
ハローワーク佐賀からのお知らせ 求人情報は、次のページをご覧ください。

より良いしごと探しのために

ハローワークに
ハローワークでは、みなさまのより良

いしごととの出会いをサポートできるよ

う、いろいろなサービスをご用意

しています。（もちろんすべて無料）

お気軽にご利用ください。
できること。

就職活動
支援メニュー

求人情報の

検索・閲覧

職業相談窓口では、職員と一

緒に希望の条件に合う求人を探

すことができます。

求人検索用パソコンでは、職

種・勤務地などの希望の条件で、

全国の求人情報が検索・閲覧で

きます。

職業相談
就職活動や経歴についてのさまざまな相

談ができます。

「就職活動の進め方が不安」

「希望する仕事の探し方がわからない」

「経験のない仕事に挑戦したい」

「仕事探しに行き詰った」など、

幅広く窓口相談を受け付けております。

お気軽にご相談ください。

就職支援セミナー
就職活動に役立つセミナーを定期的に

開催しています。

（毎週木曜日）

●求職活動の進め方

●魅力的な応募書類の作成方法

●面接対策 など

就職紹介

求人に応募する場合は、担当者が窓口か

ら事業所に連絡の上でハローワークの「紹介

状」を発行します。

仕事の内容や応募について、疑問点や相談、

くわしく聞きたいことがある場合もお気軽にお

尋ねください。

■ 障がいをお持ちの方などの紹介や相談

は、「専門援助部門」がご利用いただけます。

職業紹介

応募書類・面接対策

履歴書や職務経歴書などの応募書類の

書き方の相談や添削、面接の受け方に

ついての準備や相談をお伺います。

（月・水・金） （火・木） （土曜日）

8：30 8：30   10：00
▼ ▼ ▼

18：00 17：15   17：00

ハローワーク佐賀 ご相談時間

（日、祝日および年末年始（12/29-1/3）を除く。）

■平日の17：15以降と土曜日は、求人閲覧・職業相談・職業紹介のみ

の取り扱いとなります。

■雇用保険業務の取扱は、平日の8：30～17：15のみとなります。

■職業相談には時間を要するため余裕をもってご来所ください。

job tag〔ｼﾞｮﾌﾞﾀｸﾞ〕
（職業情報提供サイト 日本版Ｏ-ｎｅｔ）

色々な切り口から「職業情報」を検索できます。

是非、使って

みてくださ

い！！

職業訓練
再就職に必要な知識技能等を無料で習得できる職業訓練の相談・申込・就

職支援を行います。

訓練内容は介護、パソコン、簿記、ものづくり系など、多様です。お気軽にご相談

ください。

訓練情報

(佐賀労働局HP)

訓練窓口 月～金

８:３0～1７:１５ 【職業相談第２部門】

佐賀労働局訓練室LINE公式アカウント

ハローワークインターネットサービス

ハローワークの求人情報は、インターネットサイト

「ハローワークインターネットサービス」でも閲覧できます。ご自宅のパソコンや

スマートフォンからも検索できます。

気になる求人情報があれば、ハローワークの窓口で相談や応募を申し込むこともで

きます。

■事業所の希望により、社名など一部が非公開の情報があります。

https://www.hellowork.mhlw.go.jp/

求職者マイページ
お仕事さがしをより便利に!(^o^)!

求職者マイページとは
＊ ハローワークインターネットサービス上に開設する
求職登録者専用のページです。

＊ マイページを開設いただくと便利な機能がご利用に
なれます。

（パスワード登録）

ハローワーク佐賀
佐賀白山2-1-15 ☎０９５２－２４－４３６２

ハローワーク佐賀 佐賀市白山2-1-15 ☎０９５２－２４－４３６１

（ハローワーク佐賀）

就職
STEP ２

就職活動の相談

STEP ３

求人者へのご紹介

STEP ４

採用試験対策
就職活動STEP

STEP 1

求職申込

佐賀労働局

職業安定部

公式Twitter

ハローワーク佐賀 ご不明の点や、本メニュー以外のサービス

についてもお気軽にお問い合わせください。

HWIS 検
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この掲載している求人は、 令 和 5 年 1 月 17 日 までの神埼市内を就業場所とする求人情報です。

職種 求人区分 求人者名

NO 求人数(人) 仕事の内容 所在地

求人受理日 年齢 就業場所 試用期間 求人番号
（パートタイム）

佐賀県神埼市千代田町餘江１２０８－２

時間外 なし
1人 64歳以下 企業全体 52人 休日 他 あり

R5.1.17 定年を上限 就業場所 18人 週休２日制 毎　週 41010- 1064531
（パートタイム）

 佐賀県神埼市神埼町大字本堀１６２０

時間外 なし
1人 59歳以下 企業全体 50人 休日 土日祝他 あり

R5.1.16 定年を上限 就業場所 50人 週休２日制 毎　週 41010- 1016331
（パートタイム）

 佐賀県神埼市神埼町大字本堀１６２０

時間外 なし
1人 59歳以下 企業全体 50人 休日 他 あり

R5.1.16 定年を上限 就業場所 50人 週休２日制 毎　週 41010- 1017631
（パートタイム）

 佐賀県神埼市神埼町大字本堀１６２０

時間外 なし
1人 59歳以下 企業全体 50人 休日 日祝他 あり

R5.1.16 定年を上限 就業場所 50人 週休２日制 毎　週 41010- 1018931
（パートタイム）

福岡県筑後市大字西牟田６３６３－５

時間外 あり
1人 59歳以下 企業全体 13人 休日 日祝他 あり

R5.1.13 定年を上限 就業場所 3人 週休２日制 その他 40140-  316031
（パートタイム）

佐賀県神埼市神埼町竹４９３８番地

時間外 あり
3人 不問 企業全体 110人 休日 他 あり

R5.1.13 不問 就業場所 75人 週休２日制 毎　週 採用期間１００時間 41010-  856831
（パートタイム）

佐賀県神埼市神埼町竹４９３８番地

時間外 あり
3人 18歳以上 企業全体 110人 休日 他 あり

R5.1.13
法令の規定に
より年齢制限

就業場所 75人 週休２日制 毎　週 採用期間１００時間 41010-  869331
（パートタイム）

佐賀県佐賀市高木瀬町大字長瀬１２４４

時間外 なし
2人 64歳以下 企業全体 170人 休日 他 あり

R5.1.13 定年を上限 就業場所 30人 週休２日制 その他 41010-  896031
（パートタイム）

福岡県福岡市東区多の津１－１２－２

時間外 なし
1人 不問 企業全体 12,000人 休日 他 あり

R5.1.12 不問 就業場所 238人 週休２日制 毎　週 40120- 1351731

又は9時00分～18時00分の間の4時間程度

0分 週3日～週4日

1,200円 労災 普通自動車運転免許　　必須
パ
ー

ト
労
働
者

･子育て支援 指定介護保険事業、障害
 者支援　　　　　　

 ・訪問介護・デイサービス
・福祉有償運送　・企業主

(1)8時00分～12時00分 ～ 看護師

1

看護師（シルバー
ケアあまりえ）

 ○デイサービス内での看護業務／介護補助業務　・利
 用者様の健康管理（バイタル測定等）　・必要時の看

    護業務　・介護補助　・レクレーション補助　・送迎業務
    　　　＜応募にはハローワーク紹介状が必要です＞

特定非営利活動法人　心善会 その他の社会保険・社会福祉交替制あり

(2)9時00分～13時00分

パ
ー

ト
労
働
者

有料老人ホームの運営。
 
デイサービスの運営。

(1)18時00分～20時30分 ～

3

介護補助（有料老
人ホーム）

 介護付き有料老人ホームでの簡単な補助作業です。
 ・配膳（お盆にのせた食事をテーブルまで運ぶ）　・下

  膳（食事済ませた分を下げる）　・エプロン洗い　・食堂
   ホールの掃除　・入居者の歯磨き介助など＊利用者

  定員６０名。スタッフ約２０名で対応しています。＊月に
  １０～１５日の勤務です。〈応募にはハローワークの紹介

状が必要です〉

株式会社　みのり　ケアホームロイヤル
神埼

老人福祉・介護事業

900円

 佐賀県神埼市神埼町大字本堀１６２０
又は9時00分～16時00分の間の5時間程度

60分 週3日～週4日

労災
パ
ー

ト
労
働
者

有料老人ホームの運営。
 
デイサービスの運営。

(1)9時00分～14時00分 ～

4

夜勤専門介護ス
タッフ

 ○介護付き有料老人ホームでの夜勤業務全般　・２フ
  ロアー６０名の利用者に対応　・配膳、食事介助　・夜

 間３回オムツ交換（５～１０名程度）　・３時間ごと巡視
   あり＊夜勤時はスタッフ３名体制で行います。　専属の

 夜勤者は２名いますので、それぞれのサポート的な
 体制での夜勤を行っていただきます。＊週所定労働時

  間数２０時間未満の勤務（労災保険のみ）〈応募には

株式会社　みのり　ケアホームロイヤル
神埼

老人福祉・介護事業 変形（1ヶ月単位）

853円

 佐賀県神埼市神埼町大字本堀１６２０

0分 週2日～週4日

853円 労災

 佐賀県神埼市神埼町大字本堀１６２０

60分 週1日～週2日

1,000円 労災
パ
ー

ト
労
働
者

有料老人ホームの運営。
 
デイサービスの運営。

(1)17時00分～9時00分 ～

880円 雇用・労災
パ
ー

ト
労
働
者

調剤薬局 (1)8時30分～17時00分 ～
調剤事務経験

(1)7時00分～16時00分 ～

6

カット野菜製造に
関わる業務

 ○外食産業向けの野菜の加工（カット）、仕分け　・野
 菜を洗う　・皮剥き、カット（スライス、乱切りなど）、計

  量、袋詰め　　・野菜をお店ごとに丁寧に箱詰め　・ピッ
  キング作業　等＊作業場：適性、希望を考慮して配置

   します　　　　《応募にはハローワークの紹介状が必要で
す》

株式会社　日本アグリネットワーク　九
州事業部

管理，補助的経済活動を行う

(2)8時00分～16時00分

950円

 佐賀県神埼市千代田町餘江４３－２
「おのうえ薬局」 2時間

90分 週3日以上

8

介護職員（シニア
ライフ神埼）（短時
間勤務）

 ○有料老人ホームにおける利用者の介護業務　・臥
     床介助　・誘導　・配膳、下膳　・服薬介助＊土日祝

   日出勤可能な方優遇　　　　〈応募には、ハローワーク
の紹介状が必要です〉

ジンフィールド　株式会社 老人福祉・介護事業 変形（1ヶ月単位）

1,125円

佐賀県神埼市神埼町竹４９３８番地
又は22時00分～9時00分の間の4時間以上 10時間

60分 週5日程度

900円 雇用・労
災・健康・

厚生
青果物（野菜・果物）の仲
卸。量販店や外食産業へ
青果物を加工、包装して、
九州、本州一円に納品業

(1)22時00分～7時00分 ～

7

カット野菜製造に
関わる業務　（夜
勤）

  ○外食産業向けの野菜の加工（カット）　・野菜を洗う
・皮剥き、カット（スライス、乱切りなど）、計量、袋詰め
       　＊作業場：適性、希望を考慮して配置します
《応募にはハローワークの紹介状が必要です》

株式会社　日本アグリネットワーク　九
州事業部

管理，補助的経済活動を行う

 佐賀県神埼市神埼町鶴３６２５－１　シ
ニアライフ神埼 又は16時30分～18時30分の間の2時間程度

0分 週3日～週6日

1,000円 労災
パ
ー

ト
労
働
者

･シニア応援 ・保険調剤ならびに一般
 薬の販売

・有料老人ホーム経営、
 運営事業

(1)6時30分～8時30分 ～ ホームヘルパー２級
介護業務経験者優遇

853円 労災
パ
ー

ト
労
働
者

百貨小売業およびこれに
関連する商品の製造・加
工・輸出入・卸売業、訪問
販売業、通信販売業。酒

(1)14時00分～18時00分 ～

1,000円 介護福祉士

9

清掃担当（４４３千
代田店）

 ○店内、店外（駐車場など）の清掃業務○カート、カゴ
     の回収業務○お客様ご案内　など　　※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。

株式会社トライアルストアーズ 百貨店，総合スーパー

853円

 佐賀県神埼市千代田町下板８６番１
「スーパーセンタートライアル　千代田
店」 0分 週2日～週5日

900円

2

一般事務  ◎有料老人ホームでの事務・物品在庫管理、商品仕
  入れ・職員の勤務表管理・勤怠（早退・遅刻・有給・欠

  勤など）の整理・簡単な文書作成（ワード　エクセル）・
    電話対応　　他　　　　　〈応募にはハローワークの紹介

状が必要です〉

株式会社　みのり　ケアホームロイヤル
神埼

老人福祉・介護事業

1,300円 准看護師

佐賀県神埼市千代田町餘江１２０８―
 ２　　シルバーケアあまりえ

1,000円

900円

佐賀県神埼市神埼町竹４９３８番地 (3)7時00分～12時00分
又は7時00分～16時00分の間の4時間以上 10時間

60分 週5日程度

900円

5

調剤薬局事務
（パート）

  週３～６日で勤務できる調剤事務のお仕事です。【無
 資格、未経験でも大丈夫？】専門的な仕事ですが、顧

客対応経験や簡単なＰＣスキルがあれば活躍できま
  す。患者さま目線の明るい対応をお願いします。＜お

  願いする業務＞・患者さまの受付や接客対応・処方箋
  の入力、レセプト業務・薬剤師のサポート・調剤薬局業

 務全般

有限会社　エムエスファーマシー 医薬品・化粧品小売業

(2)8時30分～12時00分

パ
ー

ト
労
働
者

雇用・労
災・健康・

厚生

パ
ー

ト
労
働
者

青果物（野菜・果物）の仲
卸。量販店や外食産業へ
青果物を加工、包装して、
九州、本州一円に納品業

産業分類 就業時間 賃金(円) 加入保険
等

必要な免許・資格・経験等 雇
用
形
態

事業内容 時間外(有無･月平均)

