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月給 休日：

日他 (1)8時00分～17時00分 普通自動車運転免許　　必須

週休二日制：

その他
正社員

35歳以下

従業員数 238人 （就業場所 238人 ）

月給 休日：

日他 (1)8時00分～17時00分 普通自動車運転免許　　必須

週休二日制：

その他
正社員

不問

従業員数 238人 （就業場所 238人 ）

時給 休日：

日他 (1)8時00分～17時00分 普通自動車運転免許　　必須

週休二日制：

その他
正社員以外

不問

従業員数 238人 （就業場所 238人 ）

月給 休日：

日祝他 (1)9時00分～18時00分 普通自動車運転免許　　必須

週休二日制：

毎　週

正社員

不問

従業員数 183人 （就業場所 181人 ）

時給 休日：

土日祝他 (1)9時00分～18時00分 普通自動車運転免許　　必須

週休二日制：

毎　週

正社員以外

不問

従業員数 183人 （就業場所 181人 ）

5

五洋食品産業株式会社
企画開発（洋菓子）

135,393円～
135,393円

糸島市多久８１９番地２（産業団地内）

商品のレシピ設計商品の試作その他これに付随する作業※顧客先・取引先への運転業務あり
※社用車あり

40190-  164711

（洋菓子製造）実務経験３年以上 
洋菓子製造の基本知識を有し、設
計・試作が出来る方 
パティシエ経験者優遇

№
事業所名／所在地 職種／雇用形態／年齢 賃金形態／月額

清涼飲料製造業

・採用業務（新卒会社説明会・Ｗｅｂ説明会対応）・採用サイトの管理・来客、電話応対等
受付業務あり・手続き、備品購入等での社用車での外出あり・その他一般業務あり

40190-  328411

雇用・労災・健康・厚生 糸島市

免許資格／必要な経験等

産業分類／従業員数／加入保険等 求人番号／就業場所 仕事内容

休日 就業時間

1

九星飲料工業　株式会社 事務職（人事総務
採用業務） 169,000円～

214,000円

糸島市波多江字中川原１００

3

九星飲料工業　株式会社
事務職（人事総務）

187,000円～
187,000円

給与・社保業務経験１～３年以上

糸島市波多江字中川原１００

糸島市

4

糸島市

・一般事務（来客応対・電話応対・受付業務・その他）※手続き、備品購入等で社用車での
外出あり。

40190-  332711

雇用・労災・健康・厚生 糸島市

パン・菓子製造業

（洋菓子製造）実務経験３年以上 
洋菓子製造の基本知識を有し、設
計・試作が出来る方 
パティシエ経験者優遇

パン・菓子製造業

商品のレシピ設計商品の試作その他これに付随する作業※顧客先・取引先への運転業務あり
※社用車あり

40190-  163111

五洋食品産業株式会社
企画開発（洋菓子）

清涼飲料製造業

雇用・労災・健康・厚生

事務職（人事総務）
169,000円～
214,000円

糸島市波多江字中川原１００

清涼飲料製造業
・給与、社会保険等業務全般・基幹システム（人事、給与、勤怠）入力、管理作業・来客、
電話応対等　受付業務あり・手続き、備品購入等での社用車での外出あり・その他一般業務
あり

