
シニア活躍応援プロジェクト　福岡市高齢者雇用促進・就業支援事業

勤務地 職種 仕事の内容 就業時間 休日 賃金 その他

1 ー 497
中央区

天神

百貨店

清掃スタッフ

★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

掃をお願いします

①7:00～11:00

②7:00～12:00

シフト制

週6日程度の勤務

時給930円 ・勤務日数応相談

36 ー 498
博多区

昭南町

アパート・マンション

巡回清掃スタッフ

アパート・マンションの巡回清掃

会社に出勤し、2～3人で社有車で担当物件を巡回清掃して

いただきます。（主に福岡市内です）

8:00～16:00
日+週２日程度休み

シフト制

時給

870円～900円

・要普通自動車免許（AT限定可）

・マイカー通勤可

25 ー 501
南区

筑紫丘

会員サポートスタッフ

自家用車を使用しての

会員様のお宅へ訪問

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。
9:30～17:30

週休二日

シフト制

月給

135,000円

・自家用車を使用しての訪問（車の持ち込

みができる方）

・要普通自動車免許(AT限定可）

・車両手当有　19,000円～28,000円

25 ー 502
南区

筑紫丘

営業

葬儀会館、結婚式場などの

会員募集やPR活動

★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

土・日

＊イベント等で平日振替

の場合も有り

月給

150,000円

44 ー 503
城南区

長尾

ホームヘルパー

城南区およびその周辺で

自宅付近を中心に担当していた

だきます

★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（生活援助、身体介護な

ど）のお仕事です

9:00～18:00

上記時間内で4時間程度

週休二日

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

・マイカー通勤可

・賃金は介護内容によって異なります

44 ー 504
博多区

那珂

ホームヘルパー

博多区およびその周辺で

自宅付近を中心に担当していた

だきます

★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（生活援助、身体介護な

ど）のお仕事です

9:00～18:00

上記時間内で4時間程度

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

・マイカー通勤可

・賃金は介護内容によって異なります

44 ー 505
西区

姪浜

ホームヘルパー

西区・早良区およびその周辺で

自宅付近を中心に担当していた

だきます

★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（生活援助、身体介護な

ど）のお仕事です

9:00～18:00

上記時間内で4時間程度

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

・マイカー通勤可

・賃金は介護内容によって異なります

56 ー 507
南区

皿山

マンション

日常清掃スタッフ

★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

月・火・木・金・日・祝日 時給900円 水・土曜の勤務

53 ー 508
中央区

天神

オフィスビル

日常清掃

★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。

オフィスビルの日常清掃　（男女トイレ清掃有り）

6:30～10:30 日・祝日・その他
時給

950円～1,050円
就業日数相談可

59 ー 509
博多区

対馬小路
看護補助

介護用品等補充・洗濯・掃除・お茶作り・食事の片付けなど、

看護補助業務全般のお仕事です。
8:30～17:00 シフト制 時給900円

・必要な経験：看護補助実務経験

・資格：ヘルパー２級あれば尚可

・記載時間内で勤務時間・日数相談可

例）週2～3日、10:00～15:00等

求人番号

2022年5月号

シニア活躍応援プロジェクト 　　福岡市高齢者雇用促進・就業支援事業

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。

※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。

＊次号（6月号）は6月1日前後での配架となります

＊次号発行までの新着求人やセミナー開催情報は、別紙にてシニアお仕事ステーションに配架致します。（不定期）

求人企業一覧2022年5月号

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

求人一覧はホームページでもご覧いただけます

その他

・次号発行までの新着求人

・セミナー開催情報 などを掲載しております

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

QRコードからもご覧いただけます➡

　　　◆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　　　



シニア活躍応援プロジェクト　福岡市高齢者雇用促進・就業支援事業

勤務地 職種 仕事の内容 就業時間 休日 賃金 その他求人番号

2022年5月号 ※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。

66 ー 510
東区

