
住所 代表者名

会社概要

創業 1983 年 6 月

資本金 1000 万円

従業員数 9 人

平均年齢 50 歳

勤務条件・処遇

職種（内容）

雇用形態

初任給 大学院 （技術職） 195,000円

大学 （技術職） 185,000円

（技術職） 175,000円 ２年

（技術職） 170,000円 １年

高校 （技術職） 165,000円

（事務職） 155,000円

諸手当

　 その他（役職手当）

昇給 （1年に1回）

賞与 （年1～2回）

勤務時間 8:30 ～

シフト制

１年単位の変形労働時間制採用

休日・休暇

その他有給休暇

・盆休暇

退職金

研修制度

（先輩による指導有り　　）

加入保険等

従業員宿舎

その他福利厚生

採用実績

採用実績

連絡先

採用担当/ 上田幸成 障害者雇用

電話番号/ 0957-63-1233 勤務地 本社および各現場（長崎県内）

ホームページ/

E-mail/ kabuueda@mocha.ocn.ne.jp

職場体験・見学の受入

令和4年4月時点
求人票に記載の内容とは異なる場合がありますので、ハローワークにてご確認ください。

〒855-0843　長崎県島原市新山２丁目９００２番地 代表取締役 上田幸成

元気な地方をみんなで造ろう

その他 株式会社上田測量設計

高卒　         　　　　　　 　 令和元年度1名（技術職）（中途採用）

◆会社紹介
当社は、創業以来４０年近く、測量・土木設計・補償調査の業務を通して、
『三方よし』の精神を基本理念、確かな技術と高い品質を目標・指針とし、社
員一人一人の豊かな創造性と英知を集結して、顧客の要望に応えながら、
微力ではありますが地域社会の発展に関わってまいりました。
これからも、時代のニーズに遅れないよう、社員一同、たゆまぬ努力と研鑽
により技術的能力と人格向上を図りながら、地域に密着した総合建設コンサ
ルタント会社として業務を遂行してまいります。

短大、専門学校

・技術職（測量全般、建物等調査・算定、土木設計　　）

・事務職（営業、一般事務、経理　　　　 　　　　　　　　　）

17:30 (17:45)

求める人物像
・明るく元気な人
・建設的で向上心のある人
・地方が好きな人

◆先輩からのメッセージ
入社してもう１６年になります。調査業務を担当しており、今では現地調査の
外業からデスクワークの内業まで自信を持って出来るようになりました。ま
た、部下の指導もやっています。公共事業の工事計画等に伴い支障となる
建物等の調査は、所有者様の大切な財産や生活に影響を与えるため、所有
者様の協力を得ながら、間違いの無いように慎重に行います。また工事の完
成を見ると、少しは関与できたんだなと嬉しく思います。私もこれまで多くのお
叱りをうけながらも成長することができました。地域や地元の発展のために、
ぜひ一緒に学び、働いてみませんか。

