
「シニア世代のための就職面談会２０１９（日田会場）」　参加企業一覧

＜企業ブース＞

ブース
番号

企業名
（産業分類）

求人職種 雇用形態
就業時間

（詳細は各ブースにて確認）
就業場所

採用
人数

介護福祉士（デイサービス） フルタイム 変形（１ヶ月単位）8：30～17：30 日田市石井 1

介護職員（デイサービス） パートタイム
交替制あり　8：30～17：30
　　　　　　9：15～16：45

日田市石井 1

看護師兼機能訓練指導員（デイサービス） フルタイム 変形（１ヶ月単位）8：30～17：30 日田市石井 1

看護師（正・准）／デイサービス パートタイム
交替制あり　8：30～17：30
　　　　　　9：15～16：45

日田市石井 1

調査点検・計測 フルタイム
変形（１年単位）　9：00～18：00
　　　　　　　　　9：00～17：30

日田市中央 1

調査点検（臨時） パートタイム 変形（１年単位）　9：00～18：00 日田市中央 1

施設常駐警備員 フルタイム 変形（１年単位）　21：30～7：30 玖珠町大字帆足 1

機動隊員（機械警備業務） フルタイム
変形（１年単位）　8：30～18：00
　　　　　　　　　18：00～8：30

玖珠町大字帆足 1

施設警備 フルタイム
変形（１年単位）　22：00～7：30
　　　　　　　　　21：30～7：30

よろずや、山陽
館、サンビレッヂ 3

バス運転士（高速・路線） フルタイム
変形（１ヶ月単位）04：30～02：00の
間の７時間程度

日田市、杷木、
玖珠 3

バス運転士（玖珠営業区・嘱託社員） フルタイム
変形（１ヶ月単位）05：00～21：00の
間の７時間程度 玖珠町森 3

バス運転士（乗合・嘱託社員） フルタイム
変形（１ヶ月単位）05：00～21：00の
間の７時間程度

日田市、杷木、
玖珠 3

清掃員 パートタイム 04：30～00：30の間の４時間程度 日田市 1

工事管理業務 フルタイム 変形（１年単位）8：00～17：30 日田市高瀬 1

メンテナンス員 フルタイム 変形（１年単位）8：30～18：00 日田市高瀬 2

営業 フルタイム 変形（１年単位）9：30～19：00 日田市高瀬 1

電気工事作業及び管理 フルタイム 変形（１年単位）8：00～17：30 日田市高瀬 1

4
日田バス　株式会社
（一般乗合旅客自動車運送業）
　　　　　　　　　　　　　　他　６求人あり

5

株式会社　大日
（管工事業）
　　　　　　　　　　　　　他　４求人あり

平成３１年度健康経営認定事業所

令和1年10月3日

※参加企業によっては、以下に掲載した求人以外の求人も出しているところがあります。詳しくは、各企業ブースにてお問い合わせください。

1

株式会社　マルモ　森の棲家
（老人福祉・介護事業）

平成３１年度健康経営認定事業所

3
日本連合警備　株式会社　日田営業所
（警備業）
　　　　　　　　　　　　　　他　１求人あり

2
株式会社　ＨＫ企画
（土木建築サービス業）
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調理員（週３０時間未満） パートタイム 9：00～17：30、7：00～13：30 日田市清岸寺町 1