青葉
介護職

★未経験者歓迎！着替え・環境整備・食事・入浴・排泄など

入院患者様の介助のお仕事です。

①6:30～11:00

②15:00～19:00

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

・マイカー通勤可　駐車場月額2,000円

・土日休みなど、ご希望に応じますのでご相

談ください

・週4日程度の勤務　シフト制

66 ー 511
東区

青葉

介護職

入院患者様の介助

★未経験者歓迎！着替え・環境整備・食事・入浴・排泄など

入院患者様の介助のお仕事です。

①6:30～11:30

②14:00～19:00

①②のシフト制（１ヶ月単

位）

週休二日

シフト制

時給

900円～950円

・週5日程度の勤務

・マイカー通勤可　駐車場月額2,000円

・土、日曜休み等相談可

67 ー 512
中央区

薬院

光熱費コストダウン

についてのご案内

テレフォンコミュニケーター

★未経験者大歓迎

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

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
・週3日～、１日３時間～相談可

51 ー 513
博多区

金の隈

病院内社員食堂での

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

週休二日

シフト制
時給890円

・必要な経験：調理業務

・マイカー通勤可

51 ー 514
博多区

金の隈

病院内厨房での

食器洗浄

★午前中の勤務なのでプライベート時間の確保にも◎

病院内厨房で、朝食300食程度の提供後の食器をスタッフで

協力して洗っていただきます。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
週休2～4日

シフト制
時給880円

・マイカー通勤可

・早朝手当：午前7時までは時給に+200

円

69 ー 515
博多区

博多駅前
駐輪場管理員

★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。

①6：00～12：00

②8：30～14：30

③14：30～20：30

④19：00～24：45

シフト制

週休3～4日

シフト制

＊年中無休のため、年末

年始・お盆も勤務有

時給870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。

・勤務時間はシフト制のため、左記①～④の

すべての時間帯の勤務がございます。

・基本的なパソコン操作あり(文字入力作

業）

72 ー 517
中央区

大名

コンビニスタッフ

接客・発注・掃除など

★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。

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
週休2～3日

シフト制
時給870円 バイク、自転車通勤可

73 ー 518
東区

馬出

だし巻きたまご専門店での

調理・接客スタッフ

★午前中の勤務なのでプライベート時間の確保にも◎

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。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

週休2～3日

シフト制
時給900円

・要普通自動車免許

・自転車通勤可

51 ー 519
博多区

金の隈

福祉施設内での

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

①②選択可

週休2～4日

シフト制
時給880円

・マイカー通勤可

・資格手当　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

・早朝手当（午前7時まで）時給+200円

51 ー 520
中央区

天神

病院内での

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
週休2～4日

シフト制
時給880円

・資格手当　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

・早朝手当（午前7時まで）時給+200円

1 ー 521
中央区

天神

会議室・エスカレーターなど

清掃スタッフ

★未経験者歓迎！天神駅より徒歩約3分

会議室の設営、掃除機掛け、階段、エスカレーターの清掃をお

願いいたします。

6：30～10：30

週6日程度の勤務

シフト制

労働日数について相談可

時給880円
週6日程度の出勤

労働日数について相談可

78 ー 522
中央区

大名

コンビニスタッフ

接客・レジ・清掃など

★コンビニエンスストア勤務初心者大歓迎!

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）など

7：00～13：00
週休2～4日

シフト制
時給900円

ご本人の希望をお聞きしてシフトにて決定い

たします

78 ー 523
中央区

大名

コンビニスタッフ

接客・レジ・清掃など

★コンビニエンスストア勤務初心者大歓迎!

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）など

12：00～17：00 週休2～4日シフト制 時給900円
ご本人の希望をお聞きしてシフトにて決定い

たします

78 ー 524
中央区

大名

コンビニスタッフ

接客・レジ・清掃など

★コンビニエンスストア勤務初心者大歓迎!