・業務に関係する資格取得費用の補助有り
・技術系専門学校入学への協力

大卒（短大、専門学校卒） 平成27年度1名（技術職）（中途採用）

労災 健康 厚生

あり（勤続3年以上）

可 不可

有 無

なし社宅あり

雇用

正社員 正社員以外（契約社員・嘱託社員等）

住宅手当 通勤手当

扶養手当（家族手当）

あり

あり

深夜・休日手当

なし

隔週休2日（毎日曜日、第2，4土曜日）

年末年始休暇 祝・祭日休

なし

寮あり 借上社宅あり

あり



住所 代表者名

会社概要

創業 2001 年 4 月

資本金 48億2,100 万円

従業員数 885 人

平均年齢 42 歳

勤務条件・処遇

職種（内容）

雇用形態

初任給 大学 （総合職） 175,500円

（総合職） 162,500円

高校 （総合職） 153,000円

諸手当

　 その他（資格手当、職務手当）

昇給 （1年に1回）

賞与 （年2回）

勤務時間 8:30 ～

シフト制 （給油所、Aコープ）

7:00 ～

8:00 ～

9:00 ～

休日・休暇

その他有給休暇

・夏季休暇、慶弔休暇等の特別有給休暇

退職金

研修制度

（上部団体研修等）

加入保険等

従業員宿舎

その他福利厚生

採用実績

採用実績（既卒者、中途採用者含む）

障害者雇用

勤務地 島原市、雲仙市、南島原市

連絡先

採用担当/ 企画管理部人事課　　　浦田、太田

電話番号/ 0957-61-0222

ホームページ/ http://www.ja-shimabaraunzen.or.jp/ 職場体験・見学の受入

E-mail/ jinji@ja-shimabaraunzen.or.jp

求める人物像
地域密着の職場なので、人と人との
つながりを大事にでき、コミュニケー
ションがとれる人。また、元気な人。

制服支給、慶弔見舞金支給、育児休業制度、介護休業制
度、定期健康診断、組合が認める資格取得費用の助成・報
奨金支給

大卒（短大、専門学校卒） 令和３年度　８名

　　　　　　　 　　　　　　　　　令和２年度　４名

　　　　　　　 　　　　　　　　　令和１年度　２名

高卒　         　　　　　　 　 令和３年度 １２名

16:00

　　　　         　　　　　　　　令和２年度 １２名

【会社紹介】
2001年（平成13年）4月に、島原半島に当時あった11のＪＡが合併して、ＪＡ島
原雲仙となりました。2021年（令和3年）4月で設立20周年を迎えました。
「日本一元気な産地の実現」をスローガンに掲げ、農業所得の増大や農業生
産の拡大に向けて取り組む営農指導事業や販売事業を主軸に、農家組合
員、地域利用者の生活を支える信用事業・共済事業・経済事業など、地域の
農業を中心に暮らし全般に関わる事業を行っています。

【事業内容】
●営農指導事業
農家の方へ経営指導や新しい作物の技術の導入等、農家の方の営農支援
のための活動を行っています。農家のもとに出向き、農畜産物の生育状況を
見たり、相談にのったり、説明会を行ったりしています。
●販売事業
農家の方が生産した農畜産物をＪＡが集めてまとめて全国の卸売市場など
に販売する仕事です。農家の方が生産した農畜産物を「どう有利に販売する
か！」ＪＡのもっとも重要な事業の１つです。販売事業は、農家の方がより高
い安定した農業所得を確保することを目的としています。
●経済事業
農家の方が必要とする農薬・飼料・肥料などの農業資材の販売や、食料品・
自動車・電気製品・ガスなどの生活用品の販売を行っています。ＪＡで計画的
にまとめて仕入れて、できるだけ安く安定的な販売に努めています。
●信用事業（ＪAバンク）
金融機関として農家の方々や地域の方々のお金に関する様々な取引をサ
ポートしています。貯金の受け入れ、資金の貸し付けなど身近で安心して利
用できる「ＪＡバンク」として事業を行っています。
●共済事業（ＪA共済）
病気、建物の火災、自動車事故などの不慮の事故に遭ったときに備え、農家
の方をはじめ利用者の目的やライフプランに応じた「ひと・いえ・くるまの総合
保障」の提供を通じて毎日の暮らしをバックアップしています。

【先輩からのメッセージ】
入組して2年目になります。私が勤務する職場は、和気あいあいとした活気あ
る職場です。仕事は真剣に、休憩はゆったりとメリハリがあります。
私は、支店経済課の窓口業務と、農業資材の予約とりまとめの担当をしてお
ります。来店された農家組合員さんに笑顔になって帰って頂けるよう意識し
ながら仕事をしています。
担当している仕事の面白いところは、関わる人の幅が広く、コミュニケーショ
ンをとる機会が多いことです。私自身、人と接することが好きで、職場の上
司、先輩はもちろんのこと、農家の方や取引先の業者の方ともいろんな話が
できることが楽しいです。
ＪAは農家組合員の方や地域の皆様に密着したやりがいのある職場です。地
域の農業はもちろん、地域全体の活性化に貢献したいと思う皆さんをお待ち
してます！

短大、専門学校

17:00

　　　　         　　　　　　　　令和１年度 　７名

18:00

17:30

令和4年4月時点
求人票に記載の内容とは異なる場合がありますので、ハローワークにてご確認ください。

〒855-0851　長崎県島原市萩原二丁目5192番地1 代表理事組合長　苑田　康治

　　　　　　　　　　　　『ぬくもりのある信頼づくり』
農家組合員、地域住民の人々に常に存在価値を認められるよう、一
人ひとりが自らの行動に責任をもち、あたたかい親切な心で誠意を
もって接し、信頼づくりの輪を広げます。

