
この求人情報誌はR3.3.26～R3.4.11までにハローワークで受け付けた求人で、

就業場所が阿蘇市、小国町、南小国町、産山村、高森町、南阿蘇村のものを掲載しています。

●仕事内容の欄は、文字数の関係ですべて表示されていないものもあります。

詳細はハローワーク求人票をご確認下さい。

●応募希望の求人がありましたら、ハローワークで紹介状を交付しますので、是非お越

しください。

●この求人情報誌に掲載した後に、募集内容の変更、募集が終了している場合があります

ので、あらかじめご了承ください。

●事業所への直接のお問い合わせはご遠慮下さい。

ハローワーク

インターネットサービス

求人情報誌PDF版を

公開してます↓

※土日祝日と重なる場合は、
ずれこむことがあります。

次回発行予定日

5月6日（木）

■新着求人（フルタイム・パート）

■医療・福祉事業所説明会の開催について

！

※ハローワークで紹介状の交付前に直接応募された場合は、紹介状の交付ができず、

ハローワークの紹介で就職したことになりませんので、ご注意ください。



＊就職支援セミナー受講希望の方は

窓口にお尋ね・またはお電話ください。

4/16 金

19 月

20 火 ②医療・福祉事業所説明会

21 水 ②医療・福祉事業所説明会

22 木

23 金 ①就職支援セミナー

26 月

27 火

28 水

30 金

5/6 木

7 金

10 月

11 火

12 水 ④あそ若者しごと相談会

13 木

14 金

②医療・福祉事業所説明会については予定が

追加されることがあるのでお尋ねください

      

🌸ハローワーク阿蘇　相談会などの予定🌸

①就職支援セミナー
・約2時間（14時～16時程度まで）
・ハローワーク阿蘇2階 会議室
定員：約20名（先着順）

☆内容☆仕事探しのポイント。
応募書類作成・面接の事前準備・
想定問答など

☆雇用保険受給者の方は、

求職活動にカウントされます。

②医療・福祉事業所説明会
・毎週火・水（9：00～11：00）

・ハローワーク阿蘇２階会議室

☆雇用保険受給者の方は、

求職活動にカウントされます。

③看護のお仕事相談
・第1水曜日（10：30～15：00）
・ハローワーク阿蘇１階
☆仕事探し、進路、資格取得、
仕事の悩み、技術研修等など

【熊本県看護協会熊本県ﾅｰｽｾﾝﾀｰ】

④あそ若者しごと相談会
・第2水曜日（10：00～15：30）
・ハローワーク阿蘇１階

★仕事・就職に関するご相談

★職場見学・体験ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ利用

たまな若者サポートステーション

⑤福祉のお仕事相談会
・第３水曜日（10：30～15：00）奇数月

・ハローワーク阿蘇１階
☆福祉の仕事の内容
資格取得についてなど

熊本県社会福祉協議会
熊本県福祉人材・研修センター



変形（1年単位） １級電気工事施工管理技士

①8:00～17:00 第一種電気工事士

求人:１人 上記のいずれか
年齢:59歳以下 普通自動車免許

熊本市東区西原1丁目2-10 保険:雇･労･健･厚
従業員数:38人 月給制　:月額200,000円～350,000円 休日:日祝他 学歴:不問

正社員 43010-11617911 就業場所:熊本市東区西原1丁目2-10 週休2日制:その他 経験:あれば尚可(電
２級土木施工管理技士

①8:00～17:00 １級土木施工管理技士

求人:２人 上記のいずれか
年齢:不問 自動車免許(AT不可)

阿蘇市一の宮町中通775 保険:雇･労･健･厚
従業員数:5人 日給制　:月額262,900円～358,500円 休日:日他 学歴:不問

正社員 43090-  705911 就業場所:阿蘇市一の宮町中通775 週休2日制:その他 経験:必須(経験者)
測量士

①8:30～17:30 １級土木施工管理技士

２級土木施工管理技士

求人:１人 上記のいずれか
年齢:不問 普通自動車免許

阿蘇市黒川1705-3 保険:雇･労･健･厚
従業員数:4人 月給制　:月額200,000円～250,000円 休日:日祝他 学歴:高校以上

正社員 43090-  620811 就業場所:阿蘇市黒川1705-3 週休2日制:その他 経験:必須(測量経験)

①9:00～18:00

求人:１人
年齢:不問

雇用期間の定めあり 熊本市北区弓削5丁目1番17号 保険:雇･労･健･厚
(４か月未満) 従業員数:500人 時給制　:月額210,816円～259,200円 休日:他 学歴:高校以上
有期雇用派遣労働 43010-11028411 就業場所:阿蘇市内牧966 週休2日制:毎週 経験:必須(パソコ

①9:00～18:00

求人:１人
年齢:59歳以下 普通自動車免許

阿蘇市黒川1567-2 保険:雇･労･健･厚
従業員数:10人 月給制　:月額250,000円～350,000円 休日:日祝他 学歴:不問

正社員 43090-  686911 就業場所:阿蘇市黒川1567-2 週休2日制:その他 経験:あれば尚可(経

①9:00～18:00

求人:１人
年齢:59歳以下 普通自動車免許

阿蘇市黒川1567-2 保険:雇･労･健･厚
従業員数:10人 月給制　:月額250,000円～300,000円 休日:日祝他 学歴:不問

正社員 43090-  687111 就業場所:阿蘇市黒川1567-2 週休2日制:その他 経験:あれば尚可(自
変形（1ヶ月単位） 看護師
①8:30～17:00 准看護師
②8:30～13:00

求人:１人 ③18:00～8:30 上記のいずれか
年齢:18歳以上

阿蘇市内牧115 保険:雇･労･健･厚
従業員数:27人 月給制　:月額159,000円～243,000円 休日:日他 学歴:不問

正社員 43090-  714111 就業場所:阿蘇市内牧115 週休2日制:その他 経験:不問

土木施工管理技

士

雇用期間の定めなし

(有)おおの商会

電気施工管理技

術者

雇用期間の定めなし

(株)昭電社

自動車鈑金・塗

装工（経験者）

雇用期間の定めなし

(有)総合自動車

坂梨（車検の

コバック阿蘇店）

システム運用事務

（紹介予定派遣）

(株)リフティング

ブレーン 資格:不問

測量・設計

雇用期間の定めなし

(株)阿蘇測量設計

看護師（正又は

准看護師）

雇用期間の定めなし

(医社)問端会

問端内科

自動車整備士

（経験者）

雇用期間の定めなし

(有)総合自動車

坂梨（車検の

コバック阿蘇店）

職種 求人者名 仕事の内容・賃金 就業時間 資格経験

フルタイム
B　専門的・技術的職業（各種技術者、看護師、保育士、栄養士等）

屋内、道路照明、交通信号等に伴う電気
工事の現場管理又は現場作業員

エリア：熊本県内（社用車使用）

＊各種工事の施工管理
・家屋の解体工事・コンクリート工事
・新築基礎工事・型枠工事
・石積み工事・道路改良・舗装工事
・側溝敷設工事

＊公共工事等（阿蘇管内）に係る測量
設計業務

・コンピューターＣＡＤ等を使用しての
図面作成等

＊社用車を貸与します。
詳細については面接時説明いたします。

＊ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ/ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ作成、更新
＊ＰＣﾒﾝﾃﾅﾝｽ＊総務部の顧客管理台帳、
社内ｼｽﾃﾑ運用の整備と修正＊管理部の
車両管理ｼｽﾃﾑ＊人事部の社員管理ｼｽﾃﾑ
運用＊ﾈｯﾄﾜｰｸ/ｸﾗｳﾄﾞｼｽﾃﾑ等の管理、
運用業務全般

＊自動車鈑金・塗装の塗装をメインで
作業してもらいます。小さいキズ・
凹み～事故車修理まで対応してます。

※九州運輸局指定整備工場（特定整備認証
取得済み）も併設しており、最新の自動
ﾌﾞﾚｰｷ搭載車等にも修理中、修理後の整備

＊軽自動車～中型ﾄﾗｯｸまでの全ﾒｰｶｰ、
車検・点検・修理をしていただきます。
※九州運輸局指定/特定整備認証取得工場で
す。これからの自動運転車に対応して
いく為に、日々必要な資格・設備・工具
を導入し研修に参加しています。

・血圧測定・体重測定
・採血・医師の指導のもとの注射
・電気治療介助・食事介助
・入浴介助・看護日誌
そのほか看護業務における業務全般

（当直は１週間に１～２回程度）

＊外来及び病棟においての診療の補助、



職種 求人者名 仕事の内容・賃金 就業時間 資格経験

交替制あり 看護師
①8:30～17:30
②16:00～0:30

求人:２人 ③0:00～9:00
年齢:18歳～64歳

阿蘇市内牧1153-1 保険:雇･労･健･厚
従業員数:440人 月給制　:月額200,000円～230,000円 休日:他 学歴:不問

正社員 43090-  691011 就業場所:阿蘇市内牧1153-1 週休2日制:その他 経験:不問
看護師

①8:30～18:00
②8:30～12:30

求人:１人
年齢:不問

阿蘇市一の宮町宮地4735-6 保険:雇･雇･厚
従業員数:6人 月給制　:月額231,000円～249,000円 休日:日祝他 学歴:不問

正社員 43090-  676311 就業場所:阿蘇市一の宮町宮地4735-6 週休2日制:なし 経験:不問
変形（1ヶ月単位） 看護師
①8:00～17:00 准看護師
②9:00～18:00

求人:２人 上記のいずれか
年齢:64歳以下 自動車免許(AT不可)

阿蘇市乙姫1776番地 保険:雇･労･健･厚
従業員数:100人 月給制　:月額169,700円～187,450円 休日:日他 学歴:不問

正社員以外 43090-  672211 就業場所:阿蘇市乙姫1776番地 週休2日制:その他 経験:不問
交替制あり 看護師
①7:30～17:00 准看護師
②7:30～12:30

求人:１人 上記のいずれか
年齢:59歳以下 普通自動車免許

阿蘇郡高森町大字高森2022-3 保険:雇･労･健･厚
従業員数:16人 月給制　:月額171,000円～220,000円 休日:日祝他 学歴:不問

正社員 43090-  642611 就業場所:阿蘇郡南阿蘇村大字河陰4667 週休2日制:なし 経験:あれば尚可(内
変形（1ヶ月単位） 看護師
①8:30～17:30

求人:１人
年齢:59歳以下 普通自動車免許

阿蘇郡南阿蘇村大字一関1282 保険:雇･労･健･厚
従業員数:68人 月給制　:月額197,900円～272,000円 休日:他 学歴:不問

正社員 43090-  595011 就業場所:阿蘇郡南阿蘇村大字一関1282 週休2日制:その他 経験:不問
交替制あり 看護師
①8:00～17:30 准看護師
②9:00～18:30

求人:２人 上記のいずれか
年齢:59歳以下 普通自動車免許

阿蘇郡高森町大字高森3175 保険:雇･労･健･厚
従業員数:134人 月給制　:月額162,700円～180,000円 休日:他 学歴:不問

正社員 43090-  618311 就業場所:阿蘇郡高森町大字高森3175 週休2日制:その他 経験:不問
交替制あり 准看護師
①8:30～17:30
②16:00～0:30

求人:２人 ③0:00～9:00
年齢:18歳～64歳

阿蘇市内牧1153-1 保険:雇･労･健･厚
従業員数:440人 月給制　:月額161,000円～190,000円 休日:他 学歴:不問

正社員 43090-  693611 就業場所:阿蘇市内牧1153-1 週休2日制:その他 経験:不問

看護師

雇用期間の定めなし

(医社)坂梨会

（阿蘇温泉病院、

愛・ライフ内牧）

看護師

（正または准）

雇用期間の定めなし

(医社)清流会

渡邉総合内科

クリニック

看護職

（福祉施設）

雇用期間の定めなし

(福)角岳会

乙姫荘

正看護師

雇用期間の定めなし

松見内科

クリニック

准看護師

雇用期間の定めなし

(医社)坂梨会

（阿蘇温泉病院、

愛・ライフ内牧）

看護職

（介護施設）

雇用期間の定めなし

(福)岳寿会

特別養護老人

ホーム　梅香苑

看護師（日勤）

雇用期間の定めなし

(福)白久寿会

特別養護老人

ホーム　水生苑

＊外来及び病棟においての診療の補助、
採血等の検査/点滴業務/患者様の看護/
病棟業務＊月に４回程度の夜勤あり。

（４回未満、希望の方でも可能です）
＊夜勤の出来る方が望ましいが、日勤のみ
の勤務についても相談に応じます。

＊看護業務一般（内科・小児科外来）
外来での診療の補助、採血等の検査、
点滴業務。医師の指導により調剤業務
があります。

＊入所者の方の日常生活の健康管理や
その他の看護業務に従事して頂きます。

・主に食事やﾄｲﾚの介助及び病院などの
通院介助

・血圧測定などの健康管理や病院への
情報提供

・外来及び病棟においての診療の補助、
採血等の検査

・点滴業務、患者様の看護、病棟業務。
＊月に４回程度の夜勤有、夜勤のできる
方優遇。

＊看護業務一般（内科・小児科外来）

＊介護施設における看護業務。
利用者の方の健康状態を把握し、疾病の
予防、早期発見治療に努める。

＊利用者の方の病院等への外出時の運転
業務があります。（軽～ワゴン車等）

＊医師の指示による服薬の管理等

・利用者送迎、お出迎え、ﾊﾞｲﾀﾙﾁｪｯｸ
・入浴後の処置、昼食時の対応
・ﾚｸﾚｰｼｮﾝ時の対応・機能訓練の対応
・記録等の作成等
＊宿直が月２回程度あります。
・職員の健康診断に関する業務

