
日　時：平成３１年１月２９日（火）

　　　　１３：００～１６：００
　　　　　（受付開始　１２:３０～１５：３０）

場　所：糸島市役所　１号会議室

職種 年齢 就業時間 加入保険等 仕事内容 必要な経験 必要な免許資格 休日
求人番号

815円 9時00分～17時00分

就業場所 の間の５時間程度

パートタイム 815円 40190-8389681 従業員数

815円 9時00分～17時00分

就業場所 の間の５時間程度

パートタイム 815円 40190-8390481 従業員数

875円 (1) 8時00分～17時00分

就業場所

パートタイム 1,250円 40190-8388381 従業員数

172,800円 9時00分～21時00分

就業場所 の間の８時間

フルタイム 172,800円 40190-8381581 従業員数

900円 (1) 9時00分～13時00分

就業場所 (2)10時00分～14時00分

パートタイム 980円 40190-8382481 従業員数 (3)17時00分～21時00分

820円 10時00分～22時00分

就業場所 の間の５時間程度

パートタイム 1,000円 40190-8386181 従業員数

1,000円 (1) 6時00分～15時00分

就業場所

パートタイム 1,000円 40190-8384881 従業員数

850円 (1) 6時00分～13時30分

就業場所 (2)13時00分～19時15分

パートタイム 900円 40190-8385281 従業員数

99,288円 (1) 8時40分～17時00分

就業場所 (2) 8時40分～16時00分

フルタイム 117,215円 40190-8378181 従業員数

820円 3時50分～21時50分

就業場所 の間の4～8時間

パートタイム 820円 40190-8379081 従業員数

850円 (1) 9時30分～17時30分

就業場所

パートタイム 850円 40190-8375781 従業員数

121,042円 (1) 9時00分～16時40分

就業場所

フルタイム 121,042円 40190-8376881 従業員数

・明太子の加工
・上記業務に伴う付帯業務（包装・箱詰め・検品・梱包等）

日祝他〜 福岡県糸島市多久５２３―１

55

12
工場内作業

不問
株式会社　やますえ

福岡県糸島市多久５２３―１

雇用・労災
健康・厚生

工場に併設されている売店での商品の紹介やレジ対応、接客が主な仕
事です。その他にも、簡単なデータ入力や梱包作業、商品管理等をお
願いします。入社２週間ほどは、明太子の勉強として工場での製造体
験や研修があります。
※土日祝日を含む週３～４日程度のシフト勤務です。

販売経験者優遇 他〜 福岡県糸島市多久５２３―１

55

11
売店販売員

不問
株式会社　やますえ

福岡県糸島市多久５２３―１

雇用・労災

冷凍洋菓子（ケーキ）の製造を行います。
・オーブンを使ったスポンジケーキの焼成作業
・ケーキ製造ラインでのケーキ成型、包装、清掃作業
※終日立ち仕事での作業です。
※保育園希望者は当社契約の保育園を優先的に利用できます。

土日祝
他

〜 福岡県糸島市多久８１９番地２
(産業団地内）

241

10
洋菓子製造補助

不問
五洋食品産業株式会社

福岡県糸島市多久８１９番地２(産業団地内）

雇用・労災

・化粧品の充填、包装　・生産工程内での品質検査
・生産機器の操作
※女性中心となって商品づくりをしている職場です。
※中高支援求人
※子育て応援求人　※扶養範囲内での就業：相談可

土日祝
他

〜 福岡県糸島市泊７２３－１

154

9

化粧品生産業務
(製品課） 不問

株式会社　ピュール
福岡県糸島市泊７２３－１

雇用・労災
健康・厚生

老人ホームでの給食調理補助
食事盛付、食器洗浄、配膳、切込み、清掃
＊計５名で行っている
※土日祝日勤務できる方　※就業時間・日数等は応相談
※中高支援求人　６０歳・６５歳以上の方も応募歓迎

他〜 福岡県糸島市南風台７－１－８
ケア・オアシス南風台

34

8
給食調理補助

不問
有限会社　ハートフーズ

福岡県糸島市前原北１丁目６－３４

労災

老人ホームでの給食調理
＊朝・夕食：約８０～９０食、昼食：約１５０～１６０食
＊計５名で行っている
※土日祝日勤務できる方　※就業時間・日数等は応相談
※中高支援求人　６０歳・６５歳以上の方も応募歓迎