従業員数  休憩時間(分) 週の労働日数 休日/週休２日制

【お気軽にお問い合わせください。】

● 詳しい内容を知りたい方、面接を希望される方はハローワークの紹介窓口へお問い合わせください。 掲載した求人以外の求人情報はハローワークインターネットサービスをご利用ください。

● 面接にはハローワークが発行する紹介状が必要です。

(注：本人からの直接応募、すでに面接された場合は紹介状の交付は行いませんのでご了承ください。＊オンライン自主応募の方は紹介状不要です。）

● すでに募集が終わっている場合もあります。ご了承ください。 https://www.hellowork.mhlw.go.jp/
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職種 求人区分 求人者名

NO 求人数(人) 仕事の内容 所在地

求人受理日 年齢 就業場所 試用期間 求人番号

産業分類 就業時間 賃金(円) 加入保険
等

必要な免許・資格・経験等 雇
用
形
態

事業内容 時間外(有無･月平均)

従業員数  休憩時間(分) 週の労働日数 休日/週休２日制
（パートタイム）

佐賀県佐賀市金立町大字千布３８９８－

時間外 なし
2人 不問 企業全体 50人 休日 土日祝他 あり

R5.1.12 不問 就業場所 12人 週休２日制 毎　週 41010-  747631
（パートタイム）

佐賀県佐賀市金立町大字千布３８９８－

時間外 なし
2人 不問 企業全体 50人 休日 他 あり

R5.1.12 不問 就業場所 12人 週休２日制 毎　週 41010-  749131
（パートタイム）

佐賀県佐賀市金立町大字千布３８９８－

時間外 なし
2人 不問 企業全体 50人 休日 他 あり

R5.1.12 不問 就業場所 12人 週休２日制 その他 41010-  750831
（パートタイム）

佐賀県神埼市千代田町詫田９９１

時間外 なし
2人 59歳以下 企業全体 4人 休日 土日祝他 なし

R5.1.12 定年を上限 就業場所 4人 週休２日制 毎　週 41010-  765931
（パートタイム）

佐賀県神埼市神埼町鶴２５０５

時間外 なし
1人 不問 企業全体 30人 休日 日他 なし

R5.1.12 不問 就業場所 30人 週休２日制 その他 41010-  798631
（パートタイム）

佐賀県神埼市神埼町鶴２５０５

時間外 なし
2人 18歳以上 企業全体 30人 休日 日他 なし

R5.1.12
法令の規定に
より年齢制限

就業場所 30人 週休２日制 その他 41010-  801631
（パートタイム）

福岡県北九州市小倉南区葛原１丁目２

時間外 なし
1人 不問 企業全体 614人 休日 日祝他 なし

R5.1.11 不問 就業場所 14人 週休２日制 その他 40060- 1033631
（パートタイム）

福岡県北九州市小倉南区葛原１丁目２

時間外 なし
1人 不問 企業全体 614人 休日 日祝他 なし

R5.1.11 不問 就業場所 14人 週休２日制 その他 40060- 1035131
（パートタイム）

福岡県北九州市小倉南区葛原１丁目２

時間外 なし
1人 不問 企業全体 614人 休日 日祝他 なし

R5.1.11 不問 就業場所 14人 週休２日制 その他 40060- 1036031

普通自動車運転免許　　必須
パ
ー

ト
労
働
者

･シニア応援  老人介護業
（デイサービスセンター・有
料老人ホーム）

(1)8時30分～17時30分 ～ 介護支援専門員（ケアマネージャー）
サービス提供管理責任
者の経験10

サービス提供責任
者（グループホー
ム神埼ひだまり）

 ◎サービス提供責任者業務全般　・ケアプランに基づ
 いたグループホーム利用者の作成・計画書　・その他

   付随する業務＊週１回程度の勤務＊Ｗワーク可能で
  す　　　　　《応募にはハローワークの紹介状が必要で

 す》

株式会社　ラポール　有料老人ホーム
ひだまり

老人福祉・介護事業

(2)9時00分～15時00分

1,200円 労災

(1)8時00分～17時00分 ～

12

11

介護業務【夜勤専
門員】グループ
ホーム神埼ひだま
り本館

 ◎有料老人ホーム利用者様への介護業務全般・利用
        者の食事、排泄等の介助＊Ｗワーク可能です　　　＜

応募には、ハローワーク紹介状が必要です＞

株式会社　ラポール　有料老人ホーム
ひだまり

老人福祉・介護事業 変形（1ヶ月単位）

1,300円

 佐賀県神埼市神埼町竹４６９４－１　グ
ループホーム神埼ひだまり 又は8時30分～17時30分の間の5時間程度

60分 週1日～週1日

 佐賀県神埼市神埼町竹４６９４－１　グ
ループホーム神埼ひだまり本館

120分 週1日以上

877円 労災

912円

足場工事業・解体工事
業・塗装工事業

(1)8時00分～18時00分 ～

パ
ー

ト
労
働
者

･シニア応援  老人介護業
（デイサービスセンター・有
料老人ホーム）

(1)18時00分～9時00分 ～

13

鳶職（パート）  ◎仮設足場の組立および解体・現場は主に福岡県、
 佐賀県の戸建て、集合住宅、アパート・現場までは会

  社から社用車にて移動＊研修期間がありますので、未
    経験の方も安心してご応募下さい。　　　　《応募には

 ハローワークの紹介状が必要です》　　　　　【オンライン
自主応募の方は紹介状不要】

城東建設株式会社 その他の職別工事業

870円

 佐賀県神埼市神埼町竹４６９４－１　グ
ループホーム神埼ひだまり本館

(3)10時00分～19時00分
又は8時00分～19時00分の間の4時間以上

60分 週1日～週6日

853円 労災

･シニア応援  老人介護業
（デイサービスセンター・有
料老人ホーム）

パ
ー

ト
労
働
者

･シニア応援 当社は食品加工メーカー
である。主な事業内容は
乾麺、半生めん、茹めん
類の製造と販売をしてい

(1)7時00分～13時00分 ～

介護職（グル－プ
ホ－ム神埼ひだま
り　本館）

 ◎グループホームでの介護業務・利用者の食事・入
 浴・排泄等の介助　等※利用者数は９名で、スタッフ３

     名で対応を予定しています。　　＜応募にはハローワー
ク紹介状が必要です＞

株式会社　ラポール　有料老人ホーム
ひだまり

老人福祉・介護事業 交替制あり

(2)9時00分～18時00分

乾麺の製造（７時
～１３時）

  ○乾麺の製造作業（包装・梱包作業）＊立ち作業にな
ります。
 ＊経験は問いません。未経験者の方でも出来る仕事

     です。＊雇用期間の更新なし。　　　　《応募にはハ
ローワークの紹介状が必要です》

伊之助製麺　株式会社 その他の食料品製造業

1,875円

佐賀県神埼市千代田町詫田９９１

120分 週1日～週5日

1,000円 労災 普通自動車運転免許　　あれば尚可

15

乾麺の製造（１７時
～２２時又は２３時
半）

  ○乾麺の製造作業（包装・梱包作業）＊立ち作業にな
ります。
 ＊経験は問いません。未経験者の方でも出来る仕事

     です。＊雇用期間の更新なし。　　　　《応募にはハ
ローワークの紹介状が必要です》

伊之助製麺　株式会社 その他の食料品製造業

(2)17時00分～23時30分

1,000円

佐賀県神埼市神埼町鶴２５０５
又は6時00分～13時00分の間の5時間以上

45分 週5日～週6日

雇用・労災

(2)14時00分～18時00分

1,000円

佐賀県神埼市神埼町鶴２５０５

15分 週5日～週6日

雇用・労災
パ
ー

ト
労
働
者

･シニア応援 当社は食品加工メーカー
である。主な事業内容は
乾麺、半生めん、茹めん
類の製造と販売をしてい

(1)17時00分～22時00分 ～

18

児童指導員／神
埼／発達に障がい
のある児童指導

発達に障がいを持つ子ども達のサポート及び療育指導
 をして頂きます。・言語療育を中心とした学習指導（当

  社独自学習教材あり）・日常生活のサポート・ご家族、
 保護者の方との連携・地域により学校や保育所、自宅

 への送迎（社用車：軽ＡＴあり）定員１０名の事業所で
 す。複数のスタッフで支援を行います。＜子育て応援

  求人＞＊応募には「ハローワークの紹介状」が必要で

株式会社　三葉 他に分類されない教育，学習支援業交替制あり

(2)13時00分～18時00分

2,000円

佐賀県神埼市神埼町田道ヶ里１８０３
 －２ＣＯＭＰＡＳＳ発達支援センター神

埼
又は13時00分～18時00分

0分 週2日～週5日

1,500円 労災 普通自動車運転免許　　必須

･子育て支援 発達障がいの子供達の自
立を目指し、言語指導を
中心に成長を促しておりま
す。文科省の研究に参画

(1)13時00分～17時00分 ～ 保育士

17

保育士実務／神
埼／発達に障がい
のある児童指導

発達に障がいを持つ子ども達のサポート及び療育指導
 をして頂きます。・言語療育を中心とした学習指導（当

  社独自学習教材あり）・日常生活のサポート・ご家族、
 保護者の方との連携・地域により学校や保育所、自宅

 への送迎（社用車：軽ＡＴあり）定員１０名の事業所で
 す。複数のスタッフで支援を行います。＜子育て応援

  求人＞＊応募には「ハローワークの紹介状」が必要で

株式会社　三葉 他に分類されない教育，学習支援業交替制あり

(2)14時00分～18時00分

精神保健福祉士

佐賀県神埼市神埼町田道ヶ里１８０３
 －２ＣＯＭＰＡＳＳ発達支援センター神

埼

幼稚園教諭免許（専修・１種・２種）

0分 週2日～週5日

1,050円 労災 普通自動車運転免許　　必須
パ
ー

ト
労
働
者

･子育て支援 発達障がいの子供達の自
立を目指し、言語指導を
中心に成長を促しておりま
す。文科省の研究に参画

(1)14時00分～18時00分 ～ 社会福祉士

パ
ー

ト
労
働
者

パ
ー

ト
労
働
者

900円

14

900円

1,700円

佐賀県神埼市神埼町田道ヶ里１８０３
 －２ＣＯＭＰＡＳＳ発達支援センター神

埼
又は13時00分～18時00分

0分 週2日～週5日

1,200円 労災 普通自動車運転免許　　必須
パ
ー

ト
労
働
者

･子育て支援 発達障がいの子供達の自
立を目指し、言語指導を
中心に成長を促しておりま
す。文科省の研究に参画

(1)13時00分～17時00分 ～ 保育士

16

保育士／神埼／
発達に障がいのあ
る児童指導

発達に障がいを持つ子ども達のサポート及び療育指導
 をして頂きます。・言語療育を中心とした学習指導（当

  社独自学習教材あり）・日常生活のサポート・ご家族、
 保護者の方との連携・地域により学校や保育所、自宅

 への送迎（社用車：軽ＡＴあり）定員１０名の事業所で
 す。複数のスタッフで支援を行います。＜子育て応援

  求人＞＊応募には「ハローワークの紹介状」が必要で

株式会社　三葉 他に分類されない教育，学習支援業交替制あり

パ
ー

ト
労
働
者

保育所・児童福祉事業
での実務経験５年以上
（必須）

1,550円

3



職種 求人区分 求人者名

NO 求人数(人) 仕事の内容 所在地

求人受理日 年齢 就業場所 試用期間 求人番号

産業分類 就業時間 賃金(円) 加入保険
等

必要な免許・資格・経験等 雇
用
形
態

事業内容 時間外(有無･月平均)

従業員数  休憩時間(分) 週の労働日数 休日/週休２日制
（パートタイム）

佐賀県神埼市神埼町城原３５８６

時間外 なし
2人 64歳以下 企業全体 4,500人 休日 他 なし

R5.1.11 定年を上限 就業場所 20人 週休２日制 毎　週 41010-  678831
（パートタイム）

佐賀県神埼市神埼町本告牟田８５８－１

時間外 なし
1人 不問 企業全体 16人 休日 他 あり

R5.1.10 不問 就業場所 15人 週休２日制 その他 41010-  645531
（パートタイム）

福岡県筑紫野市牛島４７２番地３

時間外 なし
5人 不問 企業全体 355人 休日 他 あり

R5.1.6 不問 就業場所 26人 週休２日制 毎　週 時給９００円 40180-  354031
（パートタイム）

佐賀県神埼市神埼町尾崎３８１０

時間外 なし
1人 不問 企業全体 46人 休日 日祝他 あり

R5.1.6 不問 就業場所 39人 週休２日制 その他 41010-  504131
（パートタイム）

佐賀県神埼市神埼町大字鶴２９２７－２

時間外 あり
1人 不問 企業全体 982人 休日 他 あり

R5.1.6 不問 就業場所 76人 週休２日制 毎　週 41010-  507231
（パートタイム）

福岡県福岡市博多区博多駅前４丁目１４

時間外 なし
1人 不問 企業全体 49,976人 休日 他 なし

R5.1.5 不問 就業場所 6人 週休２日制 毎　週 40010-  940431
（パートタイム）

佐賀県佐賀市天神１丁目２番５５号　ＩＫ

時間外 あり
3人 不問 企業全体 33人 休日 日祝他 あり

R5.1.5 不問 就業場所 8人 週休２日制 その他 41010-  338831
（パートタイム）

佐賀県神埼市神埼町田道ヶ里２２２０－

時間外 なし
1人 59歳以下 企業全体 65人 休日 他 あり

R5.1.5 定年を上限 就業場所 54人 週休２日制 毎　週 時給８５３円 41010-  351931
（パートタイム）

佐賀県神埼市神埼町田道ヶ里２２２０－

時間外 なし
1人 59歳以下 企業全体 65人 休日 他 あり

R5.1.5 定年を上限 就業場所 54人 週休２日制 毎　週 41010-  365431
（パートタイム）

福岡県朝倉市一木１１４８番地の１

時間外 なし
5人 不問 企業全体 7,374人 休日 他 あり

R5.1.4 不問 就業場所 20人 週休２日制 その他 40150-  357031

19

パ
ー

ト
労
働
者

･シニア応援 バイキング　ホール　レスト
ラン

(1)8時30分～17時30分 ～
販売（おしとり）   ○レジ業務、品出し○コーヒー、ソフトクリームの販売○

     店内清掃○その他付随する業務　　　　＜応募にはハ
ローワークの紹介状が必要です＞

株式会社　梅の花　神埼村 食堂，レストラン（専門料理店交替制あり

20

店舗スタッフ   ○子犬、子猫の販売　○子犬、子猫のお世話（掃除も
  含む）○その他付随する事務雑務　パソコン入力出来

    る方尚可＊土日祝日勤務できる方（基本的に、土日
祝日含む週５日勤務【月に１．２回は土日祝日休　可】
ですが、週３日勤務から相談可能です。就業時間も相
談に応　じます）

