
求人情報・セミナー情報を発信しております

https://senior-ouen.city.fukuoka.lg.jp/　

QRコードからもご覧いただけます➡

シニア世代の皆様の活躍を応援します

2021年10月1日号

求人企業一覧

シニアの採用に意欲的な求人を掲載しております。ご自由にお持ちください。

福岡市高齢者雇用促進・就業支援事業

シニア活躍応援プロジェクト 

興味のある求人・応募したい求人がございましたらお気軽にお問合せください

☎092-433-7780
平日9：00～17：00（土・日・祝・年末年始は休み）

受託事業者：パーソルテンプスタッフ株式会社 【担当】福田・下條



福岡市高齢者雇用促進・就業支援等事業

●シニアの採用に意欲的な求人を掲載しております。

●求人によっては応募締切や年齢要件がある場合がございます。

勤務地 職種 仕事内容 勤務時間 日数/休日 給与 備考

25 ー 285
南区

筑紫丘

テレホン

アポインター

★未経験の方もご応募ください！

婚礼・葬祭の会員案内を個人宅に電話してアポイントを取って頂きます。

パソコンの操作はありません。

①9:00～13:00

②13:00～17:00
週休2日シフト制 時給1,000円

1 ー 287
中央区

天神
清掃

★未経験の方も歓迎

百貨店の清掃のお仕事です。

客用、従業員用の男女トイレ清掃

①7:00～11:00

②7:00～12:00

シフト制

週6日程度の勤務

勤務日数応相談

時給910円

1 ー 288
中央区

渡辺通
清掃

★未経験の方も歓迎

各テナントのゴミ回収、掃除機掛け、男女トイレ清掃
6:30～10:30

シフト制

週6日程度の勤務

勤務日数応相談

時給855円

36 ー 290
博多区

昭南町
清掃 アパート・マンションの巡回清掃

8:00～16:00

＊休憩あり（60分）

日曜と週２日程度休み

シフト制

時給850円

　～900円

10 ー 291
中央区

赤坂
施設警備

オフィスビルや銀行等の施設内における常駐警備

勤務時間は変形1ヶ月、右記①～③の週40時間のシフト制です。（休

憩あり）

①09:00～08:59

②18:00～09:00

③09:00～18:00

4週８休制

年間休日105日
時給860円

22 ー 292
中央区

舞鶴
電話営業 健康食品サンプル使用のお客様への商品案内業務

9:30～17:00

＊休憩あり（60分）

週休2日シフト制

＊会社カレンダーによる

月給

150,000円

22 ー 293
中央区

舞鶴

テレホン

アポインター
健康食品のお客様への商品サンプル案内業務

10:00～16:00

＊休憩あり（60分）

週休2日制+祝日

＊会社カレンダーによる
時給842円

25 ー 294
南区

筑紫丘

会員サポート

スタッフ

会員様のお宅へ定期訪問して、冠婚葬祭のサポートをしていただく業務

です。

＊自家用車を使用しての訪問（車の持ち込みができる方）車両手当

有り

9:30～17:30

＊休憩あり（60分）
週休2日シフト制

月給

135,000円

必要な免許：普通自動車免許(AT限定可）

車両手当有　19,000円～28,000円

求人番号

2021年10月1日号 シニア活躍応援プロジェクト　求人一覧
◆応募・お問い合わせ◆

【受託事業者】パーソルテンプスタッフ株式会社　担当　福田・下條

    電話：０９２－４３３－７７８０



福岡市高齢者雇用促進・就業支援等事業

●シニアの採用に意欲的な求人を掲載しております。

●求人によっては応募締切や年齢要件がある場合がございます。

勤務地 職種 仕事内容 勤務時間 日数/休日 給与 備考求人番号

2021年10月1日号 シニア活躍応援プロジェクト　求人一覧
◆応募・お問い合わせ◆

【受託事業者】パーソルテンプスタッフ株式会社　担当　福田・下條

    電話：０９２－４３３－７７８０

26 ー 295
東区

香椎駅前
清掃

★先輩社員と複数人での仕事になります。初めての人でも丁寧に指導さ

せていただきます。

学習塾での清掃のお仕事です。

黒板拭き、廊下の掃除機かけ、トイレ清掃など

①7:00～11:00（平日）

②6:00～10:00（土日）
月・木・祝

時給842円

　～900円

25 ー 297
南区

筑紫丘
営業

★未経験の方も、入社後丁寧に研修しますので、安心してご応募くださ

い。

葬儀会館、結婚式場、ドレスショップの会員募集やPR活動を行っていた

だきます。

9:30～17:30

＊休憩あり（60分）

週休2日（土・日）

＊イベント等で平日振

替の場合も有り

月給