他〜 福岡県糸島市南風台７－１－８
ケア・オアシス南風台

34

7
給食調理

不問
有限会社　ハートフーズ

福岡県糸島市前原北１丁目６－３４

雇用・労災

「旅館喜八荘」「お食事処きはち」での接客になります。お客様が来
店される前からお帰りになった後の片づけまでのお仕事です。準備、
注文受け等。
※就業時間は応相談

他〜 福岡県糸島市二丈吉井３５０４－１

22

6

ホールスタッフ
・客室係 不問

有限会社　喜八荘
福岡県糸島市二丈吉井３５０４―１

労災

化粧品・健康食品・医薬品の通信販売サイトに関するお問い合わせ対
応業務です。電話・メールで対応いただきます。
※就業時間：（１）～（３）いずれか相談可

ＰＣ基本操作
可能な方

他〜 福岡県糸島市前原駅南２－２４－５

4050

5

コミュニケーター
(短時間） 不問

富士通コミュニケーション
サービス株式会社

糸島サテライトオフィス

福岡県糸島市前原駅南２－２４－５

労災

化粧品・健康食品・医薬品の通信販売サイトに関するお問い合わせ対
応業務です。電話・メールで対応いただきます。

ＰＣ基本操作
可能な方

他〜 福岡県糸島市前原駅南２－２４－５

4050

4
コミュニケーター

不問

富士通コミュニケーション
サービス株式会社

糸島サテライトオフィス

福岡県糸島市前原駅南２－２４－５

雇用・労災
健康・厚生

・来場者への安全講習　・ハーネス(安全具）の着脱のレクチャー
・施設内巡回　・森や自然の整備　・受付、電話対応
・その他付随する関連業務
※就業時間は応相談

普通自動車免許
【通勤用】

他〜 福岡県糸島市二丈一貴山３１２－３９０

90

3

レジャー施設
インストラクター 不問

株式会社　フォレスト
アドベンチャー・糸島

福岡県糸島市二丈一貴山３１２－３９０

労災

・受発注業務　・電話応対、メール対応　・簡単な事務作業
＊２０１９年春にオープンするネット通販専門の物流倉庫でのお仕事
です。冷暖房完備、更衣室や広いカフェ風休憩室など快適な新築倉庫
が職場です。※子育て応援求人

基本的な
ＰＣスキル
（入力など）

土日祝
他

〜 福岡県糸島市多久４１８－７

24

2
受発注業スタッフ

不問

株式会社
ＱｕｅｓｔＰ’ａｇｅ

福岡県糸島市多久４１８－７

雇用・労災

雇用・労災

・ピッキング　・梱包　・発送連絡（メール）等の事務処理　・棚卸
・その他業務に付随する作業(ラッピング、検品、入庫など）
＊２０１９年春にオープンするネット通販専門の物流倉庫でのお仕事で
す。冷暖房完備、更衣室や広いカフェ風休憩室など快適な新築倉庫が職場
です。※子育て応援求人

基本的な
ＰＣスキル
（入力など）

土日祝
他

〜 福岡県糸島市多久４１８－７

24

☆　糸　島　市　で　働　こ　う　！　☆

いとしま就職面談会２０１７
求人者名

賃金 所在地・勤務場所・従業員数

1

倉庫内軽作業
スタッフ 不問

株式会社
ＱｕｅｓｔＰ’ａｇｅ

福岡県糸島市多久４１８－７

求人情報７番、８番は、事業所からの申し出により削除しました。

　　　◎必要な免許資格は、記載された免許資格以外にも必要な場合があります。　　◎紙面スペースの都合上、文字が途切れている場合がありますので、予めご了承ください。 求人情報（一般）　　　



