
年齢

制限事由 賃金・通勤手当

採用人数

(1)9時00分～17時00分

派遣・請負ではない 950円～1,150円 (2)17時00分～23時00分 （週休二日制）

毎　週

(従業員数) 20人

パート労働者 5人 実費支給（上限あり） (求人番号) 44010-14673431

(1)9時00分～13時00分

請負 860円～860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（上限あり） (求人番号) 44010-14442131

派遣・請負ではない 1,100円～1,200円 （週休二日制）

毎　週

(従業員数) 50人

パート労働者 2人 実費支給（上限あり） (求人番号) 44030- 2212931

交替制あり

(1)10時00分～15時00分

派遣・請負ではない 860円～1,000円 （週休二日制）

毎　週

(従業員数) 6人

パート労働者 2人 なし (求人番号) 44030- 2219731

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

変形（1年単位）

(1)8時00分～17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) 14人

パート労働者 1人 実費支給（上限あり） (求人番号) 44030- 2193931

(1)8時30分～16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) 380人

パート労働者 1人 実費支給（上限あり） (求人番号) 44030- 2194131

派遣・請負ではない 900円～950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) 44030- 2195031

(1)8時30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) 380人

パート労働者 1人 実費支給（上限あり） (求人番号) 44030- 2200431

(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

(1)8時30分～15時30分

派遣・請負ではない 980円～980円 （週休二日制）

毎　週

(従業員数) 59人

パート労働者 2人 実費支給（上限あり） (求人番号) 44030- 2203631

(1)9時00分～13時00分

派遣・請負ではない 860円～950円 (2)14時00分～18時00分 （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) 44030- 2206031

派遣・請負ではない 1,300円～1,500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- 2002931

(1)16時00分～19時15分

派遣・請負ではない 1,100円～1,100円 (2)15時00分～19時15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) 39010-11810731

変形（1週間単位非定型的）

(1)10時00分～18時00分

派遣・請負ではない 920円～920円 (2)18時00分～22時00分 （週休二日制）

(3)22時00分～3時30分 その他

(従業員数) 13人

パート労働者 3人 実費支給（上限あり） (求人番号) 40010-32306631

交替制あり

(1)9時00分～15時45分

派遣・請負ではない 1,150円～1,150円 (2)9時15分～16時00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) 40101-  604431

派遣・請負ではない 950円～950円 （週休二日制）

毎　週

(従業員数) 116人

パート労働者 3人 実費支給（上限あり） (求人番号) 40120-12706331

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）

飲食店スタッフ（大分中津
店）

18歳以上 株式会社　セントラルカンパニー  当店での食材の仕込み、調理、洗い場業務や簡単な
清掃等をお願いします。 
＊未経験の方には、１から丁寧に教えます。外国人
でもＯＫ。 
＊しっかりとしたマニュアルがあり、入店したばか
りの方も安心し　て作業することが出来ます。 
＊食券システムなので注文取りなし 
＊食器等の返却はお客様のセルフサービス 

他

法令の規
定により
年齢制限
がある

大分県大分市田中町３－１－１８ 
 雇用期間の定めあり（４ヶ

月以上）

大分県大分市松原町３丁目１番１１号
大分鐡鋼ビル２階雇用期間の定めあり（４ヶ

月以上）
労災

又は9時00分～23時00分の
間の3時間以上

労災

清掃員（ライフプラザ中津
水・土の２日）

不問 株式会社　千代田 中津市牛神にある「ライフプラザ中津」の 建物内外
の日常清掃作業 
共用エリア（エントランス、廊下、階段、トイレ
等） 
・モップかけ 
・掃除機かけ 
・拭く、掃く作業 
・ゴミ収集、分別 

月火木金日祝他

不問

訪問介護スタッフ（土日祝
のみ／パート）

64歳以下 株式会社Ｌａ　Ｖｉｅ（レガロアコン
フォート）

身体介護（入浴・排泄等の介助），生活介護（清
掃）等、介護保険サービスを利用されるお客様の訪
問介護サービス業務（施設内訪問 
７６名程度）全般を行って頂きます。 
※施設内の訪問なので調理等はありません。 