150,000円

42 ー 298
博多区

東光
ホームヘルパー

★60歳代、70歳代の仲間も多数がんばっている、働きやすい職場で

す。未経験者も大歓迎！丁寧にお教えいたします。

高齢者や障がい者のご自宅を訪問し、サービス計画に沿って家事や身体

介護を行っていただきます。

エリア：博多区または東区（ご相談に応じます）

7:00～21:00

上記の時間内で1時間以上

週１日～６日

＊労働日数について相

談可

時給1,310円

　～1,688円

仕事ができる曜日・時間帯についてはご相談に応じ

ます

＊介護職員実務者研修修了者 など必要な資格あ

り。詳細はお問合せください。

42 ー 299
中央区

大手門
ホームヘルパー

★60歳代、70歳代の仲間も多数がんばっている、働きやすい職場で

す。未経験者も大歓迎！丁寧にお教えいたします。

高齢者や障がい者のご自宅を訪問し、サービス計画に沿って家事や身体

介護を行っていただきます。

エリア：中央区

7:00～21:00

上記の時間内で1時間以上

週１日～６日

＊労働日数について相

談可

時給1,310円

　～1,688円

仕事ができる曜日・時間帯についてはご相談に応じ

ます

＊介護職員実務者研修修了者 など必要な資格あ

り。詳細はお問合せください。

42 ー 300
南区

高宮
ホームヘルパー

★60歳代、70歳代の仲間も多数がんばっている、働きやすい職場で

す。未経験者も大歓迎！丁寧にお教えいたします。

高齢者や障がい者のご自宅を訪問し、サービス計画に沿って家事や身体

介護を行っていただきます。

エリア：南区

7:00～21:00

上記の時間内で1時間以上

週１日～６日

＊労働日数について相

談可

時給1,310円

　～1,688円

仕事ができる曜日・時間帯についてはご相談に応じ

ます

＊介護職員実務者研修修了者 など必要な資格あ

り。詳細はお問合せください。

42 ー 301
城南区

別府
ホームヘルパー

★60歳代、70歳代の仲間も多数がんばっている、働きやすい職場で

す。未経験者も大歓迎！丁寧にお教えいたします。

高齢者や障がい者のご自宅を訪問し、サービス計画に沿って家事や身体

介護を行っていただきます。

エリア：城南区または早良区（ご相談に応じます）

7:00～21:00

上記の時間内で1時間以上

週１日～６日

＊労働日数について相

談可

時給1,310円

　～1,688円

仕事ができる曜日・時間帯についてはご相談に応じ

ます

＊介護職員実務者研修修了者 など必要な資格あ

り。詳細はお問合せください。



福岡市高齢者雇用促進・就業支援等事業

●シニアの採用に意欲的な求人を掲載しております。

●求人によっては応募締切や年齢要件がある場合がございます。

勤務地 職種 仕事内容 勤務時間 日数/休日 給与 備考求人番号

2021年10月1日号 シニア活躍応援プロジェクト　求人一覧
◆応募・お問い合わせ◆

【受託事業者】パーソルテンプスタッフ株式会社　担当　福田・下條

    電話：０９２－４３３－７７８０

42 ー 302
西区

姪浜
ホームヘルパー

★60歳代、70歳代の仲間も多数がんばっている、働きやすい職場で

す。未経験者も大歓迎！丁寧にお教えいたします。

高齢者や障がい者のご自宅を訪問し、サービス計画に沿って家事や身体

介護を行っていただきます。

エリア：西区または早良区（ご相談に応じます）

7:00～21:00

上記の時間内で1時間以上

週１日～６日

＊労働日数について相

談可

時給1,310円

　～1,688円

仕事ができる曜日・時間帯についてはご相談に応じ

ます

＊介護職員実務者研修修了者 など必要な資格あ

り。詳細はお問合せください。

44 ー 307
城南区

長尾
ホームヘルパー

★勤務時間は9:00～18：00の時間内で4時間程度

　勤務日数・時間など柔軟に対応させていただきます！

利用者宅を訪問しての介護業務のお仕事です

・生活援助(簡単な調理や掃除等）

・身体介護(入浴・排泄・通院・介助等）

居住地エリアを中心に担当していただきます

9:00～18:00

上記時間内で4時間程度

シフト制

週休2日シフト制

＊労働日数相談可

時給1,200円

　～1,600円

必要な資格：介護職員初任者研修修了者

ホームヘルパー2級のいずれかで可

・賃金は介護内容によって異なります

・65歳以上の方もご相談ください

44 ー 308
博多区

那珂
ホームヘルパー

★勤務時間は9:00～18：00の時間内で4時間程度

　勤務日数・時間など柔軟に対応させていただきます！

利用者宅を訪問しての介護業務のお仕事です