・医師の指導の下による診療補助
・医療器具のメンテナンスと準備
・患者様の生活改善に関する指導
・患者様の観察と身体状況の把握
・往診、訪問診療の介助等



職種 求人者名 仕事の内容・賃金 就業時間 資格経験

准看護師
①8:30～18:00
②8:30～12:30

求人:１人
年齢:不問

阿蘇市一の宮町宮地4735-6 保険:雇･雇･厚
従業員数:6人 月給制　:月額208,000円～226,000円 休日:日祝他 学歴:不問

正社員 43090-  675011 就業場所:阿蘇市一の宮町宮地4735-6 週休2日制:なし 経験:不問
准看護師

①8:30～18:00
②8:30～12:30

求人:１人
年齢:不問

阿蘇市一の宮町宮地4735-6 保険:雇･雇･厚
従業員数:6人 月給制　:月額208,000円～226,000円 休日:日祝他 学歴:不問

正社員 43090-  667311 就業場所:阿蘇市一の宮町宮地4735-6 週休2日制:なし 経験:不問
歯科衛生士

①9:00～18:30
②9:00～13:00

求人:１人
年齢:不問

阿蘇郡小国町大字宮原1774-1 保険:雇･労
従業員数:7人 月給制　:月額200,000円～220,000円 休日:日祝他 学歴:専修学校以上

正社員 43090-  701411 就業場所:阿蘇郡小国町大字宮原1774-1 週休2日制:その他 経験:不問
変形（1ヶ月単位） 歯科衛生士
①9:00～19:30
②9:00～13:00

求人:１人
年齢:59歳以下

阿蘇郡高森町大字高森1973-3 保険:雇･雇･健
従業員数:7人 月給制　:月額190,000円～210,000円 休日:日祝 学歴:専修学校以上

正社員 43090-  682411 就業場所:阿蘇郡高森町大字高森1973-3 週休2日制:なし 経験:不問
歯科衛生士

①9:00～18:30
②9:00～13:00

求人:１人
年齢:59歳以下

阿蘇郡南阿蘇村下野158-48 保険:雇･労･健･厚
従業員数:4人 月給制　:月額180,000円～190,000円 休日:日祝他 学歴:専修学校以上

正社員 43090-  635911 就業場所:阿蘇郡南阿蘇村下野158-48 週休2日制:なし 経験:不問
変形（1ヶ月単位） 歯科衛生士
①9:00～18:30
②8:30～13:00

求人:１人
年齢:64歳以下

阿蘇市一の宮町宮地212-1 保険:雇･労･健･厚
従業員数:7人 月給制　:月額175,000円～240,000円 休日:日祝他 学歴:短大以上

正社員 43090-  598911 就業場所:阿蘇市一の宮町宮地212-1 週休2日制:その他 経験:不問
交替制あり 栄養士
①6:30～15:30
②8:00～17:00

求人:１人 ③10:00～19:00
年齢:59歳以下

阿蘇郡小国町大字宮原425ー5 保険:雇･労･健･厚
従業員数:364人 月給制　:月額140,000円～170,000円 休日:他 学歴:高校以上

正社員 43090-  697811 就業場所:阿蘇郡小国町大字宮原425ー5 週休2日制:毎週 経験:不問

歯科衛生士

雇用期間の定めなし

とらたに歯科

准看護師

雇用期間の定めなし

松見内科

クリニック

准看護師

雇用期間の定めなし

松見内科

クリニック

歯科衛生士

雇用期間の定めなし

(医社)ｴｽｴｽ会

佐藤歯科

クリニック

歯科衛生士

雇用期間の定めなし

あい歯科

クリニック

歯科衛生士

雇用期間の定めなし

みもり歯科医院

栄養士

雇用期間の定めなし

(医社)大徳会・

リハセンター

みどりの里

＊看護業務一般（内科・小児科外来）
・外来での診療の補助、採血等の検査、
点滴業務

・医師の指導により調剤業務があります。

＊看護業務一般（内科・小児科外来）
・外来での診療の補助、採血等の検査、
点滴業務

・医師の指導により調剤業務があります。

＊歯科医師の指導のもと、診療の補助、
患者さまの歯および口腔予防処置

＊歯の病気にかからないための口腔内の
衛生指導などを担当していただきます。

＊医師の指導のもと、口腔衛生指導、
虫歯の予防処置を行い医師の診療補助も
行ってもらいます。

＊歯周疾患の予防のための歯石除去及び
フッ素処理等

＊歯磨きなどの口腔清掃法及び衛生指導

・ドクターのサポート及び治療補助
・歯石除去及びフッ素処理等
・歯磨きなどの口腔清掃法及び衛生指導
・空き時間は受付等をお願いする事も
あります。

・患者様の歯石除去やフッ素塗布処理
・歯のクリーニング等
・ドクターのサポート及び治療補助
・ブラッシング指導
・使用する器具の準備や使用後の器具の
減菌消毒や片づけ

・介護付き有料老人ﾎｰﾑ（29床）とｻｰﾋﾞｽ
付き高齢者向け住宅（20室）/ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ

（定員55名）の食事提供にかかる食材の
発注、献立の作成などのデスクワーク
となります。

（朝夕が約50食、昼食が約150食）

○栄養士としての専門知識を活かし、



職種 求人者名 仕事の内容・賃金 就業時間 資格経験

変形（1ヶ月単位） 栄養士
①8:30～17:45
②14:30～23:00

求人:１人
年齢:35歳以下 普通自動車免許

福岡県朝倉市一ツ木1148-1 保険:雇･労･健･厚
従業員数:6,262人 月給制　:月額176,000円～238,000円 休日:他 学歴:専修学校以上

正社員 40150- 2525711 就業場所:阿蘇郡南小国町大字赤馬場1283- 週休2日制:その他 経験:不問
変形（1ヶ月単位） 栄養士
①8:30～17:30

求人:１人
年齢:59歳以下 普通自動車免許

阿蘇市黒川431 保険:雇･労･健･厚
従業員数:140人 月給制　:月額165,000円～175,000円 休日:他 学歴:不問

正社員 43090-  614211 就業場所:阿蘇市黒川431 週休2日制:その他 経験:不問
変形（1ヶ月単位） 管理栄養士
①8:30～17:45
②14:30～23:00

求人:１人
年齢:35歳以下 普通自動車免許

福岡県朝倉市一ツ木1148-1 保険:雇･労･健･厚
従業員数:6,262人 月給制　:月額204,000円～246,000円 休日:他 学歴:専修学校以上

正社員 40150- 3027811 就業場所:阿蘇郡南小国町大字赤馬場1283- 週休2日制:その他 経験:不問
変形（1ヶ月単位） 管理栄養士
①8:00～17:00 栄養士

求人:１人 上記のいずれか
年齢:不問 普通自動車免許

雇用期間の定めあり 阿蘇市乙姫1776番地 保険:雇･労･健･厚
(４か月以上) 従業員数:100人 月給制　:月額147,300円～202,000円 休日:他 学歴:不問
正社員以外 43090-  648511 就業場所:阿蘇市乙姫1776番地 週休2日制:その他 経験:あれば尚可(経

交替制あり
①8:30～17:30
②7:00～16:00

求人:２人 ③12:00～21:00
年齢:59歳以下 自動車免許(AT不可)

阿蘇市黒川431 保険:雇･労･健･厚
従業員数:140人 月給制　:月額155,000円～190,000円 休日:他 学歴:不問

正社員 43090-  616411 就業場所:阿蘇市黒川431 週休2日制:その他 経験:不問
変形（1ヶ月単位）

①8:30～17:30

求人:２人
年齢:59歳以下 普通自動車免許

阿蘇郡産山村大利657番地3 保険:雇･労･健･厚
従業員数:140人 月給制　:月額155,000円～190,000円 休日:他 学歴:高校以上

正社員 43090-  629711 就業場所:阿蘇郡産山村大利657番地3 週休2日制:その他 経験:不問
変形（1ヶ月単位） 介護支援専門員
①7:00～16:00
②9:00～18:00

求人:１人 ③10:00～19:00
年齢:18歳以上 普通自動車免許

阿蘇市内牧117 保険:雇･労･健･厚
従業員数:27人 月給制　:月額196,000円～325,000円 休日:他 学歴:不問

正社員 43090-  713911 就業場所:阿蘇市内牧117 週休2日制:その他 経験:不問

栄養士

雇用期間の定めなし

(福)やまなみ会

阿蘇くんわの里

栄養士（小国店・

地域専任職）

雇用期間の定めなし

(株)ドラッグスト

アモリ

又は8:30～23:00の

間の8時間

雇用期間の定めなし

(福)やまなみ会

阿蘇くんわの里

支援員

管理栄養士

または栄養士

(福)角岳会

乙姫荘

生活支援員又は

職業指導員

管理栄養士（小国

店・地域専任職）

雇用期間の定めなし

(株)ドラッグスト

アモリ

又は8:30～23:00の

間の8時間

雇用期間の定めなし

(医)社団　問端会

グル－プホーム

といはた

雇用期間の定めなし

(福)やまなみ会

インターワーク

ケアマネー

ジャー

○栄養士としての専門知識を活かし、
食生活を含めた栄養面でのアドバイス。

○商品管理・店舗管理業務（店内レジ、
接客、販売、商品陳列等の業務）

＊教育ｼｽﾃﾑも充実していますので知識・
資格を取得し成長して頂けます。

・献立作成（食事管理、栄養指導）
・調理指示（調理盛り付け、配膳）
・食材発注・管理業務（厨房内人事管理
食材費管理、衛生管理）

・調理業務（検収、切込み、調理、配膳、
下膳等）

○栄養士としての専門知識を活かし、
お客様の食生活を含めた栄養面での
アドバイスを行っていただきます。

○商品管理・店舗管理業務（店内レジ、
接客、販売、商品陳列等の業務）

＊利用者の身体状態による食事の献立作成
（食事管理、栄養指導）

＊厨房内統括管理（食材費/衛生管理等）
＊栄養管理及び栄養状況等の報告書作成
＊調理補助（検収/切込み/調理/配膳等）
＊朝・昼・夕 各25食(平日昼１０食追加)

・生活支援(入浴介助/洗濯/買い物等の
外出)・職業支援(一緒に作業(箱折り、
袋詰め、化粧品作り、土産品の制作)を
行いながらの支援）

・商品、請負品、材料の運搬
・通所者送迎をお願いする事もあります。

・知的障害/身体障害者の方への職業支援
（箱作り等）
・商品の納品（大津町へ）
・企業からの受注による打ち合わせ等
＊納品には、社用車の軽ﾄﾗｯｸ使用です。

・ケアプランに必要な業務と書類作成
・入居者の管理
・入退居の支援と書類作成
・職員の業務支援
・ご家族の相談
・ホーム運営の様々な業務等

・施設ケアマネージャー



職種 求人者名 仕事の内容・賃金 就業時間 資格経験

変形（1ヶ月単位） 介護支援専門員
①8:00～17:00
②9:00～18:00

求人:１人
年齢:64歳以下 普通自動車免許

阿蘇市乙姫1776番地 保険:雇･労･健･厚
従業員数:100人 月給制　:月額167,500円～190,000円 休日:他 学歴:不問

正社員以外 43090-  673511 就業場所:阿蘇市乙姫1776番地 週休2日制:その他 経験:不問
変形（1ヶ月単位） 介護支援専門員
①8:30～17:30