他 介護職員初任者研修
修了者

定年を上
限

大分県中津市栄町一丁目２０８８番地６ 介護福祉士

雇用期間の定めなし

大分県中津市三光臼木１７６４

雇用期間の定めなし

又は10時00分～19時00分
の間の5時間程度

労災
接客・調理業務経験

又は9時00分～18時00分の
間の7時間程度

労災
介護業務経験

接客・調理員（パート／グ
ランデアミーコ）

不問 株式会社　大友石材工業 ピザレストランにて接客・調理補助業務を行いま
す。オーダー受け（ポスは使わず用紙に数字を記入
します），食器片づけ，調理補助（ピザのトッピン
グやカットなど）等を行います。 
※スタッフが優しく丁寧に教えますので安心して働
けます。

火水他

不問

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 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

大分県中津市大字東浜１１０５番地１ 小型移動式クレーン
運転技能者雇用期間の定めあり（４ヶ

月以上） 雇用・労災・健
康・厚生・財形

「フォークリフト運
転」「玉掛け」経験

又は9時00分～16時00分の
間の4時間程度

労災

倉庫作業員（中津／パー
ト）

不問 株式会社　三信建材社 建設用資材や材料の商品管理，取引先への商品出
荷・伝票記入・配送全般の業務を行います。パレッ
トに積んだ資材（２５キロ程度）をリフトでトラッ
クに積み込みます。工事現場への資材運搬（主に中
津市内・宇佐・豊前等）業務もあります。 
業務には社用車（ＭＴ車）を使用します。 
 
※業務を行いながら、技量に合った指導を行いま

土日祝他 準中型自動車免許

不問

看護補助者（透析室／パー
ト）

59歳以下 医療法人　杏林会　村上記念病院 看護師指示のもと看護補助業務（患者の援助や移送
に関するお世話等）を行います。また、環境整備に
関わるリネン類の管理やベッドメイキング，診療材
料の補充整理や物品消毒準備なども併せて行いま
す。

日他

定年を上
限

大分県中津市諸町１７９９

雇用期間の定めなし

大分県中津市大字福島２０６１番地２

雇用期間の定めなし

又は9時00分～16時00分の
間の6時間程度

労災

雇用・労災・健
康・厚生

清掃員／パート 59歳以下 有限会社　サンキョウコーポレーション 賃貸物件の入居や退去時の空室の清掃作業を行いま
す。入社時は先輩と同行し業務を行い、経験を積め
ば１人作業となります。現場までは社用車（ＡＴ
車）に乗り合わせて向かいます（現場は中津・豊前
市）。尚、掃除道具一式は会社に常備しています。
又、場合により内装工事補助（主にクロス剥がし
等）を行うことがあります。 
 

土日他

定年を上
限

看護補助者（外来／パー
ト）

59歳以下 医療法人　杏林会　村上記念病院 看護師指導のもと患者の移動，検査説明等，案内業
務，各種書類整理，パソコン入力・滅菌業務・リネ
ン管理・ベットメイキング等の環境整備を行いま
す。診療材料の補充・整理など、看護師補助業務全
般もお願いします。

日祝他

定年を上
限

大分県中津市諸町１７９９

雇用期間の定めなし

大分県中津市大字大貞３１６－４１

雇用期間の定めなし

雇用・労災

雇用・労災・健
康・厚生

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

教育補助員 不問 中津市教育委員会 障がいのある児童や生徒が、学校教育活動を行う上
での補助的支援を行います。担当教諭等指示のもと
担当される児童や生徒の声掛けや見守り等を中心に
支援を行います。

土日祝他 保育士

不問 大分県中津市豊田町９番地１０　サンリ
ブ中津店内 

看護師

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

大分県中津市沖代町１丁目３－１７

雇用期間の定めなし

労災
歯科助手・歯科関連
経験

雇用・労災・健
康・厚生

子育て業務または子
育て経験

歯科助手 不問 鳥谷デンタルクリニック 歯科医師指示のもと、治療処置の事前準備や片付
け・診療時補助・医療器具の消毒等業務を行いま
す。受付や電話応対等の歯科助手を含む業務全般と
なります。院内清掃もあります。 
 