・生活援助(簡単な調理や掃除等）

・身体介護(入浴・排泄・通院・介助等）

居住地エリアを中心に担当していただきます

9:00～18:00

上記時間内で4時間程度

シフト制

週休2日シフト制

＊労働日数相談可

時給1,200円

　～1,600円

必要な資格：介護職員初任者研修修了者

ホームヘルパー2級のいずれかで可

・賃金は介護内容によって異なります

・65歳以上の方もご相談ください

44 ー 309
西区

姪浜
ホームヘルパー

★勤務時間は9:00～18：00の時間内で4時間程度

　勤務日数・時間など柔軟に対応させていただきます！

利用者宅を訪問しての介護業務のお仕事です

・生活援助(簡単な調理や掃除等）

・身体介護(入浴・排泄・通院・介助等）

居住地エリアを中心に担当していただきます

9:00～18:00

上記時間内で4時間程度

シフト制

週休2日シフト制

＊労働日数相談可

時給1,200円

　～1,600円

必要な資格：介護職員初任者研修修了者

ホームヘルパー2級のいずれかで可

・賃金は介護内容によって異なります

・65歳以上の方もご相談ください

46 ー 311
城南区

南片江
介護補助

★60歳以上の職員も活躍しています。勤務時間や日数は相談に応じま

すので、ご自分にあったペースで働けます。

老人ホーム内での業務のお仕事です。

（施設内清掃、入居者の食事の配膳・入浴時の着換え準備など）

9:00～17:00

上記時間内で4～6時間

週休3日～4日

シフト制
時給850円

週3日以上勤務

勤務日数・出勤日は相談可

46 ー 312
城南区

長尾
介護補助

★60歳以上の職員も活躍しています。勤務時間や日数は相談に応じま

すので、ご自分にあったペースで働けます。

老人ホーム内での業務のお仕事です

（施設内清掃、入居者の食事の配膳・入浴時の着換え準備など）

9:00～17:00

上記時間内で4～6時間
週休3～4日シフト制 時給850円

週3日以上勤務

勤務日数・出勤日は相談可



福岡市高齢者雇用促進・就業支援等事業

●シニアの採用に意欲的な求人を掲載しております。

●求人によっては応募締切や年齢要件がある場合がございます。

勤務地 職種 仕事内容 勤務時間 日数/休日 給与 備考求人番号

2021年10月1日号 シニア活躍応援プロジェクト　求人一覧
◆応募・お問い合わせ◆

【受託事業者】パーソルテンプスタッフ株式会社　担当　福田・下條

    電話：０９２－４３３－７７８０

29 ー 314
西区

西の丘
清掃

★シニア世代活躍中です！やる気・元気のある方や掃除好きな方歓迎

です！

マンション共用部　建物周辺の日常清掃のお仕事です

・建物　設備の外観目視点検

・報告書作成、文書配布、掲示結果等の報告

9:00～16:００

＊休憩あり（60分）

＊月・水・金の勤務（勤務日

が祝日の場合は休み）

火・木・土・日・祝日 時給842円

48 ー 316

博多区

美野島 販売

コンビニエンスストア内での接客、レジ、品出し、簡単な調理、店内外の

清掃

＊勤務時間は右記時間内で実労働時間の変更可能

①8:00～17:00

②17:00～22:00

③22:00～7:00

＊①②休憩有り（60分）

週休2日シフト制

＊シフト制の為、週労働

日数の変更可

時給850円

　～1,063円

48 ー 317
博多区

博多駅南
販売

コンビニエンスストア内での接客、レジ、品出し、簡単な調理、店内外の

清掃

＊勤務時間は右記時間内で実労働時間の変更可能

①8:00～17:00

②17:00～22:00

③22:00～7:00

＊①②休憩有り（60分）

週休2日シフト制

＊シフト制の為、週労働

日数の変更可

時給850円

　～1,063円

48 ー 318
博多区

対馬小路
販売

コンビニエンスストア内での接客、レジ、品出し、簡単な調理、店内外の

清掃

＊勤務時間は右記時間内で実労働時間の変更可能

①8:00～17:00

②17:00～22:00

③22:00～7:00

＊①②休憩有り（60分）

週休2日シフト制

＊シフト制の為、週労働

日数の変更可

時給850円

　～1,063円

48 ー 319
博多区

石城町
販売

コンビニエンスストア内での接客、レジ、品出し、簡単な調理、店内外の

清掃

＊勤務時間は右記時間内で実労働時間の変更可能

①8:00～17:00

②17:00～22:00

③22:00～7:00

＊①②休憩有り（60分）

週休2日シフト制

＊シフト制の為、週労働

日数の変更可

時給

850円

　～1,063円

48 ー 320

博多区

祇園町 販売