求人:１人
年齢:不問 普通自動車免許

阿蘇市小里249-2 保険:雇･労･健･厚
従業員数:66人 月給制　:月額180,000円～222,000円 休日:日他 学歴:高校以上

正社員 43090-  647211 就業場所:阿蘇市小里249-2 週休2日制:その他 経験:あれば尚可(経
介護支援専門員

①9:00～18:00

求人:１人 上記のいずれか
年齢:64歳以下

阿蘇郡南阿蘇村久石2721-2 保険:雇･労･健･厚
従業員数:82人 月給制　:月額215,113円～275,113円 休日:土日 学歴:不問

正社員 43090-  609011 就業場所:阿蘇郡南阿蘇村久石2721-2 週休2日制:毎週 経験:あれば尚可(経

変形（1ヶ月単位）

①6:30～15:30
②7:00～16:00

求人:２人 ③7:30～16:30
年齢:35歳以下

熊本市東区若葉1-2-1 保険:雇･労･健･厚
従業員数:78人 月給制　:月額143,000円～182,000円 休日:他 学歴:不問

正社員 43010-11459711 就業場所:阿蘇郡南阿蘇村大字河湯5992-2週休2日制:その他 経験:不問
変形（1年単位）
①8:00～17:00

求人:１人
年齢:59歳以下 普通自動車免許

阿蘇郡南阿蘇村大字吉田2042 保険:雇･労･健･厚
従業員数:56人 月給制　:月額144,461円～155,520円 休日:日他 学歴:高校以上

正社員 43090-  592211 就業場所:阿蘇郡南阿蘇村大字吉田2111 週休2日制:その他 経験:あれば尚可(簿

①8:00～17:00

求人:１人
年齢:59歳以下 普通自動車免許

阿蘇市西町927-3 保険:雇･労･健･厚
従業員数:12人 月給制　:月額147,000円～147,000円 休日:水日 学歴:高校以上

正社員 43090-  621211 就業場所:阿蘇市西町927-3 週休2日制:毎週 経験:不問

①8:30～17:30

求人:２人
年齢:59歳以下 普通自動車免許

阿蘇郡産山村田尻618番地2 保険:雇･労･健･厚
従業員数:140人 月給制　:月額155,000円～190,000円 休日:土日 学歴:不問

正社員 43090-  625311 就業場所:阿蘇郡産山村田尻618番地2 週休2日制:その他 経験:不問

雇用期間の定めなし

(福)角岳会

乙姫荘

介護支援専門員

介護支援専門員

（介護施設）

雇用期間の定めなし

(株)

ドゥ・ヨネザワ

一般事務

雇用期間の定めなし

(株)南阿蘇

ケアサービス

総合職／熊本阿蘇

カントリークラブ

雇用期間の定めなし

(医)坂梨ハート会

坂梨ハート

クリニック

介護又は主任

介護支援専門員

雇用期間の定めなし

(福)やまなみ会

なでしこの里

雇用期間の定めなし

アサヒフーズ

(株)

一般事務

（介護施設）

雇用期間の定めなし

(株)白水

ディエイチシー

一般事務

C　事務的職業（総務・一般・経理・受付・医療事務等）

・施設ケアマネージャー
・施設入居者のｹｱﾌﾟﾗﾝ（介護支援計画）
の作成・暫定プランの作成

・初回と定期的ｶﾝﾌｧﾚﾝｽ開催
・経過記録後入力・病院受診時の付添い
・病院との連絡/連携＊介護業務も含む。

＊ケアプランの作成
・ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞなど居宅介護支援の一連の業務
＊介護スタッフとの連携
・病院との連絡、連携、入退院相談
・入居の際の契約相談
・他、業務に付随する相談

＊居宅介護支援事業所における支援業務
・介護保険業務手続き代行
・ケアプランの作成、周知
・施設サービス担当者との会議
・ご家族様との相談業務等
＊地域から頼れるｹｱﾏﾈｰｼﾞｬｰ募集します。

総務・経理業務全般
・勤怠チェック
・小口現金扱い（備品購入等）
・パソコン入力
・その他、上記に付随する業務
フロント受付・清算業務

・勤怠管理・給与計算
・社会保険、雇用保険の手続き
・来客、電話応対・会計伝票の起票
・請求書、領収書の確認作業
・小口現金管理
・その他、付随する業務

＊一般事務業務のお仕事です。
・伝票発行
・売掛や買掛伝票のパソコン入力業務
・電話対応
・銀行業務（社用車使用）
・清掃業務等

・出勤簿の管理・給料計算
・経理事務及び決算処理業務
・各種書類作成（パソコン入力）
・金融機関への手続
・郵便物の受付及び発送業務
・事務所内の整理整頓や清掃

＊経理事務業務



職種 求人者名 仕事の内容・賃金 就業時間 資格経験

変形（1ヶ月単位）

①8:15～17:15

求人:１人
年齢:44歳以下

阿蘇郡高森町高森　1978-2 保険:雇･労･健･厚
従業員数:2人 月給制　:月額145,000円～155,000円 休日:他 学歴:高校以上

正社員 43090-  589911 就業場所:阿蘇郡高森町高森　1978-2 週休2日制:その他 経験:不問
医療事務資格

①8:30～18:00
②8:30～12:00

求人:１人
年齢:不問

阿蘇市内牧115 保険:雇･労･健･厚
従業員数:27人 月給制　:月額160,670円～204,000円 休日:日祝他 学歴:高校以上

正社員 43090-  715711 就業場所:阿蘇市内牧115 週休2日制:その他 経験:必須(医療事務
変形（1ヶ月単位）

①8:30～18:00
②8:30～12:30

求人:１人
年齢:不問

阿蘇市一の宮町宮地4735-6 保険:雇･雇･厚
従業員数:6人 月給制　:月額171,000円～189,000円 休日:日祝他 学歴:高校以上

正社員 43090-  677611 就業場所:阿蘇市一の宮町宮地4735-6 週休2日制:その他 経験:必須(医療事務

①8:30～17:15

求人:１人
年齢:不問

熊本市中央区花畑町1-7　ＭＹ熊本ビル5Ｆ 保険:雇･労･健･厚
従業員数:95,992 月給制　:月額153,150円～156,330円 休日:土日祝他 学歴:不問

正社員 43010-11081711 就業場所:阿蘇市黒川1266 週休2日制:毎週 経験:必須(医療事務

①8:30～17:15

求人:１人
年齢:不問

熊本市中央区花畑町1-7　ＭＹ熊本ビル5Ｆ 保険:雇･労･健･厚
従業員数:95,992 月給制　:月額136,650円～139,830円 休日:土日祝他 学歴:不問

正社員 43010-11085411 就業場所:阿蘇市黒川1266 週休2日制:毎週 経験:不問

①7:30～17:00
②7:30～12:30

求人:１人
年齢:59歳以下 普通自動車免許

阿蘇郡高森町大字高森2022-3 保険:雇･労･健･厚
従業員数:16人 月給制　:月額152,320円～160,000円 休日:日祝他 学歴:高校以上

正社員 43090-  643911 就業場所:阿蘇郡南阿蘇村大字河陰4667 週休2日制:その他 経験:あれば尚可(医
変形（1ヶ月単位）

①8:30～17:30

求人:１人
年齢:64歳以下 普通自動車免許

阿蘇郡小国町大字宮原2780番地 保険:雇･労･健･厚
従業員数:38人 月給制　:月額174,000円～194,000円 休日:日祝他 学歴:高校以上

正社員 43090-  582811 就業場所:阿蘇郡小国町大字宮原2780番地 週休2日制:その他 経験:不問

一般事務

雇用期間の定めなし

松見内科

クリニック 資格:不問

雇用期間の定めなし

(医社)問端会

問端内科

受付・医療事務

雇用期間の定めなし

協同組合　高森

ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰ

受付および

医療事務

資格:不問

経理事務

雇用期間の定めなし

(株)カセル

受付事務

（クリニック）

雇用期間の定めなし

(医)社団　清流会

渡邉総合内科

クリニック

医療事務／阿蘇

医療センター

雇用期間の定めなし

(株)ニチイ学館

熊本支店 資格:不問

医療事務

（経験者）

雇用期間の定めなし

(株)ニチイ学館

熊本支店 資格:不問

＊経理事務業務
会計ソフトを使用した売上金の伝票処理
各種預かり金の現金管理
＊書類作成
パソコン操作、ワード・エクセルを使用

＊窓口業務として患者様の受付、保険証
確認、会計業務

＊レセプト請求業務
＊カルテの整理、及び管理
＊電話応対
＊院内の備品の整理等

＊受付、窓口会計事務、パソコンによる
保険請求事務

・患者様のカルテの整理及び管理
・診察室への案内
・院内備品の整理等

阿蘇医療センター
・患者対応
・診療料金計算
・コンピュータ入力
・電話対応
・業務従事者指導・統括・管理

・患者対応・診療料金計算
・コンピュータ入力・電話対応
※未経験/無資格の方もご応募ください！
ＯＪＴ制度・研修制度があり、ﾆﾁｲの
先輩達も多数いるので安心してお仕事
できます。

・患者様の受付、及び予約業務
・電子カルテによるパソコン入力
・会計業務・レセプト請求業務
・電話応対
・金融機関、郵便局への手続き
・院内外の清掃等

・経理事務
・ﾊﾟｿｺﾝ入力による各種書類作成
・部品納品後の伝票入力、及びﾃﾞｰﾀ入力
・月締めの集計業務・金融機関等の手続き
・来客、電話応対
・事務所内の清掃等



職種 求人者名 仕事の内容・賃金 就業時間 資格経験

変形（1ヶ月単位）

①8:00～16:00

求人:１人
年齢:59歳以下

阿蘇郡高森町大字高森1652-1 保険:雇･労･健･厚
従業員数:110人 月給制　:月額160,000円～160,000円 休日:他 学歴:不問

正社員 43090-  692311 就業場所:阿蘇郡高森町大字高森1978-2 週休2日制:その他 経験:あれば尚可(販
変形（1ヶ月単位）

①7:00～16:00
②9:00～18:00

求人:８人 ③13:00～22:00
年齢:59歳以下

佐賀県佐賀市高木瀬町大字長瀬930 保険:雇･労･健･厚
従業員数:10,086 月給制　:月額145,000円～250,000円 休日:他 学歴:高校以上

正社員 41010- 5153011 就業場所:（●阿蘇市●高森町●小国町） 週休2日制:その他 経験:不問
変形（1ヶ月単位）

①8:30～18:00

求人:２人
年齢:不問

雇用期間の定めあり 阿蘇郡南阿蘇村大字久石2784 保険:雇･労･健･厚
(４か月未満) 従業員数:1,430人 時給制　:月額177,000円～177,000円 休日:他 学歴:不問
正社員以外 43090-  668611 就業場所:阿蘇郡南阿蘇村大字久石2784 週休2日制:その他 経験:不問

変形（1年単位）
①8:30～17:00

求人:１人
年齢:45歳以下 自動車免許(AT不可)

上益城郡益城町平田2550番地 保険:雇･労･健･厚
従業員数:493人 月給制　:月額170,000円～250,000円 休日:日祝他 学歴:高校以上

正社員 43011- 1173111 就業場所:阿蘇郡高森町大字高森1404-6 週休2日制:その他 経験:不問

変形（1ヶ月単位） 介護福祉士
①8:00～17:00

求人:１人
年齢:59歳以下 普通自動車免許

阿蘇郡小国町大字宮原425ー5 保険:雇･労･健･厚
従業員数:364人 月給制　:月額158,000円～158,000円 休日:他 学歴:不問

正社員 43090-  696711 就業場所:阿蘇郡小国町大字宮原425ー5 週休2日制:その他 経験:必須(経験者)
変形（1ヶ月単位） 介護職員初任者研修修了者

①8:00～17:00 ホームヘルパー２級

求人:１人
年齢:59歳以下 普通自動車免許

阿蘇郡小国町大字宮原425ー5 保険:雇･労･健･厚
従業員数:364人 月給制　:月額141,000円～141,000円 休日:他 学歴:不問

正社員 43090-  698211 就業場所:阿蘇郡小国町大字宮原425ー5 週休2日制:なし 経験:あれば尚可(経
変形（1ヶ月単位） 介護福祉士
①7:00～16:00
②9:00～18:00

求人:１人 ③10:00～19:00
年齢:18歳以上

阿蘇市内牧117 保険:雇･労･健･厚
従業員数:27人 月給制　:月額166,900円～242,400円 休日:他 学歴:不問

正社員 43090-  712611 就業場所:阿蘇市内牧117 週休2日制:その他 経験:不問

営業職

雇用期間の定めなし

(株)ヰセキ九州

アウトドア用品

の販売

(株)ベルカディア

モンベル南阿蘇店 資格:不問

店舗社員（熊本

中エリア）

雇用期間の定めなし

ダイレックス

(株)

又は7:00～22:00の

間の8時間程度

資格:不問

販売係

（スーパー）

雇用期間の定めなし

(有)

スーパーみつい 資格:不問

介護福祉士

雇用期間の定めなし

(医社)問端会

グル－プホーム

といはた
又は16:00～10:00

の間の8時間

介護職

（福祉施設）

雇用期間の定めなし

(医)社団大徳会・

リハセンター

みどりの里

介護福祉士

（福祉施設）

雇用期間の定めなし

(医)社団大徳会・

リハセンター

みどりの里

D　販売の職業（小売店・卸売販売印、営業等）

E　サービスの職業（介護、看護助手、調理、接客・給仕、管理人）

・商品の品だし、整理、賞味期限等の確認
・発注業務
・チラシ原稿作成
・レジ打ち
・その他付随する業務

商品管理、販売、お客様対応、棚卸業務
等店舗の運営にかかわるお仕事です。
＜転勤について＞初任地は自宅から通える
店舗となりますが、その後は全国転勤の

・レジ業務・商品の検品、品出し
・売り場の整理整頓、レイアウト作成
・ミシンでのパンツの裾直し
・上記に付随する業務
◆入社後２か月の試用期間で研修を行い、
業務研修、商品説明、勉強会を行います。