職種 年齢 就業時間 加入保険等 仕事内容 必要な経験 必要な免許資格 休日
求人番号

求人者名
賃金 所在地・勤務場所・従業員数

815円 (1) 9時00分～16時40分

就業場所 (2) 9時00分～15時00分

パートタイム 815円 40190-8377281 従業員数

1,000円 (1) 6時00分～ 9時00分

就業場所

パートタイム 1,000円 40190-8398981 従業員数

850円 (1) 9時00分～15時00分

就業場所

パートタイム 900円 40190-8399581 従業員数

900円 (1) 8時30分～17時30分

就業場所 (2) 9時00分～18時00分

パートタイム 2,000円 40190-8395081 従業員数 (3) 9時30分～18時30分

850円 8時00分～19時00分

就業場所 の間の３時間以上

パートタイム 1,800円 40190-8396381 従業員数

830円 (1) 6時10分～15時10分

就業場所 (2) 7時30分～16時30分

パートタイム 1,500円 40190-8397681 従業員数 (3) 8時30分～17時30分

850円 7時00分～20時00分

就業場所 の間の４時間以上

パートタイム 1,100円 40190-8400081 従業員数

850円 8時30分～17時30分

就業場所 の間の４時間以上

パートタイム 1,500円 40190-8401381 従業員数

1,000円 (1) 8時00分～17時00分

就業場所 (2) 9時00分～18時00分

パートタイム 2,000円 40190-8402681 従業員数 (3)10時00分～19時00分

850円 (1)17時00分～10時00分

就業場所 (2)22時00分～ 8時00分

パートタイム 1,000円 40190-8403981 従業員数 (3)22時00分～ 7時00分

815円 8時30分～18時30分

就業場所 の間の５時間以上

パートタイム 1,000円 40190-8404581 従業員数

1,100円 7時00分～17時00分

就業場所 の間の８時間程度

パートタイム 1,100円 40190-8407881 従業員数

1,000円 7時00分～17時00分

就業場所 の間の５時間

パートタイム 1,000円 40190-8405481 従業員数

814円 (1) 7時30分～17時15分

就業場所

パートタイム 814円 40190-8406781 従業員数

タクシー乗務員
＊月１６乗務以内の勤務
＊未経験者歓迎
＊糸島市内もしくは福岡市内での営業

普通自動車２種免許
（ＡＴ限定可）

他〜 福岡県糸島市前原中央２丁目３－３７

250

26

タクシー乗務員
（定時制） 不問

西日本自動車株式会社
前原営業所

福岡県糸島市前原中央２丁目３－３７

雇用・労災

タクシー乗務員
＊１日５時間の勤務
＊未経験者歓迎

普通自動車２種免許 他〜 福岡県糸島市前原中央２丁目３－３７

250

25
タクシー乗務員

不問

西日本自動車株式会社
前原営業所

福岡県糸島市前原中央２丁目３－３７

労災

２トントラック（オートマ・ミッション）による福岡都市圏中心の引
越運転業務
※就業時間・日数等：応相談
※雇用期間：３１年３月１５日～３１年４月７日
　期間満了後、正社員登用の可能性有(昨年実績：３名社員登用）

普通自動車免許
(ＡＴ限定可）又は
中型自動車免許

他〜 福岡県糸島市多久８１９－１

130

24

引越業務乗務員
(短期） 不問

株式会社　イトキュー
福岡県糸島市多久８１９－１

労災

入居者、デイサービス利用者への介護補助及び生活支援全般
※入居者：５０名
※中高支援求人　６０歳・６５歳以上の方も応募歓迎

他〜 福岡県糸島市二丈深江２２９１－１

153

23
介護補助（仙寿苑）

不問
社会福祉法人　二丈福祉会

福岡県糸島市二丈深江２２９１－１

労災

夜勤専従スタッフとして、見守り等介護業務全般を行っていただきま
す。※夜勤は各施設２名体制です。
「特別養護老人ホーム　仙寿苑」　５０名
「特別養護老人ホーム　はまぼう」２９名

福祉施設経験者
尚可

介護福祉士又は介護
職員初任者研修(ホー
ムヘルパー２級）以

上の方尚可

他〜 福岡県糸島市二丈深江２２９１－１

153

22
夜勤専従スタッフ

不問
社会福祉法人　二丈福祉会

福岡県糸島市二丈深江２２９１－１

労災

入居者の体調管理、病院受診付添
「特別養護老人ホーム　仙寿苑」　５０名
「特別養護老人ホーム　はまぼう」２９名

看護経験者
※福祉施設経験

者尚可
正・准看護師 他〜 福岡県糸島市二丈深江２２９１－１

153

21

看護職員（仙寿苑・
はまぼう） 不問

社会福祉法人　二丈福祉会
福岡県糸島市二丈深江２２９１－１

労災

デイサービス利用者への介護業務
・レクリエーション活動、食事介助、入浴介助など
＊利用者：定員３０名の施設です。
＊送迎業務有：車種は軽自動車他　エリア：糸島市（旧二丈町）

介護福祉士等資格者
尚可

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

日他〜 福岡県糸島市二丈深江２２９１－１

153

20

介護職員
(デイサービス） 不問

社会福祉法人　二丈福祉会
福岡県糸島市二丈深江２２９１－１

労災

入所者への介護業務
・入浴、排泄、食事介助
・生活援助全般
＊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。
＊事前連絡の上、見学可

福祉施設経験者
尚可

介護福祉士又は介護
職員初任者研修(ホー
ムヘルパー２級）以

上の方尚可

他〜 福岡県糸島市二丈深江２２９１－１

153

19

介護職員（仙寿苑・
はまぼう） 不問

社会福祉法人　二丈福祉会
福岡県糸島市二丈深江２２９１－１

労災

利用者の食事を作っていただきます。普通食・きざみ食・ミキサー
食・代替食など、様々な形態に対応した調理方法があります。
※勤務時間は応相談（週３日、３時間から可）