コンビニエンスストア内での接客、レジ、品出し、簡単な調理、店内外の

清掃

＊勤務時間は右記時間内で実労働時間の変更可能

①8:00～17:00

②17:00～22:00

③22:00～7:00

＊①②休憩有り（60分）

週休2日シフト制

＊シフト制の為、週労働

日数の変更可

時給850円

　～1,063円

48 ー 321
博多区

吉塚
販売

コンビニエンスストア内での接客、レジ、品出し、簡単な調理、店内外の

清掃

＊勤務時間は右記時間内で実労働時間の変更可能

①8:00～17:00

②17:00～22:00

③22:00～7:00

＊①②休憩有り（60分）

週休2日シフト制

＊シフト制の為、週労働

日数の変更可

時給850円

　～1,063円

48 ー 322
中央区

警固
販売

コンビニエンスストア内での接客、レジ、品出し、簡単な調理、店内外の

清掃

＊勤務時間は右記時間内で実労働時間の変更可能

①8:00～17:00

②17:00～22:00

③22:00～7:00

＊①②休憩有り（60分）

週休2日シフト制

＊シフト制の為、週労働

日数の変更可

時給850円

　～1,063円

52 ー 324
博多区

東那珂
清掃 スーパー内の売場・休憩室などの清掃 6:00～10:00 週休2～4日シフト制 時給860円 勤務日数・出勤日は相談可



福岡市高齢者雇用促進・就業支援等事業

●シニアの採用に意欲的な求人を掲載しております。

●求人によっては応募締切や年齢要件がある場合がございます。

勤務地 職種 仕事内容 勤務時間 日数/休日 給与 備考求人番号

2021年10月1日号 シニア活躍応援プロジェクト　求人一覧
◆応募・お問い合わせ◆

【受託事業者】パーソルテンプスタッフ株式会社　担当　福田・下條

    電話：０９２－４３３－７７８０

50 ー 325
東区

松島
薬剤師 ドラックストア内での調剤業務

9:00～18:00

上記時間内で5時間以上

週休2日（土・日）+

祝日
時給1,500円

必要な経験：保険調剤

必要な資格：薬剤師

57 ー 327
東区

多の津
ピッキング

＊未経験の方も歓迎！

青果物全般の荷受け・整理・袋詰めするための準備および片付け

①8:30～17:00　休憩あり

（60分）

②8:30～12:30

週休２日シフト制 時給842円

48 ー 328
博多区

築港本町
販売

コンビニエンスストア内での接客、レジ、品出し、簡単な調理、店内外の

清掃

8:00～12:00

＊休憩あり（30分）

週休2日シフト制

＊週労働日数変更可

時給850円

　～1,063円

48 ー 329
博多区

築港本町
販売

コンビニエンスストア内での接客、レジ、品出し、簡単な調理、店内外の

清掃

12:00～17:00

＊休憩あり（30分）

週休2日シフト制

＊週労働日数変更可

時給850円

　～1,063円

48 ー 330
博多区

吉塚
販売

コンビニエンスストア内での接客、レジ、品出し、簡単な調理、店内外の

清掃

8:00～12:00

＊休憩あり（30分）

週休2日シフト制

＊週労働日数変更可

時給850円

　～1,063円

48 ー 331
博多区

吉塚
販売

コンビニエンスストア内での接客、レジ、品出し、簡単な調理、店内外の

清掃

12:00～17:00

＊休憩あり（30分）

週休2日シフト制

＊週労働日数変更可

時給850円

　～1,063円

56 ー 332
中央区

鳥飼
清掃

★初心者でも丁寧にご指導致します！長く就業頂ける方歓迎

マンション日常清掃のお仕事です。

9:00～17:00

上記時間内で2時間の勤務

月・木曜の勤務

火・水・金・土・日・祝日 時給850円

56 ー 333
早良区

小田部
清掃

★初心者でも丁寧にご指導致します！長く就業頂ける方歓迎

マンション日常清掃のお仕事です。

9:00～17:00

上記時間内で1時間の勤務

火・金曜の勤務

月・水・木・土・日 時給850円

56 ー 334
早良区

昭代
清掃

★初心者でも丁寧にご指導致します！長く就業頂ける方歓迎

マンション日常清掃のお仕事です。

9:00～17:00

上記の時間内で2時間の勤務

水・土曜の勤務

月・火・木・金・日 時給850円



福岡市高齢者雇用促進・就業支援等事業

●シニアの採用に意欲的な求人を掲載しております。

●求人によっては応募締切や年齢要件がある場合がございます。

勤務地 職種 仕事内容 勤務時間 日数/休日 給与 備考求人番号

2021年10月1日号 シニア活躍応援プロジェクト　求人一覧
◆応募・お問い合わせ◆