日祝他

不問

理学療法士または作業療法
士、柔道整復師（パート）

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

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

高知県高知市さえんば町１－２１　四国
総合ビル５Ｆ雇用期間の定めあり（４ヶ

月以上）
労災

又は8時30分～16時00分の
間の3時間以上

労災
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、販売スタッフ（カメラのキ

タムラ中津／中津店）
不問 （株）キタムラ ☆全国展開しているカメラのキタムラでのお仕事で

す☆ 
（１）写真プリントの案内・販売 
（２）レジ業務や品出し 
（３）その他店内付帯業務 
※未経験者歓迎 
※親切・丁寧にお教え致しますので、ご安心くださ
い 

他

不問

接客・調理補助／中津市 不問 ヒル・トップフードシステム　株式会社
【博多金龍ラーメン】

お客様からの注文受付、料理提供、後片づけ、レジ
係等 
調理補助など 
 

他

不問 福岡県福岡市博多区博多駅前３－１５－
１９　 
アリアケジャパンビル４Ｆ

雇用期間の定めなし

福岡県築上郡上毛町大字東下１５７７－
１

公認心理師

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上） 又は8時15分～17時00分の

間の6時間程度
労災

臨床心理士としての
経験（２年以上）

労災

臨床心理士又は公認心理士
／支援センターにじいろｃ

ｉｅｌ

不問 社会福祉法人　敬愛会 児童発達支援センターでの 
・利用者の検査、評価 
・保護者の相談、地域のこども発達相談、アドバイ
ス。 
・保育所訪問アドバイス。 
・児童発達支援事業所　利用児の評価、発達支援・
援助をする。 
☆★応募には安定所の紹介状が必要です★☆

日祝他 臨床心理士

不問

青果担当／（１３５中津
店）

不問 株式会社トライアルストアーズ ・野菜や果物のカット、パック詰め 
・品出し、商品管理、値付け、値引きシール貼り 
・作業場の消毒清掃 
ジャガイモを袋に入れたり、大根の葉を落とした
り、 
白菜をカットしてラップにくるんだりします。 
※パートの雇用期間について、 
当初２ヶ月、以降１年毎の更新制となります。

他

不問 福岡県福岡市東区多の津１－１２－２

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満） 又は7時00分～18時00分の

間の4時間以上
労災

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。＊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F
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加入保険

必要な免許資格
必要な経験
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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）
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。＊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F

(1)7時30分～9時00分

派遣・請負ではない 854円～900円 (2)12時00分～13時30分 （週休二日制）

(3)16時30分～18時00分 毎　週

(従業員数) 36人

パート労働者 1人 実費支給（上限あり） (求人番号) 44030- 2176631

(1)9時00分～12時00分

派遣・請負ではない 854円～900円 (2)13時00分～16時00分 （週休二日制）

毎　週

(従業員数) 36人

パート労働者 1人 実費支給（上限あり） (求人番号) 44030- 2177931

交替制あり

(1)13時30分～17時00分

派遣・請負ではない 940円～940円 (2)14時00分～18時00分 （週休二日制）

(3)13時30分～17時30分 毎　週

(従業員数) 5人

パート労働者 1人 一定額 (求人番号) 44030- 2180531

(1)9時00分～11時00分

派遣・請負ではない 3,600円～3,600円 （週休二日制）

毎　週

(従業員数) 73人

パート労働者 1人 実費支給（上限あり） (求人番号) 44030- 2184631

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) 200人

パート労働者 1人 実費支給（上限あり） (求人番号) 44030- 2185931

派遣・請負ではない 855円～855円 （週休二日制）

毎　週

(従業員数) 200人

パート労働者 2人 実費支給（上限あり） (求人番号) 44030- 2186131

(1)17時00分～21時00分

派遣・請負ではない 1,055円～1,055円 （週休二日制）

毎　週

(従業員数) 200人

パート労働者 1人 実費支給（上限あり） (求人番号) 44030- 2187031

派遣・請負ではない 1,100円～1,100円 （週休二日制）

毎　週

(従業員数) 200人

パート労働者 1人 なし (求人番号) 44030- 2188831

(1)9時00分～13時00分

派遣・請負ではない 950円～1,100円 (2)13時00分～17時30分 （週休二日制）

(3)17時00分～20時00分 その他

(従業員数) 7人

パート労働者 2人 実費支給（上限あり） (求人番号) 44030- 2189231

派遣・請負ではない 880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 なし (求人番号) 44030- 2191331