株式会社　ワンダー・わん 他に分類されない小売業

900円

佐賀県神埼市神埼町城原３５８６

60分 週1日～週4日

900円 労災

佐賀県神埼市神埼町本告牟田８５８
－１

60分 週3日～週5日

853円 雇用・労災
パ
ー

ト
労
働
者

ペットの繁殖と販売 (1)9時00分～18時00分 ～

22

事務補助（パート）  工事部や総務での事務補助全般○データ入力、書類
   作成、電話応対　等○その他付随する業務＊外出用

 務あり＊就業時間・就業日数については相談に応じま
  す。　（３～４時間／日程度）＊お子様の病気や学校

  行事なども相談下さい。　　　　　　　　☆子育て中の方
  も活躍中☆　　　＜応募にはハローワークの紹介状が

必要です＞

株式会社　ハットリ工業　神埼営業所 塗装工事業

(2)13時00分～16時00分

1,000円

佐賀県（佐賀市・神埼市）

0分 週2日～週4日

1,000円 労災 普通自動車運転免許　　必須

冠婚葬祭用ギフト商品、及
び一般用ギフト商品の総
合卸業

(1)10時00分～15時00分 ～

21

斎場でのギフト商
品受け渡し業務／
（福岡支店）佐賀
市他

＊セレモニー式場にて、弔問された方の芳名カードを
 確認し、　返礼品等のギフト商品をお客様にお渡しする

  お仕事です■通夜　→１６：００～２１：００位の間で３～
 ４時間程度■告別式→１０：００～１５：００位の間で３

  ～４時間程度※基本的には通夜・告別式での勤務（ど
  ちらかのみの勤務可能）※式場で社員スタッフが丁寧

 に指導させていただきます

国際経営株式会社 各種商品卸売業 変形（1ヶ月単位）

(2)16時00分～21時00分

920円

佐賀県神埼市神埼町尾崎３８１０
又は8時30分～17時30分の間の3時間以上

0分 週3日以上

920円 労災 普通自動車運転免許　　必須

(1)9時00分～12時00分 ～

パ
ー

ト
労
働
者

給食の受託業務 (1)12時30分～14時00分 ～

24

洗浄／神埼市    洗浄業務　１日　１９０食　６名体制 日清医療食品　株式会社　福岡支店 その他の飲食店 交替制あり

(2)17時30分～19時00分

1,300円 看護師

佐賀県神埼市神埼町大字鶴２９２７－
２ 又は9時00分～18時00分の間の6時間以上 4時間

60分 週3日程度

雇用・労
災・健康・
厚生・財形

住宅型有料老人ホームお
よびデイサービスの運営

(1)9時00分～17時00分 ～

26

介護職員（介護付
有料老人ホーム：
特定施設）

 ○介護付有料老人ホームでの介護○食事配膳、着
   替え、排泄等の介助○入浴など日常生活のお世話＊

   入居者様３０名＊就業時間　９：００～１７：００　就業
   時間、就業日数は相談に応じます　　＜応募には、ハ

ローワークの紹介状が必要です＞

有限会社　しょうほう　住宅型有料老
人ホーム　愛夢かんざき

老人福祉・介護事業 変形（1ヶ月単位）

パ
ー

ト
労
働
者

・特別養護老人ホーム・デ
イサービスセンター・グ

 ループホーム
・居宅介護支援・サービス

(1)8時00分～17時00分 ～ 准看護師

地域に密着した障がい児
支援施設、放課後等デイ
サービス、未就学のお子
様への児童発達支援施

(1)9時30分～13時00分 ～ 保育士
障害者福祉施設や保
育施設での実務経験25

障がい児支援ス
タッフ（放課後等デ
イサービス）

○児童発達支援施設および放課後等デイサービスに
おいて、３歳～　高校生までの障がい児を対象に療
育、生活訓練、社会との交流促　進などの支援を行

  う。○新事業所開所に伴う人事募集です＊週２日～
  平日のみ勤務希望ＯＫ＊午後のみ：相談に応じます＊

   週３０時間未満の勤務で調整可【必要な資格】・保育
 士・教諭免許・社会福祉士・精神保健福祉士　又は障

一般社団法人　あすなろサポート 障害者福祉事業 変形（1ヶ月単位）

パ
ー

ト
労
働
者

ドラッグストア（医薬品、化
粧品、健康食品、お酒、食

 料品、日用品等の販売）
調剤薬局

(1)13時00分～19時00分 ～

28

販売員（千代田
店）（パート）

 ＊ドラッグストア店舗での販売業務　　　　　　　　　　　
 ・店舗での販売する商品の商品出し、補充　　　　　　・

 陳列棚の整理　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・在
庫商品の管理（賞味期限のチェック、在庫の確認）
  　・接客、販売　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
・レジ業務、フロア清掃　など
 

株式会社　ドラッグストアモリ 医薬品・化粧品小売業

(2)17時00分～0時00分

1,000円

佐賀県神埼市神埼町田道ヶ里２２２０
 －１

60分 週1日～週3日

労災 普通自動車運転免許　　あれば尚可
パ
ー

ト
労
働
者

住宅型有料老人ホームお
よびデイサービスの運営

(1)17時00分～9時00分 ～

995円

 佐賀県神埼市千代田町下板２０３－１
ドラッグストアモリ　千代田店

0分 週3日～週4日

労災

パ
ー

ト
労
働
者

853円

853円

1,200円

23

看護職員（特別養
護老人ホーム）

○特別養護老人ホーム利用者の看護業務。（夜勤は
    ありません）＊血圧測定等の健康管理＊服薬介助等

＊利用者６５名を３５名（介護３０名、看護５名）のス
   タッフで　お世話します。＊就業日数・勤務時間等につ

   いては相談に応じます。　　　〈応募にはハローワークの
紹介状が必要です〉

社会福祉法人　佐賀整肢学園　かん
ざき清流苑

老人福祉・介護事業 変形（1ヶ月単位）

1,100円 小学校教諭免許（専修・１種・２種）(2)13時30分～17時30分

1,000円

 佐賀県神埼市神埼町永歌１０２１うぶ
すな　内厨房

0分 週3日～週5日

労災

パ
ー

ト
労
働
者

塗装工事、防水工事、土
木工事
国土交通大臣許可　特－
２８第２６５８０号

(3)9時30分～17時30分 社会福祉士
2時間

0分 週2日～週5日

950円 雇用・労災
パ
ー

ト
労
働
者

930円

佐賀県神埼市神埼町田道ヶ里２２２０
 －１

60分

900円 労災
パ
ー

ト
労
働
者

赤松：佐賀県佐賀市鬼丸町９－４１
 鍋島：鍋島１－１９－３０本庄：西与賀

町厘外８４１番９号　神埼：田道ケ里２

1,000円

27

夜勤専門介護ス
タッフ

 ○住宅型有料老人ホームでの夜勤業務全般　・１フロ
  アー３０名の利用者に対応　・配膳、食事介助　・夜間

  ３回オムツ交換（５～１０名程度）　・３時間ごと巡視あり
 ＊施設全体の利用者定員６０名（２階に３０名、３階に

  ３０名）＊夜勤時はスタッフ３名体制＊週所定労働時
  間数２０時間未満の勤務（労災保険のみ）《応募には

ハローワークの紹介状が必要です》

有限会社　しょうほう　住宅型有料老
人ホーム　愛夢かんざき

老人福祉・介護事業 変形（1ヶ月単位）
週2日～週5日

890円

4



職種 求人区分 求人者名

NO 求人数(人) 仕事の内容 所在地

求人受理日 年齢 就業場所 試用期間 求人番号

産業分類 就業時間 賃金(円) 加入保険
等

必要な免許・資格・経験等 雇
用
形
態

事業内容 時間外(有無･月平均)

従業員数  休憩時間(分) 週の労働日数 休日/週休２日制
（パートタイム）

佐賀県神埼市千代田町詫田９８３番地

時間外 なし
1人 不問 企業全体 107人 休日 土日祝他 あり

R5.1.4 不問 就業場所 4人 週休２日制 毎　週 41010-   99031
（パートタイム）

佐賀県神埼市神埼町田道ヶ里２２２０－

時間外 なし
2人 59歳以下 企業全体 65人 休日 他 あり

R5.1.4 定年を上限 就業場所 54人 週休２日制 その他 41010-  124331
（パートタイム） （AT限定不可）

佐賀県神埼市神埼町西小津ヶ里６１３－

時間外 なし
1人 40歳以下 企業全体 0人 休日 日他 あり

R5.1.4 キャリア形成 就業場所 0人 週休２日制 毎　週 41010-  222031
（パートタイム）

佐賀県神埼市神埼町鶴３４５６－５

時間外 なし
1人 不問 企業全体 54人 休日 土日祝他 あり

R4.12.28 不問 就業場所 30人 週休２日制 毎　週 41010-19228721
（パートタイム）

佐賀県佐賀市若宮２丁目５－５４

時間外 なし 厚生・拠出

1人 不問 企業全体 146人 休日 火木土日他 なし

R4.12.27 不問 就業場所 1人 週休２日制 毎　週 41010-19163921
（パートタイム）

福岡県福岡市博多区金の隈２－２４－１

時間外 なし
2人 18歳以上 企業全体 135人 休日 他 あり

R4.12.23
法令の規定に
より年齢制限

就業場所 1人 週休２日制 毎　週 40010-82248821
（パートタイム）

福岡県朝倉市一木１１４８番地の１

時間外 なし
5人 不問 企業全体 7,374人 休日 他 あり

R4.12.15 不問 就業場所 20人 週休２日制 その他 40150-12662821
（パートタイム）

佐賀県神埼市神埼町尾崎３６２－１

時間外 なし
2人 不問 企業全体 40人 休日 他 なし

R4.12.14 不問 就業場所 40人 週休２日制 その他 41010-18634321
（パートタイム）

佐賀県佐賀市卸本町８－９佐賀月星株

時間外 なし
1人 不問 企業全体 7人 休日 他 なし

R4.12.13 不問 就業場所 4人 週休２日制 その他 41010-18555621
（パートタイム）

佐賀県佐賀市神野東４丁目７番１５号

時間外 なし 厚生

1人 不問 企業全体 228人 休日 日祝他 なし

R4.12.12 不問 就業場所 3人 週休２日制 なし 41010-18543221

ケアマネージャーとして
の経験29

介護支援専門員
（パート）

 ◎居宅介護支援事業所でのケアマネージャー業務　・
    ケアプランの作成　・モニタリング　などの業務

《応募にはハローワークの紹介状が必要です》

社会福祉法人　真栄会（こすもす苑） 老人福祉・介護事業

パ
ー

ト
労
働
者

 住宅の基礎工事
土工事、型枠工事、鉄筋
工事、左官工事

(1)8時00分～17時00分 ～

31

住宅の基礎工事  ○土工事（掘る、埋める）○左官工事（コンクリートを塗
     る）○鉄筋工事（結束）○型枠工事（鉄枠を組む）＊未

   経験の方でも応募可能です。　　　　＜応募にはハロー
ワークの紹介状が必要です＞

ツバサ建設 左官工事業

1,500円

佐賀県神埼市神埼町田道ヶ里２２２０
 －１

0分 週2日～週5日

労災
パ
ー

ト
労
働
者

住宅型有料老人ホームお
よびデイサービスの運営

(1)6時00分～9時00分 ～

32

管理換地事務（会
計年度任用職員）

 【事業損失補償業務】　土地改良事業、治山事業、林
道事業の施工に伴う土地の賃貸借契　約、立竹木、
物件の補償業務、土地改良事業の施工に伴う事業損

  失（家屋調査、家屋事後調査、事業損失契約）事務
 【土地改良区財産管理業務】　土地改良財産の譲与

     に関する業務　管理委託財産に関する事務　　《応募
にはハローワークの紹介状が必要です》

佐賀県東部農林事務所 都道府県機関

1,250円

佐賀県神埼市神埼町西小津ヶ里６１３
－５

60分 週5日程度

875円 雇用・労
災・健康・

厚生

普通自動車運転免許　　必須

1,302円

佐賀県神埼市神埼町鶴３４５６－５

60分 週4日程度

956円 雇用・公
災・健康・

厚生

普通自動車運転免許　　必須

 佐賀県神埼市神埼町鶴３６２５－１
有料老人ホーム　シニアライフ神埼

0分 週3日程度

950円 労災

･シニア応援 清掃業　貸清掃用具販売
業

(1)9時00分～14時00分 ～

33

1,050円

佐賀県神埼市神埼町枝ヶ里３５－１
マルキョウ神埼店

15分 週2日～週5日

労災

34

スーパーマーケット
での店内管理業
務／神埼市　神埼
店

 勤務地は弊社請負先スーパーマーケットとなります。レ
ジ業務、レジ精算、値引き、戸締り等が主なお仕事で

 す。約１ヶ月間の研修を実施しますので、未経験者で
  も安心してお仕事ができます。

株式会社　ニップス 労働者派遣業

アウトソーシング事業（業
務請負、人材派遣、情報
処理事業（入力代行等）
有料職業紹介（４０－ユ－

(1)16時45分～22時15分 ～

ドラッグストア（医薬品、化
粧品、健康食品、お酒、食

 料品、日用品等の販売）
調剤薬局

(1)13時00分～19時00分 ～

35

販売員（神埼店）
（パート）

 ＊ドラッグストア店舗での販売業務　　　　　　　　　　　
 ・店舗での販売する商品の商品出し、補充　　　　　　・

 陳列棚の整理　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・在
庫商品の管理（賞味期限のチェック、在庫の確認）
  　・接客、販売　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
・レジ業務、フロア清掃　など
 