○営業
農業機械の新規販売・買い替えのご提案
現場での簡単な修理・メンテナンス
栽培技術や行政による支援など最新の
営農情報の提供等

・定員５５名のデイサービスで、ご利用
者様の食事介助、排泄介助、入浴介助

・物療機器の操作、及びリハビリ機器の
操作、並びに見守り等

・送迎業務

・定員５５名のデイサービスで、ご利用
者の食事介助、排泄介助、入浴介助。

・物療機器の操作、及びリハビリ機器の
操作、並びに見守り等。

・送迎業務

・食事介助・入浴介助・排泄介助
・認知症の進行を遅くする為の援助
例：ﾚｸﾚｰｼｮﾝ（折り紙・歌・外出

会話・調理・その他）
＊夜勤が出来ない方、パート希望の方の
相談も可能です。

＊入院患者様、施設入所者様の身の回りの



職種 求人者名 仕事の内容・賃金 就業時間 資格経験

交替制あり
①8:30～17:30
②16:00～0:30

求人:２人 ③0:00～9:00
年齢:18歳～64歳

阿蘇市内牧1153-1 保険:雇･労･健･厚
従業員数:440人 月給制　:月額140,000円～145,000円 休日:他 学歴:不問

正社員 43090-  690411 就業場所:阿蘇市内牧1105-1 週休2日制:その他 経験:不問
交替制あり 介護福祉士
①8:30～17:30
②16:00～0:30

求人:２人 ③0:00～9:00
年齢:18歳～64歳

阿蘇市内牧1153-1 保険:雇･労･健･厚
従業員数:440人 月給制　:月額158,000円～158,000円 休日:他 学歴:不問

正社員 43090-  694911 就業場所:阿蘇市内牧1105-1 週休2日制:その他 経験:不問
変形（1ヶ月単位） 介護福祉士
①8:30～17:30

求人:１人
年齢:不問

阿蘇市小里249-2 保険:雇･労･健･厚
従業員数:66人 月給制　:月額152,000円～195,000円 休日:他 学歴:不問

正社員 43090-  666011 就業場所:阿蘇市小里249-2 週休2日制:その他 経験:不問

①8:00～17:00

求人:２人
年齢:64歳以下

阿蘇市乙姫1776番地 保険:雇･労･健･厚
従業員数:100人 月給制　:月額154,042円～177,675円 休日:土日 学歴:不問

正社員以外 43090-  671811 就業場所:阿蘇市乙姫1776番地 週休2日制:毎週 経験:不問
理学療法士

①8:30～17:30 作業療法士

求人:１人 上記のいずれか
年齢:59歳以下 普通自動車免許

阿蘇郡小国町大字宮原2033-4 保険:雇･労･健･厚
従業員数:8人 月給制　:月額228,000円～298,000円 休日:日他 学歴:不問

正社員 43090-  644111 就業場所:阿蘇郡小国町大字宮原2033-4 週休2日制:毎週 経験:あれば尚可(業
変形（1ヶ月単位）

①7:00～16:00
②8:00～17:00

求人:２人 ③11:30～20:30
年齢:59歳以下

熊本市東区南町16-8 保険:雇･労･健･厚
従業員数:92人 月給制　:月額157,500円～216,520円 休日:他 学歴:高校以上

正社員 43010-10003911 就業場所:阿蘇市乙姫2142-10 週休2日制:その他 経験:不問
交替制あり
①9:00～18:00
②10:00～19:00

求人:１人 ③16:00～10:00
年齢:18歳～64歳

阿蘇郡南阿蘇村久石2721-2 保険:雇･労･健･厚
従業員数:82人 月給制　:月額162,012円～177,012円 休日:他 学歴:不問

正社員 43090-  605811 就業場所:阿蘇郡南阿蘇村久石2721-2 週休2日制:その他 経験:不問

介護職

雇用期間の定めなし

(福)角岳会

乙姫荘

介護福祉士

雇用期間の定めなし

(医)坂梨ハート会

坂梨ハート

クリニック

介護福祉士

雇用期間の定めなし

(医社)坂梨会

（阿蘇温泉病院、

愛・ライフ内牧）

介護職

雇用期間の定めなし

(医社)坂梨会

（阿蘇温泉病院、

愛・ライフ内牧）

資格:不問

資格:不問

介護職員

（介護施設）

雇用期間の定めなし

(株)南阿蘇

ケアサービス 資格:不問

介護職／乙姫の家

雇用期間の定めなし

(株)

かいごのみらい 資格:不問

リハビリ職員

雇用期間の定めなし

(株)BEST　REVE

リハビリ特化型デイ

サービス リスタ

＊入院患者様、施設入所者様の身の回りの
お世話及び介護業務全般。

・食事介助（食事の配膳、下膳）
・入浴介助（清拭、着替え等）
・排泄介助・環境整備(清掃、ｼｰﾂ交換等)
・日常生活における支援等

・入院患者様の食事、排泄、入浴等の
介護業務全般。

・環境整備（清掃、シーツ交換等）
・日常生活における支援、介護記録の
記入等

・入所者の方の簡単な介護
・マカン食の簡単な調理（月に２～３回）
・デイサービスでの体操、機能訓練補助
・ﾚｸﾚｰｼｮﾝ・起床、就寝の介助
＊訪問介護事業所との兼務有り
（入所者様の訪問介護）

・ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽにおいての利用者の介護。
・身の回りの世話、食事、排泄、入浴
介助等の介護業務全般

・利用者の移動介助、居室の清掃等。
＊事業所内の見学は、安定所を通して
随時受付けています

デイサービス施設内での次のような業務
・リハビリ業務
・利用者の送迎業務
・各種書類作成 等

要介護者あって認知症高齢者のご利用者が
家庭的な環境と地域住民との交流の下で入
浴/排せつ/食事等の介護/その他の日常のお
世話/機能訓練を行うことにより、ご利用者
が有する能力に応じ自立した日常生活を営
むことが出来る様支援するものです。

＊要介護高齢者を対象とし、身の回りの
お世話及び介護業務全般に従事します。

・食事介助、お食事の配膳、下膳
・入浴、清拭、着替の介助
・排泄介助

・食事介助、お食事の配膳、下膳



職種 求人者名 仕事の内容・賃金 就業時間 資格経験

交替制あり 看護師
①9:00～18:00 准看護師
②10:00～19:00 介護福祉士

求人:１人 ③16:00～10:00 上記のいずれか
年齢:18歳～64歳

阿蘇郡南阿蘇村久石2721-2 保険:雇･労･健･厚
従業員数:82人 月給制　:月額210,450円～237,012円 休日:他 学歴:不問

正社員 43090-  606211 就業場所:阿蘇郡南阿蘇村久石2721-2 週休2日制:その他 経験:不問
交替制あり 看護師
①9:00～18:00 准看護師
②10:00～19:00 介護福祉士

求人:１人 ③16:00～10:00 上記のいずれか
年齢:18歳～64歳

阿蘇郡南阿蘇村久石2721-2 保険:雇･労･健･厚
従業員数:82人 月給制　:月額257,012円～302,012円 休日:他 学歴:不問

正社員 43090-  607511 就業場所:阿蘇郡南阿蘇村久石2721-2 週休2日制:その他 経験:必須(介護業務
変形（1ヶ月単位）

①6:20～15:20
②8:30～17:30

求人:２人 ③12:30～21:30
年齢:59歳以下 普通自動車免許

阿蘇郡産山村田尻618番地2 保険:雇･労･健･厚
従業員数:140人 月給制　:月額155,000円～190,000円 休日:他 学歴:不問

正社員 43090-  624011 就業場所:阿蘇郡産山村田尻618番地2 週休2日制:その他 経験:あれば尚可(介
変形（1ヶ月単位）

①8:30～17:30

求人:１人
年齢:59歳以下 普通自動車免許

阿蘇郡産山村大利657-2 保険:雇･労･健･厚
従業員数:140人 月給制　:月額155,000円～190,000円 休日:日他 学歴:不問

正社員 43090-  627911 就業場所:阿蘇郡産山村大利657-2 週休2日制:その他 経験:不問

①9:00～18:30
②9:00～13:00

求人:１人
年齢:不問

阿蘇郡小国町大字宮原1774-1 保険:雇･労
従業員数:7人 月給制　:月額150,000円～170,000円 休日:日祝他 学歴:高校以上

正社員 43090-  702011 就業場所:阿蘇郡小国町大字宮原1774-1 週休2日制:その他 経験:不問
変形（1ヶ月単位）

①8:40～19:00
②8:40～13:00

求人:１人
年齢:59歳以下

阿蘇郡高森町大字高森1973-3 保険:雇･雇･健
従業員数:7人 月給制　:月額152,000円～165,000円 休日:日祝他 学歴:高校以上

正社員 43090-  683011 就業場所:阿蘇郡高森町大字高森1973-3 週休2日制:その他 経験:不問

①9:00～18:30
②9:00～13:00

求人:１人
年齢:40歳以下

阿蘇郡南阿蘇村下野158-48 保険:雇･労･健･厚
従業員数:4人 月給制　:月額140,000円～150,000円 休日:日祝他 学歴:不問

正社員 43090-  636111 就業場所:阿蘇郡南阿蘇村下野158-48 週休2日制:なし 経験:不問

介護職員（介護

老人福祉施設）

雇用期間の定めなし

(福)やまなみ会

なでしこの里

介護職員リーダー

候補

雇用期間の定めなし

(株)南阿蘇

ケアサービス

介護職員【有資格

者大募集！】

雇用期間の定めなし

(株)南阿蘇

ケアサービス

歯科助手

雇用期間の定めなし

みもり歯科医院

資格:不問

歯科助手及び

受付

雇用期間の定めなし

とらたに歯科

資格:不問

介護職員

（介護施設）

雇用期間の定めなし

(福)やまなみ会

ほっと館

受付・

ｱｼｽﾀﾝﾄ業務

雇用期間の定めなし

あい歯科

クリニック 資格:不問

・食事介助、お食事の配膳、下膳
・入浴、清拭、着替の介助
・排泄介助 ・ケアプラン作成
・機能訓練、健康管理相談等の業務
・新人教育
（令和３年度外国人雇用します）

＊管理業務未経験者でも応募可！
ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑや小規模多機能といった小規模施
設での管理業務
・介護業務全般・管理業務
（人材育成、チーム作り、労務管理等）

・老人福祉施設（２９名）
・認知症デイセンター（１２名）
・有料老人ホーム（１２名）
・各施設において利用者の食事・入浴・
排泄等介助

・利用者の送迎（ＡＴ車）を行う。

＊歯科業務全般
・歯科医や歯科衛生士の補助業務
・患者さまの受付業務
その他、付随する補助や業務など

・患者さんの誘導
・診療器具、及び備品等整理整頓
・診療器具等の準備、片付け、洗浄
・パソコン入力・院内外の清掃等
＊経験の無い方は丁寧に指導致します。

＊老人介護デイサービスでの介護業務
・食事、入浴、排せつ等の介助
・活動中の見守りやﾚｸﾚｰｼｮﾝ等の支援
・利用者の送迎
＊送迎車は、数種類あります。
運転技能に応じてお願いしています。

・受付・会計業務
電話対応、案内

・カルテ整理等
・院内外の清掃
・器具洗浄、片付け
・アシスタント

・患者様の受付・カルテ、器具等の準備



職種 求人者名 仕事の内容・賃金 就業時間 資格経験

変形（1ヶ月単位）

①9:00～18:30
②8:30～13:00

求人:１人
年齢:64歳以下

阿蘇市一の宮町宮地212-1 保険:雇･労･健･厚
従業員数:7人 月給制　:月額155,000円～185,000円 休日:日祝他 学歴:高校以上

正社員 43090-  599111 就業場所:阿蘇市一の宮町宮地212-1 週休2日制:その他 経験:あれば尚可(歯
交替制あり
①6:00～15:00

求人:２人
年齢:30歳以下

阿蘇郡南阿蘇村河陽2327 保険:雇･労･健･厚
従業員数:17人 月給制　:月額160,000円～380,000円 休日:他 学歴:不問

正社員 43090-  640011 就業場所:阿蘇郡南阿蘇村河陽2327 週休2日制:その他 経験:不問
変形（1年単位）

求人:１人
年齢:不問

雇用期間の定めあり 阿蘇郡南阿蘇村大字河陽4369-1 保険:雇･労･健･厚
(４か月以上) 従業員数:177人 月給制　:月額181,000円～211,400円 休日:他 学歴:不問
正社員以外 43090-  578011 就業場所:阿蘇郡南阿蘇村大字河陽4369-1 週休2日制:その他 経験:あれば尚可(調

交替制あり
①5:30～14:30
②10:00～19:00

求人:１人
年齢:不問

雇用期間の定めあり 阿蘇市乙姫1776番地 保険:雇･労･健･厚
(４か月以上) 従業員数:100人 月給制　:月額140,700円～154,500円 休日:他 学歴:不問
正社員以外 43090-  651911 就業場所:阿蘇市乙姫1776番地 週休2日制:その他 経験:不問