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～16時00分

派遣・請負ではない 923円～978円 （週休二日制）

毎　週

(従業員数) 1,100人

パート労働者 1人 実費支給（上限あり） (求人番号) 44030- 2153831

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

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) 17人

パート労働者 5人 なし (求人番号) 44030- 2156431

(1)6時00分～9時00分

派遣・請負ではない 854円～954円 (2)9時00分～13時30分 （週休二日制）

(3)17時00分～22時00分 毎　週

(従業員数) 15人

パート労働者 3人 なし (求人番号) 44030- 2164431

(1)9時00分～16時00分

派遣・請負ではない 854円～900円 （週休二日制）

毎　週

(従業員数) 36人

パート労働者 1人 実費支給（上限あり） (求人番号) 44030- 2167631

(1)8時30分～15時30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）

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- 2168931

大分県中津市大字植野２４１番地１ 介護福祉士

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

労災
食事介助経験あれば
尚可

食事介助職員（特別養護老
人ホームさ蕨）

不問 社会福祉法人　聖信会　（さ蕨） 「特別養護老人ホームさ蕨」（入居２９名）及び
「ショートステイさ蕨」（９名）の食事介助を専門
に行っていただきます。 
入居者の食事は食堂で行い、食堂までの移動介助も
あります。

他 介護職員初任者研修
修了者

不問

入浴介助職員（特別養護老
人ホームさ蕨）

不問 社会福祉法人　聖信会　（さ蕨） 「特別養護老人ホームさ蕨」（入居２９名）及び
「ショートステイさ蕨」（９名）の入浴介助（着脱
介助含む）を専門に行っていただきます。特殊浴
（機械を使用）もあります。 
また、浴室清掃も行います。 

日他 介護職員初任者研修
修了者

不問 大分県中津市大字植野２４１番地１ 介護福祉士

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

大分県中津市大字湯屋２２５（鶴居小学
校敷地内）

小学校教諭免許（専
修・１種・２種）雇用期間の定めなし

雇用・労災
子供に関わる業務経
験　あれば尚良し

労災
入浴介助経験あれば
尚可

学童支援員または補助員
（パート）

不問 鶴居児童クラブ　ＪＯＹ 放課後児童クラブの支援業務を行います。 
子供と運動場で遊ぶ事も多く、遊びながら子供たち
の安全を確保する必要があります。 
又、おやつが毎日あるので、その準備をしたり、子
供と一緒に外遊びをしたり、室内ではお絵かきや折
り紙をして過ごします。 
買い物等での外出をお願いする場合もあります。

日祝他 幼稚園教諭免許（専
修・１種・２種）

不問

処遇カウンセラー（パー
ト）

不問 中津少年学院 少年院の中で、在院者に対して被害者等心情等聴
取・伝達の支援，在院者の処遇に係る事項，職員に
対する助言，研修の実施等が業務になります。

土日祝他 臨床心理士

不問 大分県中津市大字加来１２０５

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

大分県中津市三光佐知１０３２番地

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上） 又は8時00分～17時00分の

間の5時間程度
労災

公災

水産鮮魚コーナー担当ス
タッフ

不問 イオン九州株式会社　イオン三光店 「鮮魚コーナー」にて品出しや商品整理および鮮度
チェック等を 行っていただきます。 
刺身や切り身をパック詰めし、またシールを貼る作
業も行います。 
棚に並べる作業で立ち仕事となります。

他

不問

早朝オペレーション（早朝
品出し：パート）

不問 イオン九州株式会社　イオン三光店 開店前の品出し業務を行っていただきます。 
主な業務はパンや飲物，各種加工品（味噌・醤油・
菓子・缶詰等）の商品整理（主に棚にならべる作
業）等になります。 
重量物（ペットボトル等）は台車を使用します。 
※基本、立ち仕事です。

