
 

職種 年齢 賃金 求人者名・求人番号 就業場所 就業時間 加入保険 必要な免許資格
変形（１年単位） 雇用

165,000 (1) 7:55～17:20 労災 普通自動車免許一種
～ 健康 フォークリフト技能者

253,000 厚生
43070- 2802071

変形（１ヶ月単位） 雇用
180,000 (1) 8:00～17:30 労災

～ 健康
220,000 厚生

43070- 2805571
雇用

135,000 (1) 9:00～17:00 労災
～ (2) 9:00～15:00 健康

250,000 43070- 2809271 厚生
正社員 43070- 2810071

変形（１ヶ月単位） 雇用
130,548 (1) 8:00～17:00 労災

～ (2)20:00～ 5:00 健康
130,548 厚生

43070- 2811371
雇用

160,000 (1) 8:30～17:30 労災
～ 健康

165,000 厚生
43070- 2813571

変形（１ヶ月単位） 雇用
163,000 (1) 7:30～16:30 労災

～ (2) 8:30～17:30 健康
178,000 (3)10:00～19:00 厚生

43070- 2792571
雇用

180,000 (1) 8:30～17:30 労災
～ 健康

200,000 厚生
43070- 2793471

変形（１ヶ月単位） 雇用
150,000 (1) 7:00～15:30 労災

～ (2) 8:30～17:00 健康
180,000 (3)13:30～22:00 厚生

43070- 2794771
変形（１ヶ月単位） 雇用

150,000 (1) 8:30～17:30 労災
～ (2) 8:30～15:00 健康

170,000 (3)17:00～ 9:00 厚生
43070- 2796271

交替制あり 雇用
130,000 (1) 8:00～17:00 労災

～ (2)10:00～19:00 健康
130,000 厚生

43070- 2797971
変形（１年単位） 雇用

170,000 (1) 7:00～17:00 労災
～ 健康

210,000 厚生
43070- 2799071

雇用
183,000 (1) 8:30～17:30 労災 介護支援専門員

～ 健康 普通自動車免許ＡＴ
200,000 厚生

43070- 2789971
交替制あり 雇用

137,000 (1) 8:00～17:00 労災
～ (2)15:30～23:00 健康

137,000 厚生
43070- 2757071

変形（１ヶ月単位） 雇用

160,000 介護職員(1) 5:30～14:30 労災
～ 43070- 2770271 (2) 8:30～17:30 健康

200,000 43070- 2771971 (3)12:30～21:30 厚生

正社員 43070- 2772171 その他　(1) 8:30～17:30
変形（１年単位） 雇用

135,000 ※１(1) 6:00～15:00(2) 8:30～17:30 労災
～ (3)10:00～19:00 健康

150,000 43070- 2776571 ※２(1) 7:00～16:00 厚生
43070- 2778771 (2)10:00～19:00

雇用
185,600 (1) 8:00～17:00 労災 電気工事士（第１種）

～ 健康 電気工事士（第２種）
208,800 厚生 普通自動車免許一種

43070- 2783671

事務員

正社員

林業作業士
株式会社泉林業

医療法人光永医院

准看護師

不問
河野産婦人科医院 人吉市上薩摩瀬町1408-1

正社員

介護職
株式会社ケアサポートグ
ループホーム若葉園

球磨郡多良木町大字多良
木１５３７不問

正社員

社会福祉法人洋香会
不問

正社員

球磨郡あさぎり町免田東１
９２２－１２６
『本社工場　新事業』

18歳
以上正社員

介護支援専門員

合同公社アグリＹＯＵ

人吉市西間上町2563番地
7不問

正社員

看護助手

不問
正社員

正社員

正社員

株式会社翠嵐楼

球磨郡錦町大字西158番
地1不問

フロント業務

人吉市温泉町２４６１－１39歳
以下

人吉市蓑野町２４７－１

正社員

正社員

球磨郡山江村大字山田丙
南永シ切１７０５

木材市場機械オペ
レーター 上球磨森林組合

球磨郡水上村大字岩野
1373
『上球磨森林組合加工工
場、木材市場』

不問
正社員

看護業務
球磨郡あさぎり町岡原南
77-1『特別養護老人ホー
ムあさぎりホーム』

組立て作業【急募】
株式会社村田産業

医療法人木鶏会
不問

企画・営業

保育士又は児童指
導員【急募】

正社員

有限会社
トータル・ケア・サポート

人吉市南泉田町衡５番地
アジアビル１階不問

人吉市下原田町字荒毛
1253不問

介護職員：人吉市下新町
359
人吉市七地町495番地
その他：『介護老人保健施
設リバーサイド御薬園』

医療法人清藍会
たかみや医院