交替制あり
①6:00～15:00
②9:00～18:00

求人:１人 ③9:30～18:30
年齢:64歳以下

阿蘇郡南阿蘇村久石2721-2 保険:雇･労･健･厚
従業員数:82人 月給制　:月額163,113円～183,238円 休日:他 学歴:不問

正社員 43090-  608411 就業場所:阿蘇郡南阿蘇村久石2721-2 週休2日制:その他 経験:不問
交替制あり
①6:00～15:00
②8:30～17:30

求人:２人 ③10:00～19:00
年齢:59歳以下

阿蘇市黒川431 保険:雇･労･健･厚
従業員数:140人 月給制　:月額155,000円～170,000円 休日:他 学歴:不問

正社員 43090-  613811 就業場所:阿蘇市黒川431 週休2日制:その他 経験:不問
交替制あり
①7:30～20:30
②8:00～20:30

求人:２人
年齢:59歳以下

阿蘇郡南小国町大字満願寺5965 保険:雇･労･健･厚
従業員数:4人 月給制　:月額162,000円～250,000円 休日:他 学歴:不問

正社員 43090-  649411 就業場所:阿蘇郡南小国町大字満願寺5965 週休2日制:その他 経験:不問

レストラン調理

雇用期間の定めなし

(有)地獄温泉

清風荘

又は12:00～21:00

の間の8時間

歯科助手及び

受付業務

雇用期間の定めなし

(医社)エスエス会

佐藤歯科

クリニック

資格:不問

資格:不問

雇用期間の定めなし

(株)南阿蘇

ケアサービス 資格:不問

調理員

（福祉施設）

(福)角岳会

乙姫荘

調理員

（介護施設）

レストラン調理 東急ﾘｿﾞｰﾂ＆ｽﾃｨ

(株)阿蘇東急ｺﾞﾙﾌ

ｸﾗﾌﾞ『阿蘇ｷｬﾆｵﾝ

ﾃﾗｽ＆ﾛｯｼﾞ』

6:00～21:30の

間の8時間

資格:不問

資格:不問

調理師/調理補助

（旅館）

雇用期間の定めなし

(有)離れ宿　山崎

調理員

雇用期間の定めなし

(福)やまなみ会

阿蘇くんわの里

資格:不問

資格:不問

【幅広い年齢層で募集しています】

＊食材の下処理、切込み、調理、盛付、

配膳、下膳、食器洗浄、
厨房内の整理、食品等管理等

＊朝食４０食・昼食９０食・夕食４０食
程度をスタッフ４人の交替制で対応。

・食材の洗い、切込み等の仕込み、調理
（調理師のみ）
・盛り付け・調理器具、器等の洗い
・賄いの準備等
＊お客様の車での送迎（黒川温泉～旅館）
（自動車免許有りの方）

・調理業務（和・洋食）仕込み、
調理、盛り付け、片付け

・調理器具の洗浄、食器の準備
・厨房、ホールの清掃等

・利用者に提供する給食の調理
・食材の切り込み（体調や状況に応じて
切り込み方法も異なります）

・調理、盛付け・食器等の洗浄（洗浄機）
・厨房内の清掃・朝・昼・夕食：各20食
＊調理員４名で従事します。

＊朝/夕各70食/昼100食程度(職員含む)
宅配弁当(20～30食程度)を4～5名で調理。
・身体状況等で調理方法が異なります。
・食材の洗い、切込み・調理
・調理器具/器等の洗浄、整理整頓/
厨房内の清掃等

日本料理・鍋料理・囲炉裏料理・西洋料理
料理の仕込み・盛り付け
調理機器の整備
厨房の清掃
仕入れ業務

・患者様の受付・カルテ、器具等の準備
・診療補助（吸引機の操作/ｾﾒﾝﾄ塗り等）
・使用器具の洗浄、殺菌消毒及び片付け
・精算業務・事務処理・カルテ・器具等
の整理整頓

・院内外の清掃



職種 求人者名 仕事の内容・賃金 就業時間 資格経験

交替制あり
①7:30～20:30
②8:00～20:30

求人:１人
年齢:59歳以下

阿蘇郡南小国町大字満願寺5965 保険:雇･労･健･厚
従業員数:4人 月給制　:月額162,000円～250,000円 休日:他 学歴:不問

正社員 43090-  662811 就業場所:阿蘇郡南小国町大字満願寺5965 週休2日制:その他 経験:不問
変形（1年単位）
①12:00～21:30

求人:１人
年齢:不問

雇用期間の定めあり 阿蘇郡南阿蘇村大字河陽4369-1 保険:雇･労･健･厚
(４か月以上) 従業員数:177人 月給制　:月額181,000円～211,400円 休日:他 学歴:不問
正社員以外 43090-  575211 就業場所:阿蘇郡南阿蘇村大字河陽4369-1 週休2日制:その他 経験:あれば尚可(レ

変形（1ヶ月単位）

①7:30～18:00

求人:１人
年齢:不問

阿蘇市小里834-2 保険:雇･労･健･厚
従業員数:8人 月給制　:月額180,000円～250,000円 休日:他 学歴:不問

正社員 43090-  663211 就業場所:阿蘇市小里834-2 週休2日制:その他 経験:あれば尚可(英
交替制あり
①7:00～18:00

求人:２人
年齢:59歳以下

阿蘇郡南小国町大字満願寺2805-3 保険:雇･労･健･厚
従業員数:8人 月給制　:月額180,000円～220,000円 休日:他 学歴:不問

正社員 43090-  573711 就業場所:阿蘇郡南小国町大字満願寺2805- 週休2日制:なし 経験:あれば尚可(接
変形（1ヶ月単位）

①7:00～21:00

求人:１人
年齢:不問

阿蘇郡南小国町大字満願寺6700番地 保険:雇･労･健･厚
従業員数:9人 時給制　:月額167,400円～186,000円 休日:他 学歴:不問

正社員 43090-  611111 就業場所:阿蘇郡南小国町大字満願寺6700番地 週休2日制:その他 経験:不問
交替制あり

求人:１人
年齢:59歳以下 普通自動車免許

阿蘇郡南阿蘇村大字白川1810 保険:雇･労･健･厚
従業員数:9人 月給制　:月額230,000円～230,000円 休日:火水他 学歴:大学以上

正社員 43090-  710011 就業場所:阿蘇郡南阿蘇村大字白川1810 週休2日制:毎週 経験:あれば尚可
変形（1年単位）
①8:00～17:00
②9:00～18:00

求人:１人
年齢:59歳以下 自動車免許(AT不可)

阿蘇市乙姫2052 保険:雇･労･健･厚
従業員数:67人 月給制　:月額180,000円～180,000円 休日:他 学歴:高校以上

正社員 43090-  657411 就業場所:阿蘇市乙姫2052 週休2日制:その他 経験:不問

パティシエ

（菓子調理）

雇用期間の定めなし

(有)離れ宿　山崎

資格:不問

旅館の接客

雇用期間の定めなし

(有)辰己観光

お宿華坊

又は10:00～21:00

の間の7時間程度

雇用期間の定めなし

(有)湯の宿　入船

資格:不問

レストラン

ホールスタッフ

東急ﾘｿﾞｰﾂ＆ｽﾃｨ

(株)阿蘇東急ｺﾞﾙﾌ

ｸﾗﾌﾞ『阿蘇ｷｬﾆｵﾝ

ﾃﾗｽ＆ﾛｯｼﾞ』

フロント・接客

（旅館）

資格:不問

資格:不問

フランピング

スタッフ

雇用期間の定めなし

阿蘇ハイランド

開発(株)

星の

コンシェルジュ

雇用期間の定めなし

Ｌｕｎａ(株)

7:00～23:00の

間の8時間程度

接客及び清掃

（旅館）

雇用期間の定めなし

(有)旅館　湯本荘

資格:不問

【幅広い年齢層で募集しています】
旅館「離れ宿 山咲）のラウンジでの
菓子製造業務をお願いします。
＊お客様の車での送迎（黒川温泉～旅館）
をお願いする事もあります。

（自動車免許有りの方）

・お客様のチェックインによる受付
・予約受付：パソコン入力
・チェックアウト時の対応・会計等
・電話対応
＊人手が足りない場合は、接客、配膳、

片付け等

１）天文台・プラネタリウムの公開業務
２）天体観測・研究
３）オンライン配信
４）その他付属する宿泊施設の業務
（フロント/レストラン/婚礼/雑務等）

＊ご来場のお客様へのご案内及び対応
＊受付業務及び会計業務
＊パソコン操作による業務
＊予約管理＊施設内の巡回・点検
＊その他、付随する業務

源泉・温泉・入浴施設の管理

＊旅館業務全般（客室１２部屋）
・ご宿泊のお客様のお迎え及びお見送り
・電話応対
・お食事処の準備、提供、後片付け
・布団敷き
・チェックアウト後の客室清掃等

お客様のお出迎え／ﾁｪｯｸｲﾝ作業／給仕等
旅館のお客様と直接触れ合うこと全般の
お仕事です
※ﾏｽｸ着用・過剰な接客は現在行っておりま
せん。食事提供も簡素化しており従業
員の方の安心安全を担保できております

・ホテルご利用のレストランの
サービススタッフ

・ホール環境設備・清掃



職種 求人者名 仕事の内容・賃金 就業時間 資格経験

交替制あり
①6:00～15:00
②9:00～18:00

求人:１人
年齢:44歳以下 普通自動車免許

阿蘇郡南阿蘇村河陽2327 保険:雇･労･健･厚
従業員数:17人 月給制　:月額150,000円～200,000円 休日:他 学歴:不問

正社員 43090-  641311 就業場所:阿蘇郡南阿蘇村河陽2327 週休2日制:その他 経験:不問

①15:30～23:00

求人:１人
年齢:18歳以上

雇用期間の定めあり 阿蘇市内牧267番地7 保険:雇･労･健･厚
(４か月以上) 従業員数:60人 月給制　:月額141,000円～141,000円 休日:月他 学歴:不問
正社員以外 43090-  652111 就業場所:阿蘇市内牧267 週休2日制:毎週 経験:不問

交替制あり
①8:00～17:00
②21:00～6:00

求人:１０人
年齢:18歳以上

熊本市北区龍田2丁目19番1号 保険:雇･労･健･厚
従業員数:33人 日給制　:月額177,620円～214,000円 休日:日他 学歴:不問

正社員以外 43010-10340011 就業場所:阿蘇郡小国町大字宮原1481-6 週休2日制:毎週 経験:不問

①8:00～17:00

求人:３人
年齢:18歳以上

熊本市中央区帯山4丁目18-11 保険:雇･労･健･厚
従業員数:580人 日給制　:月額141,050円～195,300円 休日:土日 学歴:不問

正社員 43010-11020311 就業場所:阿蘇市近郊 週休2日制:毎週 経験:不問

①8:00～17:00

求人:１人
年齢:59歳以下 普通自動車免許

阿蘇市小野田948 保険:雇･労･健･厚
従業員数:10人 月給制　:月額138,000円～138,000円 休日:他 学歴:不問

正社員 43090-  707711 就業場所:阿蘇市小野田948 週休2日制:毎週 経験:不問

①8:00～17:00

求人:１人
年齢:44歳以下 自動車免許(AT不可)

阿蘇市小野田948 保険:雇･労･健･厚
従業員数:10人 月給制　:月額168,000円～168,000円 休日:他 学歴:不問

正社員 43090-  708811 就業場所:阿蘇市小野田948 週休2日制:毎週 経験:不問

①7:00～16:30

求人:２人
年齢:不問 自動車免許(AT不可)

阿蘇市波野大字小園623 保険:雇･労･健･厚
従業員数:13人 時給制　:月額142,800円～210,000円 休日:他 学歴:不問

正社員 43090-  576511 就業場所:阿蘇市波野大字小園623 週休2日制:毎週 経験:あれば尚可(農

温泉管理・

営繕業務

雇用期間の定めなし

(有)地獄温泉

清風荘

又は11:00～20:00

の間の8時間程度

通信設備警備社

員／阿蘇地区

雇用期間の定めなし

九州警備保障

(株) 資格:不問

警備

雇用期間の定めなし

(有)ｱｲｼｰ企画

資格:不問

体育館の管理 (株)ＡＳＯ

ワークネット 資格:不問

農業作業員兼

製造作業員

雇用期間の定めなし

(株)丸山農園

農作業：総合職

（ﾄﾏﾄ、ｲﾁｺﾞ）

雇用期間の定めなし

山本耕農　(株)

農作業：一般職

（ﾄﾏﾄ、ｲﾁｺﾞ）

雇用期間の定めなし

山本耕農　(株)

F　保安の職業（警備員等）

G　農林漁業の職業（農業、林業、漁業）

＊体育館内の管理業務全般
・メンテナンス・体育館内の清掃
・電話対応
・体育館使用の予約受付
・料金徴収
・閉館後の施錠業務

源泉・温泉・入浴施設の管理
館内施設及び設備の管理
機器の保守
従業員送迎

・光回線等の接続工事中の安全確保を行う
「通行者誘導業務」
・工事関係者の安全確保を行う
「通信設備警備業務」
入社後に新任研修を行いますので初めて
の方も安心して働くことができます。