株式会社　ドラッグストアモリ 医薬品・化粧品小売業

(2)17時00分～0時00分 875円

佐賀県神埼市神埼町田道ヶ里２３０６
 －１　ドラッグストアモリ　神埼店

0分 週3日～週4日

860円 労災

37

販売員（アニー
内）

      ・店内での靴の販売・レジ・接客・商品管理※就業時
   間・日数については相談に応じます　　　　〈応募には、

ハローワーク紹介状が必要です。〉

有限会社　モルサ 靴・履物小売業 交替制あり

(2)16時00分～20時00分

900円

佐賀県神埼市神埼町尾崎３６２－１
又は6時00分～17時00分の間の4時間程度

0分 週2日～週5日

900円 労災

･シニア応援 弁当等を製造、お届けして
います。

(1)9時00分～13時00分 ～

36

製造スタッフ ○手造りお弁当の製造に伴う簡単な調理、及び盛り付
   けや　前準備、後片付け等をしていただきます。＊未

 経験の方でも先輩方がしっかりサポートしますので　安
  心して働けます。＊週の労働日数は相談可能です。

  ＊土日勤務できる方歓迎。※トライアル雇用（新型コロ
ナウイルス感染症対応短時間トライア　ル雇用併用求

  人）（条件同一）　　《応募にはハローワークの紹介状が

靴小売業・インターネット
通販事業

(1)8時30分～16時00分 ～

900円

 佐賀県神埼市神埼町尾崎３７８０　和
田記念病院３階

0分 週5日～週6日

900円 雇用・労災

･シニア応援 ビル及び住宅の清掃、保
守、管理業務、各種警備
不動産、介護サービス
 

(1)7時00分～11時30分 ～

38

（請：神埼市）清掃
和田記念病院３階

 ○清掃全般　・３階拭き清掃、掃き清掃、モップ掛け、
   ゴミ集め　　男女トイレ清掃　＊現場への直行直帰とな

 ります。　担当者が同行します。未経験の方も安心して
   応募ください。　　＜応募には、ハローワークの紹介状
 が必要です＞

株式会社　三栄　佐賀営業所 建物サービス業

1,500円

佐賀県神埼市千代田町用作字三本
 杉２０９８番地　　サービス付き高齢者

向け住宅１階

又は9時00分～17時00分の間の5時間程度

0分 週3日～週3日

1,200円 労災 普通自動車運転免許　　必須
パ
ー

ト
労
働
者

特別養護老人ホーム、ケ
アハウス、老人デイサービ
スセンター、老人短期入
所事業、在宅介護支援セ

1,500円

30

介護職員（早朝勤
務）

○介護付有料老人ホームでの早朝の介護業務となり
  ます　●入居者様３０名に対しての離床介助、排泄介

     助、配膳業務　●就業時間　６：００～９：００（３時間）
※現在、上記早朝３時間は夜勤者、早出勤務者など

 ２～３名で　　対応しています。（実質３名～４名で対応
   します）　　　　《応募にはハローワークの紹介状が必要

です》

有限会社　しょうほう　住宅型有料老
人ホーム　愛夢かんざき

老人福祉・介護事業

(1)10時00分～15時00分 ～ 介護支援専門員（ケアマネージャー）

1,050円

パ
ー

ト
労
働
者

（請：神埼市）清掃
作業員（シニアライ
フ神埼）

  ○老人施設での清掃○ベッドのシーツ交換○床の拭
      き掃き○トイレ掃除○その他付随する業務　　＜応募

 にはハローワークの紹介状が必要です＞　　　＊オンラ
イン自主応募の方は紹介状不要

有限会社　オークス 建物サービス業

パ
ー

ト
労
働
者

パ
ー

ト
労
働
者

･シニア応援 行政（農政業務） (1)8時30分～17時15分 ～
県関係の事業損失補
償事務等の経験

950円

880円

パ
ー

ト
労
働
者

パ
ー

ト
労
働
者

有限会社　雅叙苑 その他の飲食料品小売業

 佐賀県神埼市千代田町境原２３－３
千代田ショッピングセンター　アニー内

(3)11時00分～18時00分

60分 週5日程度

860円 雇用・労災
パ
ー

ト
労
働
者

パ
ー

ト
労
働
者

5



職種 求人区分 求人者名

NO 求人数(人) 仕事の内容 所在地

求人受理日 年齢 就業場所 試用期間 求人番号

産業分類 就業時間 賃金(円) 加入保険
等

必要な免許・資格・経験等 雇
用
形
態

事業内容 時間外(有無･月平均)

従業員数  休憩時間(分) 週の労働日数 休日/週休２日制
（パートタイム）

佐賀県佐賀市神野東４丁目７番１５号

時間外 なし 厚生

1人 不問 企業全体 228人 休日 月火木日祝 なし

R4.12.12 不問 就業場所 3人 週休２日制 毎　週 41010-18544521
（パートタイム）

福岡県福岡市東区多の津１－１２－２

時間外 なし
3人 不問 企業全体 12,000人 休日 他 あり

R4.12.8 不問 就業場所 238人 週休２日制 毎　週 40120-29186021
（パートタイム）

福岡県福岡市東区多の津１－１２－２

時間外 なし
1人 不問 企業全体 12,000人 休日 他 あり

R4.12.8 不問 就業場所 238人 週休２日制 毎　週 40120-29199321
（パートタイム）

佐賀県佐賀市兵庫南３丁目１－１９

時間外 なし
2人 不問 企業全体 1,011人 休日 他 あり

R4.12.8 不問 就業場所 21人 週休２日制 毎　週 41010-18382021
（パートタイム）

広島県広島市中区舟入南２丁目７－５

時間外 あり
1人 59歳以下 企業全体 50人 休日 日祝他 あり

R4.12.7 定年を上限 就業場所 24人 週休２日制 毎　週 34010-58196021
（パートタイム）

福岡県福岡市博多区中洲中島町２－３

時間外 なし
2人 不問 企業全体 300人 休日 日祝他 なし

R4.12.7 不問 就業場所 12人 週休２日制 毎　週 40010-78345421
（パートタイム）

福岡県福岡市東区多の津１－１２－２

時間外 なし
3人 不問 企業全体 12,000人 休日 他 あり

R4.12.7 不問 就業場所 238人 週休２日制 毎　週 40120-28914621
（パートタイム）

福岡県福岡市東区多の津１－１２－２

時間外 なし
2人 不問 企業全体 12,000人 休日 他 あり

R4.12.7 不問 就業場所 130人 週休２日制 毎　週 40120-28975121
（パートタイム）

福岡県福岡市東区多の津１－１２－２

時間外 なし
1人 不問 企業全体 12,000人 休日 他 あり

R4.12.7 不問 就業場所 238人 週休２日制 毎　週 40120-28983021
（パートタイム）

佐賀県神埼市千代田町餘江１２１１－３

時間外 なし
1人 64歳以下 企業全体 13人 休日 他 あり

R4.12.7 定年を上限 就業場所 13人 週休２日制 毎　週 41010-18275921

39

（請：神埼市）清掃
和田記念病院２階

 ○清掃全般　・２階の拭き清掃、掃き清掃、モップ掛
   け、ゴミ集め　　男女トイレ清掃　＊現場への直行直帰

 となります。　担当者が同行します。未経験の方も安心
   して応募ください。　　＜応募には、ハローワークの紹介

 状が必要です＞

株式会社　三栄　佐賀営業所 建物サービス業

商品管理担当（４
４３千代田店）

 　○主に商品管理業務を担当していただきます。　＊
   商品の補充　＊発注業務　＊レジ業務　＊商品の荷

 受、伝票管理　など　　・入荷してきた商品や備品を、
   個々に伝票と照合する。　　・送り状のチェックを行う。

 ※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。

株式会社トライアルストアーズ 百貨店，総合スーパー

(2)14時00分～18時00分

900円

 佐賀県神埼市神埼町尾崎３７８０　和
田記念病院２階

0分 週3日～週3日

900円 労災

･シニア応援 ビル及び住宅の清掃、保
守、管理業務、各種警備
不動産、介護サービス
 

(1)7時00分～11時30分 ～

900円

900円

 佐賀県神埼市千代田町下板８６番１
「スーパーセンタートライアル　千代田
店」 0分 週2日～週5日

労災
パ
ー

ト
労
働
者

百貨小売業およびこれに
関連する商品の製造・加
工・輸出入・卸売業、訪問
販売業、通信販売業。酒

(1)10時00分～14時00分 ～

又は9時00分～21時00分の間の8時間程度

60分 週2日～週5日

労災
パ
ー

ト
労
働
者

百貨小売業およびこれに
関連する商品の製造・加
工・輸出入・卸売業、訪問
販売業、通信販売業。酒

～

41

商品管理チーフ候
補（４４３千代田
店）

生活用品、食品販売、家電用品、ホビー用品各部門
 の発注、売り場作り、補充・在庫管理、スタッフの教育

   など※パートの雇用期間について、　当初２ヶ月、以後
１年毎の更新となります。

株式会社トライアルストアーズ 百貨店，総合スーパー

880円 雇用・労災 普通自動車運転免許　　必須
パ
ー

ト
労
働
者

全国１２０店舗の加盟店に
家具、インテリア用品の卸
売・販売を行なっていま
す。地域密着の店舗を通

(1)9時00分～17時00分 ～ インテリア系の販売・営
業・企画・開発経験者
優遇43

商品検品業務／
佐賀県神埼市

 検品作業　生活者が安心して家具・インテリア用品を
 お使い頂く為に、　オリジナル商品の品質に問題がな

  いか検品を行います。・サンプル品の品質チェック・完
  成品の品質チェック不良商品の検品チェック・修理作

  業・不良商品となった商品の検品作業・軽微な不良商
   品は修理を行い、良品にします＊急募求人＊

リビンズ　株式会社 家具・建具・じゅう器等卸売業

900円

佐賀県神埼市千代田町迎島１６１９－
 １九州物流センター 10時間

60分

パ
ー

ト
労
働
者

百貨小売業およびこれに
関連する商品の製造・加
工・輸出入・卸売業、訪問
販売業、通信販売業。酒

(1)7時00分～11時00分 ～

45

青果担当／（４４３
千代田店）

 ・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。

株式会社トライアルストアーズ 百貨店，総合スーパー

3,000円

佐賀県神埼市内の生徒宅
又は16時00分～22時00分の間の2時間程度

0分 週1日～週5日

労災 普通自動車運転免許　　あれば尚可
パ
ー

ト
労
働
者

＊家庭教師派遣を行い、
小・中高生向けに学習指
導を行っています。

～

900円 労災
パ
ー

ト
労
働
者

百貨小売業およびこれに
関連する商品の製造・加
工・輸出入・卸売業、訪問
販売業、通信販売業。酒

(1)7時00分～11時00分 ～

46

精肉担当／（４４３
千代田店）

 ・精肉加工、パック詰め・品出し、商品管理、値付け、
  値引きシール貼り・作業場の消毒清掃包丁や専用の

 機械を使って肉を切ることもありますが、ケガを防ぐ安
  全な職場づくりに努めています。※パートの雇用期間に

 ついて、　当初２ヶ月、以後１年毎の更新となります。

株式会社トライアルストアーズ 百貨店，総合スーパー

(2)11時00分～15時00分

パ
ー

ト
労
働
者

百貨小売業およびこれに
関連する商品の製造・加
工・輸出入・卸売業、訪問
販売業、通信販売業。酒

～

47

レジ担当（４４３千
代田店）

 　○レジ精算業務　　＊お客様との商品、金銭のやり
  取りを通じて、サービス　　　を提供する仕事です。　○

   接客対応業務　など※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。

株式会社トライアルストアーズ 百貨店，総合スーパー

900円

 佐賀県神埼市千代田町下板８６番１
「スーパーセンタートライアル千代田

 店」

(3)14時00分～18時00分
又は15時00分～19時00分の間の4時間

0分 週2日～週5日

(1)8時30分～17時30分 ～ 看護師

48

看護職（パート）   ○利用者様の生活サポート全般・医療的処置・健康
 チェック、健康管理、レクレーション・食事の提供、入浴

   介助、排泄介助・デイサービスの送迎介助　等＊社用
  車使用：軽自動車又は普通車＊利用者様１０～１８名

   を職員４～５名で対応します。　　《応募にはハローワー
クの紹介状が必要です》

有限会社　ハートフル和み 老人福祉・介護事業

900円

 佐賀県神埼市千代田町下板８６番１
『スーパーセンタートライアル　千代田
店』

又は9時00分～22時00分の間の4時間程度

0分 週2日～週5日

労災900円

1,200円 准看護師

佐賀県神埼市千代田町餘江１２１１－
３

60分 週3日程度

パ
ー

ト
労
働
者

40

900円

1,920円 介護職員実務者研修修了者

佐賀県神埼市神埼町田道ヶ里２８９２
 －１　　セントケア吉野ヶ里

介護福祉士
又は8時00分～21時00分の間の4時間程度

0分 週1日～週5日

1,200円 労災 普通自動車運転免許　　必須
パ
ー

ト
労
働
者

セントケア九州（株）では訪
問介護・訪問看護・訪問
入浴・障害福祉サービス・
居宅介護支援を行ってい

(1)8時00分～14時00分 ～ 介護職員初任者研修修了者

42

訪問介護ヘル
パー（セントケア吉
野ヶ里）

 ○訪問介護事業所における訪問介護業務・ご利用者
の自宅での身体介護（入浴介助等）、生活援助（炊

  事、　洗濯、掃除、買い物等）の提供を行う仕事です
 ＊サービスの提供地域　（神埼市、神埼郡、三養基

 郡、鳥栖市、佐賀市等）＊自家用車使用で、直行・直
帰になりますが、事務所へ訪問記録等　の提出をお願

  いします。＊身体介護、生活援助の詳しい仕事内容は

セントケア九州　株式会社　佐賀事業
部

老人福祉・介護事業

(2)13時00分～18時00分

900円

 佐賀県神埼市千代田町下板８６番１
『スーパーセンタートライアル　千代田
店』

1,500円

44

家庭教師／神埼
市

小・中学生を対象に当社のカリキュラムにて学習指導
を行なう。

志成教育グループ株式会社 他に分類されない教育，学習支援業

週4日～週5日

900円

 佐賀県神埼市千代田町下板８６番１
『スーパーセンタートライアル　千代田
店』 0分 週2日～週5日

900円 労災

1,000円 雇用・労災 普通自動車運転免許　　必須
パ
ー

ト
労
働
者

･子育て支
援･シニア応
援

介護事業

6



職種 求人区分 求人者名

NO 求人数(人) 仕事の内容 所在地

求人受理日 年齢 就業場所 試用期間 求人番号

産業分類 就業時間 賃金(円) 加入保険
等

必要な免許・資格・経験等 雇
用
形
態

事業内容 時間外(有無･月平均)