他

不問 大分県中津市三光佐知１０３２番地

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

大分県中津市三光佐知１０３２番地

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

労災

又は5時30分～10時00分の
間の4時間以上

労災

食品作業場清掃員（惣菜・
水産・畜産・農産部門）

不問 イオン九州株式会社　イオン三光店 主に食品作業場（惣菜・水産・畜産・農産部門）の
片付け，清掃を行います。 

他

不問

８月末まで短期間限定レジ
係（パート）

不問 イオン九州株式会社　イオン三光店 主に食品売場でのレジ業務を行っていただきます。 他

不問 大分県中津市三光佐知１０３２番地

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

大分県中津市大字万田５７２－１

雇用期間の定めなし

労災

又は12時00分～21時00分
の間の5時間程度

労災

酒類販売員（万田店） 64歳以下 株式会社　横山酒販 レジ業務及び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及び電話対応、在庫管理等
を行っていただくこともあります。また、まれに自
動車免許をお持ちの方は店舗間で荷物を運んでいた
だく場合があります。

他

定年を上
限

保育員（児童福祉施設） 不問 社会福祉法人　慈光会　八千代保育園 ３歳未満児クラスにおいて、喫食準備や介助，片付
け，着替えなどお手伝いをお願いします。 
※資格のない方も「子育て経験」があれば大丈夫で
す。 
※４０名の園児が在園しております。 
０歳児３名，１歳児５名，２歳児８名のクラスの介
助お手伝いをお願いします。

土日祝他 保育士

不問 大分県中津市本耶馬渓町樋田８２－１ 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）

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

又は8時00分～17時00分の
間の7時間程度

雇用・労災
「保育士」「幼稚園
教諭」「保育支援
員」等での実務経験アイリスト（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

事務職員（地域振興・広聴
課＿産育休代替）

不問 中津市役所 会議資料作成、ホームページ記事作成、会議録文字
起こし、バス用高齢者チケットの印刷・作成、マイ
時刻表作成、今津コミュニティセンターとの事務連
絡、補助金交付申請受理及び審査、支出事務、その
他事務補助等

土日祝他

不問 大分県中津市豊田町１４番地３

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・公災・健
康・厚生

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

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

・アイリスト業務全般を通じての接客、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） 
・その他、福祉美容などの高齢者の方などのサービ

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）

大分県中津市大字是則字湯屋１７６－１

雇用期間の定めなし

又は22時00分～6時00分の
間の4時間程度

労災

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（教育システムあコンビニスタッフ 不問 セブンイレブン中津是則店 店舗レジ業務・公共料金や宅急便等のサービス受

付・発注業務（話題商品や新商品の発注）・売り場
作り（お客様の目を引くＰＯＰ作成や陳列の工
夫）、店舗内外の清掃等を行っていただきます。

他

不問

大分県中津市大字植野２４１番地１ 介護福祉士

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

雇用・労災
（施設や訪問介護
等）介護経験

介護職員（特別養護老人
ホーム　さ蕨）

不問 社会福祉法人　聖信会　（さ蕨） 食事介助・歩行介助・排泄介助・入浴介助・着替介
助・レクレーション時のサポート・精神的なケア等
の入居者の生活援助（自立支援）を行います（２９
床／入居２９名）。

他 介護職員初任者研修
修了者

不問

介護職員（パート：小規模
多機能施設さわらび）

不問 社会福祉法人　聖信会　（さ蕨） 「小規模多機能施設さわらび」にて食事介助・歩行
介助・排泄介助・入浴介助・着替え介助・レクレー
ション時のサポート・精神的ケア等、入居者の生活
援助（自立支援）を行います。※９床・通所１５名
です。

他 介護職員初任者研修
修了者

不問 大分県中津市大字植野２４１番地１ 介護福祉士

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

雇用・労災
施設または訪問等の
介護経験
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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。＊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F

(1)8時00分～12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 1人 なし (求人番号) 44030- 2173431

(1)9時00分～13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 1人 なし (求人番号) 44030- 2174731