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）など

17：00～22：00
週休2～4日

シフト制
時給900円

ご本人の希望をお聞きしてシフトにて決定い

たします

29 ー 525
中央区

薬院

小規模ビル

清掃員スタッフ

★20代～80代までの方が現役活躍中。スタッフのほとんどの

方が未経験からのスタートです。

簡易点検業務、日常清掃業務、報告連絡事務業務などをお

願いします。

9：00～11：00 日・祝日 時給900円

　　　◆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　　　



シニア活躍応援プロジェクト　福岡市高齢者雇用促進・就業支援事業

勤務地 職種 仕事の内容 就業時間 休日 賃金 その他求人番号

2022年5月号 ※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。

65 ー 526
博多区

博多駅前

お試しサンプルのご案内

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。

電話でのお試しサンプルのご案内です。サンプルは10～15日

分で1,980円～の商品です。購入しやすい価格帯なので、未

経験の方でも取り組みやすい商品と なっています。 お仕事の

中でパソコンの操作はございません。

10:00～17:00
4週6休制

日+月2日

時給

1,000円～1,400円

57 ー 527
東区

多の津

作業スタッフ

青果物全般の荷受け、

整理、袋詰めなど

★簡単な作業なので、未経験の方でも安心してスタートできま

す！

青果物全般の 荷受け、整理、袋詰めするための準備や袋詰

め及び片付けなどをお願いします。

①8：30～17：00

②8：30～12：30

③13：00～17：00

週休二日

シフト制

時給

870円～950円

＊業務内容により変動あ

り

・マイカー通勤可

10 ー 528
中央区

赤坂周辺

大型商業施設や銀行等の

施設内における常駐警備

★研修体制が整っています。「お客様の安全・安心に携わって

いきたい」という方歓迎します。

大型商業施設や銀行等の施設内における常駐警備

建物内外巡回、従業員や来客の受付、セキュリティチェック、

緊急時の誘導など

①9：00～8：59

②18：00～9：00

③9：00～18：00

①～③の組み合わせで週40

時間のシフト制

週休二日

シフト制

4週8休

時給888円

・選考は「面接」「簡易な適性検査」実施

施設警備は、施設の方やお客様とのコミュニ

ケーションが何より大切。人と接することが好

きな方、礼儀正しい対応ができる方に向いて

いるお仕事です。

31 ー 530
博多区

冷泉町

オフィスビル

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

月～金：日常清掃、土：トイレと階段の定期清掃を行ってい

ただきます

7：00～15：00 日 時給930円

・制服貸与

・定期清掃業務を習得後、土曜は月2回の

出勤となります。

83 ー 531
中央区

天神

緊急通報の受信対応補助

電話による体調伺い

相談業務など

生活電話相談員

★未経験者も歓迎いたします。お仕事に慣れるまでの研修は

平日昼間の時間帯に行い、ご指導いたします。

緊急通報の受信対応の補助、電話による体調伺い及び相談

業務、電話対応の内容をパソコンに入力 など

一人暮らしの高齢者のお宅に取り付けをしている緊急通報装

置を通して、相談を受けたり、体調不良など緊急時の対応をし

ています

①12：00～20：00

②20：00～9：00

　仮眠2時間（有給）あり

週休二日

シフト制

時給

920円～1,000円

＊経験により時給決定

・ホームヘルパー経験　あれば尚可

・PCスキル：文章入力

・入社後仕事になれるまでの研修時は昼間

の勤務になります。②の時間帯（当直）は

仕事を覚えてからの予定です。

・週5日程度、1ヶ月の勤務日数は月14日

～20日（応相談）

・勤務日の希望などを考慮いたします

・夜勤帯は３人体制（看護師含む）

86 ー 532
博多区

大博町

病院内

清掃スタッフ

★60歳以上の方、大歓迎！病院内での清掃スタッフの募集

です。各部屋の清掃及びゴミの回収等をお願いします。

①7：30～11：30

②7：30～15：30

①②いずれか選択

日・その他 時給900円 勤務日、勤務時間は、ご相談ください