従業員数  休憩時間(分) 週の労働日数 休日/週休２日制
（パートタイム）

佐賀県神埼市千代田町餘江１２１１－３

時間外 なし
1人 64歳以下 企業全体 13人 休日 他 あり

R4.12.7 定年を上限 就業場所 13人 週休２日制 毎　週 41010-18276121
（パートタイム）

佐賀県神埼市神埼町本堀３１８１－１

時間外 あり
1人 不問 企業全体 9人 休日 日祝他 あり

R4.12.7 不問 就業場所 9人 週休２日制 毎　週 41010-18321921
（パートタイム）

佐賀県神埼市神埼町本堀３１５０番地３０

時間外 なし
2人 不問 企業全体 8人 休日 日他 なし

R4.12.6 不問 就業場所 8人 週休２日制 その他 41010-18187921
（パートタイム）

佐賀県佐賀市兵庫北２丁目１７番７号

時間外 なし
2人 不問 企業全体 65人 休日 日他 あり

R4.12.6 不問 就業場所 4人 週休２日制 毎　週 研修期間は、９５０41010-18201121
（パートタイム）

佐賀県神埼市神埼町尾崎２００

時間外 なし
4人 不問 企業全体 80人 休日 日他 なし

R4.12.5 不問 就業場所 79人 週休２日制 その他 41010-18057621
（パートタイム）

佐賀県佐賀市高木瀬町大字長瀬１２４４

時間外 なし
1人 64歳以下 企業全体 170人 休日 他 あり

R4.12.2 定年を上限 就業場所 30人 週休２日制 毎　週 41010-17940121
（パートタイム）

東京都新宿区西新宿７－６－４　ＥＣＣ東

時間外 なし
1人 不問 企業全体 1,300人 休日 日他 なし

R4.12.1 不問 就業場所 0人 週休２日制 毎　週 13080-96129421
（パートタイム）

福岡県田川市大字伊田２４１２－９

時間外 なし
2人 不問 企業全体 2,000人 休日 他 あり

R4.12.1 不問 就業場所 15人 週休２日制 毎　週 40090- 6529721
（パートタイム）

佐賀県佐賀市松原４丁目２番１２号

時間外 なし 拠出

1人 不問 企業全体 378人 休日 土日祝他 あり

R4.12.1 不問 就業場所 11人 週休２日制 毎　週 銀行業務未経験 41010-17599121
（パートタイム）

佐賀県神埼市千代田町大字柳島１５４６

時間外 あり
1人 64歳以下 企業全体 24人 休日 他 あり

R4.12.1 定年を上限 就業場所 23人 週休２日制 毎　週 41010-17605521

890円 雇用・労災 普通自動車運転免許　　必須
パ
ー

ト
労
働
者

･子育て支
援･シニア応
援

介護事業 (1)8時30分～17時30分 ～ ホームヘルパー２級

49

介護職員（パート）  ○利用者様の生活サポート全般・健康チェック、健康
 管理、レクレーション・食事の提供、入浴介助、排泄介

   助・デイサービスの送迎介助　等＊社用車使用：軽自
  動車又は普通車＊利用者様１０～１８名を職員４～５
   名で対応します。　　《応募にはハローワークの紹介状

が必要です》

有限会社　ハートフル和み 老人福祉・介護事業

1,250円 労災

･子育て支
援･シニア応
援

歯科医療 (1)14時00分～18時30分 ～ 歯科衛生士

50

歯科衛生士（パー
ト）≪急募≫

 ◎歯科衛生士の業務　・マイクロスコープを用いた治療
 の補助をお願いします。　・歯周治療の治療計画、イン

 フォームドコンセント、　　治療及びメンテナンスを担当
    していただきます。＊子育て中の方も応援しています。

＊子育て中のスタッフが１７時帰宅の為、１７時以降働
 いていただ　ける方も募集しております。

  ≪　急　募　≫　　　＜応募にはハローワークの紹介状

船津歯科医院 歯科診療所

60分 週3日程度

900円 労災 普通自動車運転免許　　必須

 障害福祉事業
就労継続Ｂ型作業所の運
営

(1)9時00分～16時00分 ～

51

障がい者支援ス
タッフ

 ○利用者様の仕事（施設内・施設外）の見守り・支援
・利用者様が仕事をされる中で、一緒に軽作業をしな
がら検品・　　確認作業、できない仕事に対しての支援

 や声掛けをしていただ　　きます。＊施設内軽作業：自
   動車部品製造　施設外軽作業：除草作業　等○利用

   者様の送迎　等　　　　　　　《応募にはハローワークの
紹介状が必要です》

一般社団法人　ワンディ 障害者福祉事業

1,650円

佐賀県神埼市神埼町本堀３１８１－１
又は9時00分～18時30分の間の4時間以上 1時間

0分 週4日程度

パ
ー

ト
労
働
者

発達障害の子ども達が通
う施設です。運動療育を
取り入れ、子ども達が伸び
伸びと過ごせる環境を提

(1)13時00分～18時00分 ～ 保育士
児童福祉事業

支援員（こどもプラ
ス神埼教室）

○発達障害の子供達が通う放課後等デイサービスで
         の支援○送迎（学校→教室）　　　（教室→ご自宅）

 ＜応募にはハローワークの紹介状が必要です＞
【オンライン自主応募の方は紹介状不要】

サンデイズ　株式会社 児童福祉事業 交替制あり

(2)8時30分～17時30分

900円

佐賀県神埼市神埼町本堀３１５０番地
３０

60分 週3日～週6日

53

自動車・バイク部
品の製造

 ・製品（部品）の検査　　　　　　　　　　　　　　　　・簡単
  な機械操作（プレス機を操作した製品加工）【子育て

 応援求人】　・お子様の急な病気によるシフト変更や学
校・保育園行事等によ　　る休みが取れるよう配慮しま

  す。　・子育て中の方も在職しています。※祝日の勤務
について：家庭の都合等事情に考慮して、事前の申し

  込みによりお休みすることも可能です。　　　　　

株式会社　八雲製作所 金属素形材製品製造業

1,200円 社会福祉士

佐賀県神埼市神埼町姉川１６９４

0分 週3日～週5日

労災 普通自動車運転免許　　必須

50分 週5日程度

雇用・労
災・健康・
厚生・財形

佐賀県神埼市神埼町鶴３６２５－１　シ
ニアライフ神埼

(3)17時00分～19時00分

60分 週3日～週6日

パ
ー

ト
労
働
者

･子育て支援 自動車部品、オートバイ部
品、モーター等電気機器
部品の製造

(1)9時00分～15時00分 ～

56

惣菜担当（千代田
店　４４３）

  ＜スーパーセンタートライアル千代田店スタッフ＞〇生
鮮部門において「惣菜」コーナーを担当していただきま

  す。＊簡単なお惣菜の調理＊天ぷら、煮物などのパッ
  ク詰め、お弁当作り＊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※６５歳を超えて
  の新規採用可※パートの雇用期間について　当初２ヶ

月間の契約、以降は１年毎の更新となります。

株式会社　明治屋 持ち帰り飲食サービス業

(2)14時00分～18時00分

2,500円

佐賀県神埼市内および近辺の幼稚
園、保育園等、当社契約施設内その

 他、佐賀県内の多数契約施設内

(3)17時00分～19時00分
又は9時00分～19時00分の間の3時間程度

0分 週2日～週3日

労災

総合教育機関 (1)14時00分～16時00分 ～

55

こども英会話講師
／神埼市／【未経
験者歓迎】

幼稚園・保育園等内の当社契約施設で幼児・小学生
   を対象に英会話クラスを担当頂きます。◆課外レッス
 ン（午後）　保育終了後、希望者を対象に実施するレッ

   スン　※主に課外レッスンを担当頂きます。　（当社規
 定により、正課レッスンをご担当頂く場合有り）　※直行
 直帰のお仕事です。（月一度の報告業務有り）＊２０代

から５０代の方が活躍しています。

株式会社　ＥＣＣ　法人渉外事業部幼
児教育推進課／外語事業部

学習塾 交替制あり

(2)14時00分～17時00分

57

営業店窓口および
営業店事務（神埼
支店）

  ○営業店窓口業務及び営業店事務＊家庭優先でお
  仕事できます。＊雇用期間は令和５年３月３１日まで。

 その後は１年毎の更新制となります。　雇用期間の更
 新の可否は、本人の勤務状況によります。＊月２０程

   度又は月１５日勤務となります。　　　＜応募の際はハ
ローワークの紹介状が必要です＞

株式会社　佐賀共栄銀行 銀行（中央銀行を除く）

900円

 佐賀県神埼市千代田町下板８６番１
『スーパーセンタートライアル千代田
店』内 0分 週2日～週5日

900円 労災

･シニア応援･
シニア応援

スーパーセンタートライア
ルが、全国に展開する店
舗で販売するお惣菜（弁
当・寿司・おにぎり・和惣菜

(1)7時00分～11時00分 ～

1,150円

佐賀県神埼市神埼町田道ヶ里２２７０
 －１佐賀共栄銀行　神崎支店 又は9時00分～17時00分の間の5時間以上

60分 週5日程度

1,050円 雇用・労
災・健康・

厚生

5時間
0分 週5日以内

パ
ー

ト
労
働
者

 銀行業 (1)9時00分～17時00分 ～ 簡単なパソコンの操作
 ができる方

※銀行窓口業務または
金融機関業務経験者

853円 雇用・労災
パ
ー

ト
労
働
者

･子育て支援 仕出し・鮮魚販売・すし製
造販売・惣菜製造販売

(1)8時00分～13時00分 ～

58

惣菜パート（ショッ
ピングセンターア
ニー内）

  ○惣菜　・弁当などのパック詰め　・煮物、揚物等単品
  のパック詰め　・ラップかけ、シール貼り　・陳列作業

      等＊未経験者でも丁寧に指導します。　　　〈応募には
ハローワークの紹介状が必要です〉

有限会社　たなか その他の飲食料品小売業

870円

 神埼市千代田町大字境原２３－３
 ショッピングセンターアニー　内有限会

社　たなか

1,000円 介護職員初任者研修修了者

佐賀県神埼市千代田町餘江１２１１－
３

パ
ー

ト
労
働
者

パ
ー

ト
労
働
者

1,000円

52

900円

926円 介護福祉士

856円 雇用・労災

介護業務経験者優遇
54

介護職員（シニア
ライフ神埼）

○デイサービス・有料老人ホームにおける利用者の介
       護業務　・食事、入浴、排泄介助　・レクレーション　他

   ＊土日祝日出勤可能な方優遇　　　　〈応募には、ハ
ローワークの紹介状が必要です〉

ジンフィールド　株式会社 老人福祉・介護事業 変形（1ヶ月単位）

(2)7時00分～9時00分

900円

佐賀県神埼市神埼町尾崎２００

2,000円
パ
ー

ト
労
働
者

パ
ー

ト
労
働
者

･シニア応援 ・保険調剤ならびに一般
 薬の販売

・有料老人ホーム経営、
 運営事業

(1)8時30分～17時30分 ～ ホームヘルパー２級

パ
ー

ト
労
働
者

7



職種 求人区分 求人者名

NO 求人数(人) 仕事の内容 所在地

求人受理日 年齢 就業場所 試用期間 求人番号

産業分類 就業時間 賃金(円) 加入保険
等

必要な免許・資格・経験等 雇
用
形
態

事業内容 時間外(有無･月平均)