その他 島原雲仙農業協同組合

・総合職（　一般事務、営業、接客、修理　　　）

労災 健康 厚生

あり（勤続2年以上）

可 不可

有 無

なし社宅あり

雇用

正社員 正社員以外（契約社員・嘱託社員等）

住宅手当 通勤手当

扶養手当（家族手当）

あり

あり

深夜・休日手当

あり

週休2日（土曜日、日曜日）

年末年始休暇 祝・祭日休

あり

寮あり 借上社宅あり

あり

ＪＡ島原雲仙本店

http://www.ja-shimabaraunzen.or.jp/
mailto:jinji@ja-shimabaraunzen.or.jp


住所 代表者名

会社概要

創業 1963 年 4 月

資本金 3,300 万円

従業員数 29 人

平均年齢 42 歳

勤務条件・処遇

職種（内容） 指導員見習い・事務

雇用形態

初任給 6,600円

大学 （指導員職） 180,000円

（指導員職） 180,000円

高校 （指導員職） 180,000円

（事務職） 120,000円

諸手当

　 その他（教習業務手当、精勤手当）

昇給 （年に1回）

賞与 （年2回）

勤務時間 8:30 ～

シフト制

9:00 ～

9:30 ～

8:30 ～

休日・休暇

その他有給休暇

・夏季休暇

・誕生日休暇

退職金

研修制度

（新入社員研修・指導員養成講習）

加入保険等

従業員宿舎

その他福利厚生

採用実績

採用実績

連絡先

朝長　幸弘 障害者雇用

0957-62-5271 勤務地

http://www.shimabara.co.jp

ytomo@shimabara.co.jp

職場体験・見学の受入

採用担当/

電話番号/

ホームページ/

E-mail/

長崎県島原市梅園町丁2870

　　　　　　　 　　　　　　　　　令和2年度1名（指導員職）

　　　　　　　 　　　　　　　　　令和2年度1名（事務職）

求める人物像

〇車の運転が好きな方
〇明るく人と接することが好きな方
〇新しいことへ挑戦することが好きな方
〇人の役に立ちたいと思っている方

先輩からのメッセージ

※「あり」の場合具体的な内容

大卒（短大、専門学校卒） 令和2年度1名（事務職）

　　　　　　　 　　　　　　　　　平成26年度1名（指導員職）

　　　　　　　 　　　　　　　　　平成25年度1名（指導員職）

高卒　         　　　　　　 　 令和3年度1名（指導員職）

〈会社紹介〉島原自動車学校は、普通自動車免許の教習を中心に、
大型自動車・中型自動車・準中型自動車や牽引自動車・大型特殊自
動車・大型自動二輪・普通自動二輪免許等全体で8種類の教習を行っ
ております。またフォークリフトやドローン講習・高齢者講習等色々な
講習も行っており地域の交通安全センターとして積極的な活動を行っ
ている会社です。

・免許を取得するための運転技能と学科の指導

・窓口の来客対応及び書類作成事務等

17:10

17:40

17:40

18:10

令和4年4月時点
求人票に記載の内容とは異なる場合がありますので、ハローワークにてご確認ください。

〒855-0872　長崎県島原市梅園町丁2870番地 代表取締役　星野　親房

感謝と挑戦そして笑顔

その他 島原自動車学校

資格取得まで

インストラクター資格取得後(21歳以上)

短大、専門学校

・見習い(資格取得後教習業務に従事します)