87 ー 533
博多区

博多駅前

通信販売のお問合せ窓口

オペレーター

★きちんとしたマニュアルと研修があるから未経験者でも安心

です。先輩たちのほとんどが、未経験からスタートしています。

健康食品やスキンケア商品などの通信販売のお問合せ窓口で

す。

注文やお問合せの受付をマニュアルに沿って対応いただきま

す。

①9：00～18：00

②9：00～14：00

③17：00～20：00

①②③から選択可

週休2～4日シフト制

＊希望シフト制

時給

950円～1,250円

88 ー 535
博多区

冷泉町

健康食品などの通信販売

受電のみの電話対応業務

★シニアの皆様大歓迎！働きやすい環境づくりに積極的に取り

組んでいます。

お得意様専用ダイヤルでの電話受付、お得意様へのお礼、ご

挨拶のお手紙書きのお仕事です。

①9：30～15：30

②11：00～17：00

③14：00～19：30

①②③又は9時30分～19

時30分の間の5時間程度

応相談

週休二日制　毎週

日・祝・その他

月末に翌月の出勤可能

日を提出して頂きます

時給

885円～955円

・シフト、出勤日数など、お気軽にご相談くだ

さい。

91 ー 536
南区

老司

保育補助

開園準備

園児の受け入れ対応

※資格不要

★シニア歓迎！開園準備、園児の受け入れ対応をお願いしま

す。

未経験・保育士資格がない方もOK。子どもと接するのが好き

な方大歓迎です！

開園準備、園児の受け入れ対応をお願いします

6：30～9：00

週休二日制

毎週日曜日+1日（シフ

ト制）

時給870円
・マイカー通勤可　駐車場代月3000円

・保育士資格の無い方も可

91 ー 537
南区

老司

保育補助

保護者のお迎え対応

※資格不要

★シニア歓迎！16時～19時の短時間のお仕事です。

未経験・保育士資格がない方もOK。子どもと接するのが好き

な方大歓迎です！

保護者のお迎え対応をお願いします

16：00～19：00

週休二日制

毎週日曜日+1日（シフ

ト制）

時給870円
・マイカー通勤可　駐車場代月3000円

・保育士資格の無い方も可

91 ー 538
南区

老司

保育補助

開園準備

園児の受け入れ

保護者のお迎え対応

※資格不要

★シニア歓迎！未経験・保育士資格がない方もOK。子どもと

接するのが好きな方大歓迎です！

開園準備、園児の受け入れ対応、保護者のお迎え対応をお

願いします

①6：30～9：00

②16：00～19：00

①②の両時間帯の兼務となり

ます

週休二日制

毎週日曜日+1日（シフ

ト制）

時給870円
・マイカー通勤可　駐車場代月3000円

・保育士資格の無い方も可

91 ー 539
南区

老司

保育補助

開園準備

園児の受け入れ対応

★シニア歓迎！保育士の資格を活かしてください。ブランクが

あってもOK！

保育士を一旦リタイアされた方の応募をお待ちしております。

開園準備、園児の受け入れ対応をお願いします。

6：30～9：00

週休二日制

毎週日曜日+1日（シフ

ト制）

時給900円
・マイカー通勤可　駐車場代月3000円

・保育士資格要

91 ー 540
南区

老司

保育補助

保護者のお迎え対応

延長保育の補助

★シニア歓迎！保育士の資格をお持ちの方、ブランクがあって

もOK！

保育士を一旦リタイアされた方の応募をお待ちしております。

保護者のお迎え対応、延長保育の補助をお願いします。

16：00～19：00

週休二日制

毎週日曜日+1日（シフ

ト制）

時給900円
・マイカー通勤可　駐車場代月3000円

・保育士資格要

91 ー 541
南区

老司

保育補助

開園準備

園児の受け入れ

保護者のお迎え対応

延長保育の補助

★シニア歓迎！保育士の資格をお持ちの方、ブランクがあって

もOK！

保育士を一旦リタイアされた方の応募をお待ちしております。

開園準備、園児の受入れ対応、保護者のお迎え対応、延長

保育の補助をお願いします。

①6：30～9：00

②16：00～19：00

①②の両時間帯の兼務となり

ます

週休二日制

毎週日曜日+1日（シフ

ト制）

時給900円
・マイカー通勤可　駐車場代月3000円

・保育士資格要
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シニア活躍応援プロジェクト　福岡市高齢者雇用促進・就業支援事業
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93 ー 542
古賀市