他〜 福岡県糸島市富５０８番地４

437

18
調理員

不問

社会福祉法人　慈愛会
（富の里・篠原の里）

福岡県糸島市富５０８番地４

雇用・労災

利用者の入浴、排泄、食事等の日常における身辺介護全般
※就業時間・日数等応相談（週３日、週３時間以上から可）
※夜勤(希望者のみ）：１７時～翌９時半　月３～４回　２名体制
※正社員登用制度有

他〜 福岡県糸島市富５０８番地４

437

17
介護職員

不問

社会福祉法人　慈愛会
（富の里・篠原の里）

福岡県糸島市富５０８番地４

雇用・労災

利用者のバイタルチェック、通院引率等の施設における看護業務全般
※就業時間・日数等応相談（週３日から可）

正・准看護師 他〜 福岡県糸島市富５０８番地４

437

16
看護職員

不問

社会福祉法人　慈愛会
（富の里・篠原の里）

福岡県糸島市富５０８番地４

雇用・労災

ユニット型特養２９名＋ショートステイ３名。地域密着型特養で１人
１人に寄り添ったケアを行います。１ユニット８名でアットホームな
小規模施設です。＊入浴メインのお仕事です。
＊入浴介助のプロフェッショナルが目指せます。
＊個浴でお１人お１人の好む入浴を支援します。

経験者優遇

ヘルパー２級(介護職
員初任者研修）・ヘ
ルパー１級（介護職
員実務者研修）優遇

水土日
祝他

〜 福岡県糸島市南風台７－１－１０
特別養護老人ホーム　みなかぜ

170

15

介護職員
(入浴介助メイン） 不問

社会福祉法人　今山会
福岡県福岡市西区大字田尻２７０５－１

雇用・労災

ユニット型特養２９名＋ショートステイ３名。地域密着型特養で１人
１人に寄り添ったケアを行います。１ユニット８名でアットホームな
小規模施設です。＊お客様の起床、お着替え、朝ご飯の支援。
＊決まったフロアで覚えやすく、馴染みの関係が築きやすい
＊残業なく働けます。

経験者優遇

ヘルパー２級(介護職
員初任者研修）・ヘ
ルパー１級（介護職
員実務者研修）優遇

他〜 福岡県糸島市南風台７－１－１０
特別養護老人ホーム　みなかぜ

170

14
介護職員

不問
社会福祉法人　今山会

福岡県福岡市西区大字田尻２７０５－１

労災

・明太子の加工
・上記業務に伴う付帯業務（包装・箱詰め・検品・梱包等）
※第１・３土曜日は出勤です。それ以外は相談に応じます。

日祝他〜 福岡県糸島市多久５２３―１

55

13
工場内作業

不問
株式会社　やますえ

福岡県糸島市多久５２３―１

雇用・労災

　　　◎必要な免許資格は、記載された免許資格以外にも必要な場合があります。　　◎紙面スペースの都合上、文字が途切れている場合がありますので、予めご了承ください。 求人情報（一般）　　　



職種 年齢 就業時間 加入保険等 仕事内容 必要な経験 必要な免許資格 休日
求人番号

求人者名
賃金 所在地・勤務場所・従業員数

820円 7時00分～18時00分

就業場所 の間の２時間以上

パートタイム 850円 40190-8392881 従業員数

820円 (1) 7時00分～ 9時00分

就業場所

パートタイム 850円 40190-8393281 従業員数

スポーツ施設の開店前清掃(床・浴室・トイレ）
＊４名体制　＊直行直帰　＊就業時間・休日・曜日等は応相談
※中高支援求人　60歳・65歳以上の方も応募歓迎　子育て応援求人

他〜 福岡県糸島市前原北２－１－５５
「ワン・ツウ・スポーツクラブ中央」

106

28

清掃作業（ワン・ツ
ウ・スポーツ） 不問

株式会社　へいせい
福岡県糸島市前原西５－１－３１

労災

当社が管理しているビル等の日常清掃、物件毎に１～２時間で共用部分を
清掃します。賃貸マンション、アパートの退去時清掃を物件２～４名のス
タッフで１日かけて清掃します。ハウスクリーニング、一般家庭の清掃。
エアコン清掃。その他。※就業時間・日数は応相談
※中高支援求人　60歳・65歳以上の方も応募歓迎　子育て応援求人

普通自動車免許
（ＡＴ可）

他〜 福岡県糸島市前原西５－１－３１

106

27
清掃作業

不問
株式会社　へいせい

福岡県糸島市前原西５－１－３１

労災

　　　◎必要な免許資格は、記載された免許資格以外にも必要な場合があります。　　◎紙面スペースの都合上、文字が途切れている場合がありますので、予めご了承ください。 求人情報（一般）　　　