生活相談員 フルタイム 8：30～17：30 日田市清岸寺町 1

常駐警備員（パークインサトー） フルタイム 23：00～8：00 日田市隈 1

常駐警備員（かんぽの宿） フルタイム
交替制あり　19：30～5：30
　　　　　　21：00～7：00

日田市中の島町 1

交通警備員 フルタイム 8：00～17：00 日田市田島 5

機動隊員（日田支社） フルタイム
変形（１ヶ月単位）8：30～18：00
　　　　　　　　　18：00～8：30

日田市田島 3

機械整備士 フルタイム 変形（１年単位）8：00～17：30 日田市小ヶ瀬町 1

土木技術者 フルタイム 変形（１年単位）8：00～17：00 日田市小ヶ瀬町 1

土木作業員 フルタイム 変形（１年単位）8：00～17：00 日田市小ヶ瀬町 1

調理及び接客 フルタイム
変形（１年単位）9：00～21：00の
間の８時間程度

日田市小ヶ瀬町 1

介護職 パートタイム 8：00～18：00の間の５時間程度 日田市大山町 1

介護職（嘱託／夜勤なし） フルタイム
変形（1ヶ月単位）6：30～15：30
8：30～17：30、10：30～19：30

日田市大山町 1

看護師（正・准）（嘱託／夜勤なし） フルタイム
変形（1ヶ月単位）7：00～16：00
8：30～17：30、10：00～19：00

日田市大山町 1

准看護師 パートタイム 8：30～17：30の５時間程度 日田市大山町 1

受付カウンタースタッフ／ゆめマート日田店 パートタイム
交替制あり　9：00～19：00の間の
４時間以上

日田市十二町 1

受付カウンタースタッフ／コープ新治 パートタイム
交替制あり　9：30～19：30の間の
４時間以上

日田市新治町 1

受付カウンタースタッフ／ハトヤ日ノ出店 パートタイム
交替制あり　9：30～19：30の間の
４時間以上

日田市渡里 1

クリーニング工場スタッフ パートタイム 9：00～15：00、9：30～14：30 日田市小迫町 1

10
有限会社　ハトヤ
（洗濯業）
　　　　　　　　　　　　　他　１求人あり

6
有限会社　ケアサービス光岡　こもれび
（老人福祉・介護事業）

7
朝日警備保障　株式会社　（日田支社）
（警備業）
　　　　　　　　　　　　　他　１求人あり

9

老人保健施設　六和会　センテナリアン
（老人福祉・介護事業）

平成３１年度健康経営認定事業所

8
新日本緑地　株式会社
（土木工事業）
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皿洗い（奥日田温泉うめひびき） パートタイム 18：00～22：00 日田市大山町 2

清掃スタッフ（客室、温泉／奥日田温泉うめひびき） パートタイム 9：00～14：00 日田市大山町 2

レストランホールスタッフ（奥日田温泉うめひびき） パートタイム 6：00～11：00、17：00～22：00 日田市大山町 2

製造スタッフ パートタイム 8：50～18：00 日田市夜明 3

箱詰めスタッフ（夜間） パートタイム 0：00～9：10 日田市夜明 1

土木施工管理技術者 フルタイム 変形（１年単位）8：00～17：00 日田市三芳小渕町 1

道路維持管理作業員 フルタイム 変形（１年単位）8：00～17：00 日田市三芳小渕町 3

土木作業員 フルタイム 変形（１年単位）8：00～17：00 日田市三芳小渕町 3

土木積算技術者 フルタイム 変形（１年単位）8：00～17：00 日田市三芳小渕町 1

情報誌の企画編集営業員 フルタイム 8：00～17：00 日田市玉川 1

情報誌の企画編集営業員 パートタイム 8：00～17：00の間の３時間以上 日田市玉川 1

ホームページ制作・管理 フルタイム 8：00～17：00、9：00～18：00選択可 日田市玉川 1

宿直業務スタッフ（日田市） フルタイム 変形（１年単位）17：00～8：30 日田市田島 1

宿直業務員（日田市） パートタイム 17：00～8：30 日田市田島 1

清掃作業員（工場／１Ｈ） パートタイム 12：00～13：00 日田市石井町 1

清掃作業員（日田市内） パートタイム 13：00～17：00 日田市内 1

清掃作業員（１．５Ｈ） パートタイム 8：30～10：00 日田市内 1

15
株式会社　サンレー
（冠婚葬祭業）

16
有限会社　日田ビル美装
（建物サービス業）

14
株式会社　地元新聞社
（広告業）

11
株式会社　おおやま夢工房
（酒類製造業）

12
名水美人ファクトリー　株式会社　日田工場
（その他の食料品製造業）

13
河津建設　株式会社
（一般土木建築工事業）
　　　　　　　　　　　　　他　１求人あり
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17
株式会社　日田ビル管理センター
（建物サービス業）

クリーンスタッフ パートタイム 8：00～17：00 日田市内 1

清掃管理・営業　等 フルタイム 8：00～17：00 日田市玉川 1

清掃作業員（玖珠町） パートタイム 8：00～16：30 玖珠町塚脇 1

清掃作業員（店舗） パートタイム 8：30～16：00 日田市内 1

19
合名会社　まるはら
（製造業）

ルート営業及び商品配達員 フルタイム 8：00～17：00 日田市 1

＜相談ブース＞

Ａ ハローワーク日田

Ｂ 公益財団法人　産業雇用安定センター大分事務所

Ｃ 公益社団法人　大分県シルバー人材センター連合会

Ｄ 公益社団法人　日田市シルバー人材センター

Ｅ 玖珠町シルバー人材センター

高年齢退職予定者キャリア人材バンク事業の紹介などを行います。

シルバー人材センターの活動内容の説明や入会説明会の案内などを行います。

ハローワーク職員による職業相談や雇用保険受給者への求職活動証明の交付などを行います。

18
株式会社　おそうじバスターズひた
（建物サービス業）


