

大分県中津市大字永添１８６４－２ ２級管工事施工管理
技士雇用期間の定めなし

雇用・労災・健
康・厚生

空調業務及び配管業
務経験者は優遇

雇用・労災・健
康・厚生

経験者　優遇

設備配管工 59歳以下 有限会社　真空調設備 プラント・工場・店舗・住宅などの設備機器の設置
それに伴う配管工事・ダクト工事・電気工事・機器
修理等を行っていただきます。 
現場は中津市内中心となります。社用車にて向かい
ます。

日 第二種電気工事士

定年を上
限

訪問リハビリ 59歳以下 医療法人　中津第一病院 ご利用者様のお宅に訪問して、セラピストがリハビ
リ（身体機能評価、日常生活動作訓練等）を行って
いただきます。 
訪問時には、社用車（ＡＴ車）を使用します。 
 

日祝他 理学療法士

定年を上
限

大分県中津市大字宮夫２５２番地の２ 作業療法士

雇用期間の定めなし

大分県中津市三光諌山７３２－１

雇用期間の定めなし

雇用・労災・健
康・厚生

製造工場等管理　経
験

技術指導員 不問 株式会社　中津もぎたてファクトリー 食品工場の品質管理・生産設備の保全業務・その他
工場管理全般 
機械不具合時の対応やフォークリフトを使用し倉庫
内の原料の出し入れを行います。

土日祝他 フォークリフト運転
技能者

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）
主な就業場所 中津市内

★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。
令和5年5月9日 ～ 5月15日の受理求人を基に作成

令和5年5月18日発行 （次回発行予定日5月25日）

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 231,000円～330,000円 （週休二日制）

その他

(従業員数) 13人

正社員 2人 実費支給（上限あり） (求人番号) 44030- 2132331

変形（1年単位）

(1)8時00分～17時00分

派遣・請負ではない 231,000円～330,000円 （週休二日制）

その他

(従業員数) 3人

正社員 2人 実費支給（上限あり） (求人番号) 44030- 2133631

変形（1年単位）

(1)8時00分～17時00分

派遣・請負ではない 180,000円～230,000円 （週休二日制）

その他

(従業員数) 3人

正社員 2人 実費支給（上限あり） (求人番号) 44030- 2134931

変形（1年単位）

(1)8時00分～17時00分

派遣・請負ではない 231,000円～330,000円 （週休二日制）

その他

(従業員数) 3人

正社員 2人 実費支給（上限あり） (求人番号) 44030- 2135131

変形（1年単位）

(1)8時00分～17時00分

派遣・請負ではない 231,000円～330,000円 （週休二日制）

その他

(従業員数) 5人

正社員 2人 実費支給（上限あり） (求人番号) 44030- 2136031

変形（1年単位）

(1)8時00分～17時00分

派遣・請負ではない 180,000円～230,000円 （週休二日制）

その他

(従業員数) 5人

正社員 2人 実費支給（上限あり） (求人番号) 44030- 2137831

変形（1年単位）

(1)8時00分～17時00分

派遣・請負ではない 280,000円～380,000円 （週休二日制）

その他

(従業員数) 5人

正社員 2人 実費支給（上限あり） (求人番号) 44030- 2138231

変形（1年単位）

(1)8時00分～17時00分

派遣・請負ではない 231,000円～330,000円 （週休二日制）

その他

(従業員数) 5人

正社員 2人 実費支給（上限あり） (求人番号) 44030- 2139531

変形（1年単位）

(1)8時00分～17時00分

派遣・請負ではない 231,000円～330,000円 （週休二日制）

その他

(従業員数) 5人

正社員 2人 実費支給（上限あり） (求人番号) 44030- 2140331

変形（1年単位）

(1)8時00分～17時00分

派遣・請負ではない 231,000円～330,000円 （週休二日制）

その他

(従業員数) 5人

正社員 2人 実費支給（上限あり） (求人番号) 44030- 2141631

変形（1年単位）

(1)8時00分～17時00分

派遣・請負ではない 180,000円～230,000円 （週休二日制）

その他

(従業員数) 5人

正社員 2人 実費支給（上限あり） (求人番号) 44030- 2142931

変形（1年単位）

(1)8時00分～17時00分

派遣・請負ではない 280,000円～380,000円 （週休二日制）

その他

(従業員数) 5人

正社員 2人 実費支給（上限あり） (求人番号) 44030- 2143131

(1)8時00分～17時00分

派遣・請負ではない 151,200円～168,000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) 44030- 2145831