従業員数  休憩時間(分) 週の労働日数 休日/週休２日制
（パートタイム）

佐賀県神埼市千代田町直鳥９６７－３

時間外 あり 給付

2人 不問 企業全体 113人 休日 他 あり

R4.12.1 不問 就業場所 113人 週休２日制 毎　週 41010-17799021
（パートタイム）

佐賀県神埼市千代田町直鳥９６７－３

時間外 あり 給付

3人 18歳以上 企業全体 113人 休日 他 あり

R4.12.1
法令の規定に
より年齢制限

就業場所 113人 週休２日制 毎　週 41010-17801621
（パートタイム）

佐賀県神埼市千代田町柳島６９４番地１

時間外 なし 拠出

2人 不問 企業全体 869人 休日 土日他 あり

R4.12.1 不問 就業場所 259人 週休２日制 毎　週 41010-17870721
（パートタイム）

佐賀県神埼市神埼町鶴９３１番１

時間外 なし
1人 不問 企業全体 5人 休日 木日祝他 あり

R4.11.29 不問 就業場所 5人 週休２日制 毎　週 41010-17445821
（パートタイム）

佐賀県神埼市神埼町志波屋２００５－３０

時間外 なし
1人 不問 企業全体 500人 休日 土日祝他 あり

R4.11.25 不問 就業場所 10人 週休２日制 毎　週 41010-17363021
（パートタイム）

佐賀県神埼市千代田町柳島６９４番地１

時間外 あり 拠出

5人 18歳以上 企業全体 869人 休日 土日他 あり

R4.11.24
法令の規定に
より年齢制限

就業場所 259人 週休２日制 毎　週 41010-17355121
（パートタイム）

佐賀県神埼市神埼町田道ヶ里１６０４－

時間外 なし
1人 59歳以下 企業全体 10人 休日 土日他 あり

R4.11.21 定年を上限 就業場所 10人 週休２日制 毎　週 41010-17190521
（パートタイム）

佐賀県神埼市神埼町姉川１５３０番地

時間外 なし
2人 64歳以下 企業全体 4人 休日 日他 あり

R4.11.21 定年を上限 就業場所 4人 週休２日制 その他 41010-17196021
（パートタイム）

佐賀県佐賀市中央本町８番１０号

時間外 なし
5人 不問 企業全体 149人 休日 土日祝他 あり

R4.11.21 不問 就業場所 8人 週休２日制 毎　週 41010-17214621
（パートタイム）

佐賀県神埼市千代田町餘江１２０８－２

時間外 なし
2人 64歳以下 企業全体 52人 休日 他 あり

R4.11.21 定年を上限 就業場所 10人 週休２日制 毎　週 41010-17215921

900円 雇用・労
災・健康・

厚生

5時間
60分 週5日程度

1,000円 雇用・労
災・健康・

厚生

パ
ー

ト
労
働
者

登録商標、「おかめ納豆」
製造、販売

(1)8時30分～17時00分 ～

59

納豆製造職（日
勤）

○「おかめ納豆」の製造・包装・出荷に関わる下記の
 業務を担当していただきます。　・原料：原料大豆の荷

 受け作業　　　　　原料大豆を機械を使ってサイロに投
  入する作業　・製造：煮豆を充填する機械のオペレー

 ター、機械の洗浄作業　　　　　または半製品を発酵室
   へ搬入する作業　　　＜応募には、ハローワークの紹介

状が必要です＞

タカノフーズ九州　株式会社 その他の食料品製造業

(2)8時15分～16時45分

(1)13時00分～17時00分 ～

60

納豆製造職（夜
勤）

○「おかめ納豆」の製造に関わる業務を担当していた
  だきます。　・製造：圧力釜から煮豆を台車（トロッコ）に

 かき出す作業　　　　　半製品を発酵室へ搬入する作
  業　・充填：充填機能オペレーター　　　　　豆を蒸す機

  械の操作、機械洗浄　　＊体力を必要とする作業があ
  ります。　　＜応募には、ハローワークの紹介状が必要

です＞

タカノフーズ九州　株式会社 その他の食料品製造業

1,000円

佐賀県神埼市千代田町直鳥９６７－３
5時間

60分 週5日程度

61

化粧品等のライン
スタッフ（１３：００
～１７：００）

 ◎化粧品等仕上げ作業（ライン作業）を行います。　・
 液体やクリームを容器に充填する　・充填された容器

 のキャップを締めたり中栓・ポンプを取り付ける・容器に
 ラベルを貼る　・容器を入れる外装箱を組み立て、製

  品や添付文書を箱に入れる・製品の外観検査　・製品
  を出荷用の段ボールに詰める、封をする＊「契約社

  員」として採用します。　　《応募にはハローワークの紹

東洋ビューティ株式会社　佐賀工場 化粧品・歯磨・その他の化粧用調整品製造業 960円

1,100円

佐賀県神埼市千代田町直鳥９６７－３

パ
ー

ト
労
働
者

歯科医療 (1)14時00分～19時00分 ～ 歯科衛生士
経験者優遇

62

歯科衛生士（午
後）

   ◎歯科衛生士業務全般　スケーリング　ＣＲ充　咬合
  調整等　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＊土

 曜日は隔週勤務。　就業日数・就業時間は、ご相談に
    応じます。　　　　〈応募には、ハローワーク紹介状が必

要です。〉

しばた歯科医院 歯科診療所

(2)9時00分～16時00分

960円

佐賀県神埼市千代田町柳島６９４番
地１

0分 週5日程度

950円 雇用・労
災・健康・

厚生

パ
ー

ト
労
働
者

･子育て支援 一般区域貨物自動車運
送事業・倉庫管理

(1)9時00分～17時00分 ～
事務の経験

63

一般事務 電話応対、パソコンによるデータ入力作業・伝票処理・
   書類整理等事務所内の一般事務全般＊未経験者の

   方には、指導しますので安心して応募ください。
 《応募にはハローワークの紹介状が必要です》

【オンライン自主応募の方は紹介状不要】

九州誠和梱枹運輸株式会社　佐賀営
業所

一般貨物自動車運送業

(1)17時00分～1時00分 ～

64

化粧品等のライン
スタッフ（１７：００
～１：００）

 ◎化粧品等仕上げ作業（ライン作業）を行います。　・
 液体やクリームを容器に充填する　・充填された容器

 のキャップを締めたり中栓・ポンプを取り付ける　・容器
 にラベルを貼る　・容器を入れる外装箱を組み立て、

  製品や添付文書を箱に入れる・製品の外観検査　・製
  品を出荷用の段ボールに詰める、封をする＊「契約社

  員」として採用します。　　《応募にはハローワークの紹

東洋ビューティ株式会社　佐賀工場 化粧品・歯磨・その他の化粧用調整品製造業

950円

佐賀県神埼市神埼町志波屋２００５－
３０ 又は9時00分～17時00分の間の5時間程度

60分 週5日程度

1,020円

佐賀県神埼市千代田町柳島６９４番
地１ 10時間

60分 週5日程度

1,020円 雇用・労
災・健康・

厚生

950円

佐賀県神埼市神埼町田道ヶ里１６０４
－３

0分 週5日程度

労災
パ
ー

ト
労
働
者

自動車用ヘッドランプ、
テールランプなど射出成
形プラスチック部品製造
会社

(1)9時00分～12時00分 ～

又は9時00分～17時00分の間の6時間

60分 週3日～週5日

860円 労災

パ
ー

ト
労
働
者

小、中、高の学校に通って
いる障がいをもつお子さん
に対し、放課後や長期休
みに支援を行う場所です。

(1)12時30分～18時30分 ～ その他の福祉・介護関係資格 児童指導員・看護師・
保育士・学童・サービス
管理責任者・児童発達
支援管理責任者のう

○放課後等デイサービスは小中高の学校に通っている
 障がいを持つ　お子さんに対し、放課後や長期休みに

 支援を行う場所です。・学校がある日は学校→事業所
 →自宅・学校が休みの日　長期休暇　祝日　土曜日

  は自宅→事業所→自宅　に送迎となっています。・子
 どもたちの学習支援や見守り・日常生活における自立

  支援・送迎時に保護者の方への施設での様子の報告

合同会社　Ａｍａｒｙｌｌｉｓ 児童福祉事業

(2)8時30分～17時30分

･子育て支援 指定介護保険事業、障害
 者支援　　　　　　

 ・訪問介護・デイサービス
・福祉有償運送　・企業主

(1)5時00分～8時00分 ～ 介護福祉士

67

金融事務  ○【営業店】　　窓口、後方、為替、諸届等の業務を
   行っていただきます○【本部】事務※経験により職務内

  容を決定します※翌年３月末までの雇用、その後は１
   年毎の雇用となります※契約更新の可能性あり　（更

  新の可否については、本人の職務評価によります）
≪応募にはハローワークの紹介状が必要です≫

佐賀信用金庫 中小企業等金融業

1,000円 保育士

佐賀県神埼市神埼町姉川１５３０番地 看護師

60分 週4日～週6日

66

放課後等デイサー
ビス

880円 雇用・労災 普通自動車運転免許　　必須

1,000円

本部又は佐賀市、鳥栖市、神埼市内
の営業店

68

介護職員（パート）
≪急　　募≫

 ○施設内での介護業務　　・就寝介護　・口腔ケア　・
   食事介助　・服薬介助　・排泄介助・送迎業務＊利用

  者約２０名を３名体制で介護します。　　【子育て応援
 求人】　お子様の病気や学校、保育園の行事の時に

  お休みが取れるよう　配慮し、柔軟に対応します。◆令
  和２年２月１日移転オープンした施設です。　　　〈応募

には、ハローワークの紹介状が必要です〉

特定非営利活動法人　心善会 その他の社会保険・社会福祉交替制あり

(2)16時00分～20時00分

1,250円

佐賀県神埼市神埼町鶴９３１番１

0分 週5日程度

1,150円 雇用・労災

パ
ー

ト
労
働
者

登録商標、「おかめ納豆」
製造、販売

(1)16時30分～1時00分 ～

雇用・労災
パ
ー

ト
労
働
者

･子育て支援 化粧品、医薬部外品の受
 託製造

 新製品の企画
研究開発業務の受託

パ
ー

ト
労
働
者

化粧品、医薬部外品の受
 託製造

 新製品の企画
研究開発業務の受託

900円

65

事務（パート）   ◎事務処理や書類整理等・電話、来客応対・売上日
      報・資料チェック・その他付随する業務　　　＜応募に

 はハローワークの紹介状が必要です＞　　　　【オンライ
ン自主応募の方は紹介状不要】

黒田オートテックジャパン　株式会社 プラスチック板・棒・管・継手・

(2)10時00分～15時00分

1,500円 看護師

佐賀県神埼市千代田町餘江１２０８－
２

(3)17時00分～21時00分 准看護師

パ
ー

ト
労
働
者

預金・融資・為替業務・各
種代理店業務・その他付
随業務

(1)9時00分～17時00分 ～
※金融機関勤務経験
尚可

又は8時00分～17時00分の間の4時間以上

0分 週2日～週5日

1,000円 労災 普通自動車運転免許　　必須
パ
ー

ト
労
働
者

8



職種 求人区分 求人者名

NO 求人数(人) 仕事の内容 所在地

求人受理日 年齢 就業場所 試用期間 求人番号

産業分類 就業時間 賃金(円) 加入保険
等

必要な免許・資格・経験等 雇
用
形
態

事業内容 時間外(有無･月平均)