・工事現場等における交通誘導
・駐車場等の交通誘導
・イベント警備
・施設等における室内管理及び案内等
＊直行直帰（定期的に出退勤の書類を
提出していただきます。）

＊収穫：6月～10月ﾄﾏﾄ、11月～5月ｲﾁｺﾞ
毎日午前中に収穫します。

＊手入れ：古い葉やわき芽取り、摘果
作業等を行います。

＊すべての作業は、手順が決まっている
ので、作業前に詳しく説明します。

＊収穫：6月～10月ﾄﾏﾄ、11月～5月ｲﾁｺﾞ
毎日午前中に収穫します。

＊手入れ：古い葉やわき芽取り、摘果
＊土づくり：肥料をまいて耕し、ﾏﾙﾁを
張るなど植え付けの準備作業。

＊水やり･温度管理など日々の栽培管理等

・健康食品の原材料「大麦若葉、桑の葉、
ｲﾁｮｳの葉」の生産に係る作業全般

（種まき、草取り、収穫、耕うん 等）
・上記原材料の搬入/製造・冬場の農閑期
に上記原材料の一次加工作業

・原材料の乾燥機への投入・箱詰め 等



職種 求人者名 仕事の内容・賃金 就業時間 資格経験

①6:30～14:30
②8:30～16:30

求人:３人
年齢:不問

阿蘇郡南小国町大字赤馬場137 保険:雇･労･健･厚
従業員数:7人 月給制　:月額160,000円～200,000円 休日:火 学歴:不問

正社員 43090-  661711 就業場所:阿蘇郡南小国町大字赤馬場137 週休2日制:その他 経験:不問

①8:30～17:15

求人:２人
年齢:59歳以下

阿蘇市一の宮町宮地1479 保険:雇･労･健･厚
従業員数:97人 時給制　:月額132,720円～132,720円 休日:土日祝他 学歴:不問

正社員 43090-  700511 就業場所:阿蘇市一の宮町宮地1479 週休2日制:毎週 経験:不問

①8:30～17:15

求人:２人
年齢:59歳以下

阿蘇市一の宮町宮地1479 保険:雇･労･健･厚
従業員数:97人 月給制　:月額160,000円～200,000円 休日:土日祝他 学歴:不問

正社員 43090-  703311 就業場所:阿蘇市一の宮町宮地1479 週休2日制:毎週 経験:不問
変形（1年単位）
①8:00～17:00
②17:00～2:00

求人:２人
年齢:18歳～59歳

阿蘇郡南阿蘇村大字吉田2042 保険:雇･労･健･厚
従業員数:56人 月給制　:月額144,461円～155,520円 休日:日他 学歴:高校以上

正社員 43090-  591811 就業場所:阿蘇郡南阿蘇村大字吉田2111 週休2日制:その他 経験:不問
変形（1年単位）
①8:00～17:00
②17:00～2:00

求人:２人
年齢:18歳～59歳

阿蘇郡南阿蘇村大字吉田2042 保険:雇･労･健･厚
従業員数:56人 月給制　:月額144,461円～155,520円 休日:日他 学歴:高校以上

正社員 43090-  593511 就業場所:阿蘇郡南阿蘇村大字吉田2111 週休2日制:その他 経験:あれば尚可(＊
変形（1年単位）
①8:30～17:00

求人:１人
年齢:45歳以下 自動車免許(AT不可)

上益城郡益城町平田2550番地 保険:雇･労･健･厚
従業員数:493人 月給制　:月額170,000円～250,000円 休日:日祝他 学歴:高校以上

正社員 43011- 1169511 就業場所:阿蘇郡小国町大字宮原1849-1 週休2日制:その他 経験:不問
変形（1ヶ月単位） 三級自動車整備士
①8:30～17:30

求人:１人
年齢:64歳以下 自動車免許(AT不可)

阿蘇郡小国町大字宮原2780番地 保険:雇･労･健･厚
従業員数:38人 月給制　:月額194,000円～300,000円 休日:日祝他 学歴:不問

正社員 43090-  583211 就業場所:阿蘇郡小国町大字宮原2780番地 週休2日制:その他 経験:不問

ライン管理

雇用期間の定めなし

タッド　(株)

資格:不問

ライン作業員

雇用期間の定めなし

タッド　(株)

資格:不問

パン及び

ケーキ類製造

雇用期間の定めなし

(有)共楽園

茶菓房林檎の樹

又は5:00～13:00の

間の7時間程度

整備職

雇用期間の定めなし

(株)ヰセキ九州

二輪・四輪車

電装部品組立

雇用期間の定めなし

(株)白水

ディエイチシー 資格:不問

電装部品ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ

成形加工ｵﾍﾟﾚｰﾀ

雇用期間の定めなし

(株)白水

ディエイチシー 資格:不問

自動車整備

雇用期間の定めなし

(株)カセル

資格:不問

H　生産工程の職業（金属加工、製品製造、機械の組立等）
＊パンの製造、ケーキ類の製造に従事
していただきます。

＊梱包等の作業もしていただきます。
・経験がなくても最初から丁寧に教え
ます。

＊弱電気部品の組立、配線、ﾊﾝﾀﾞ付けの
作業が主になります。

・実装部品の前加工及び組立、検査等も
あります。

・部品の受け入れ、出荷作業。
・工場内の整理整頓。

＊設備の保全・生産ラインの管理：
・弱電気部品の組立、配線、検査、出荷
等に係る管理業務

・日報の作成・入力
・部品の棚卸 等

○整備
工場内での整備・修理作業
現場での簡単な修理・メンテナンス

自動車・バイク等に使われるボルト・ねじ

＊プラスチック成形にかかる業務：
・プラスチック製品をニッパーでカット
・外観検査後ラベルを添付し箱詰め作業
・通い箱の清掃作業

＊ウィンカーランプ・ヘッドランプ・
テールランプの組立作業

・二輪車は１名～２名編成の組立作業
（完成品の検査業務まで担当）
・四輪車は２名～３名編成の流れ作業
・検査作業

＊工場において自動車の整備及び車検業務
・一般車検
・車の整備や点検
・部品交換、タイヤ交換・車の洗車
・積載車での回送、整備車輌の回送
・機具等の整理整頓



職種 求人者名 仕事の内容・賃金 就業時間 資格経験

①8:00～16:45

求人:２人
年齢:不問

雇用期間の定めあり 熊本市東区長嶺東8丁目1-1 保険:雇･労･健･厚
(４か月未満) 従業員数:450人 時給制　:月額174,720円～191,360円 休日:土日他 学歴:不問
有期雇用派遣労働者 43010-11405011 就業場所:阿蘇郡高森町大字高森豆塚2141- 週休2日制:毎週 経験:不問

①8:30～17:15

求人:５人
年齢:不問

雇用期間の定めあり 菊池市泗水町吉富205番地4 保険:雇･労･健･厚
(４か月未満) 従業員数:139人 時給制　:月額172,200円～172,200円 休日:土日祝他 学歴:不問
有期雇用派遣労働者 43030- 3118211 就業場所:阿蘇市一の宮町宮地4429 週休2日制:毎週 経験:不問

変形（1年単位）
①8:00～17:00
②17:00～2:00

求人:１人
年齢:18歳～59歳

阿蘇郡南阿蘇村大字吉田2042 保険:雇･労･健･厚
従業員数:56人 月給制　:月額155,520円～172,800円 休日:日他 学歴:高校以上

正社員 43090-  594411 就業場所:阿蘇郡南阿蘇村大字吉田2111 週休2日制:その他 経験:あれば尚可(＊

大型自動車免許

求人:１人
年齢:不問

雇用期間の定めあり 熊本市東区錦ケ丘26番11号 保険:雇･労･健･厚
(４か月以上) 従業員数:276人 月給制　:月額152,000円～162,000円 休日:他 学歴:不問
正社員以外 43010-10438611 就業場所:阿蘇郡南阿蘇村大字河陽3645 週休2日制:毎週 経験:不問

①8:00～17:00

求人:３人
年齢:35歳以下 普通自動車免許

阿蘇市乙姫50 保険:雇･労･健･厚
従業員数:49人 月給制　:月額253,000円～420,000円 休日:土日祝他 学歴:高校以上

正社員 43090-  600311 就業場所:阿蘇市乙姫50 週休2日制:毎週 経験:不問

①8:00～17:00

求人:２人
年齢:不問 自動車免許(AT不可)

阿蘇市一の宮町中通775 保険:雇･労･健･厚
従業員数:5人 日給制　:月額215,100円～239,000円 休日:日他 学歴:不問

正社員 43090-  706111 就業場所:阿蘇市一の宮町中通775 週休2日制:その他 経験:不問
１級土木施工管理技士

①8:00～17:00 ２級土木施工管理技士

求人:２人 上記のいずれか
年齢:不問 自動車免許(AT不可)

鹿児島県薩摩川内市里町里2587番地 保険:雇･労･健･厚
従業員数:30人 日給制　:月額198,000円～330,000円 休日:日他 学歴:不問

正社員 46020- 2453711 就業場所:　阿蘇郡南阿蘇 週休2日制:その他 経験:あれば尚可(土

電子部品の検査 サンワアルティス

(株) 資格:不問

ボルト・ネジの

表面外観目視

アビリティ　(株)

資格:不問

土木作業員

雇用期間の定めなし

(有)おおの商会

電気・

機械技術員

雇用期間の定めなし

(株)東工業

九州連絡所

車両送迎運転業務

（スクールバス）

(有)ゆうしん

車輌運行管理部
6:50～20:00の

間の6時間程度

品質管理

雇用期間の定めなし

(株)白水

ディエイチシー 資格:不問

土木作業員

雇用期間の定めなし

三友建設(株)

I　輸送・機械運転の職業（鉄道・自動車・船舶・建設機械の運転等）

J　建設・採掘の職業（型枠大工、左官、内装等）

自動車・バイク等に使われるボルト・ねじ
を製造している工場で、出来上がった製品
の目視検査。変形がないか、異物ゴミなど
がないか検査する簡単なお仕事です。

◎電子部品の検査：ﾁｪｯｸｼｰﾄを見ながら
・決まった箇所に部品が取り付けてあるか
・ﾈｼﾞが閉まっているかなどのﾁｪｯｸ。
手のひらｻｲｽﾞの部品です。
重たい物を持つ作業はありません。

＊二輪・四輪車（ﾍｯﾄﾞ・ｳｨﾝｶｰ・ﾃｰﾙ・
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ形成など）の検査作業

＊外観検査（変形・ショートの確認）
＊部品検査（欠品等の確認）
＊不具合別データーの集計表の作成

・学校のスケジュールに基づき中型バス、
大型バスの運転をします

・その他車両の日常点検、清掃など

＊発電所(風力/火力/原発)における電気、
機械設備に関する保守点検ｻｰﾋﾞｽ業務

・設備の定期検査・ﾁｪｯｸｼｰﾄに従って点検
・不具合対応・設備不具合に対する修理
＊入社後資格取得等の研修を行います。
研修は茨城県日立市を拠点(1～2年間)

＊各種工事の現場作業
・家屋の解体工事・コンクリート工事
・新築基礎工事・型枠工事
・石積み工事・道路改良・舗装工事
・側溝敷設工事

※港湾工事・舗装工事・綱構造物
管工事などの現場での土木作業

※阿蘇の現場に従事中は寮があります。
（３食付・家賃なし）

○災害復旧のための土木作業です。



職種 求人者名 仕事の内容・賃金 就業時間 資格経験

変形（1年単位）
①8:00～17:00

求人:１人
年齢:59歳以下 自動車免許(AT不可)

阿蘇市乙姫1617番地 保険:雇･労･健･厚
従業員数:25人 日給制　:月額191,250円～225,000円 休日:日他 学歴:不問

正社員 43090-  678911 就業場所:阿蘇市乙姫1617番地 週休2日制:その他 経験:不問

①8:00～17:00

求人:１人
年齢:44歳以下 自動車免許(AT不可)

阿蘇市西町744-2 保険:雇･労･健･厚
従業員数:43人 月給制　:月額180,000円～230,000円 休日:土日祝他 学歴:不問

正社員 43090-  656511 就業場所:阿蘇市西町744-2 週休2日制:毎週 経験:不問

①8:00～17:00

求人:２人
年齢:不問 自動車免許(AT不可)

阿蘇市一の宮町宮地4709-3 保険:雇･労･健･厚
従業員数:3人 日給制　:月額200,970円～303,000円 休日:日他 学歴:不問

正社員 43090-  660111 就業場所:阿蘇市一の宮町坂梨1835-2 週休2日制:その他 経験:不問
交替制あり
①8:30～17:00
②22:00～6:30

求人:３人
年齢:18歳以上 普通自動車免許

熊本市中央区新大江3丁目6番69号 保険:雇･労･健･厚
従業員数:14人 日給制　:月額192,000円～192,000円 休日:日祝他 学歴:不問

正社員 43010-10622311 就業場所:阿蘇郡　南阿蘇村大字下野 週休2日制:その他 経験:不問

①8:00～17:00

求人:２人
年齢:64歳以下 自動車免許(AT不可)