鹿部

鮮魚加工場

鮮魚調理業務スタッフ

★過去の職務経験にて「量販店の鮮魚、鮮魚店や寿司、和食

調理の厨房経験者、回転すし店他」での包丁スキルをお持ち

の方を希望いたします。

作業内容や食品衛生については社員が丁寧に指導いたします

ので安心してご応募ください。

業務内容として寿司スライス作業が主になります。

①5：00～9：00

②6：00～10：00

③8：00～12：00

シフト制

週休二日

シフト制

時給

1,200円～1,500円

・工場稼働が365日のためシフト制にしてお

りますが、ご希望がある場合ご相談ください。

・マイカー通勤可

31 ー 543
博多区

豊

常設展示場

清掃スタッフ

★丁寧に指導いたしますので、ご安心ください。未経験者・初

心者歓迎！

常設展示場での日常清掃をお願いします。女性活躍中の職

場です。

7：30～10：00
月

年末年始
時給1,000円

・マイカー、自転車通勤可

・制服貸与

31 ー 544
早良区

小田部

温泉施設

清掃スタッフ

★難しい作業ではありません。男女・シニアの方も大歓迎！

温泉施設にて開店前の日常清掃をお願いします。未経験者・

初心者歓迎！

5：30～8：30
シフト制

勤務日数相談に乗ります
時給900円

・マイカー、バイク、自転車通勤可

・制服貸与

31 ー 545
西区

下山門

車両基地及び、建物内

清掃スタッフ

★シニアの方、未経験の方、大歓迎！資格・経験は不問で

す。

丁寧に指導いたしますので、ご安心ください。

車両基地及び、建物内の清掃のお仕事です。

※大型の清掃器具を使用する事があります。

8：00～16：30

シフト制

※月 6～8日のお休みと

なります

時給880円 ・マイカー通勤可

62 ー 548
春日市

須玖北

総合病院の厨房内での

調理補助・洗浄など

★未経験の方でも安心して働けます！！男性も活躍中で

す！

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、洗浄等業務を行っていただきます。

12：30～21：00

週3日程度の勤務より相談可

4日毎に1日のローテン

ション休み
時給1,000円

・食器類など重量物の持上げや運搬がありま

す

・男性も活躍中です

・マイカー通勤可　駐車場有　3000円/月

95 ー 551
西区

姪浜

スーパーマーケットの

レジ業務及び品出し

★高齢者の方、歓迎します。

スーパーマーケットのレジ業務及び品出しのお仕事です。

通勤に便利で働きやすい職場です。

①18：00～23：30

平日

②7：30～13：30

土・日・祝日

週3日程度の勤務

時給870円

94 ー 552
博多区

中央区内

産業施設、オフィスビル、

病院などでの警備職

★シニアの皆様　大歓迎です‼

産業施設、オフィスビル、病院等で来訪者の受付、巡回、監視

等を行う警備業務のお仕事です。

①8：00～翌８：00

②8：00～18：00

③18：00～翌9：00

勤務地により変更があります

週休２～４日

シフト制

勤務地により異なります

時給900円

60 ー 553
東区

松島

事務職

（書類等の準備など）

★シニア歓迎！　早朝の内勤短時間アルバイトの募集です。

書類等の準備などをお願いします。

・書類等の発行業務（パソコンとプリンターを操作することがあ

ります）

・発行された書類等の仕分け・整理業務

・USBメモリへのデータ送信業務

・病院へお届けする資材の準備等（重量物はありません）

7：00～9：00 日・祝日 時給1,100円
・マイカー通勤可

・週4日程度の勤務もご相談に応じます

48 ー 554
博多区

対馬小路

コンビニエンスストアでの

レジ・接客・発注業務

★シニア歓迎！未経験でも大丈夫。

コンビニエンスストアの店舗スタッフの募集です。

①08：00~17：00

②12：00~17：00

③22：00~07：00

上記時間帯で1日3時間～

応相談

週2～5日の勤務

面談のうえ決定します

時給870円 ・自転車通勤可

48 ー 556
博多区

博多駅南

コンビニエンスストアでの

レジ・接客・発注業務

★シニア歓迎！未経験でも大丈夫。

コンビニエンスストアの店舗スタッフの募集です。

①08：00~17：00

②12：00~17：00

③22：00~07：00

上記時間帯で1日3時間～

応相談

週2～5日の勤務

面談のうえ決定します

時給870円
・マイカー通勤可

・自転車、バイク通勤可

48 ー 557
博多区

吉塚

コンビニエンスストアでの

レジ・接客・発注業務

★シニア歓迎！未経験でも大丈夫。

コンビニエンスストアの店舗スタッフの募集です。

①08：00~17：00

②12：00~17：00

③22：00~07：00

上記時間帯で1日3時間～

応相談

週2～5日の勤務

面談のうえ決定します