労災 健康 厚生

あり（勤続 年以上）

可 不可

有 無

なし社宅あり

雇用

正社員 正社員以外（契約社員・嘱託社員等）

住宅手当 通勤手当

扶養手当（家族手当）

あり

あり

深夜・休日手当

あり

週休○日（○曜日、○曜日）

年末年始休暇 祝・祭日休

あり

寮あり 借上社宅あり

なしあり

令和３年入社（指導員職）

教習生の方が一つ一つの課題をクリアし成長していく姿を見たり、

街中で卒業生の方とすれ違った時に手を振ってきてくださったりす

ると嬉しくて、この仕事を頑張ってきて良かったなと喜びやりがい

を感じられる仕事です。

令和２年入社（指導員職）

教習生のかた一人一人に合わせた指導をしなければならない点が難し

いところですが、自分自身のスキルアップもできるのでやりがいも感

じています。コミュニケーションを取ることが好きなので楽しい雰囲

気で仕事に取り組むことができています

http://www.shimabara.co.jp/
mailto:ytomo@shimabara.co.jp


住所 代表者名

会社概要

創業 2006 年 9 月

資本金 300 万円

従業員数 6 人

平均年齢 35 歳

勤務条件・処遇

職種（内容）

雇用形態

初任給 210,000円

　　　　　　　　　　U・Ｉターン対象（経験者）300,000～400,000円

180,000円

180,000円

160,000円

諸手当

　 その他 （仕入業務手当）

昇給 （業績による）

賞与 （年2回）

勤務時間

シフト制

11:00 ～

17:00 ～

休日・休暇

その他有給休暇

連続休暇

退職金

研修制度

加入保険等

従業員宿舎

その他福利厚生

採用実績等

採用実績

2018年、2019年採用実績あり

障害者雇用

勤務地

採用担当             / 宮崎 職場体験・見学の受入

電話番号             / 0957-64-2222

ホームページ        / http://www.baioutei.jp

E-mail                 / miyazaki@baioutei.jp

連絡先

長崎県島原市

まかない支給（主に肉料理）

（一か月間の勤務シフトによる）

【会社紹介】
有限会社梅桜亭は『お肉工房梅桜亭』を経営しています。
美味しい黒毛和牛焼肉を中心にお肉料理専門店を目指し、創業以来毎
年前年対比110％の発展を成しとげています。

「より良いお肉をより安く」
島原地域のお客様に十分吟味されたお肉料理を提供することで、お役
に立てる店であることが当社の大きな役割と考えています。

主に黒毛和牛肉を提供。
季節に応じてしゃぶしゃぶやもつ鍋などの鍋物も品揃え。
昼食には、黒毛和牛１００％ハンバーグ、和牛すじカレーなどを提
供。
2017年８月からは５アイテム１２種類のビーフステーキを販売、
黒毛和牛の味を追求し続けています。
2020年2月60席の店舗を増築。お肉の定食を強化、ビーフシチュー、豚
カツ、ステーキ定食。梅桜亭のトルコライスは人気メニュー！客数は2
割増加。お肉料理の通信販売も視野に入れた仕事をしています。

島原のお客様に　美味しいお肉料理を届けたい、地元でマーケティン
グを活用し自分自身の力を発揮したいと考えている方、当社の理念で
ある「より良いお肉をより安く」を共有し、地域とともに自らも成長
していきたいと考えている皆さんの入社を心からお待ちしておりま
す。

≪先輩からのメッセージ≫

　私は現在厨房担当として肉のカッティング、盛り付けの技術を身に
つける他、原料の仕入れ、お店のオペレーションを学んでいます。
　夜のまかない料理にはお肉が出て美味しいです。お客様に提供前の
試作品もまかない料理で出されることがあり、先日はビーフシチュー
でした。大きな肉塊が２つ入っていて食べると口の中でトロリとけ、
和牛の香りとうまみが口いっぱいに広がり初めての味に感動！後で店
長に聞くと上腕骨の筋肉で赤身の中にサシと柔らかい筋が混じったお
肉で”シチューに最適”な少量希少価値の肉塊だそうな。
　島原の人々に美味しい肉料理を！そして島原とともに発展したいと
思う皆さん、ぜひ私たちと一緒に梅桜亭を盛り上げていきましょう

求める人物像
・明るい方
・ねばりのある人

14:00

22:00

大学（企画・技術職）

短大、専門学校（企画・技術職）

短大、専門学校（ホール接客職）

高校（ホール接客職）

令和4年4月時点
求人票に記載の内容とは異なる場合がありますので、ハローワークにてご確認ください。

〒855-0875　長崎県島原市中安徳町丁1777-5 宮崎　彰

より良いお肉をより安く

・ホール接客　（　オーダー取り、配膳　等　　　）

・企画・技術職（　マーケティング、厨房　等　　）

その他 有限会社　梅桜亭

労災 健康 厚生

なし

可 不可

有 無

社宅あり なし

雇用

正社員 正社員以外（契約社員・嘱託社員等）

住宅手当 通勤手当

扶養手当（家族手当）

あり

あり

深夜・休日手当

あり

週休1日（水曜日）

年末年始休暇 祝・祭日休

なし

寮あり 借上社宅あり

あり

http://www.baioutei.jp/
mailto:miyazaki@baioutei.jp