阿蘇市永草1291-2 保険:雇･労･健･厚
従業員数:15人 月給制　:月額190,000円～230,000円 休日:日祝他 学歴:不問

正社員 43090-  623411 就業場所:阿蘇市永草1291-2 週休2日制:その他 経験:あれば尚可(経

①8:10～17:20

求人:２人
年齢:64歳以下 普通自動車免許

阿蘇郡高森町高森1231 保険:雇･労･健･厚
従業員数:16人 月給制　:月額169,461円～194,315円 休日:日祝他 学歴:不問

正社員 43090-  685611 就業場所:阿蘇郡高森町高森1231 週休2日制:その他 経験:必須(スマート
準中型自動車免許

①6:00～15:00

求人:１人
年齢:44歳以下 自動車免許(AT不可)

阿蘇市西町927-3 保険:雇･労･健･厚
従業員数:12人 月給制　:月額225,260円～225,260円 休日:水日他 学歴:高校以上

正社員 43090-  622511 就業場所:阿蘇市西町927-3 週休2日制:毎週 経験:不問

土木作業員

雇用期間の定めなし

五領建設(株)

阿蘇出張所

土木作業員

雇用期間の定めなし

(株)松本組

軽トラック運転手

（阿蘇郡市内）

雇用期間の定めなし

(株)軽

トランスポート

軌道保線工

雇用期間の定めなし

(株)ブリエ

造園・庭づくり

雇用期間の定めなし

(株)古閑舎

営業・配送

雇用期間の定めなし

アサヒフーズ

(株)

ルート配送員

雇用期間の定めなし

(名)豊前屋本店

（阿蘇ﾏﾙｷﾁ醤油）

K　運搬・清掃・包装等の職業（配達員、倉庫作業員、清掃作業員、軽作業）

○災害復旧のための土木作業です。
・破損した道路や河川などの造成工事
・土砂の掘削や運搬作業
・重機ｵﾍﾟﾚｰﾀｰの補助や重機が入らない
場所の手作業など

・ＪＲ土木工事

＊主に店舗や個人宅の庭/空間づくりです。
・庭木の剪定、草刈り、掃除、消毒、
造園工事等

＊就業場所が阿蘇市坂梨/上益城郡益城町
になります。それぞれの就業場所に
集合し、現場へ向かいます。

・除草（歩道部、路肩部等）
・清掃（人力で行う清掃等）
・除雪（専用機械による融雪剤散布等）
・緊急作業（災害等による緊急的な作業）
・運搬作業
・機械、備品用具等の整理整頓

＊味噌・醤油等製品の配送及び関連業務
・得意先（ﾃﾞﾊﾟｰﾄ、空港／駅売店）への
商品配送・商品棚への陳列

・得意先へ新商品等のご案内、ご説明
※ノルマ等はありません。

軌道の保線工事

＊枕木・レール交換等の作業であり、

体力を要する仕事です

・企業や個人宅へ荷物をお届けする。
・乗務前後の車の点検
・配達先の確認等
＊配達物は「電気製品や事務用品」等。
軽トラックで運ぶ商品なので、個々の
大きさや重量はさまざまです。

＊主に熊本県内、大分市のお得意様の
スーパー、一般のお店、レストランへ
の食肉の配達を行っていただきます。
（社用車を使用）

＊配達の無い時は、工場内で鶏肉/豚肉/
牛肉の仕分け作業を行っていただきます。

出荷時間に合わせて出荷するﾎﾞﾙﾄ、ねじ



職種 求人者名 仕事の内容・賃金 就業時間 資格経験

交替制あり
①8:00～16:45
②20:00～5:00

求人:２人
年齢:18歳以上

雇用期間の定めあり 熊本市東区長嶺東8丁目1-1 保険:雇･労･健･厚
(４か月未満) 従業員数:450人 時給制　:月額174,720円～191,360円 休日:土日他 学歴:不問
有期雇用派遣労働 43010-11468811 就業場所:阿蘇郡高森町大字高森字豆塚 週休2日制:毎週 経験:不問

変形（1年単位）
①9:00～18:30

求人:１人
年齢:59歳以下

阿蘇郡南阿蘇村大字久石4411-9 保険:雇･労･健･厚
従業員数:150人 月給制　:月額190,000円～250,000円 休日:他 学歴:不問

正社員 43090-  689811 就業場所:阿蘇郡南阿蘇村大字久石4411-9 週休2日制:その他 経験:不問

①8:00～17:00

求人:３人
年齢:59歳以下 普通自動車免許

阿蘇市永草1318 保険:雇･労･健･厚
従業員数:60人 月給制　:月額260,000円～300,000円 休日:日祝他 学歴:不問

正社員 43090-  679111 就業場所:阿蘇市永草1318 週休2日制:その他 経験:不問
変形（1ヶ月単位）

①6:30～15:30
②7:00～16:00

求人:２人 ③7:30～16:30
年齢:59歳以下

熊本市東区若葉1-2-1 保険:雇･労･健･厚
従業員数:78人 月給制　:月額143,000円～182,000円 休日:他 学歴:不問

正社員 43010-11467711 就業場所:阿蘇郡南阿蘇村大字河湯5992-2週休2日制:毎週 経験:不問

①9:00～17:00

求人:３人
年齢:59歳以下

阿蘇郡南阿蘇村久石2815 保険:雇･労･健･厚
従業員数:12人 時給制　:時給800円～900円 休日:土日祝他 学歴:高校以上

パート労働者 43090-  688711 就業場所:阿蘇郡南阿蘇村久石2815 週休2日制:毎週 経験:あれば尚可(経
管理栄養士
保健師

求人:３人 上記のいずれか
年齢:不問 普通自動車免許

雇用期間の定めあり 熊本市東区神園2丁目1番1号 保険:雇･労
(４か月未満) 従業員数:220人 時給制　:時給1,000円～1,200円 休日:土日祝他 学歴:不問
パート労働者 43010-11386111 就業場所:内 週休2日制:毎週 経験:不問

看護師

求人:１人
年齢:不問 普通自動車免許

阿蘇郡南阿蘇村大字一関1282 保険:雇･労
従業員数:68人 時給制　:時給1,050円～1,400円 休日:土日祝他 学歴:不問

パート労働者 43090-  596311 就業場所:阿蘇郡南阿蘇村大字一関1282 週休2日制:毎週 経験:不問

出荷準備業務 アビリティ　(株)

資格:不問

製造補助兼

事務員

雇用期間の定めなし

南阿蘇ｵｰｶﾞﾆｯｸ

(株)道の駅工場 資格:不問

パート

ゴルフ場コース

の整備

雇用期間の定めなし

(株)

ドゥ・ヨネザワ 資格:不問

営業

雇用期間の定めなし

日本興商(株)

熊本支店

客室清掃

（ホテル）

雇用期間の定めなし

ﾎﾃﾙｸﾞﾘｰﾝﾋﾟｱ南阿蘇

((株)南阿蘇

カントリークラブ)
資格:不問

看護師

（介護施設）

雇用期間の定めなし

(福)白久寿会

特別養護老人

ホーム　水生苑
8:30～17:30の

間の6時間程度

特定保健指導

業務

(株)くまもと

健康支援研究所
9:00～18:00の

間の3時間以上

B　専門的・技術的職業（各種技術者、看護師、保育士、栄養士等）

出荷時間に合わせて出荷するﾎﾞﾙﾄ、ねじ
の入った箱をﾊﾞｰｺｰﾄﾞﾘｰﾀﾞｰで読み込ませ
台車に乗せて出荷ﾌｫｰﾑへ運搬するお仕事
を担当して頂きます。工場内を動き回る
お仕事になります。

＊清掃業務全般
・客室清掃及びベッドメイキング
・バス、洗面所の清掃
・施設清掃

＊総合リサイクル商社での営業業務。
・九州全域での営業になります。
・月曜日に会社に出勤し営業内容を報告
・他の日は、基本家からお客様の企業
までの直行直帰がほとんどになります。

・泊まる必要があればﾎﾃﾙ代は支給します

コース整備及び整備補助

＊ｱﾛﾏ・ﾊｰﾌﾞを使った石けん、化粧品、
食品（各種野菜の粉末、ジュース等）
の開発、製造のｻﾎﾟｰﾄをして頂きます。

＊パソコンを使った簡単な事務作業
（エクセルを使用）

特定保険指導業務
生活状況、受診状況、受診勧奨、
健康相談等
＊担当エリアは要相談（熊本県内）
＊ｴﾘｱ限定も可能です。ご相談ください。
＊マイカー使用

・利用者送迎、お出迎え、ﾊﾞｲﾀﾙﾁｪｯｸ
・入浴後の処置、昼食時の対応
・レクレーション時の対応
・機能訓練の対応・記録等の作成等
＊特養 看護業務
・職員の健康診断に関する業務

＊(24時間介護看護ｻｰﾋﾞｽはな)において



職種 求人者名 仕事の内容・賃金 就業時間 資格経験

看護師
①9:00～18:00 准看護師

求人:１人 上記のいずれか
年齢:不問

阿蘇郡南阿蘇村久石2721-2 保険:雇･労
従業員数:82人 時給制　:時給1,050円～1,200円 休日:他 学歴:不問

パート労働者 43090-  604711 就業場所:阿蘇郡南阿蘇村久石2721-2 週休2日制:毎週 経験:不問
看護師
准看護師

求人:１人 上記のいずれか
年齢:59歳以下 普通自動車免許

阿蘇市黒川431 保険:雇･労･健･厚
従業員数:140人 時給制　:時給1,100円～1,500円 休日:他 学歴:不問

パート労働者 43090-  617011 就業場所:阿蘇市黒川431 週休2日制:毎週 経験:不問
准看護師

求人:１人
年齢:不問 普通自動車免許

阿蘇郡南阿蘇村大字一関1282 保険:雇･労
従業員数:68人 時給制　:時給1,000円～1,350円 休日:日他 学歴:不問

パート労働者 43090-  597611 就業場所:阿蘇郡南阿蘇村大字一関1282 週休2日制:毎週 経験:不問
作業療法士

①8:45～17:45 理学療法士

求人:１人 上記のいずれか
年齢:不問

阿蘇郡南阿蘇村久石2721-2 保険:雇･労
従業員数:82人 時給制　:時給1,200円～1,400円 休日:他 学歴:不問

パート労働者 43090-  602911 就業場所:阿蘇郡南阿蘇村久石2721-2 週休2日制:毎週 経験:不問
歯科衛生士

求人:１人
年齢:59歳以下

阿蘇郡南阿蘇村下野158-48 保険:雇･労･健･厚
従業員数:4人 時給制　:時給1,000円～1,200円 休日:日祝他 学歴:専修学校以上

パート労働者 43090-  637711 就業場所:阿蘇郡南阿蘇村下野158-48 週休2日制:その他 経験:不問

①11:00～15:00

求人:１人
年齢:59歳以下

阿蘇市黒川431 保険:労
従業員数:140人 時給制　:時給900円～1,100円 休日:他 学歴:不問

パート労働者 43090-  615511 就業場所:阿蘇市黒川431 週休2日制:毎週 経験:不問
保育士

求人:１人
年齢:不問

雇用期間の定めあり 熊本市西区花園6丁目38-45 保険:雇･労
(４か月以上) 従業員数:200人 時給制　:時給900円～900円 休日:他 学歴:不問
パート労働者 43010-10598511 就業場所:阿蘇市内牧1172 週休2日制:毎週 経験:不問

看護師

（正、准）

雇用期間の定めなし

(株)南阿蘇

ケアサービス

理学療法士又は

作業療法士

雇用期間の定めなし

(株)南阿蘇

ケアサービス

准看護師

（福祉施設）

雇用期間の定めなし

(福)白久寿会

特別養護老人

ホーム　水生苑
8:30～17:30の

間の6時間程度

看護師

（正・准）

雇用期間の定めなし

(福)やまなみ会

阿蘇くんわの里
8:30～17:30の

間の6時間程度

7:00～19:00の

間の6時間程度

生活支援員

（短時間）

雇用期間の定めなし

(福)やまなみ会

阿蘇くんわの里 資格:不問

歯科衛生士

雇用期間の定めなし

あい歯科

クリニック
9:00～18:00の

間の6時間程度

保育士 (株)アピカル

熊本支店

＊(24時間介護看護ｻｰﾋﾞｽはな)において
在宅の要介護高齢者/入所者の要介護
高齢者の支援を行います。

・看護業務（病院対応/処置/服薬管理等）
・介護業務（食事、入浴、排泄等）も
お願いします。

＊障害者の健康管理・服薬管理・日々の
健康管理 日常の機能回復訓練

＊介護職員に対する入浴・食事介助指導
＊利用者さまの、病院受診同行時の運転
もあります。

・利用者送迎、お出迎え、ﾊﾞｲﾀﾙﾁｪｯｸ
・入浴後の処置、昼食事の対応
・ﾚｸﾚｰｼｮﾝ時の対応・機能訓練の対応
・記録等の作成＊特養 看護業務
・ご利用者の健康管理、医療処置（軽微）
・職員の健康診断に関する業務