時給870円
・マイカー通勤可　駐車場あり（無料）

・自転車、バイク通勤可

48 ー 558
博多区

吉塚

コンビニエンスストアでの

レジ・接客・発注業務

★シニア歓迎！未経験でも大丈夫。

コンビニエンスストアの店舗スタッフの募集です。

①08：00~17：00

②12：00~17：00

③22：00~07：00

上記時間帯で1日3時間～

応相談

週2～5日の勤務

面談のうえ決定します

時給870円
・マイカー通勤可

・自転車、バイク通勤可
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34 ー 559

博多区

東平尾公

園

競技場施設内外の

清掃作業員

★シニア歓迎！丁寧に指導いたしますので、安心してお仕事を

はじめられます。

競技場施設内外の清掃のお仕事です。

①08：30~15：30

②09：00~16：00

①②のシフト制

週３～５日の勤務

（勤務日数相談可）

時給870円
・マイカー通勤可

・自転車、バイク通勤可

96 ー 560
糟屋郡

新宮町

4tトラックでの

配送業務

★シニア歓迎！お持ちの資格や経験を活かしませんか？

４ｔトラックでの配送業務、工場内での荷積み、荷下ろし作

業の手伝いをお願いします。

新宮-箱崎ふ頭-松島-新宮

１往復30㎞を２往復します（運転時間は3時間）

08：50~17：50

週休二日制毎週

日・祝日・その他

原則土曜日はお休みです

時給

1,500円~1,600円

・4tトラックが運転出来ること

・中型自動車免許　必須

・フォークリフト運転技術者　必須

・マイカー通勤可　駐車場あり

82 ー 561
東区

舞松原

マンション

清掃スタッフ

★事前研修にて、丁寧にお教えしますので、未経験の方も安

心してご応募下さい。敷地内の日常清掃、受付対応をお願い

します

9：00～16：00 土・日・祝日 時給1,000円
・制服支給あり

・就業時研修あり

54 ー 562
東区

原田

野菜や食材などの仕分け

ピッキング作業

★シニアの方歓迎！野菜や食材等の仕分け・ピッキング作業、

検品・箱詰め作業などをお願いします。月～木曜の週４日勤

務です。

月・水曜

6：00～11：30

火曜

6：00～10：30

木曜

6：00～10：15

金・土・日

年末年始

6～9時　時給950円

9時～　時給900円

・マイカー通勤可　駐車場あり

・エプロン支給

97 ー 563
博多区

美野島

スーパーマーケット

惣菜コーナースタッフ

★シニア歓迎！丁寧にご指導しますので、安心して働いていた

だけます。

スーパーマーケットの惣菜コーナーでの商品作り、売り場管理

全般をお願いします。

・惣菜コーナーでのパック等の商品作り

・陳列等の売り場管理全般

08：00~13：00

週5日程度の勤務

週休二日制　毎週

シフト制

時給900円

＊日、祝日は時給50円

増

・自転車通勤可

97 ー 564
中央区

舞鶴

スーパーマーケット

店舗スタッフ

★シニア歓迎！丁寧にご指導しますので、安心して働いていた

だけます。

スーパーマーケットの惣菜コーナーでの調理業務・弁当製造、

および店内業務をお願いします。

・惣菜コーナーでの煮物・揚げ物の調理、弁当製造

・店内業務あり（レジ、品出し　等）

①08：00~13：00

②09：00~17：00

③08：00~16：00

④13：00～17：00

①～④で応相談

週4日～5日、週30時間未

満の勤務です。

週休二日制　毎週

シフト制

時給900円

＊日、祝日は時給50円

増

・自転車通勤可

97 ー 565
中央区

唐人

スーパーマーケット

精肉コーナースタッフ

★シニア歓迎！丁寧にご指導しますので、安心して働いていた

だけます。

スーパーマーケットの精肉コーナーでの品出し、売り場管理、

パック詰めの業務です。

①07：00~12：00

②08：00~13：00

①②のシフト制

週5日程度の勤務

就業時間、労働日数について

応相談

週休二日制　毎週

シフト制

時給900円

＊日、祝日は時給50円

増

・自転車通勤可

82 ー 566
南区

皿山
マンション管理員

★事前研修にて丁寧にお教えしますので、未経験の方お安心

してご応募ください。

マンション敷地内の簡易清掃、受付対応、巡回点検などのお

仕事です。

ほうき、雑巾、モップ等による簡易清掃、巡回点検、電球交

換、受付対応、業者立会、事務補助などをお願いします。

9：00~13：00

月、水、土曜の勤務
火・木・金・日・祝日 時給870円

・制服支給あり（帽子、ジャンバー、ポロシャ

ツ、ズボンなど）

・就業時研修あり（勤務先もしくは近隣の物

件、オンライン研修）

82 ー 569
東区

多々良
マンション管理員

★事前研修にて丁寧にお教えしますので、未経験の方お安心

してご応募ください。