従業員数  休憩時間(分) 週の労働日数 休日/週休２日制
（パートタイム）

佐賀県神埼市千代田町直鳥５５１－２

時間外 なし
1人 18歳以上 企業全体 7人 休日 他 なし

R4.11.21
法令の規定に
より年齢制限

就業場所 7人 週休２日制 その他 41010-17255421
（パートタイム）

佐賀県神埼市千代田町直鳥５５１－２

時間外 なし
1人 18歳以上 企業全体 7人 休日 他 なし

R4.11.21
法令の規定に
より年齢制限

就業場所 7人 週休２日制 その他 41010-17256321
（パートタイム）

佐賀県神埼市神埼町城原１５１１－１

時間外 なし
2人 不問 企業全体 49,976人 休日 他 なし

R4.11.16 不問 就業場所 61人 週休２日制 毎　週 41010-17019321
（パートタイム）

茨城県守谷市御所ケ丘２－１０－２

時間外 なし
1人 不問 企業全体 289人 休日 日祝他 あり

R4.11.14 不問 就業場所 25人 週休２日制 毎　週 08060- 7066121
（パートタイム）

茨城県守谷市御所ケ丘２－１０－２

時間外 なし
2人 不問 企業全体 289人 休日 日祝他 あり

R4.11.14 不問 就業場所 21人 週休２日制 その他 08060- 7067021
（パートタイム）

佐賀県神埼市神埼町田道ヶ里２２２６－

時間外 なし
1人 59歳以下 企業全体 12人 休日 木土日祝他 あり

R4.11.14 定年を上限 就業場所 12人 週休２日制 毎　週 41010-16946321
（パートタイム）

福岡県福岡市博多区金の隈２－２４－１

時間外 なし
2人 18歳以上 企業全体 135人 休日 他 あり

R4.11.11
法令の規定に
より年齢制限

就業場所 1人 週休２日制 毎　週 40010-72727321
（パートタイム）

佐賀県神埼市千代田町境原４８８－１

時間外 なし
1人 不問 企業全体 37人 休日 日祝他 あり

R4.11.11 不問 就業場所 9人 週休２日制 その他 41010-16891921
（パートタイム）

佐賀県神埼市千代田町境原４８８－１

時間外 なし
1人 不問 企業全体 37人 休日 日祝他 あり

R4.11.10 不問 就業場所 37人 週休２日制 その他 41010-16830421
（パートタイム）

福岡県福岡市東区多の津１－１２－２

時間外 なし
1人 不問 企業全体 12,000人 休日 他 あり

R4.11.9 不問 就業場所 238人 週休２日制 毎　週 40120-26599421

(1)8時00分～12時00分 ～

71

労災 普通自動車運転免許　　必須
パ
ー

ト
労
働
者

 運転代行業
佐賀県公安委員会「認定
証第１４６号」

(1)19時30分～0時30分 ～ 普通自動車第二種免許

70

代行運転業務     ○お客様の車の代行運転○随行車の運転＊代行運
  転業務の方を募集＊主に三神地区での業務ですが、

    週末は佐賀方面もあります＊女性も可＊女性スタッフ
も活躍中です。

ゆたか運転代行 他に分類されない生活関連サービス

960円

佐賀県神埼市千代田町直鳥５５１－２

建築用基礎鉄筋の加工、
 販売

 土木工事　　　　　　
温泉業務

(1)9時00分～16時00分 ～

労災 普通自動車運転免許　　必須
パ
ー

ト
労
働
者

 運転代行業
佐賀県公安委員会「認定
証第１４６号」

(1)19時30分～0時30分 ～

72

事務パート（神埼
市）急募

○当社は大手ハウスメーカー向けの住宅用基礎鉄筋
  の製造・製作を主力とする鉄筋製造業です。　　お仕

 事内容として、住宅用基礎鉄筋に関する　事務業務
 全般を担当していただきます。　＊出荷明細表のコ

  ピー、仕分け、配付　＊受注システムへの入力作業
 ＊パソコンを使用した、納品書・見積書の作成　＊電

 話応対、書類のファイリング等　初めての方でも十分対

メークス　株式会社 建設用・建築用金属製品製造業

1,000円

佐賀県神埼市神埼町城原１５１１－１ (3)8時00分～15時00分
又は8時00分～17時00分の間の4時間以上

0分 週4日～週5日

900円 労災

･シニア応援･
子育て支援

病院・福祉施設における
給食受託業務・医療用食
品の販売

パ
ー

ト
労
働
者

建築用基礎鉄筋の加工、
 販売

 土木工事　　　　　　
温泉業務

(1)8時30分～17時30分 ～

調理補助 ◎医療福祉向けの給食センターでの調理補助、下処
    理◎調理済の料理を計量してパック詰め◎フルーツ

  カット※上記いずれかの仕事内容についていただきま
   す。　希望業務については相談可能です。　　《応募に

 はハローワークの紹介状が必要です》　　　【オンライン
自主応募の方は紹介状不要】

日清医療食品株式会社　ヘルスケア
フードサービスセンター九州

各種商品卸売業

(2)8時00分～13時00分

工場内作業パート
（住宅用基礎鉄筋
製造）／佐賀県神
埼市

〇大手ハウスメーカーからの受注を主に住宅用基礎
  鉄筋の製造業　　鉄筋の切断、曲げ、溶接、組立、出

      荷等をする作業です（ほとんど機械で行う作業です）

メークス　株式会社 建設用・建築用金属製品製造業

1,000円

佐賀県神埼市神埼町的３７８－１
又は9時00分～17時00分の間の5時間程度

45分 週4日～週5日

900円 雇用・労災

74

受付・クラーク   ◎耳鼻咽喉科（外来）における受付・クラーク業務　　・
  パソコン入力（カルテの入力　等）　・レセプト業務　・会

      計業務　・患者様対応　　・その他、付随する業務　
 《　応募にはハローワーク紹介状が必要です　》

ごんどう耳鼻咽喉科 一般診療所

1,300円

 佐賀県神埼市神埼町的３７８－１メー
クス（株）九州工場

75分 週4日～週5日

雇用・労
災・健康・

厚生

1,000円

佐賀県神埼市神埼町田道ヶ里２２２６
－１

0分 週3日～週4日

労災
パ
ー

ト
労
働
者

主に耳・鼻・のどの病気に
対する診療・治療

(1)14時30分～18時30分 ～

又は7時00分～19時00分の間の2時間以上

30分 週1日以上

950円 労災
パ
ー

ト
労
働
者

･子育て支援 こども園 (1)8時30分～14時30分 ～ 保育士

76

保育補助   ○保育業務全般　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
・他の保育士の方と０歳～５歳児のクラスの保育、見

  守りを行い　　ます。　・園児の食事、着替え等の介助
  ・園児の保護者との連絡＊雇用開始は令和５年４月１

  日となります。　　＜応募には、ハローワークの紹介状
が必要です＞

学校法人　洗心学園　サールナートこ
ども園

幼稚園

950円

 佐賀県神埼市千代田町境原４８８－１
サールナートこども園

78

早朝担当（４４３千
代田店）

   〔主な業務〕　＊レジ業務　＊商品の陳列　＊商品の
   補充　など※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。

株式会社トライアルストアーズ 百貨店，総合スーパー

950円

佐賀県神埼市千代田町境原４８８－１
又は8時00分～17時00分の間の6時間程度

30分 週2日～週3日

900円 労災

こども園 (1)8時00分～14時30分 ～

77

調理員    ○調理業務全般○食器の洗浄○食材の下処理　等
  ＊１６０食を５名で調理します。＊就業時間（１）は例

  で、８：００～１７：００の間の　６時間程度となります。＊
  就業時間、勤務日数はご相談に応じます。＊年度ごと

 の更新制（契約の更新は本人の勤務成績等による）

学校法人　洗心学園　サールナートこ
ども園

幼稚園

 佐賀県神埼市千代田町下板８６番１
「スーパーセンタートライアル　千代田
店」 0分 週2日～週5日

1,050円 労災
パ
ー

ト
労
働
者

百貨小売業およびこれに
関連する商品の製造・加
工・輸出入・卸売業、訪問
販売業、通信販売業。酒

(1)5時00分～9時00分 ～

860円
普通自動車第二種免許

69

代行運転業務     ○お客様の車の代行運転○随行車の運転＊代行運
  転業務の方を募集＊主に三神地区での業務ですが、

    週末は佐賀方面もあります＊女性も可＊女性スタッフ
も活躍中です。

ゆたか運転代行 他に分類されない生活関連サービス

1,050円

佐賀県神埼市千代田町直鳥５５１－２
又は19時30分～1時30分の間の5時間程度

45分 週3日程度

950円

又は19時30分～1時30分の間の5時間程度

45分 週3日程度

パ
ー

ト
労
働
者

パソコン基本操作（ワー
 ド・エクセル等）

営業事務、経理事務、
積算業務経験者は優

パ
ー

ト
労
働
者

930円

73

1,000円

1,000円

佐賀県神埼市神埼町枝ヶ里３５－１
マルキョウ神埼店

15分 週2日～週5日

1,000円 労災
パ
ー

ト
労
働
者

･シニア応援･
シニア応援

アウトソーシング事業（業
務請負、人材派遣、情報
処理事業（入力代行等）
有料職業紹介（４０－ユ－

(1)16時45分～22時15分 ～

75

スーパーマーケット
での店内管理業
務／神埼市　神埼
店

 勤務地は弊社請負先スーパーマーケットとなります。レ
ジ業務、レジ精算、値引き、戸締り等が主なお仕事で

 す。約１ヶ月間の研修を実施しますので、未経験者で
  も安心してお仕事ができます。

株式会社　ニップス 労働者派遣業

パ
ー

ト
労
働
者

1,050円

9



職種 求人区分 求人者名

NO 求人数(人) 仕事の内容 所在地

求人受理日 年齢 就業場所 試用期間 求人番号

産業分類 就業時間 賃金(円) 加入保険
等

必要な免許・資格・経験等 雇
用
形
態

事業内容 時間外(有無･月平均)

従業員数  休憩時間(分) 週の労働日数 休日/週休２日制
（パートタイム）

福岡県福岡市東区多の津１－１２－２

時間外 なし
1人 18歳以上 企業全体 12,000人 休日 他 あり

R4.11.9
法令の規定に
より年齢制限

就業場所 238人 週休２日制 毎　週 40120-26601221
（パートタイム）

佐賀県神埼市千代田町餘江１０８６－２

時間外 なし
1人 59歳以下 企業全体 23人 休日 日祝他 あり

R4.11.9 定年を上限 就業場所 23人 週休２日制 その他 41010-16705621
（パートタイム）

佐賀県神埼市神埼町田道ヶ里２２８３－

時間外 なし
3人 64歳以下 企業全体 1,800人 休日 他 なし

R4.11.9 定年を上限 就業場所 10人 週休２日制 毎　週 41010-16707121
（パートタイム）

佐賀県神埼市神埼町田道ヶ里２２８３－

時間外 なし
2人 64歳以下 企業全体 1,800人 休日 他 なし

R4.11.9 定年を上限 就業場所 10人 週休２日制 毎　週 41010-16712321
（パートタイム）

佐賀県佐賀市神野東３丁目１－３５

時間外 あり
1人 59歳以下 企業全体 40人 休日 他 あり

R4.11.9 定年を上限 就業場所 8人 週休２日制 毎　週 41010-16737321
（パートタイム）

佐賀県神埼市千代田町境原２３－３

時間外 なし
1人 64歳以下 企業全体 28人 休日 他 あり

R4.11.9 定年を上限 就業場所 28人 週休２日制 毎　週 41010-16738621
（パートタイム）

佐賀県鳥栖市田代昌町字石町４７８番地

時間外 なし
3人 不問 企業全体 260人 休日 日祝他 あり

R4.11.9 不問 就業場所 26人 週休２日制 その他 41050- 7068921
（パートタイム）

 長崎県長崎市西坂町２番３号　長崎駅前

時間外 なし
1人 不問 企業全体 17,708人 休日 他 あり

R4.11.9 不問 就業場所 6人 週休２日制 その他 42010-19705221
（パートタイム）

佐賀県神埼市神埼町田道ヶ里２２１６－

時間外 あり
1人 59歳以下 企業全体 144人 休日 日祝他 あり

R4.11.8 定年を上限 就業場所 144人 週休２日制 その他 41010-16627121
（パートタイム）

 長崎県長崎市西坂町２番３号　長崎駅前

時間外 あり
1人 不問 企業全体 17,708人 休日 他 あり

R4.11.8 不問 就業場所 6人 週休２日制 その他 42010-19581921

パ
ー

ト
労
働
者

･子育て支援  靴の裁断・縫製（革靴） (1)8時30分～16時10分 ～
＊経験者優遇

パ
ー

ト
労
働
者

工場内軽作業 ・靴の上部を縫製する為に必要な各パーツを貼り合わ
せたり、革の　　余り部分をカットしたりする簡単な手作

  業等・未経験の方も歓迎します。その際は丁寧に教え
      ていきます。・経験のある方には優遇措置あり。

《応募にはハローワークの紹介状が必要です》

南田産業　株式会社 革製履物製造業

900円

 佐賀県神埼市千代田町下板８６番１
『スーパーセンタートライアル　千代田
店』

又は20時00分～9時00分の間の8時間

60分 週2日～週5日

労災

百貨小売業およびこれに
関連する商品の製造・加
工・輸出入・卸売業、訪問
販売業、通信販売業。酒

～

81

お弁当の調理・販
売

    ○お弁当の簡単な調理・販売○その他付随する業務
＊勤務されているほとんどの方が、調理経験０からのス

 タート　でした。マニュアルもあり、スタッフが一から丁寧
  に教えます。＊宅配業務はないので、普通自動車免

   許お持ちでない方も大歓迎　　　　＜応募にはハロー
 ワークの紹介状が必要です＞

株式会社ハークスレイ　九州事業所 その他の飲食料品小売業

(2)17時00分～22時00分

853円

佐賀県神埼市千代田町餘江１０８６－
２ 又は9時00分～16時10分の間の6時間以上

50分 週5日以内

853円 雇用・労
災・健康・

厚生

950円

佐賀県神埼市神埼町田道ヶ里２２８３
 －１　ほっかほっか亭神埼駅前店

0分 週3日以上

950円 労災

80

パ
ー

ト
労
働
者

お弁当の製造・販売・宅配
業

(1)9時30分～14時00分 ～

1,200円 労災 普通自動車運転免許　　必須
パ
ー

ト
労
働
者

･シニア応援 お弁当の製造・販売・宅配
業

(1)10時00分～13時00分 ～

82

お弁当宅配業務  ○お弁当の簡単な宅配業務（企業様へのお届け・新
  商品案内・現地販売・簡単な接客）＊勤務されている

 ほとんどの方が、調理経験０からのスタート　でした。マ
  ニュアルもあり、スタッフが一から丁寧に教えます。＊

 宅配業務なので普通自動車免許お持ちの方　ＡＴ限
 定可、車持ち込みできる方（自家用車使用）　基本給

に宅配時の燃料代は含まれます。ただし、高速料金等

株式会社ハークスレイ　九州事業所 その他の飲食料品小売業

パ
ー

ト
労
働
者

給食サービス事業、社員
 食堂・喫茶運営。

日本生命、三井住友海上
火災、三井住友海上あい

(1)9時00分～13時00分 ～

83

（請：神埼市）調理
助手（かんざき日
の隈寮）

    ○食材の切込み○食事盛り付け○引き膳○食器洗い
    ○清掃　　　　　　　　　　　＜応募には、ハローワークの

紹介状が必要です＞

株式会社　佐賀新聞ライフマネジメント 配達飲食サービス業

1,200円

佐賀県神埼市神埼町田道ヶ里２２８３
 －１　ほっかほっか亭神埼駅前店

0分 週3日以上

1,100円

 佐賀県神埼市神埼町鶴２９５０－２
佐賀整肢学園　かんざき日の隈寮 又は14時00分～16時00分 5時間

0分 週3日～週5日

900円 労災

860円

佐賀県神埼市千代田町境原２３－３

15分 週5日程度

853円 雇用・労
災・健康・

厚生

60分 週6日以内

900円 雇用・労
災・健康・

厚生

パ
ー

ト
労
働
者

一般貨物自動車運送事
 業　　　　　　　　　　　

倉庫業

(1)9時00分～16時00分 ～

84

レジ係（パート）  ◎食品ゾーンのレジ業務　・お客様が購入された商品
    の精算業務（レジ業務）　・業務終了時の日報業務＊

研修制度がありますので、未経験の方でも安心してご
   応募　ください。＊家事や育児の都合に合わせて働くこ

  とが出来ます。　　　　＜応募にはハローワークの紹介
状が必要です＞

株式会社　アニ－ 各種食料品小売業

週5日～週6日

1,000円 雇用・労
災・健康・

厚生

パ
ー

ト
労
働
者

病院・福祉施設給食の受
 託運営管理

 
　