40190-  331111

200,000円～
250,000円

糸島市多久８１９番地２（産業団地内）

雇用・労災・健康・厚生 糸島市

*悪天候等により中止の場合は、２月１２日（金）１７：００までに糸島商工会ホームページ上で情報公開しますので、
ご来場前にご確認をお願いします。

雇用・労災・健康・厚生

2

九星飲料工業　株式会社

日時：令和３年２月１３日（土）開催時間：13:00～16:00

受 付：12:00～15:30

企業紹介：13:05～13:50

個別面談：13:50～16:00

場所：JA糸島本店３階会議室 糸島市前原東２－７－１

（JR筑肥線 糸島高校前駅から徒歩約８分）



月給 休日：

日祝他

週休二日制：

毎　週

正社員
又は7時20分～20時50分の

間の8時間
59歳以下

従業員数 183人 （就業場所 181人 ）

時給 休日：

土日祝 (1)8時50分～13時50分

週休二日制： (2)12時50分～21時50分
毎　週

パート労働者

不問

従業員数 183人 （就業場所 181人 ）

時給 休日：

土日祝他 (1)3時50分～8時50分

週休二日制： (2)3時50分～12時50分
毎　週 (3)8時50分～17時50分

パート労働者

18歳以上

従業員数 183人 （就業場所 181人 ）

月給 休日：

祝他 (1)9時00分～18時30分 普通自動車運転免許　　必須

週休二日制： （AT限定不可）

その他
正社員

35歳以下

従業員数 12人 （就業場所 12人 ）

時給 休日：

祝他 普通自動車運転免許　　必須

週休二日制：

毎　週

パート労働者
又は9時00分～18時00分の

間の3時間程度
不問

従業員数 12人 （就業場所 12人 ）

月給 休日：

日祝他 (1)9時00分～18時00分 普通自動車運転免許　　必須

週休二日制：

その他
正社員

18歳～32歳

従業員数 5人 （就業場所 5人 ）

月給 休日： 経験者尚可

日祝他 (1)8時00分～17時30分 普通自動車運転免許　　必須

週休二日制：

その他
正社員

不問

従業員数 2人 （就業場所 2人 ）

№
事業所名／所在地 職種／雇用形態／年齢 賃金形態／月額 休日 就業時間 免許資格

産業分類／従業員数／加入保険等 求人番号／就業場所 仕事内容 必要な経験等

7

五洋食品産業株式会社
商品管理（倉庫）

842円～842円

糸島市多久８１９番地２（産業団地内）

パン・菓子製造業

・常温・冷蔵・冷凍倉庫内での商品管理業務です。・倉庫内で、納品物の荷受け及び工場で
製造された商品の出荷業務　を行っていただきます。

40190-  174211

雇用・労災 糸島市

900円～1,000
円

＊レンタカー業務全般：配車等＊車内清掃、洗車、拭き上げ　・配車エリア：主に糸島市、
福岡市・来客応対※２人体制※土曜日または日曜日勤務できる方歓迎＊Ｗワーク可　≪　子
育て応援求人　≫

40190-  363911

糸島市

＊工場・ビル・施設・木造住宅等の電気設備全般を　設計、施工＊現場エリア：主に福岡
市、糸島市　会社に集合し、車に乗り合わせ現場へ向かい　ます。◆「業務災害総合保険」
に事業所負担で加入していますので　安心してお仕事をしていただけます。詳細は面接時に
ご説　明いたします。※見習い可

40190-  189711

＊生活空間を快適に保つため、水道・電気・クーラー・ガスを設置する目的で専用の機械で
安全に壁や床に丸い穴をあける。＊担当した現場で依頼主と打ち合わせをし、日程・材料手
配の管理を行う。＊働きながら必要な資格取得能力を身につけ、費用は会社が全額補助
（将来に渡り活かせる国家資格・技能が身につきます）＊取引先のお客様を訪問し、仕事の
情報を共有する。＊パソコンを使い伝票や安全書類を作成する。＊現場：主に福岡市近郊

40190-   27211

糸島市

180,000円～
320,000円

雇用・労災・健康・厚生 糸島市

12

株式会社　仲電気工事
電気工事士

185,000円～
350,000円

糸島市神在５３５－３５

電気工事業

第一種電気工事士あれば尚可　第二
種電気工事士あれば尚可

230,000円～
300,000円

842円～842円

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＊終日立ち仕事で作業を行います。＊契
約満了後は６カ月契約となります。＊保育園を希望される方は当社と契約している保育園を
優先的に　利用できます。

＊主に既存のお客様のフォローを行っていただきます。＊生命保険・損害保険の提案、募
集、契約＊リース契約の提案、契約、事務＊損害保険会社からの依頼によるレンタカーの手
配、配車＊紹介時による車の販売※ノルマなし＊エリア：福岡市内～糸島＊社用車有り＊未
経験の方も採用後、丁寧に指導いたします。＊男女ともに活躍できるお仕事です！糸島市