マンション敷地内の簡易清掃、受付対応、巡回点検などのお

仕事です。

ほうき、雑巾、モップ等による簡易清掃、巡回点検、電球交

換、受付対応、業者立会、事務補助などをお願いします。

9：00~12：00

月～土曜の勤務
日・祝日 時給900円

・制服支給あり（帽子、ジャンバー、ポロシャ

ツ、ズボンなど）

・就業時研修あり（勤務先もしくは近隣の物

件、オンライン研修）

60 ー 571
東区

松島

検査補助スタッフ

（夜間パート）

★丁寧に指導いたしますので、安心して応募してください。

検査物を分析装置にセットする作業や検査物をピペットで分け

る作業、検査物を抜き出してチェックする作業などをお願いいた

します。その他、臨床検査技師の補助業務あり。

月～金

19：00～01：00

土

18：00～00：00

日・祝日 時給900円

・マイカー通勤可

・基本的なパソコン操作ができれば尚可

・週2～3日の勤務になります。 勤務日はご

相談に応じます。

60 ー 572
東区

松島

検査補助スタッフ

(検体管理・夜間パート）

★丁寧に指導いたしますので、安心して応募してください。

各支所より送られてきた検査物や書類の仕分け、受付、検査

室への搬入業務、検査物の廃棄業務、その他、検体管理作

業の補助など

月～金

20：00～01：00

土

19：00～00：00

※20:00～23：00でも可

日・祝日 時給900円

・マイカー通勤可

・基本的なパソコン操作ができれば尚可

・週2～3日の勤務になります。 勤務日はご

相談に応じます。

89 ー 573

東区

香椎浜ふ

頭

医療医薬品の入出庫業務

★性別問わず活躍中！冷暖房完備された倉庫内で、医療医

薬品の入出庫作業を行っていただきます。軽い医薬品をメイン

に取り扱う仕事です

①7：00～13：00

②13：00～19：00

③17：00～22：00

④18：00～22：00

いずれかを選択

週3～6日の勤務

シフト制

土、日、祝日はシフトによ

り出勤の可能性有
時給880円

・マイカー通勤可　駐車場有（月額1,000

円）

　　　◆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　　　



シニア活躍応援プロジェクト　福岡市高齢者雇用促進・就業支援事業

勤務地 職種 仕事の内容 就業時間 休日 賃金 その他求人番号

2022年5月号 ※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。

1 ー 574
中央区

天神
百貨店内の巡回清掃

★シニア歓迎！未経験でも大丈夫。働きやすい職場です。

中央区内、百貨店での巡回清掃をお願いします。

16：30~20：00

・週4～5日の勤務

・労働日数相談可

週休二日制毎週

シフト制
時給930円

46 ー 576
南区

長丘

介護施設での介護業務

（居室清掃のみ）

★シニア歓迎！丁寧にご指導しますので、安心して働いていた

だけます。

介護施設の居室を、ヘルパーとして清掃をしていただきます。

１回あたり１時間のサービスで、回数は相談に応じます。

・シーツ交換

・居室清掃（掃除機かけ、拭き掃除、ごみ捨て、トイレ掃除

等）

9：30～12：30

・就業時間応相談

週休二日　シフト制

＊勤務日数および出勤

日については相談が可能

です

時給870円

・マイカー通勤可　駐車場あり

・介護職員初任者研修、ヘルパー２級　いず

れか必須

・普通自動車免許　必須（ＡＴ限定可）

46 ー 577
南区

長丘
介護施設での清掃業務

★シニア歓迎！未経験でも大丈夫。働きやすい職場です。

介護施設での清掃のお仕事です。

・お風呂掃除（1～2箇所で１時間程度）

・夕食後の食器の洗浄(手洗い後に食器洗浄機を使用)と片

付け

16：30～19：30

・就業時間応相談

週休二日　シフト制

＊勤務日数および出勤

日については相談が可能

です

時給870円
・マイカー通勤可　駐車場あり

・普通自動車免許　必須（ＡＴ限定可）

82 ー 578
早良区

西新

簡易清掃、受付対応、

巡回点検など

マンション管理員

★事前研修にて丁寧にお教えしますので、未経験の方お安心

してご応募ください。

マンション敷地内の簡易清掃、受付対応、巡回点検などのお

仕事です。

ほうき、雑巾、モップ等による簡易清掃、巡回点検、電球交

換、受付対応、業者立会、事務補助などをお願いします。

9：00~15：00

火・水・金・土曜の勤務
月・木・日・祝 時給870円

・制服支給あり（帽子、ジャンバー、ポロシャ

ツ、ズボンなど）

・就業時研修あり（勤務先もしくは近隣の物

件、オンライン研修）

42 ー 579

市内5カ所

に訪問介

護事業所

あり

訪問介護員

★シニア活躍中！資格を活かしませんか？20代～70代の幅

広い職員が活躍しています。