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) 6人

正社員 1人 実費支給（上限あり） (求人番号) 44030- 2147531

変形（1年単位）

(1)8時45分～17時45分

派遣・請負ではない 213,300円～260,300円 （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) 44060- 2378631

変形（1年単位）

(1)8時45分～17時45分

派遣・請負ではない 203,300円～240,300円 （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) 44060- 2406331

(1)9時00分～18時00分

派遣・請負ではない 260,800円～520,000円 （週休二日制）

毎　週

(従業員数) 0人

正社員以外 5人 実費支給（上限なし） (求人番号) 45010-12461331

雇用・労災・健
康・厚生

２年以上のシステム
開発（設計・製造）
経験者 

システムエンジニア（契）
／大分営業所

不問 株式会社　リモワ ・在宅業務を推奨しております。 
・リモートワーク可能なシステム設計・開発業務の
お仕事です。 （企業、官公庁等） 
・Ｊａｖａ、Ｒｕｂｙ、Ｐｙｔｈｏｎ、ＰＨＰ、Ｃ
＃、 ＶＢ．ｎｅｔ、Ｃ（＋＋）、ＣＯＢＯＬ等の言
語を使用します。 
・システムは、「Ｗｅｂ」「業務系」「組み込み
系」の開発を 行っており、一部ＩＯＳやａｎｄｒｏ

土日祝他

不問 宮崎県宮崎市橘通西１丁目２番２５号 
橘パークビル１階雇用期間の定めあり（４ヶ

月未満）

大分県佐伯市大字長良３３２５－６

雇用期間の定めなし

雇用・労災・健
康・厚生・財形

雇用・労災・健
康・厚生・財形

経験あれば尚可 

【未経験者】地域密着型営
業職（大分県中津市）

39歳以下 大和冷機工業株式会社　九州佐伯工場 ※個人ごとに営業所近隣のエリアを担当し、自分の
担当するエリア 内のお客様（飲食店や酒販店、生花
店など）に対して快適な厨房づ くりのための機器や
お店作りを提案する営業です。お客様のご要望 やお
困りごとをお伺いして最適なご提案をする地域密着
型の営業と 
なります。 
※さらに営業だけではなく、機器の点検や簡単なメ

日祝他

キャリア
形成

【急募】地域密着型営業職
（業務用厨房機器：大分県

中津市）

59歳以下 大和冷機工業株式会社　九州佐伯工場 ※個人ごとに営業所近隣のエリアを担当し、自分の
担当するエリア 内のお客様（飲食店や酒販店、生花
店など）に対して快適な厨房づ くりのための機器や
お店作りを提案する営業です。お客様のご要望 やお
困りごとをお伺いして最適なご提案をする地域密着
型の営業と 
なります。 
※さらに営業だけではなく、機器の点検や簡単なメ

日祝他

定年を上
限

大分県佐伯市大字長良３３２５－６

雇用期間の定めなし

大分県中津市大字万田５７２－１

雇用期間の定めなし

雇用・労災・健
康・厚生

倉庫作業（フォーク
リフト作業）経験あ
れば尚可

雇用・労災・健
康・厚生

倉庫作業員（配送セン
ター）

64歳以下 株式会社　横山酒販 倉庫内での入出荷作業を行っていただきます。発注
した商品の所定位置に並べます。各店に配る商品の
ピッキングを行います。いずれもフォークリフト
（免許資格不問）による作業となります。また、在
庫管理・発注業務も行います。 