【受託事業者】パーソルテンプスタッフ株式会社　担当　福田・下條

    電話：０９２－４３３－７７８０

56 ー 335
南区

皿山
清掃

★初心者でも丁寧にご指導致します！長く就業頂ける方歓迎

マンション日常清掃のお仕事です。

9:00～17:00

上記の時間内で3時間の勤務

水・土曜の勤務

月・火・木・金・日・祝日 時給850円

56 ー 336
南区

長住
清掃

★初心者でも丁寧にご指導致します！長く就業頂ける方歓迎

マンション日常清掃のお仕事です。

9:00～17:00

上記の時間内で2時間の勤務

水・土曜の勤務

月・火・木・金・日 時給850円

56 ー 337
西区

石丸
清掃

★初心者でも丁寧にご指導致します！長く就業頂ける方歓迎

マンション日常清掃のお仕事です。

9:00～17:00

上記の時間内で2時間の勤務

火・金曜の勤務

月・水・木・土・日 時給850円

53 ー 339
中央区

天神
清掃

★初心者の方でも一から丁寧にお教えします。安心してご応募ください。

テナントビルの日常清掃　＊男女トイレ清掃有り

6:30～10:30

就業日数相談可

日・祝日

＊休日数相談可

時給950円

　～1,050円

26 ー 342
博多区

博多駅東
清掃

ウイメンズクリニック内での清掃のお仕事です。

にて床の掃き拭き、カーペット部分の掃除機かけ、男女トイレ・洗面台、

壁面等の除塵など

6:30～15:15

＊休憩あり（60分）

毎週土曜日のみの勤務

月～金・日・祝日

年末年始

時給900円

　～1,200円

59 ー 343
博多区

対馬小路
看護補助

看護補助業務全般のお仕事です。

介護用品等補充・洗濯・掃除・お茶作り・食事の片付けなど

＊右記の時間内で務時時間・勤務日数相談可

例）週2～3日、10:00～15:00等

8:30～17:00

＊休憩あり（60分）
シフト制 時給900円

必要な経験：看護補助

資格：ヘルパー２級あれば尚可

勤務日数・時間相談可

31 ー 352
中央区

天神
清掃

★未経験者・初心者歓迎！家庭のお仕事経験が活かせます

オフィスビルの廊下・階段など共用部およびテナント内清掃の業務(女子

トイレ清掃あり）

7:00～16:00

＊休憩あり（60分）

週1日～勤務相談可

シフト制 時給850円

65 ー 357
博多区

博多駅前

テレホンア

ポインター

★品質重視の商品ですので、お客様からの感謝が多く、やりがい、充実

感、達成感が魅力です。丁寧に研修いたしますので安心してお仕事をは

じめられます。

電話でお試しサンプル（10～15日間分で1,980円）の商品のご案内

をして頂きます。パソコンの操作はありません。

10:00～17:00

＊休憩あり（60分）

4週6休（日＋その

他）

GW

時給1,000円

　～1,400円



福岡市高齢者雇用促進・就業支援等事業

●シニアの採用に意欲的な求人を掲載しております。

●求人によっては応募締切や年齢要件がある場合がございます。

勤務地 職種 仕事内容 勤務時間 日数/休日 給与 備考求人番号

2021年10月1日号 シニア活躍応援プロジェクト　求人一覧
◆応募・お問い合わせ◆

【受託事業者】パーソルテンプスタッフ株式会社　担当　福田・下條

    電話：０９２－４３３－７７８０

51 ー 358
東区

唐原
調理補助

★職場はにぎやかでアットホーム。初心者さんもベテランも在籍していま

す。

１日約450食を提供している病院給食を約10名で対応しています。夕

食約130食程度の洗浄が主な業務内容です。＊食器洗浄機有り

16:00～19:00

週休3~4日シフト制

年末年始・GW・お盆は

交代制

時給850円 マイカー通勤可

51 ー 359
早良区

昭代
調理補助

★経験をいかしてご活躍いただける方を歓迎いたします

１日約300食提供している介護老人福祉施設の給食を約９名で対応

しています。

夕食時の盛付、配膳、洗浄業務です。仕事の手順は先輩が一からしっ

かりお教えします。

11:00～19:30

＊休憩あり（60分）

週休2~3日シフト制

年末年始・GW・お盆は

交代制

時給890円 マイカー通勤可

66 ー 362
東区

青葉
介護職

★未経験者歓迎

入院患者様の介助のお仕事です。

着替え・環境整備・食事・入浴・排泄など

①6:30～11:00

②15:00～19:00

週４程度の勤務

①②のシフト制（１ヶ月単

位）

週休2～3日シフト制
時給900円

　～950円

土日休み等、ご希望に応じます。

マイカー通勤可（駐車場2,000円/月）

66 ー 363
東区