6

五洋食品産業株式会社
商品管理（倉庫）

171,000円～
186,000円

糸島市多久８１９番地２（産業団地内）

パン・菓子製造業
・常温・冷蔵・冷凍倉庫内での商品管理業務です。・倉庫内で、納品物の荷受け及び工場で
製造された商品の出荷業務　を行っており、現在５名のスタッフが勤務しております。＊未
経験の方は、まずは業務に慣れてから、フォークリフト免許取　得にも挑戦できます。

40190-  165811

糸島市

10

11

有限会社　日高ボーリング工業 総合職（工事・管
理・営業等）

雇用・労災 糸島市

9

株式会社　有田コーポレーション
総合職

株式会社　有田コーポレーション レンタカー業務・車
内清掃他

糸島市志摩桜井５３６６－１

自動車小売業

8

五洋食品産業株式会社
洋菓子製造補助

糸島市多久８１９番地２（産業団地内）

パン・菓子製造業

40190-  178311

40190-  362611

商品管理経験あれば尚可

雇用・労災・健康・厚生

建築工事業（木造建築工事業を除く）

糸島市井原１１８６

労災

自動車小売業

糸島市志摩桜井５３６６－１

雇用・労災・健康・厚生

雇用・労災・健康・厚生



月給 休日： 経験者尚可

日祝他 (1)8時00分～17時30分 普通自動車運転免許　　必須

週休二日制：

その他

正社員

不問

従業員数 2人 （就業場所 2人 ）

月給 休日：

日他 (1)8時30分～18時00分 普通自動車運転免許　　必須

週休二日制：

その他
正社員

44歳以下

従業員数 6人 （就業場所 6人 ）

月給 休日：

日他 (1)8時30分～18時00分 普通自動車運転免許　　必須

週休二日制：

その他
正社員

44歳以下

従業員数 6人 （就業場所 6人 ）

月給 休日： 経験者尚可

他

週休二日制：

その他

正社員
又は0時00分～23時59分の

間の8時間程度

不問

従業員数 120人 （就業場所 84人 ）

月給 休日：

他 (1)2時00分～11時00分 普通自動車運転免許　　必須

週休二日制： (2)3時00分～12時00分
その他 (3)4時00分～13時00分

正社員

18歳以上

従業員数 120人 （就業場所 84人 ）

時給 休日：

他 普通自動車運転免許　　必須

週休二日制：

その他

パート労働者
又は7時00分～17時00分の

間の8時間程度

不問

従業員数 120人 （就業場所 84人 ）

月給 休日：

他 (1)8時30分～17時30分 普通自動車運転免許　　必須

週休二日制： (2)7時30分～16時30分

その他 (3)10時00分～19時00分

正社員

不問

従業員数 134人 （就業場所 46人 ）

№
事業所名／所在地 職種／雇用形態／年齢 賃金形態／月額 休日 就業時間 免許資格／必要な経験等

産業分類／従業員数／加入保険等 求人番号／就業場所 仕事内容

19

社会福祉法人　悲田院　 
障がい者支援施設　白糸農園 生活支援員

173,000円～
193,580円

糸島市長野１５４１－３

社会福祉士あれば尚可　介護福祉士
あれば尚可　精神保健福祉士あれば
尚可

障害者福祉事業

日中サービス事業（生活介護４０名・自立訓練６名・就労継続支援Ｂ型２０名）夜間サービ
ス事業（施設入所５０名、共同生活援助４か所）を利用されている障がいのある方に、主に
夜間は入浴排泄及び食事等の介助、生活面に関する相談及び助言、日中に関しては、それぞ
れの事業での活動支援を行っていただきます。