他 フォークリフト運転
技能者

定年を上
限

電子部品組立作業員 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

大分県中津市本耶馬渓町跡田字中島１３
番８

２級土木施工管理技
士雇用期間の定めなし

雇用・労災・健
康・厚生

「主任技術者」の経
験者は優遇

雇用・労災・健
康・厚生

土木技術者経験があ
れば優遇

土木施工管理技士（１・２
級）

69歳以下 有限会社　平原土木 土木施工管理技士の業務全般を行います。主な業務
は、設計図面に基づいた工事進歩管理・現場管理・
現地指示や対応・それに応じた書類作成・施主との
打ち合わせや交渉・施工管理資料作成等（パソコン
使用）を行います。また、社用車（ＡＴ・ＭＴ車）
を運転することもあります。

日他 １級土木施工管理技
士

定年を上
限

土木技術者見習い 69歳以下 株式会社　平原組 土木施工管理技士業務全般（設計図面に基づいた工
事進捗管理・現場管理・現地での指示・対応・それ
に応じた書類作成・施主との打ち合わせや交渉・パ
ソコンを使用した現場管理資料の作成等）を行いま
す。また、社用車（ＡＴ・ＭＴ車）を運転する事も
あります。

日他

定年を上
限

大分県中津市本耶馬渓町大字跡田１３番
地８雇用期間の定めなし

大分県中津市本耶馬渓町大字跡田１３番
地８雇用期間の定めなし

雇用・労災・健
康・厚生

重機オペレーター経
験

雇用・労災・健
康・厚生

重機オペレーターの
乗車経験

重機オペレーターおよび土
木作業員

69歳以下 株式会社　平原組 土木現場での重機オペレーター業務を行います。 
また、土砂の堀削や埋戻し等の土木作業も行ってい
ただきます。 
現場は大分県北地域・別府市・日田市等になりま
す。 
現場へは乗り合わせて向かいます。 
社用車（ＡＴ・ＭＴ車）を運転することもありま
す。

日他 車両系建設機械（整
地・運搬・積込用及
び掘削用）運転技能定年を上

限

重機オペレーターおよび土
木作業員

69歳以下 有限会社　平原土木 土木現場での重機オペレーター業務を行います。 
また、土砂の堀削や埋戻し等の土木作業も行ってい
ただきます。 
現場は大分県北地域・別府市・日田市等になりま
す。 
現場へは乗り合わせて向かいます。 
社用車（ＡＴ・ＭＴ車）を運転することもありま
す。

日他 車両系建設機械（整
地・運搬・積込用及
び掘削用）運転技能定年を上

限
大分県中津市本耶馬渓町跡田字中島１３
番８雇用期間の定めなし

大分県中津市本耶馬渓町大字跡田１３番
地８雇用期間の定めなし

雇用・労災・健
康・厚生

土木作業員の経験

雇用・労災・健
康・厚生

主任技術者経験者は
優遇

土木作業員 69歳以下 株式会社　平原組 土木現場での重機作業の補助業務、土砂の堀削や埋
め戻し、コンクリート打設等の土木作業全般を行っ
ていただきます。 
現場へは乗り合わせて向かいます。 
※運転免許をお持ちの方は、社用車（ＡＴ・ＭＴ
車）の運転を 行うこともあります。

日他

定年を上
限

土木施工管理技士（１・２
級）

69歳以下 株式会社　平原組 土木施工管理技士の業務全般（設計図面に基づいた
工事進捗管理・現場管理・現地での指示・対応・そ
れに応じた書類作成・施主との打ち合わせや交渉・
パソコンを使用し施工管理資料作成等）を行いま
す。また、社用車（ＡＴ・ＭＴ車）を運転すること
もあります。

日他 １級土木施工管理技
士

定年を上
限

大分県中津市本耶馬渓町大字跡田１３番
地８

２級土木施工管理技
士雇用期間の定めなし

大分県中津市本耶馬渓町跡田字中島１３
番８雇用期間の定めなし

雇用・労災・健
康・厚生

土木施工経験者　優
遇

雇用・労災・健
康・厚生

土木作業　経験

土木技術者（見習い） 69歳以下 有限会社　平原土木 土木施工管理技士業務全般（設計図面に基づいた工
事進捗管理・現場管理・現地での指示・対応・それ
に応じた書類作成・施主との打ち合わせや交渉・パ
ソコンを使用した現場管理資料作成等）を行いま
す。また、社用車（ＡＴ・ＭＴ車）を運転する事も
あります。