青葉
介護職

★未経験者歓迎

入院患者様の介助のお仕事です。

着替え・環境整備・食事・入浴・排泄など

①6:30～11:30

②14:00～19:00

週5程度の勤務

①②のシフト制（１ヶ月単

位）

週休2日シフト制

＊土日休み等相談可

時給900円

　～950円
マイカー通勤可（駐車場2,000円/月）

67 ー 373
中央区

薬院

テレフォン

コミュニケーター

★未経験者大歓迎　週3日～、１日３時間～相談可

電気代、ガス代などの光熱費を大幅にコストダウンするために必要な最

新情報を案内していただくお仕事です。

九州電力の割引プランや省エネ設備、国の補助金情報等を案内して頂

きますが,商品等の売り込みは一切ありません。

①10:00～15:00

②15:00～20:00

＊休憩あり（40分）

週休2日（月・火）

＊祝日が重なった場合

は水・木になることも有る

時給1,100円

 ～1,800円
68歳迄（定年が69歳のため）

62 ー 383
春日市

須玖北
調理補助など

★未経験の方でも安心して働けます

総合病院の厨房内でのお仕事です。 週3日程度の勤務より相談可。

入院患者様に提供するお食事の下ごしらえや盛り付け、配膳、洗浄業務

を行っていただきます。食器類等の重量物の持ち上げ、運搬があります。

6:00～12:30

＊休憩あり（30分）

4日毎に1日の休日

シフト制
時給950円

マイカー通勤可

駐車場3000円/月

51 ー 380
博多区

金の隈
調理業務

★調理師・栄養士お持ちの方、経験者歓迎！

病院内社員食堂での調理業務全般お願いいたします

7:30～16:00

＊休憩あり（60分）

週休2日シフト制

年末年始・GW・お盆は

交代制

時給870円 マイカー通勤可



福岡市高齢者雇用促進・就業支援等事業

●シニアの採用に意欲的な求人を掲載しております。

●求人によっては応募締切や年齢要件がある場合がございます。

勤務地 職種 仕事内容 勤務時間 日数/休日 給与 備考求人番号

2021年10月1日号 シニア活躍応援プロジェクト　求人一覧
◆応募・お問い合わせ◆

【受託事業者】パーソルテンプスタッフ株式会社　担当　福田・下條

    電話：０９２－４３３－７７８０

51 ー 381
博多区

金の隈
食器洗浄

朝食300食程度の食器洗浄業務です。（※R2年度実績平均食数）

スタッフ同士、協力して朝食の洗浄を行っていただきます。

6:00～12:00

＊休憩あり（30分）

週休2～4日シフト制

年末年始・GW・お盆は

交代制

時給860円

＊早朝手当：午前

7時までは時給に

+200円

マイカー通勤可

63 ー 384
東区

箱崎
送迎職員

★送迎業務が未経験の方も可

デイサービス利用者様の送迎をお願いします。施設から利用者様宅まで

の送迎です。

勤務時間は原則、右記①②両方勤務となりますが、①のみなどご相談

下さい。週3日～のシフト制。

①8:30～10:00

②17:00～18:30

週休3～4日

日曜は固定休
時給1,500円

69 ー 386
博多区

博多駅前
駐輪場管理

★未経験でも安心して働いていただけるようサポートしております。

駐輪場の管理（お客様へのご案内、売上金の集金、自転車整理、台

数管理、清掃など）を行います。

勤務時間はシフト制のため、右記①～④のすべての時間帯の勤務がご

ざいます。

①6：00～12：00

②8：30～14：30

③14：30～20：30

④19：00～24：45

週休3～4日

シフト制
時給842円

シフトによっては早朝・深夜になるため、公共交通機

関を使用しての通勤が難しくなります。

徒歩・自転車・バイクでの通勤を推奨しております。

必要な経験：基本的なパソコン操作

(文字入力作業がございます）

46 ー 387
早良区

城西
送迎ドライバー

★未経験スタートも歓迎！仕事の流れは一つずつ丁寧に教えます。

認知症対応型デイサービスのご利用者の送迎業務

具体的には、ご利用者宅から「ウィズライフ西新」および「ウィズライフ別

府」間の送迎をお願いします。（ご利用者数…1～3人/日）

①8:30～10:30の間で計1

～２時間

②15:30～17:30の間で計1

～２時間

＊①のみ、②のみ、①②両方

での勤務を選択可

週休2～3日

シフト制

*週3日以上勤務

時給850円
必要な免許：普通自動車免許（AT限定可）

務日数および出勤日については相談可

70 ー 388
西区

生の松原
看護補助

★看護補助のお仕事経験のある方歓迎！未経験の方もご相談くださ

い。丁寧に指導いたします。

看護師の補助業務