(1)9時00分～15時00分 ～ 栄養士
病院・施設での栄養士
業務経験86

栄養士（病院内厨
房）／佐賀県神埼
市

 ＊施設内厨房における栄養士業務・献立作成・発注・
        検収・食品のチェック・計数管理・栄養事務作業　等

 ◎ハローワークの紹介状が必要です　（自主応募の場
合紹介状不要）

富士産業株式会社　長崎事業部 他に分類されない事業サービス

 佐賀県神埼市神埼町本堀１６２０介護
付有料老人ホーム　ケアホーム　ロイ

 ヤル神埼　厨房内 60分
2,500円 雇用・労災

パ
ー

ト
労
働
者

医療業（外科、整形、脳外
科、内科、理学科、麻酔
科）
 

(1)9時00分～17時00分 ～ 薬剤師

87

薬剤師（パートタイ
ム）

○病院内薬局における入院患者様の調剤（外来は院
    外処方）○その他付随する業務＊現在薬剤師２名で

      業務を行っています。〈応募にはハローワークの紹介状
が必要です〉

医療法人社団　啓祐会　神埼病院 病院 変形（1ヶ月単位）

パ
ー

ト
労
働
者

病院・福祉施設給食の受
 託運営管理

 
　

(1)5時00分～14時30分 ～

88

調理・調理補助
（施設内厨房）／
神埼市

      ＊施設内厨房における業務・調理・調理補助　など◎
 ハローワークの紹介状が必要です（自主応募の場合は

紹介状不要）

富士産業株式会社　長崎事業部 他に分類されない事業サービス変形（1ヶ月単位）

(2)9時30分～18時30分

2,500円

佐賀県神埼市神埼町田道ヶ里２２１６
－１ 5時間

60分 週3日～週4日

 佐賀県神埼市神埼町本堀１６２０介護
付有料老人ホーム　ケアホーム　ロイ

 ヤル神埼　　　　　　　　　　　厨房内
5時間

90分 週5日程度

900円

900円

79

夜間チーフ候補
（４４３千代田店）

  〔主な業務〕　＊レジ業務　＊商品の発注、陳列、補
   充、在庫管理　＊お客様応対　など※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。

株式会社トライアルストアーズ 百貨店，総合スーパー

900円

佐賀県神埼市千代田町崎村字黒津１
７３５番地１

1,200円 管理栄養士

85

倉庫内軽作業／
神埼

 ・簡単な海苔加工作業です。（束の海苔を揃えて箱に
入れるなど）

ジャパンロジ　株式会杜 一般貨物自動車運送業

パ
ー

ト
労
働
者

･シニア応援 各種食料品小売業 (1)13時00分～20時00分 ～
（レジ業務経験者なお
可）

950円

雇用・労
災・健康・

厚生

10



職種 求人区分 求人者名

NO 求人数(人) 仕事の内容 所在地

求人受理日 年齢 就業場所 試用期間 求人番号

産業分類 就業時間 賃金(円) 加入保険
等

必要な免許・資格・経験等 雇
用
形
態

事業内容 時間外(有無･月平均)

従業員数  休憩時間(分) 週の労働日数 休日/週休２日制
（パートタイム）

福岡県福岡市中央区荒戸２丁目１－１

時間外 なし
2人 不問 企業全体 47人 休日 土日祝他 あり

R4.11.7 不問 就業場所 3人 週休２日制 毎　週 40010-71175121
（パートタイム）

佐賀県神埼市千代田町迎島５４７－８

時間外 なし
1人 不問 企業全体 9人 休日 土日祝他 なし

R4.11.4 不問 就業場所 9人 週休２日制 毎　週 41010-16427821
（パートタイム）

福岡県福岡市博多区山王２－６－２０

時間外 なし
1人 不問 企業全体 849人 休日 他 あり

R4.11.2 不問 就業場所 6人 週休２日制 毎　週 40010-69645721
（パートタイム）

佐賀県神埼市脊振町鹿路２２９０－６

時間外 なし
2人 59歳以下 企業全体 217人 休日 他 あり

R4.11.2 定年を上限 就業場所 60人 週休２日制 毎　週 41010-16318621
（パートタイム）

佐賀県鳥栖市村田町丸尾１５２０ー３３

時間外 なし
1人 18歳以上 企業全体 550人 休日 他 なし

R4.11.2
法令の規定に
より年齢制限

就業場所 1人 週休２日制 毎　週 41050- 6885321
（パートタイム）

福岡県田川市大字伊加利１８２４番地

時間外 なし
1人 不問 企業全体 715人 休日 他 あり

R4.11.1 不問 就業場所 2人 週休２日制 毎　週 40090- 5845321
（パートタイム）

福岡県福岡市東区馬出六丁目１５番２１

時間外 あり
2人 64歳以下 企業全体 63人 休日 月他 あり

R4.11.1 定年を上限 就業場所 12人 週休２日制 毎　週 時給９００円 40120-25602621
（パートタイム）

佐賀県神埼市千代田町黒井４９０－３

時間外 なし
2人 不問 企業全体 12人 休日 日祝他 なし

R4.11.1 不問 就業場所 12人 週休２日制 毎　週 41010-16111221
（パートタイム）

佐賀県神埼市千代田町境原２３６９－１

時間外 なし
2人 不問 企業全体 5人 休日 他 あり

R4.11.1 不問 就業場所 5人 週休２日制 その他 41010-16248721
（パートタイム）

佐賀県鳥栖市原町１２４３－７

時間外 あり
1人 不問 企業全体 886人 休日 日祝他 あり

R4.11.1 不問 就業場所 3人 週休２日制 毎　週 41050- 6865821

89

福祉理容師　福祉
美容師

個人宅・病院・デイサービスセンター・老人保健施設・
福祉施設などに訪問し、理美容サービスを提供する社
会貢献度の高いお仕事です。

株式会社　シルバーサポートジャパン その他の洗濯・理容・美容・浴場業

90

旅行実務        ○旅行関係の電話対応○旅行の企画と手配
＜応募にはハローワーク紹介状が必要です＞

株式会社　ジョイックストラベル 旅行業

2,500円 美容師

佐賀県神埼市、嬉野市、神崎郡吉
野ヶ里町、三養基郡基山町 又は9時00分～18時00分の間の2時間以上

60分 週1日～週5日

1,300円 労災 普通自動車運転免許　　必須

1,000円

佐賀県神埼市千代田町迎島５４７－８
又は10時00分～16時00分の間の5時間以上

60分 週5日程度

1,000円 雇用・労災
パ
ー

ト
労
働
者

佐賀県知事登録２種の旅
行事業

(1)10時00分～16時00分 ～
旅行会社の勤務経験
あり（勤務年数問わず）

パ
ー

ト
労
働
者

･シニア応援･
シニア応援

個人宅、病院、デイサービ
ス、老人保健施設などに
訪問し、理美容サービスを
提供する社会貢献度の高

(1)9時00分～18時00分 ～ 理容師

1,000円 労災
パ
ー

ト
労
働
者

１．病院、社会福祉施設、
事業所等への、給食用食

 材料の販売
２．病院・社会福祉施設の

(1)8時00分～13時30分 ～

91

調理補助／神埼
市（脊振学園内）

  施設内の調理補助業務＜具体的には＞盛付、配膳、
    下膳、洗浄など＊５０食程度

株式会社　ホームラン・システムズ 食料・飲料卸売業 変形（1ヶ月単位）

(2)13時30分～19時00分

パ
ー

ト
労
働
者

特別養護老人ホーム、
ショートステイ、軽費老人
ホーム（ケアハウス）、包括
支援センターの運営。

(1)9時00分～16時00分 ～

92

運転及び施設管
理

  ○利用者の病院受診で車両運転業務○館内外の整
  備等（整理整頓・清掃）＊労働時間の希望など応じま

     す。＊週３～５日程度で相談に応じます。　　　　＜応
募には、ハローワーク紹介状が必要です＞

社会福祉法人　守屋福祉会（昌普久
苑）

老人福祉・介護事業

1,000円

佐賀県神埼市脊振町服巻５０６５－１２
 ２脊振学園　内　給食室

0分 週3日～週5日

93

交通警備スタッフ
／プレアホール神
埼

   斎場の駐車場案内、交通誘導。＊不定期依頼　通夜
及び葬儀ともに各４時間程の勤務時間になります。

富士警備保障株式会社　鳥栖支社 警備業

910円

佐賀県神埼市脊振町鹿路２２９０－６
又は9時00分～18時00分の間の6時間程度

60分 週3日～週5日

860円 労災 普通自動車運転免許　　必須

855円

パ
ー

ト
労
働
者

＊食肉小売及び加工品
 製造

＊鮮魚小売、寿司・惣菜
販売

(1)8時00分～13時00分 ～

94

パック詰め（鮮魚）
作業員：神崎

 ◎スーパーの鮮魚コーナーのおいての作業です・魚の
    パック詰め・計り売りの作業・商品の陳列＊１年毎の契

   約更新になります【就業場所】佐賀県神埼市神埼町田
 道ヶ里１８０３－１４ダイレックス神崎店　鮮魚コーナー

大三パートナーズ　株式会社 食肉小売業

(2)13時00分～18時00分

855円

 佐賀県神埼市神埼町本堀２７１６－４
 プレアホール神埼 又は16時00分～20時00分の間の4時間程度

0分 週2日～週3日

労災 普通自動車運転免許　　必須
パ
ー

ト
労
働
者

一般機械警備、常駐警
備、交通誘導警備・公営
競技場警備、ホームセ
キュリティ、高齢者緊急通

(1)10時00分～14時00分 ～

96

組立配線  ○各種自動制御装置（配電盤等）の組立配線業務　・
     線作り　・圧着端子付　・配線作業　・清掃　＊手先の

    細かい作業となります。＊３ヶ月毎の契約更新制　　＜
応募には、ハローワークの紹介状が必要です＞

株式会社　千代田電工 発電用・送電用・配電用電気機械器具製造業

(2)9時00分～12時00分

903円

佐賀県神埼市神埼町城原字山崎１２
 ５８番地『日本一たい焼　元祖佐賀城

原店』

(3)13時00分～18時00分
10時間

60分 週2日～週5日

労災

１．日本一たい焼店舗の
 運営・製造・販売　　　

２．日本一たい焼事業のフ
 ランチャイズ運営指導

(1)9時00分～18時00分 ～

95

店内業務（城原
店）【急募】

  ◎たい焼店業務全般　＊たい焼を作る作業　＊レジ・
  袋詰め　など★週２～５日勤務、１日３時間から相談に

 応じます。　土・日・祝日のいずれか出勤可能な方を
 希望しますが、　ご希望の曜日・時間などご相談に応じ

ます。

株式会社　日本一たい焼 その他の食料品製造業

(2)12時00分～17時00分

97

訪問介護 ○重度の身体障がい、知的障がい、精神障がい等を
お持ちの方の居　宅を訪問しての介護支援や老人介

  護支援です。＊主な現場は佐賀市、神埼市、三養基
  郡です。＊現場に直行直帰となります。＊自家用車使

     用、ガソリン代別途支給　　　＜応募には、ハローワーク
紹介状が必要です＞

株式会社　ケアホームビジョン 老人福祉・介護事業 変形（1ヶ月単位） 1,000円

900円

佐賀県神埼市千代田町黒井４９０－３ (3)9時00分～15時00分

60分 週5日程度

雇用・労
災・健康・

厚生
･子育て支
援･シニア応
援

電気機械器具設計製作、
電子応用自動制御盤製
作、電気工事

(1)9時00分～17時00分 ～

60分 週1日～週6日

労災 普通自動車運転免許　　必須

訪問介護 (1)7時00分～15時00分 ～

853円 雇用・労災

会社、学校、官庁などの
各施設等の食堂及び寮の
受託経営をする給食産
業。

(1)8時00分～14時00分 ～ 栄養士

98

調理（神埼市：神
埼こども園）

      献立に基づく調理、又は、それに付随する仕事です。 西日本フードサービス株式会社　西九
州支店

その他の飲食店

(2)8時30分～14時30分

パ
ー

ト
労
働
者

調理経験

佐賀県神埼市神埼町田道ケ里２１５３
  －５「神埼こども園」 10時間

30分 週4日程度

パ
ー

ト
労
働
者

ヘルパーの経験　あれ
ば尚可

パ
ー

ト
労
働
者

パ
ー

ト
労
働
者

0分 週5日以内

1,500円 介護福祉士

佐賀県神埼市千代田町境原２３６９－
１－１０２

社会福祉士
又は7時00分～18時00分の間の3時間以上

ホームヘルパー２級

903円

853円

佐賀県神埼市神埼町田道ヶ里１８０３
 －１４ダイレックス神崎店　鮮魚コー

ナー

900円

853円 雇用・労災

900円 調理師

11



職種 求人区分 求人者名

NO 求人数(人) 仕事の内容 所在地

求人受理日 年齢 就業場所 試用期間 求人番号

産業分類 就業時間 賃金(円) 加入保険
等

必要な免許・資格・経験等 雇
用
形
態

事業内容 時間外(有無･月平均)

従業員数  休憩時間(分) 週の労働日数 休日/週休２日制
（パートタイム）

佐賀県鳥栖市布津原町１４－１布津原ビ

時間外 なし
2人 不問 企業全体 74人 休日 他 なし

R4.10.3 不問 就業場所 5人 週休２日制 その他 41050- 6205921

パ
ー

ト
労
働
者

･シニア応援 『テレビＣＭでおなじみのＡ
ＬＳＯＫ（アルソック）のグ
ループ会社です。』機械警

 備を中心とした警備業

(1)9時00分～18時00分 ～

99

常駐警備（施設の
受付・巡回）／未
経験者歓迎／ＡＬ
ＳＯＫ

  ★鳥栖・神埼地区での施設常駐警備員の募集です！
鳥栖・神埼地区にある、いずれかの施設で、受付・巡

 回業務を担当していただきます。・工場での来訪者の
 受付対応・工場内の見回り・巡回・経験、資格は必要

 なし！　警備業界未経験者大歓迎！・２０代～５０代
 の幅広い年代のスタッフが活躍中！・教育・サポート体

 制も充実しているので、初心者の方でも安心　して働け

ＡＬＳＯＫ佐賀株式会社　鳥栖営業所 警備業 変形（1ヶ月単位）

(2)18時00分～9時00分

870円

870円

鳥栖・神埼、吉野ヶ里町地区にあるご
 契約先の工場施設（就業場所につい

ては、居住地等相談の上決定します） 60分 週2日～週4日

労災
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