『訪問介護員』の募集です。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。

安心してお仕事ができるようサポートします！

市内で5ヵ所の訪問介護事業所を運営しています。

お近くの訪問介護事業所での就業。

勤務は訪問介護計画に従って、自宅から利用者宅まで直行

直帰となります。

福利厚生充実、労務管理をしっかりと行い働きやすい環境づく

りを目指しております。

07：00~21：00の間の1

時間以上

＊ご自分の生活スケジュール

に合った働き方をご相談くださ

い。

1日1時間以上、週1日～か

ら可。

時給1,355円~1,744

円

必要な免許・資格

介護職員実務者研修修了者

介護職員初任者研修修了者

介護福祉士、ヘルパー１級・２級

いずれかの免許・資格を所持で可

60 ー 581
南区

長丘

書類の整理・荷物の仕分け

書類発行　など

早朝内勤スタッフ

早朝の内勤短時間アルバイトの募集です

具体的には…外回りスタッフが持参する書類等を準備していた

だくお仕事です。

・病院様へお届けする書類等を整理。

・荷物の仕分け作業（重量物はほとんどありません）

・パソコン、プリンターを使い書類の発行業務

・USBのフォーマット作業　など

7：00~9：00 日・祝日 時給1,050円
・マイカー通勤可

・事務職、営業職の経験があれば尚可

24 ー 582
中央区

渡辺通

通信販売

テレコミュニケーター

シニア活躍中。丁寧にお教えいたしますので安心して働いてい

ただけます。

お客様はシニア世代の方が多く、働く仲間も和気あいあいとし

た雰囲気の職場です。

通信販売注文受付、問合せ対応をお願いします。

パソコンが苦手でも丁寧にお教えいたします。

①09：00~16：00

②09：00~17：00

③09：00~18：00

＊シフト制

＊週4～5日の勤務です。固

定曜日休み相談に応じます。

時給900円~950円

・コールセンター経験、接客業務経験などあれ

ば尚可

・PCスキル　ログイン、文字入力（ローマ字

入力）

99 ー 583
博多区

住吉

スーパーマーケット内

レジ業務全般

シニア活躍中！丁寧にお教え致しますので、ご安心ください。

仲の良い部署です。

スーパーマーケット内のレジのお仕事です。

①8：00~12：00

②12：00~17：00

シフト制

＊週2～4日の勤務です。

時給870円
・自転車通勤可（バイク通勤不可）

・制服貸与

99 ー 584
博多区

住吉

スーパーマーケット

精肉部での

加工及びパック包装など

シニア活躍中！全員、未経験からスタートしています。

丁寧にお教え致しますので、ご安心ください。

笑い声の絶えない部署です。

スーパーマーケット内の精肉部のお仕事です。

8：00~12：00

＊週3～4日の勤務です。
時給880円

・自転車通勤可（バイク通勤不可）

・制服貸与

22 ー 585
中央区

舞鶴
電話営業

サンプル利用のお客様へ、当商品をご案内する仕事です。

パソコン入力はありません。

お互いに助け合えるチームワークの良い職場です。

①09：30~17：00

②09：30~18：00

②は、週1回の場合あり

週40時間未満の勤務です

日・祝日・その他 月給170,000円

22 ー 586
中央区

舞鶴

健康食品サンプル案内

テレフォンアポインター

（発信業務）

当社取り扱いの健康食品のサンプルを電話でご案内頂く仕事

です

パソコン入力はありません。

お互いに助け合えるチームワークの良い職場です。

10：00~16：00

又は

10：00～17：00の間の5

時間以上

　

週6日程度、週30時間未満

の勤務

日・祝日・その他 時給870円

　　　◆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　　　
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100 ー 587
南区

長住

ホール対応

厨房内食器洗浄

（すし店）

シニア歓迎‼未経験でも大丈夫、働きやすい職場です。

お料理の配膳・下膳と厨房内での洗い物を担当していただき

ます。

①月・火・木・金

16：00~21：00

②土・日

11：00~21：00

週4～6日の勤務

水・その他

面接時に相談に応じます
時給900円~1200円

・マイカー通勤可

・自転車、バイク通勤可

履歴書など応募書類の作成や面接対策、仕事の内容がわかる職種別セミナーなど、

就職活動をサポートする様々なメニューを用意しています。

◆セミナーのお申込み、問い合わせ先

パーソルテンプスタッフ株式会社 TEL：092-433-7780

シニア対象セミナーの

ご案内

　　　◆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　　　