有限会社介護生活研究所
（すずらん） 人吉市願成寺町４８２－２不問

人吉市瓦屋町１８６０－７

賃貸物件の管理事
務【急募】／宅地建
物取引士※１

介護職員／支援相
談員／看護師又は
准看護師（通所リ
ハ）

医療法人社団健成会 介護職員は、普通自動
車免許ＡＴ。
または介護支援専門
員、看護師または准看
護師

59歳
以下

45歳
以下

59歳
以下

准看護師

調理スタッフ

電気工事士
株式会社渡電気設備

『人吉リﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ病院』
※１
『ひとよし内科』※２正社員

普通自動車免許ＡＴ

普通自動車免許ＡＴ

普通自動車免許ＡＴ

※１：宅地建物取引士
必要。

不動産のウラタ株式会社

准看護師以上

保育士

普通自動車免許ＡＴ

普通自動車免許ＡＴ

普通自動車免許ＡＴ

◎ 随時紹介を行っておりますので、すでに取消となっている場合もあります。 その際はあしからずご了承ください。 

◎ 詳細を知りたい方・面接をご希望の方はハローワークへお越しください。 

◎ 職場見学を希望する方、就職でお困りの方等も、遠慮なく、ハローワークへご相談下さい。 
面接にはハローワークの 

紹介状が必要です。 

 『ハローワークインターネットサービス』で検索すると、多くの求人をご覧いただけます。 

 ハローワーク求人情報誌  フルタイム 
ハローワーク球磨       電話 ０９６６－２４－８６０９ 

平成29年8月10日号 毎週金曜日発行 開庁日により変更あり 

                ※ お盆期間の8月14・15日も開庁しています。 



 

◎ 随時紹介を行っておりますので、すでに取消となっている場合もあります。 その際はあしからずご了承ください。 

 『ハローワークインターネットサービス』で検索すると、多くの求人をご覧いただけます。 

 ハローワーク求人情報誌  フルタイム 
ハローワーク球磨       電話 ０９６６－２４－８６０９ 

平成29年8月10日号 毎週金曜日発行 開庁日により変更あり 

                ※ お盆期間の8月14・15日も開庁しています。 

職種 年齢 賃金 求人者名・求人番号 就業場所 就業時間 加入保険 必要な免許資格

変形（１ヶ月単位） 雇用
146,000 調理員(1) 6:00～15:00 労災

～ (2) 8:00～17:30(3) 8:30～18:00 健康
201,300 43070- 2785471 介護職(1) 7:00～16:00 厚生

43070- 2786771 (2) 8:30～17:30(3)10:00～19:00

・球磨郡球磨村渡乙1750
・球磨村渡乙2684小規模
多機能型居宅介護事業所
『アットホームどんぐり』正社員

調理員／介護職
社会福祉法人慈愛会 介護職は、普通自動車

免許ＡＴ必要。
不問

～児童扶養手当受給中のお母さん・お父さん対象～ 

『出張ハローワーク』のご案内 

企 業 説 明 会 の ご 案 内  

 ハローワークの臨時相談窓口『出張ハローワーク』を下記２ヶ所で開設します。 

臨時相談窓口では、児童扶養手当受給中（相談中・申請中）のお母さんやお父さん等を対象にお仕事に関わ

る内容（職業相談、職業紹介、職業訓練案内、履歴書など）の相談をお伺いします。在職中の方の相談も大

歓迎です。 

※お住まいの市町村は問いません。どの地域にお住まいの方でも、遠慮なくご参加ください。 

● 日時：平成２９年８月２１日（月）１３：００～１６：３０ 

  場所：山江村福祉保健センター「健康の駅」山江村役場そば 

● 日時：平成２９年８月２４日（木）１０：００～１２：００ 

  場所：人吉市役所別館２階 （西間） 

※雇用保険受給中の方は、求職活動に含まれます。   

  雇用保険受給資格者証を持参のうえ、ご参加ください。 

事前予約も可能です。 

お気軽にご相談ください。 

※ 予約制ではありません。当日の参加ＯＫ！ 普段着ＯＫです！ 

 人吉・球磨で『仕事をお探しの方』と『人材を求める人吉・球磨に就業場所がある企業』 

との出会いの場として企業説明会を開催します！ 

今まで知らなかった情報がきっとあります！！気軽にご参加ください。 

※下記３事業所が 

 説明・ＰＲします！ 

お問合せ ハローワーク球磨  ＴＥＬ :0966-24-8609 

ハローワーク球磨 会議室（人吉市下薩摩瀬町1602-1） 

開催日時 

場 所 

平成２９年８月２５日 （金）午後２時～３時半  

             （午後２時集合） 

参加企業 

医療法人 木鶏会  

株式会社 ニチイ学館八代支店 

(球磨郡錦町大字木上) 

(球磨郡山江村大字山田) 

社会福祉法人 洋香会  

介護職・看護職・調理員 

介護職・看護職・栄養士 

(就業場所は、人吉市内および球磨郡) 医療事務・ホームヘルパー 

募集の職種 

介護職・看護職 

・医療事務など 

（フルタイム・パート） 


