山都町内の求人情報を提供します

平成30年8月10日発行

山都町役場山の都創造課 ℡0967-72-1158
ハローワーク上益城の山都町内求人情報を紹介します。就職を希望される方は求人番号をハローワークへお
伝えいただき、ご相談ください。随時紹介を行っておりますので、この求人の中でもすでに決定済となっている
場合がありますのでご了承ください。この他の情報は、役場本庁、清和支所、蘇陽支所に備えておりますハ
ローワーク求人情報誌最新号にてご確認ください。
求人番号

事業所名

43011- 2890181 大動開発株式会社
医療法人 潤幸会

職種

現場管理

賃金

●求人情報の詳細に関する問合せ先
ハローワーク上益城
℡096-282-0077

資格等

年齢（歳）

１・２級土木施工管理技士
普通自動車免許（ＡＴ限定不
可）

240,000円～290,000円

不問

141,000円～170,000円

不問 ・正看護師又は准看護師

（伴病院、老人

43011- 2866081 保健施設ライフライト矢部、グループ 看護職
ホームひまわり）

43011- 2880281 社会福祉法人 蘇清会

正看護師

174,400円～243,600円

不問 正看護師

43011- 2879481 社会福祉法人 蘇清会

准看護師

146,500円～193,500円

不問 准看護師

43011- 2933481

社会福祉法人 蘇南会 特別
准看護師
養護老人ホーム 矢部大矢荘

152,500円～176,200円

18歳以上

准看護師

43011- 2766781

医療法人社団 皆晴会 野田 看護業務
医院

160,000円～180,000円

59歳以下

看護師または准看護
師免許

43011- 2878581 社会福祉法人 蘇清会
43011- 2935881

ケアマネージャー

医療法人 杏章会 矢部広域
医療事務
病院

137,500円～243,600円

不問 ケアマネージャー

130,000円～155,000円

不問

40010-62276581 株式会社 コスモス薬品

エリア社員（正）／
矢部店

170,000円～180,000円

35歳以下

普通自動車運転免許
登録販売者優遇

15070- 7573981 株式会社 コメリ

販売・店舗運営職
161,000円～213,000円
（リージョナル社員）

35歳以下

普通自動車免許

15070- 7748081 株式会社 コメリ

店舗運営職・幹部候補
172,000円～224,000円 35歳以下 普通自動車免許
（ナショナル社員）

医療法人 潤幸会

（伴病院、老人

43011- 2867381 保健施設ライフライト矢部、グループ 介護職

126,000円～135,000円

18歳以上

ホームひまわり）
医療法人 潤幸会 （伴病院、老人
介護職（ライフライト
43011- 2868681 保健施設ライフライト矢部、グループ
126,000円～135,000円 18歳以上
矢部）
ホームひまわり）
ヘルパー２級または介護福祉

43011- 2938081 株式会社 山都

介護スタッフ

140,000円～165,000円

43011- 2877981 せいわ歯科クリニック

歯科助手

120,000円～150,000円

不問

43011- 2765481 株式会社 共生

調理職

130,000円～140,000円

不問

43030- 8761881

株式会社ジョイフル西九州 菊 店長・店舗責任者候補
167,000円～220,000円
【阿蘇・西原・山都】
池事務所

18歳以上 士
普通自動車免許

18歳以上 普通自動車免許

普通自動車免許（ＡＴ限

45020- 4538581 丸甲林業

林業作業員

169,600円～254,400円

不問 定不可）

43020- 4706681 株式会社 カーフィッシュ

現場作業員（上早川）

180,000円～250,000円

不問 定不可）

普通自動車免許（ＡＴ限

車両系建設機械運転技能
（整地・掘削等）【必須】
普通自動車運転免許（ＡＴ
限定不可）【必須】
中型自動車運転免許一種
又は中型（８トン未満限定）
【優遇】

43070- 2787681 今建重機 株式会社

重機オペレーター
（熊本本社）

208,320円～260,400円

不問

43011- 2889881 大動開発株式会社

現場作業員

172,800円～172,800円

不問 定不可）

350,000円～400,000円

不問

40010-59656181

株式会社 朝日エンジニアリン 発電プラントの土木工
事施工管理業務／益
グ 福岡営業所
城郡

普通自動車免許（ＡＴ限

43011- 2926781

社会福祉法人 愛郷会 御岳 保育士
保育園

43011- 2904181 西松建設 株式会社
43011- 2932581

事務助手

149,000円～149,000円

不問 保育士

130,000円～130,000円

不問 普通自動車免許

社会福祉法人 蘇南会 特別 介護スタッフ（特別養護
老人ホーム・グループ 138,880円～147,560円
養護老人ホーム 矢部大矢荘 ホーム）

18歳以上

43010-27155681 株式会社 あおい警備保障

警備員≪急募≫／上
益城郡山都町

警備関係の資格所持者
歓迎

43010-27185181 株式会社 あおい警備保障

警備員≪急募≫／上
益城郡山都町

43011- 2799481 有限会社 ナルセ瓦施工

屋根瓦施工技術者（見
172,900円～222,300円
習い）

不問 定不可）

43011- 2934781 山都町教育委員会

小学校教諭補助

不問 教員免許状

165,250円～282,350円

18歳以上

176,000円～214,500円

警備関係の経験者・資格所
持者優遇
60歳以上
自動車免許または原付免
許

普通自動車免許（ＡＴ限
小学校または中学校の

1,333円～1,333円（日給制）

（養護教諭を含む）

40010-57066781 志成教育グループ株式会社

家庭教師／上益城郡
山都町

1,500円～3,000円（時給制）

不問 普通免許あれば優遇

医療法人 潤幸会 （伴病院、老人
介護職（グループホー
43011- 2869981 保健施設ライフライト矢部、グループ ム）
ホームひまわり）

737円～850円（時給制）

不問

43011- 2972381 株式会社 共栄企業

一般事務及び葬祭事
業補助

740円～740円（時給制）

不問 普通自動車免許

43010-27172581 株式会社 あおい警備保障

警備員≪急募≫／上
益城郡山都町

警備関係の経験者・資格
所持者優遇
1,000円～1,219円（日給制） 18歳以上
自動車免許または原付
免許