日他

定年を上
限

土木作業員 69歳以下 有限会社　平原土木 土木現場での重機作業補助業務・土砂掘削や埋戻
し・コンクリート打設等の土木作業全般を行いま
す。現場へは乗り合わせて向かいます。 
※運転免許をお持ちの方は、社用車（ＡＴ・ＭＴ
車）の運転を 行うことがあります。 

日他

定年を上
限

大分県中津市本耶馬渓町跡田字中島１３
番８雇用期間の定めなし

大分県中津市耶馬溪町大字大島２７８番
地雇用期間の定めなし

雇用・労災・健
康・厚生

土木作業員の経験
優遇

雇用・労災・健
康・厚生

土木施工経験者　優
遇

土木作業員 69歳以下 西畑住宅　有限会社 各土木現場での重機作業補助業務・土砂の堀削や埋
め戻しコンクリート打設等の土木作業全般を行いま
す。現場へは乗り合わせで向かいます。 
※運転免許をお持ちの方は、社用車（ＡＴ・ＭＴ
車）の運転を 行う場合もあります。

日他

定年を上
限

土木技術者見習い 69歳以下 西畑住宅　有限会社 土木施工管理技士業務全般を行います。主な業務
は、設計図面に基づいた工事進捗管理・現場管理・
現地での指示・対応・それに応じた書類作成・施主
との打ち合わせや交渉・施工管理資料作成等（パソ
コン使用）を行います。また、社用車（ＡＴ・ＭＴ
車）の運転を行う事もあります。

日他

定年を上
限

大分県中津市耶馬溪町大字大島２７８番
地雇用期間の定めなし

大分県中津市耶馬溪町大字大島２７８番
地雇用期間の定めなし

雇用・労災・健
康・厚生

重機オペレーターの
経験者　優遇

雇用・労災・健
康・厚生

土木作業の経験　優
遇

重機オペレーターおよび土
木作業員

69歳以下 西畑住宅　有限会社 各土木現場での重機オペレーター業務を行います。
また、土砂の堀削や埋め戻し等の土木作業も行いま
す。現場へは乗り合わせて向かいます（現場は大分
県北地域・別府市・日田市等）。社用車（ＡＴ・Ｍ
Ｔ車）を運転することもあります。

日他 車両系建設機械（整
地・運搬・積込用及
び掘削用）運転技能定年を上

限

土木作業員 69歳以下 西畑建設　株式会社 各土木現場での重機作業補助業務・土砂の堀削や埋
め戻しコンクリート打設等の土木作業全般を行いま
す。現場へは乗り合わせて向かいます。 
※運転免許を有する方は、社用車（ＡＴ・ＭＴ車）
を運転する場合もあります。

日他

定年を上
限

大分県中津市耶馬溪町大字大島２７８番
地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）
主な就業場所 中津市内

★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。
令和5年5月9日 ～ 5月15日の受理求人を基に作成

令和5年5月18日発行 （次回発行予定日5月25日）

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)10時00分～19時00分

派遣・請負ではない 185,000円～218,000円 （週休二日制）

毎　週

(従業員数) 12人

正社員 1人 実費支給（上限あり） (求人番号) 44030- 1866631

(1)10時00分～19時00分

派遣・請負ではない 190,000円～238,000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- 1516331