40190-   42811

雇用・労災・健康・厚生 糸島市

18

株式会社　イトキュー 引越業務乗務員（短
期）

1,200円～
1,200円

糸島市多久８１９－１

中型自動車免許、８トン限定中型自
動車免許　いずれかの免許・資格必
須

一般貨物自動車運送業

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

40190-  338311

労災 糸島市

17

株式会社　イトキュー ２ｔ貨物配送ドライ
バー 270,000円～

270,000円

糸島市多久８１９－１
中型自動車免許　必須

一般貨物自動車運送業

■２ｔ車によるルート配送業務をお任せ致します。・病院や老人ホーム、保育園などに昼食
用の食材（カット野菜）を　メインに配送していただきます。　・荷物の積み卸し　＊エリ
ア：福岡市近郊　＊コースが７つあります。＊配達件数：１日１０～１５件　＊「中高支援
求人」＊未経験から入社したドライバーも活躍中です。

40190-  337011

雇用・労災・健康・厚生 糸島市

16

株式会社　イトキュー 乗務員（１０ｔ・４
ｔ）

220,000円～
350,000円

糸島市多久８１９－１

大型自動車免許、中型自動車免許、
８トン限定中型自動車免許　いずれ
かの免許・資格必須

一般貨物自動車運送業

花、切花、農産物、一般貨物等のルート集荷・配送・営業　＊地域：九州一円と中国、四
国、関西方面、関東方面、その他　＊車種：１０ｔ・４ｔ車　＊「中高支援求人」

40190-  336411

雇用・労災・健康・厚生 糸島市

15

株式会社　夢工防 職人（防水・塗装
工） 250,000円～

450,000円

糸島市高祖９６２－３

塗装工事業
戸建、アパート、マンション等の新築、リフォーム工事の現場作業・防水塗装・外壁塗装・
シーリング・内装仕上げ・足場工事・リノベーション＊現場エリア：福岡市、糸島市近郊＊
事業所集合後、現場へ移動

40190-  161611

雇用・労災・健康・厚生 糸島市

糸島市

１級管工事施工管理技士あれば尚可
２級管工事施工管理技士あれば尚可

＊空調機の取り付け＊現場エリア：主に福岡市、糸島市　会社に集合し、車に乗り合わせ現
場へ向かいます。◆「業務災害総合保険」に事業所負担で加入していますので安心してお仕
事をしていただけます。詳細は面接時にご説明いたします。※見習い可