(1)5時00分～8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 1人 なし (求人番号) 44030- 2175331

(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

派遣・請負ではない 900円～1,300円 （週休二日制）

その他

(従業員数) 14人

パート労働者 1人 実費支給（上限なし） (求人番号) 44030- 2130431

(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)14時00分～18時00分

派遣・請負ではない 950円～950円 (2)9時00分～13時00分 （週休二日制）

(3)13時30分～17時30分 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) 44070- 1933731

(1)14時00分～17時30分

派遣・請負ではない 1,000円～1,200円 (2)11時00分～17時00分 （週休二日制）

毎　週

(従業員数) 11人

パート労働者 1人 なし (求人番号) 44030- 1284431

(1)7時00分～16時00分

派遣・請負ではない 1,000円～1,200円 (2)10時00分～19時00分 （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- 1208831

大分県中津市北門通５７０番地１

雇用期間の定めなし

雇用・労災

青果包装・加工作業員
（８：００～１２：００／

パート）

59歳以下 有限会社　食品センター金枝 主に青果のパック詰めや加工等をお願いします。 
・市場から届いた青果物をパック詰めする袋詰作業
等 
・店内販売用へのフルーツカット等、加工作業

他

定年を上
限

惣菜製造員（９時～１３
時）

59歳以下 有限会社　食品センター金枝 店舗内で販売する弁当作りを行っていただきます。
惣菜作り・揚げ物作業等を行います。その後、惣菜
を雛形通りにパックに詰める作業を行ないます。業
務は４人体制で、立ち作業となります。

土日

定年を上
限

大分県中津市北門通５７０番地１

雇用期間の定めなし

大分県中津市北門通５７０番地１

雇用期間の定めなし

労災

雇用・労災

惣菜製造員（５時～８時） 59歳以下 有限会社　食品センター金枝 店舗内で販売する弁当作りを行っていただきます。
翌日販売する弁当作りの仕込み（材料の切込み、煮
炊き等）を行います。また、使用した調理器具等の
洗浄、厨房内の片付け・清掃等を行います。業務は
４人体制で、立ち作業となります。

他

定年を上
限

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

ホームヘルパー（パート） 69歳以下 医療法人　英然会　里見医院 利用者様の自宅を訪問し、食事・入浴・排せつ等の
介護や洗濯・掃除等の日常生活支援を行っていただ
きます。 
計画に基づいたサービス内容を実施し、サービス終
了後はその内容を記録し報告も行います。 
また、事業所施設内にて介護業務助務を行う場合も
あります。 
 

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 介護福祉士

雇用期間の定めなし

大分県中津市大字植野１７６７番地１

雇用期間の定めなし

雇用・労災

又は7時00分～18時00分の
間の1時間以上

労災

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

送迎運転手【どんぐり３：
中津市】

不問 社会福祉法人　大分県社会福祉事業団
地域総合支援センター

児童デイサービスセンター（６歳～１８歳まで）の
ご利用者を５人～８人乗りの送迎車２台（５人乗り
普通自動車および８人乗りワゴン車）を使用して、
新・旧中津市内エリアの送迎の業務を２名体制で
行って頂きます。ご利用者の見守り等支援もありま
す。 
就業場所は中津市です。

土日祝他

不問 大分県宇佐市大字四日市２４８２－１

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

大分県中津市塩町１１２８番地１ 言語聴覚士

雇用期間の定めなし

労災
保育補助・学童保
育・障がい者福祉施
設等　就業経験

雇用・労災

児童指導員（ウィズ・ユー
中津／パート）

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を担当します。学校や自宅
までの送迎業務（社用車／ＡＴ車）・利用児への指
導業務（宿題・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人程度の児童等を４人で対応します。 
※送迎車輌は主に軽自動車となります。 

土日他 保育士

定年を上
限

雇用・労災・健
康・厚生

看護職員（施設職員：パー
ト）

69歳以下 医療法人　英然会　里見医院 医師指示のもと、血圧測定や注射等の看護業務を行
います。 
また、食事や排泄介助等の介護業務も行います。 

他 看護師

定年を上
限

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
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