交替制あり

(1)7時00分～16時00分

派遣・請負ではない 181,000円～250,000円 (2)10時00分～19時00分 （週休二日制）

(3)17時00分～10時00分 その他

(従業員数) 14人

正社員 1人 実費支給（上限あり） (求人番号) 44030- 1199631

交替制あり

(1)7時00分～16時00分

派遣・請負ではない 161,000円～188,000円 (2)10時00分～19時00分 （週休二日制）

(3)17時00分～10時00分 その他

(従業員数) 14人

正社員 1人 実費支給（上限あり） (求人番号) 44030- 1202731

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)7時00分～16時00分

派遣・請負ではない 152,000円～170,000円 (2)10時00分～19時00分 （週休二日制）

その他

(従業員数) 12人

正社員 1人 実費支給（上限あり） (求人番号) 44030- 1206131

変形（1ヶ月単位）

(1)8時30分～17時00分

派遣・請負ではない 210,000円～266,250円 (2)8時30分～12時15分 （週休二日制）

その他

(従業員数) 194人

正社員 2人 実費支給（上限あり） (求人番号) 44030- 1615931

大分県中津市大字宮夫２５２番地の２

雇用期間の定めなし

雇用・労災・健
康・厚生

経験者　優遇

雇用・労災・健
康・厚生

介護　経験

理学療法士 59歳以下 医療法人　中津第一病院 運動器・脳血疾患別リハビリ、地域包括病棟での回
復期リハビリ、療養病棟でのリハビリを行っていた
だきます。 
また、訪問リハビリも行っていただきます。 
訪問時には、社用車（ＡＴ車）を使用します。 

日祝他 理学療法士

定年を上
限

介護職員（有料老人ホーム
「睦み」）要介護資格　日

勤帯

69歳以下 医療法人　英然会　里見医院 施設入所者への食事や排泄介助・レクリエーション
支援等、介護業務およびヘルパー業務を行っていた
だきます。 
※慣れるまでは職員が一緒に業務を行うため、初め
ての方も安心して働けます。 

他 介護職員初任者研修
修了者

定年を上
限

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 その他の福祉・介護
関係資格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

介護　経験

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

介護職員（小規模多機能／
里の手）

18歳～69
歳

医療法人　英然会　里見医院 食事・入浴・排泄介助やレクリエーション支援等、
介護業務を行います。また、免許をお持ちの方は、
利用者の送迎業務（ＡＴ車）もあります。 
※慣れるまでは職員が一緒について業務は行うの
で、初めての方 でも安心して働けます。

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 准看護師

雇用期間の定めなし

雇用・労災・健
康・厚生

看護職　勤務経験

雇用・労災・健
康・厚生

保育園・幼稚園・障
がい者福祉施設等で
の就業経験　あれば看護職員（小規模多機能／

里の手）
18歳～69

歳
医療法人　英然会　里見医院 食事・入浴・排泄介助やレクリエーション支援等、

看護・介護業務を行います。また、免許をお持ちの
方はご利用者の送迎業務（ＡＴ車）もあります。
 ※慣れるまでは職員が一緒について業務は行うの
で、初めての方 でも安心して働けます。

他 看護師

定年を上
限

保育士 64歳以下 トップフィールド　株式会社 放課後等デイサービスにて小学生～高校生の障がい
児を対象とした学童保育（２～３時間程度）の担当
を行います。学校や自宅までの送迎業務（社用車Ａ
Ｔ：ワゴンタイプ・軽自動車・普通乗用車），利用
児への指導業務（宿題やお世話等），見守り業務を
行います。 
送迎エリアは豊前～中津市内となります。 
１日１０名程度の児童等を４～５人で対応します。

日他 保育士

定年を上
限

大分県中津市塩町１１２８番地１

雇用期間の定めなし

大分県中津市塩町１１２８番地１ 作業療法士

雇用期間の定めなし

雇用・労災・健
康・厚生

保育補助・学童保
育・障がい者福祉施
設等　就業経験

児童指導員 64歳以下 トップフィールド　株式会社 放課後等デイサービスにて小学生～高校生の障がい
児対象の学童保育の担当を行います（２～３Ｈ程
度）。学校や自宅までの送迎業務（社用車ＡＴ：ワ
ゴンタイプ・軽自動車、普通乗用車）・利用児への
指導業務（宿題やお世話等）・見守り業務を行いま
す。送迎エリアは豊前～中津市内です。１日１０人
程度を４人で対応します。

日他 言語聴覚士

定年を上
限
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