40190-  200111

糸島市

14

株式会社　夢工防
営業・現場管理

250,000円～
450,000円

糸島市高祖９６２－３

13

株式会社　仲電気工事
空調工事作業員

185,000円～
350,000円

糸島市神在５３５－３５

電気工事業

塗装工事業

戸建、アパート、マンション等の新築、リフォーム工事の営業及び現場管理・ルート営業
（ノルマ無し）・営業、現場エリア：福岡市、糸島市近郊・事業所集合後、現場へ移動

40190-  160311

雇用・労災・健康・厚生

雇用・労災・健康・厚生



月給 休日：

他 (1)8時30分～17時30分

週休二日制： (2)8時30分～12時30分
毎　週 (3)17時00分～9時00分

正社員

不問

従業員数 112人 （就業場所 86人 ）

月給 休日：

日祝他 (1)8時30分～17時30分 普通自動車運転免許　　必須

週休二日制：

毎　週
正社員

不問

従業員数 112人 （就業場所 86人 ）

月給 休日：

日祝他 (1)8時30分～17時15分 普通自動車運転免許　　必須

週休二日制：

毎　週
正社員

不問

従業員数 112人 （就業場所 6人 ）

月給 休日：

他 (1)8時30分～17時30分

週休二日制： (2)7時00分～16時00分
毎　週 (3)10時00分～19時00分

正社員

不問

従業員数 112人 （就業場所 86人 ）

月給 休日：

他 (1)7時00分～16時00分

週休二日制： (2)7時30分～16時30分
その他 (3)8時00分～17時00分

正社員

不問

従業員数 450人 （就業場所 99人 ）

月給 休日：

他 (1)7時00分～16時00分

週休二日制： (2)7時30分～16時30分
その他 (3)8時30分～17時30分

正社員

不問

従業員数 450人 （就業場所 99人 ）

月給 休日：

他 (1)8時30分～17時30分

週休二日制： (2)9時00分～18時00分
その他 (3)8時30分～12時30分

正社員

不問

従業員数 450人 （就業場所 99人 ）

№
事業所名／所在地 職種／雇用形態／年齢 賃金形態／月額 休日 就業時間 免許資格／必要な経験等

産業分類／従業員数／加入保険等 求人番号／就業場所 仕事内容

26

社会福祉法人　慈愛会（富の里・篠原
の里）

介護職員（ディサー
ビス） 160,000円～

195,000円

糸島市富５０８番地４

老人福祉・介護事業

ディサービス利用者の入浴・排泄・食事等のケア及びレクリエーション≪就業時間≫（４）
１４：００～１８：００　＊（４）は休憩なし

40190-  376511

雇用・労災・健康・厚生 糸島市

25

社会福祉法人　慈愛会（富の里・篠原
の里） 生活支援員

160,000円～
195,000円

糸島市富５０８番地４

老人福祉・介護事業

養護老人ホームの日常のケア及び生活支援≪就業時間≫（４）１０：００～１９：００
（５）１１：３０～２０：３０

40190-  375211

雇用・労災・健康・厚生 糸島市

147,800円～
183,000円

糸島市前原中央２丁目１０－５３

一般診療所

老健センターでの介護業務　☆介護経験がなくてもお年寄りが好きで、前向きな人なら　勉
強して資格を取ることができます。　≪　急募　≫

40190-  151011

雇用・労災・健康・厚生 糸島市

24

社会福祉法人　慈愛会（富の里・篠原
の里） 介護職員（特養）

160,000円～
195,000円

糸島市富５０８番地４

老人福祉・介護事業
特養利用者の入浴・排泄・食事等の日常生活における身辺介護全般。≪就業時間≫（４）
９時～１８時（５）　９：３０～１８：３０（６）１０時～１９時（７）１０：３０～１
９：３０（８）１１時～２０時（９）１７：００～９：３０（１０）　８時～１２時（１
１）　９時～１３時（１２）１０時～１４時（１３）１４時～１８時（１４）１５時～１９
時　＊（１０）～（１４）は休憩なし