食事介助・食事の配膳、下膳・ベッドメーキング・ベッド移動・入浴介助・

排泄介助・物品請求など

勤務時間は、右記①～③のシフト制ですが、①～③のいずれかのみ勤

務できる場合もご相談ください

①8：30～17：00

②7：00～15：30

③12：00～20：30

4週6休制

祝日

月給

141,600円

 ～159,220円

65歳まで（再雇用年齢が65歳までのため）

必要な免許：普通自動車免許（AT限定可）

看護補助のお仕事経験のある方歓迎

未経験の方もご相談ください



福岡市高齢者雇用促進・就業支援等事業

●シニアの採用に意欲的な求人を掲載しております。

●求人によっては応募締切や年齢要件がある場合がございます。

勤務地 職種 仕事内容 勤務時間 日数/休日 給与 備考求人番号

2021年10月1日号 シニア活躍応援プロジェクト　求人一覧
◆応募・お問い合わせ◆

【受託事業者】パーソルテンプスタッフ株式会社　担当　福田・下條

    電話：０９２－４３３－７７８０

72 ー 392
中央区

大名
販売

★未経験の方も大歓迎！仕事は徐々に覚えれば大丈夫。アクティブシ

ニアの皆さんが活躍しています。

コンビニのアルバイト店舗スタッフの募集です

商品の発注、品出し、陳列、接客販売、清掃、予約活動全般をお願い

します

17：00～22：00
シフト制

※週4～5日の勤務
時給842円 バイク、自転車通勤可

73 ー 393
東区

馬出

接客

調理スタッフ

だし巻きたまご専門店でのだし巻きたまごの調理、及び来店客への接客

対応、その他店舗内での清掃、関連業務をお願いします。

採用条件として、調理経験は問いませんが、全く包丁やフライパンを使っ

た経験が無い方は向かないと思われます。

①6：00～9：00

②7：00～10：00

③6：00～12：00

＊休憩あり（40分）

週休2～3日

シフト制
時給900円 必要な免許：普通自動車免許

31 ー 395
中央区

薬院
清掃スタッフ

★未経験者・初心者歓迎！丁寧に指導いたしますので、ご安心くださ

い。

施設内での日常清掃（掃き拭き掃除など）をお願いします

・女子トイレ清掃含む

07：00～10：00

週休3～4日

火・土・日、隔週木曜

＋祝日

時給880円
ﾏｲｶｰ通勤可

自転車通勤可

31 ー 396
博多区

博多駅南
清掃スタッフ

★未経験者・初心者歓迎！丁寧に指導いたしますので、ご安心ください

オフィスビルの日常清掃をお願いします

・女子トイレ清掃含む

・土日祝お休み

・きれいな建物でのお仕事です

07：00～11：00
週休2日（土・日）

+祝日
時給900円

51 ー 399
博多区

博多駅前
調理補助

★接客が好きな方・料理が好きな方大歓迎。未経験からのスタートも

OKです。

社員食堂内での調理補助業務です。

1日約200食程度をスタッフ4～5名で対応しています。食材のカット・盛

付・提供・洗浄等をお願いします。

①9：00～14：00

②12：00～17：00

勤務時間相談可

週休2日シフト制 時給850円

・資格手当あり

管理栄養士、栄養士、調理師の資格をお持ちの方

は、時給+20円

51 ー 400
中央区

天神
調理補助

★調理経験者・料理が好きな方・接客が好きな方大歓迎です。

日本モーターボート競走会　福岡支部　福岡宿舎内食堂での調理補助

業務です。

業務は食材のカット・盛付・提供・食器洗浄等をお願いします。

休日は不規則ではありますが、年間レース開催日は決まっていますので、

事前に予定も立てやすく、働きやすい環境です。

6：30～12：00
勤務は開催カレンダーに

準ずる

時給860円

・早朝手当（午前7

時まで）時給+200

円

・資格手当あり

管理栄養士、栄養士、調理師の資格をお持ちの方

は、時給+20円



福岡市高齢者雇用促進・就業支援等事業

●シニアの採用に意欲的な求人を掲載しております。

●求人によっては応募締切や年齢要件がある場合がございます。

勤務地 職種 仕事内容 勤務時間 日数/休日 給与 備考求人番号

2021年10月1日号 シニア活躍応援プロジェクト　求人一覧
◆応募・お問い合わせ◆

【受託事業者】パーソルテンプスタッフ株式会社　担当　福田・下條

    電話：０９２－４３３－７７８０

51 ー 401
中央区

警固
調理補助

★経験者歓迎・未経験からのスタートもOKです。

病院内での調理補助のお仕事です。

野菜のカット・検品・食器洗浄業務を担当していただきます。平日のみ週

３日程度の勤務です。

8：30～13：30

週休3～4日シフト制

日曜・祝日＋平日2日

程度

時給850円

51 ー 402