40190-  371911

雇用・労災・健康・厚生 糸島市

23

医療法人　波多江外科医院 介護職員（志摩老健
センター　パキス）

介護職員初任者研修修了者あれば尚
可　ホームヘルパー２級あれば尚可
介護福祉士あれば尚可

21

医療法人　波多江外科医院
ケアマネージャー
（介護支援専門員）
（パキス） 180,000円～

240,000円

糸島市前原中央２丁目１０－５３

介護支援専門員（ケアマネ）必須
主任ケアマネ尚可

一般診療所

・居宅支援事業所でのケアマネ業務・エリア：糸島市内・車種：軽　《　急募　》40190-  101311

雇用・労災・健康・厚生 糸島市

20

医療法人　波多江外科医院
正・准看護師

180,000円～
260,000円

糸島市前原中央２丁目１０－５３

看護師又は准看護師いずれかの免
許・資格必須

一般診療所

＊外来、病棟の看護業務全般＊夜勤：月に４～５回　１９床１名体制40190-   61511

雇用・労災・健康・厚生 糸島市

22

医療法人　波多江外科医院
ケアマネージャー
（介護支援専門員）
（あごら） 180,000円～

240,000円

糸島市前原中央２丁目１０－５３

介護支援専門員（ケアマネ）必須
主任ケアマネ尚可

一般診療所

・糸島市地域包括支援センターにおけるケアマネ業務・エリア：糸島市内・車種：軽《　急
募　》

40190-  119311

雇用・労災・健康・厚生 糸島市



時給 休日：

他

週休二日制：

毎　週

パート労働者
又は8時00分～19時00分の

間の3時間以上
不問

従業員数 450人 （就業場所 99人 ）

時給 休日：

他

週休二日制：

毎　週

パート労働者
又は8時00分～19時00分の

間の3時間以上

不問

従業員数 450人 （就業場所 99人 ）

時給 休日：

他

週休二日制：

毎　週

パート労働者
又は8時00分～18時00分の

間の3時間以上
不問

従業員数 450人 （就業場所 99人 ）

月給 休日：

他 (1)8時30分～17時30分

週休二日制： (2)9時00分～18時00分
その他 (3)8時30分～12時30分

正社員

不問

従業員数 450人 （就業場所 99人 ）

時給 休日：

他 (1)8時30分～17時30分

週休二日制： (2)9時00分～18時00分

毎　週

パート労働者

不問

従業員数 450人 （就業場所 99人 ）

月給 休日：

介護福祉士あれば尚可　ホームヘル
パー２級あれば尚可　介護職員初任
者研修修了者あれば尚可

他 (1)7時00分～22時00分

週休二日制： (2)22時00分～7時00分

その他

正社員
又は7時00分～22時00分の

間の8時間程度

不問

従業員数 123人 （就業場所 96人 ）

月給 休日： 実務経験あれば尚可　

他 (1)9時00分～18時00分 普通自動車運転免許　　必須

週休二日制： (2)8時30分～17時30分

その他

正社員
又は8時00分～19時00分の

間の8時間程度

59歳以下

従業員数 123人 （就業場所 96人 ）

№
事業所名／所在地 職種／雇用形態／年齢 賃金形態／月額 休日 就業時間 免許資格／必要な経験等

産業分類／従業員数／加入保険等 求人番号／就業場所 仕事内容

33

社会福祉法人　二丈福祉会 生活相談員（仙寿
苑・はまぼう）

165,000円～
280,000円

糸島市二丈深江２２９１－１

社会福祉士、介護福祉士、介護支援
専門員いずれかの免許資格必須（社
会福祉主事、生活相談員要件（必
須））

老人福祉・介護事業
・特別養護老人ホームにて入居に関する相談を始めとして、入居者　と支援する多方面の相
談業務。入居者及び家族への生活相談。　・ショートスティ利用とされる方の相談業務や利
用日の調整及び　送迎等。担当者会議への出席。　・その他付随する業務

40190-  259611

雇用・労災・健康・厚生・財形 糸島市

32

社会福祉法人　二丈福祉会 介護職員（仙寿苑・
はまぼう）

155,000円～
270,000円

糸島市二丈深江２２９１－１

福祉施設経験者尚可

老人福祉・介護事業
利用者への介護業務・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い
たしますので、　安心してご応募下さい。＊介護の職業訓練修了者、修了予定者の応募も歓
迎します。＊事前連絡の上、見学可。