博多区

金の隈
調理補助

★調理経験者歓迎。料理が好きな方・接客が好きな方お持ちしておりま

す。

福祉施設内での調理補助のお仕事です。

野菜のカット・盛り付け・配膳・食器洗浄業務を担当していただきます。

①5：00～10：30

②15：00～19：00

勤務時間は①②選択可

週休2～4日シフト制

＊年末年始・GW・お盆

は交代制

時給860円

・早朝手当（午前7

時まで）時給+200

円

・マイカー通勤可

・資格手当あり

管理栄養士、栄養士、調理師の資格をお持ちの方

は、時給+20円

51 ー 403
中央区

天神
調理補助

★調理経験者歓迎。料理が好きな方・接客が好きな方お持ちしておりま

す。

外科病院内での調理補助のお仕事です。

野菜のカット・盛り付け・配膳・食器洗浄業務を担当していただきます。

6：00～12：00

＊休憩有り（30分）

週休2～4日シフト制

＊年末年始・GW・お盆

は交代制

時給860円

・早朝手当（午前7

時まで）時給+200

円

・資格手当あり

管理栄養士、栄養士、調理師の資格をお持ちの方

は、時給+20円

75 ー 404

糟屋郡

志免町

大字吉原

営業

★企画、マーケティング、販売促進、宣伝・広報など　あなたの経験・知

識を活かしてみませんか

文具、オフィス什器を主にした営業活動、新市場販売先の開拓。

　必要な経験：企画、マーケティング、販売推進、宣伝・広報等

　必要なPCスキル：ワード、エクセル、パワーポイント等

8：30～17：00

＊休憩あり（60分）

週休2日シフト制

日曜・祝日・その他

月給

250,000円

必要な免許：普通自動車免許

マイカー通勤可

75 ー 405

糟屋郡

志免町

大字吉原

営業

★企画、マーケティング、販売促進、宣伝・広報など　あなたの経験・知

識を活かしてみませんか

文具、オフィス什器を主にした営業活動、新市場販売先の開拓。

　必要な経験：企画、マーケティング、販売推進、宣伝・広報等

　必要なPCスキル：ワード、エクセル、パワーポイント等

①9：00～13：00

②13：00～17：00

勤務時間は①②選択可

週休2日シフト制日曜・

祝日・その他
時給2,000円

必要な免許：普通自動車免許

マイカー通勤可

1 ー 397
中央区

天神
清掃

★未経験者歓迎！天神駅より徒歩約3分

会議室の清掃のお仕事です

会議室の設営（６・７階）、掃除機掛け、階段、エスカレーターの清掃

6：30～10：30

週6日程度の出勤

シフト制

年末年始お休みあり

時給855円



福岡市高齢者雇用促進・就業支援等事業

●シニアの採用に意欲的な求人を掲載しております。

●求人によっては応募締切や年齢要件がある場合がございます。

勤務地 職種 仕事内容 勤務時間 日数/休日 給与 備考求人番号

2021年10月1日号 シニア活躍応援プロジェクト　求人一覧
◆応募・お問い合わせ◆

【受託事業者】パーソルテンプスタッフ株式会社　担当　福田・下條

    電話：０９２－４３３－７７８０

77 ー 406
中央区

天神
清掃

★未経験の方も歓迎！プライベートと両立しやすいお昼までの短時間

（４時間）勤務

テナントビルの清掃業務のお仕事です。

火曜・木曜日の週２日、午前中４時間の勤務となります。

8：00～12：00

休日：月・水・金・土・

日

祝日・年末年始休暇

時給900円

34 ー 407
博多区

東平尾公園
清掃

★10月1日からのお仕事です。丁寧にご指導しますので安心してお仕事

をはじめられます。

競技場内外の清掃のお仕事です。

施設内清掃・屋外ゴミ回収、トイレ掃除（女子トイレ含む）など

①8:30～15:30

②9:00～16:00

＊休憩あり（60分）

＊①②のシフト制

週休2~4日シフト制 時給870円 マイカー通勤可

78 ー 408
中央区

大名
コンビニ業務

★コンビニエンスストア勤務初心者大歓迎!福岡市営地下鉄 赤坂駅より

徒歩5分

コンビニエンスストア運営に関する業務全般をお願いします

レジ打ち、接客、清掃、商品補充、商品整理、売場変更、発注

デリカ・ベーカリー厨房業務（レシピに沿って、お弁当を作ったり、パンを

焼いたりする業務）

①7：00～13：00

②12：00～17：00

③17：00～22：00

休憩15分

長時間勤務やこのほかの勤務

希望はご相談ください

週休2～4日シフト制ご

本人の希望をお聞きして

シフトにて決定いたしま

す。

時給900円

＜月収例＞

①　5時間/日、3日/週　勤務として約54,000円

②6時間/日、3日/週　勤務として約65,000円