40190-  257011

雇用・労災・健康・厚生・財形 糸島市

31

社会福祉法人　慈愛会（富の里・篠原
の里） 看護職員（ディサー

ビス）
1,000円～
2,000円

糸島市富５０８番地４

老人福祉・介護事業

ディサービス利用者の体調管理及びリハビリテーション※日数等相談に応じます。　（週３
日から可）※１年毎の更新あり。

40190-  553011

労災 糸島市

看護師又は准看護師いずれかの免
許・資格必須

30

社会福祉法人　慈愛会（富の里・篠原
の里）

看護職員（ディサー
ビス）

195,000円～
205,000円

糸島市富５０８番地４

老人福祉・介護事業

ディサービス利用者の体調管理及びリハビリテーション≪就業時間≫（４）１４：００～１
８：００　＊（４）は休憩なし

40190-  551511

雇用・労災・健康・厚生 糸島市

看護師又は准看護師いずれかの免
許・資格必須

29

社会福祉法人　慈愛会（富の里・篠原
の里）

介護職員（ディサー
ビス）

850円～1,800
円

糸島市富５０８番地４

老人福祉・介護事業

ディサービス利用者の入浴、排泄、食事等のケア及びレクリエーション※就業時間・日数等
相談に応じます。　（週３日、３時間以上から可）※１年毎の更新あり。

40190-  387311

労災 糸島市

28

社会福祉法人　慈愛会（富の里・篠原
の里） 生活支援員

850円～1,800
円

糸島市富５０８番地４

老人福祉・介護事業

養護老人ホームの日常のケア及び生活支援※就業時間・日数等相談に応じます。　（週３
日、３時間以上から可）※１年毎の更新あり。

40190-  382811

労災 糸島市

27

社会福祉法人　慈愛会（富の里・篠原
の里） 介護職員（特養）

850円～1,800
円

糸島市富５０８番地４

特養利用者の入浴、排泄、食事等の日常における身辺介護全般※就業時間・日数等相談に応
じます。　（週３日、３時間以上から可）※１年毎の更新あり。

40190-  380111

労災 糸島市



月給 休日：

日他 (1)9時00分～18時00分

週休二日制： (2)8時30分～17時30分

その他

正社員
又は8時00分～19時00分の

間の8時間程度

59歳以下

従業員数 123人 （就業場所 96人 ）

月給 休日： 相談支援の経験あれば尚可

他 (1)8時30分～17時30分

週休二日制： (2)9時00分～18時00分

その他

正社員
又は8時00分～19時00分の

間の8時間程度

不問

従業員数 123人 （就業場所 96人 ）

休日：

他 (1)7時00分～22時00分

週休二日制： (2)22時00分～7時00分

その他

正社員
又は7時00分～22時00分の

間の8時間程度

不問

従業員数 123人 （就業場所 96人 ）

休日： 福祉経験者尚可

他

週休二日制：

毎　週

パート労働者
又は7時00分～20時00分の

間の4時間以上

不問

従業員数 123人 （就業場所 96人 ）

37

社会福祉法人　二丈福祉会 介護職員（仙寿苑・
はまぼう）

850円～1,100
円

糸島市二丈深江２２９１－１

介護福祉士あれば尚可　介護職員初
任者研修修了者あれば尚可　ホーム
ヘルパー２級あれば尚可

老人福祉・介護事業
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い
たしますので、安心して　ご応募下さい。＊介護の職業訓練修了者、修了予定者の応募も歓
迎します。＊事前連絡の上、見学可。

40190-  264011

労災 糸島市

36

社会福祉法人　二丈福祉会 看護職員（仙寿苑・
はまぼう・ディサー
ビス） 175,000円～

280,000円

糸島市二丈深江２２９１－１

看護経験者 
＊福祉施設経験者尚可

老人福祉・介護事業
・入居者の体調管理、病院受診への付添・入居者への支援業務　食事介助、レクリエーショ
ン活動、　入浴介助、排泄介助など＊看護師５名体制（パート含む）＊事前連絡の上、見学
可

40190-  263411

雇用・労災・健康・厚生・財形 糸島市

看護師又は准看護師いずれかの免
許・資格必須

№
事業所名／所在地 職種／雇用形態／年齢 賃金形態／月額 休日 就業時間 免許資格／必要な経験等

産業分類／従業員数／加入保険等 求人番号／就業場所 仕事内容

35

社会福祉法人　二丈福祉会
社会福祉士

170,000円～
280,000円

糸島市二丈深江２２９１－１

社会福祉士必須　介護支援専門員あ
れば尚可　介護福祉士あれば尚可

老人福祉・介護事業
・施設での相談支援、介護支援・請求等の事務作業・「糸島市二丈地域包括支援センター」
での相談支援業務の可能性　もあります。＊「中高支援求人」＊６０歳以上の方の応募も歓
迎します。

40190-  261211

雇用・労災・健康・厚生・財形 糸島市

34

社会福祉法人　二丈福祉会 介護支援専門員（ケ
アマネージャー）

170,000円～
280,000円

糸島市二丈深江２２９１－１

介護支援専門員必須　看護師、介護
福祉士、社会福祉士、主任ケアマ
ネージャーあれば尚可

老人福祉・介護事業
・ケアプラン作成・サービス担当者会議の運営・ご家族の相談業務・介護認定申請代行・
ショートステイ利用者の送迎など　＊エリア：糸島市内　＊　車　：軽、普通車、リフトバ
ス・その他、付随する業務

40190-  260811

雇用・労災・健康・厚生・財形 糸島市

施設又は在宅の介護支援専門員経験
あれば尚可