＊「デイサービスみなみ阿蘇」において
生活リハビリを中心とした機能訓練を
行って頂きます。

・計画書、記録の作成等
・その他、上記に付随する業務

・ドクターのサポート及び治療補助
・歯周疾患の予防の為の歯石除去及び
フッ素処理等

・歯磨きなどの口腔清掃法及び衛生指導
・空き時間は受付等をお願いする事も
あります。

＊障がい者の支援全般に従事していた
だきます。

・主に入浴介助、洗濯、食事の介助等

阿蘇温泉病院事業所内保育園での保育
業務です。



職種 求人者名 仕事の内容・賃金 就業時間 資格経験

①8:30～17:15

求人:１人
年齢:不問

雇用期間の定めあり 阿蘇市一の宮町宮地504番地1 保険:雇･公･健･厚
(４か月以上) 従業員数:391人 時給制　:時給897円～898円 休日:土日祝他 学歴:不問
パート労働者 43090-  590711 就業場所:阿蘇市一の宮町宮地504番地1 週休2日制:毎週 経験:不問

求人:１人
年齢:不問

雇用期間の定めあり 阿蘇市乙姫2052 保険:雇･労･健･厚
(４か月以上) 従業員数:67人 時給制　:時給800円～850円 休日:他 学歴:不問
パート労働者 43090-  655211 就業場所:阿蘇市乙姫2052 週休2日制:毎週 経験:不問

①8:30～15:00

求人:１人
年齢:59歳以下

熊本市北区貢町780-10 保険:雇･労
従業員数:470人 時給制　:時給850円～850円 休日:日祝他 学歴:不問

パート労働者 43010-10485511 就業場所:阿蘇郡小国町大字宮原1742-1 週休2日制:毎週 経験:不問

求人:１人
年齢:59歳以下 普通自動車免許

阿蘇郡産山村田尻618番地2 保険:雇･労
従業員数:140人 時給制　:時給900円～1,100円 休日:土日 学歴:不問

パート労働者 43090-  626611 就業場所:阿蘇郡産山村田尻618番地2 週休2日制:毎週 経験:不問

①8:30～12:30
②14:00～18:00

求人:１人
年齢:不問

阿蘇市一の宮町宮地4735-6 保険:雇･労
従業員数:6人 時給制　:時給950円～1,050円 休日:日祝他 学歴:高校以上

パート労働者 43090-  674411 就業場所:阿蘇市一の宮町宮地4735-6 週休2日制:毎週 経験:必須(医療事務

①10:00～18:00

求人:２人
年齢:不問

雇用期間の定めあり 阿蘇郡南阿蘇村河陰3232-61　グランドーマ南阿蘇 保険:雇･労･健･厚
(４か月以上) 従業員数:39人 時給制　:時給950円～1,000円 休日:土日祝他 学歴:不問
パート労働者 43090-  670711 就業場所:阿蘇郡南阿蘇村河陰3232-61 週休2日制:毎週 経験:必須(Ｗｉｎｄ

交替制あり
①9:00～15:30
②9:30～16:00

求人:１人
年齢:不問

雇用期間の定めあり 熊本市中央区水前寺6-29-20 保険:労
(４か月以上) 従業員数:1,448人 時給制　:時給890円～930円 休日:土日祝他 学歴:高校以上
パート労働者 43010-10572511 就業場所:阿蘇市一の宮町宮地1871-5 週休2日制:毎週 経験:あれば尚可(銀

健康診査の補助：

会計年度任用職員

阿蘇市役所

資格:不問

受付　医療事務

雇用期間の定めなし

松見内科

クリニック 資格:不問

一般事務

（介護施設）

雇用期間の定めなし

(福)やまなみ会

なでしこの里
9:00～17:30の

間の4時間程度

一般事務（おぐに

老人保健施設）

雇用期間の定めなし

(株)九州フードサ

プライセンター 資格:不問

事務スタッフ 阿蘇ハイランド

開発(株)
8:00～17:00の

間の7時間程度

資格:不問

データ入力 (株)カーネル

南阿蘇オフィス 資格:不問

C　事務的職業（総務・一般・経理・受付・医療事務等）

銀行店頭業務／

宮地支店

(株)熊本銀行

資格:不問

＊受付、窓口会計事務、パソコンによる
保険請求事務

・患者様のカルテの整理、及び管理
・診察室への案内・院内、備品の整理等
＊医療事務の経験者又は医療事務有資格
あれば尚可

＊ＧＩＳと呼ばれる地理情報システムを
使用したデータ入力業務を行っていた
だきます。

＊ほけん課において阿蘇市住民健康診査
の受付や受診券発送業務

・その他配送物の封入等の一般事務補助。
・健診会場への移動があります。
（公用車使用）

＊令和３年３月にオープンの
「フランピングビレッジ阿蘇」の事務。
・現金の集計・売上計算、日報作成
・電話及びｲﾝﾀｰﾈｯﾄでの予約受付業務
・その他付随する業務

老人保健施設の栄養室での一般事務
・発注
・検品
・帳票類管理 など

・出勤簿の管理・給料計算
・経理事務及び決算処理業務
・各種書類作成（パソコン入力）
・金融機関への手続
・郵便物の受付及び発送業務
・事務所内の整理整頓や清掃

営業店後方での伝票の仕訳/集計や端末機操
作による事務処理
営業店窓口での預金受入・支払、振込、
税金払込等の事務処理
ロビー案内



職種 求人者名 仕事の内容・賃金 就業時間 資格経験

交替制あり
①6:00～9:00

求人:２人
年齢:不問

阿蘇市内牧966 保険:労
従業員数:308人 時給制　:時給850円～850円 休日:他 学歴:不問

パート労働者 43090-  665411 就業場所:阿蘇市内牧966 週休2日制:その他 経験:不問
交替制あり
①6:00～11:00
②9:00～14:00

求人:２人
年齢:不問

阿蘇市内牧966 保険:雇･労
従業員数:308人 時給制　:時給800円～850円 休日:他 学歴:不問

パート労働者 43090-  632011 就業場所:阿蘇市一の宮町宮地1985-2 週休2日制:その他 経験:不問
交替制あり

求人:３人
年齢:不問

大分県大分市大字寒田749番地1 保険:労
従業員数:37人 時給制　:時給830円～896円 休日:他 学歴:不問

パート労働者 44010- 9294111 就業場所:阿蘇市乙姫1952-1 週休2日制:毎週 経験:不問

①8:30～16:00

求人:２人
年齢:不問

雇用期間の定めあり 阿蘇郡南阿蘇村大字久石2784 保険:労
(４か月未満) 従業員数:1,430人 時給制　:時給1,000円～1,000円 休日:他 学歴:不問
パート労働者 43090-  669911 就業場所:阿蘇郡南阿蘇村大字久石2784 週休2日制:毎週 経験:不問

正・准看護師
介護福祉士
ヘルパー２級

求人:１人 上記のいずれか
年齢:不問 普通自動車免許

阿蘇郡南阿蘇村久石2721-2 保険:雇･労
従業員数:82人 時給制　:時給900円～1,200円 休日:他 学歴:不問

パート労働者 43090-  601611 就業場所:阿蘇郡南阿蘇村久石2721-2 週休2日制:毎週 経験:不問

求人:１人
年齢:不問 普通自動車免許

阿蘇郡南阿蘇村久石2721-2 保険:雇･労
従業員数:82人 時給制　:時給850円～900円 休日:他 学歴:不問

パート労働者 43090-  603111 就業場所:阿蘇郡南阿蘇村久石2721-2 週休2日制:毎週 経験:不問

求人:１人
年齢:不問

阿蘇郡高森町大字高森993-8 保険:雇･労
従業員数:134人 時給制　:時給800円～800円 休日:他 学歴:不問

パート労働者 43090-  619611 就業場所:阿蘇郡高森町大字高森993-8 週休2日制:毎週 経験:不問

販売職（一の宮店

惣菜部）

雇用期間の定めなし

(株)みやはら

資格:不問

販売職（内牧店

フロア係）

雇用期間の定めなし

(株)みやはら

資格:不問

介護職

（介護施設）

雇用期間の定めなし

(株)南阿蘇

ケアサービス
7:30～19:00の

間の8時間

介護職

（介護施設）

雇用期間の定めなし

(株)南阿蘇

ケアサービス
7:30～19:00の

間の8時間

アウトドア用品

の販売

(株)ベルカディア

モンベル南阿蘇店 資格:不問

コンビニエンス

ストア店員

雇用期間の定めなし

(株)ケイズ

0:00～23:59の

間の4時間程度

資格:不問

介護助手

（介護施設）

雇用期間の定めなし

(福)岳寿会

特別養護老人

ホーム ひめゆり
8:30～17:30の

間の6時間程度

D　販売の職業（小売店・卸売販売印、営業等）

E　サービスの職業（介護、看護助手、調理、接客・給仕、管理人）

資格:不問

＊スーパーのフロア係
・店内販売商品の陳列・早朝の商品出し
・開店準備
・店内及び作業場の清掃・買い物かごの
整理整頓等
※立ち仕事になります

（阿蘇乙姫店）における店内業務全般
・接客、販売
・レジ業務
・商品の発注、品出し、陳列
・店内外の清掃 等

＊スーパーの惣菜部門
・商品づくり、お弁当や焼き物
・フライ・和え物・寿司など
・商品販売、商品陳列・接客・鮮度確認
・清掃業務、作業場の清掃、店舗の清掃
※立ち仕事になります。

・レジ業務・商品の検品、品出し
・売り場の整理整頓、レイアウト作成
・ミシンでのパンツの裾直し
・上記に付随する業務
◆入社後２か月の試用期間で研修を行い、
業務研修、商品説明、勉強会を行います。

・身体介護
（食事/入浴/排泄介助、ﾚｸﾚｰｼｮﾝ、体操）
・日々の記録・送迎業務
・訪問介護
（送迎準備、服薬確認、安否確認等）

・身体介護
（食事/入浴/排泄介助、ﾚｸﾚｰｼｮﾝ、体操）
・日々の記録・送迎業務
・訪問介護
（送迎準備、服薬確認、安否確認等）

介護職員の補助的な周辺作業
・食事配膳/下膳
・ｼｰﾂ交換等ﾍﾞｯﾄﾞﾒｲｸ/洗濯
・居室、食堂、浴室、トイレ等の清掃
・フロアの換気塔の環境整備
・創作活動、趣味の活動の補助等

・食事、入浴、排せつ等の介助



職種 求人者名 仕事の内容・賃金 就業時間 資格経験

①8:30～17:30

求人:１人
年齢:59歳以下 普通自動車免許

阿蘇郡産山村大利657-2 保険:雇･労･健･厚
従業員数:140人 時給制　:時給900円～1,100円 休日:日他 学歴:不問

パート労働者 43090-  628111 就業場所:阿蘇郡産山村大利657-2 週休2日制:毎週 経験:あれば尚可(介
歯科衛生士

①8:30～13:00
②14:30～18:30

求人:２人
年齢:不問

阿蘇郡小国町大字宮原1774-1 保険:労
従業員数:7人 時給制　:時給800円～1,000円 休日:日祝他 学歴:高校以上

パート労働者 43090-  699511 就業場所:阿蘇郡小国町大字宮原1774-1 週休2日制:毎週 経験:不問

①14:30～19:00
②8:40～13:00

求人:１人
年齢:59歳以下

阿蘇郡高森町大字高森1973-3 保険:労
従業員数:7人 時給制　:時給850円～950円 休日:日祝他 学歴:高校以上

パート労働者 43090-  681511 就業場所:阿蘇郡高森町大字高森1973-3 週休2日制:毎週 経験:あれば尚可(経

①9:00～18:30
②9:00～13:00

求人:１人
年齢:59歳以下

阿蘇郡南阿蘇村下野158-48 保険:雇･労･健･厚
従業員数:4人 時給制　:時給800円～900円 休日:日祝他 学歴:不問

パート労働者 43090-  638811 就業場所:阿蘇郡南阿蘇村下野158-48 週休2日制:その他 経験:不問
交替制あり
①5:00～12:00
②8:00～16:00

求人:１人
年齢:不問

菊池郡大津町大字杉水3021-1 保険:雇･労
従業員数:412人 時給制　:時給800円～850円 休日:他 学歴:不問

パート労働者 43030- 3541111 就業場所:阿蘇市一の宮町宮地2419-2 週休2日制:毎週 経験:あれば尚可(経
交替制あり

求人:１人
年齢:不問

菊池郡大津町大字杉水3021-1 保険:雇･労
従業員数:412人 時給制　:時給800円～850円 休日:他 学歴:不問

パート労働者 43030- 3542711 就業場所:阿蘇市一の宮町宮地4131 週休2日制:毎週 経験:あれば尚可(経

①6:00～12:00
②9:00～16:00

求人:２人 ③13:00～19:00
年齢:59歳以下

阿蘇市黒川431 保険:雇･労
従業員数:140人 時給制　:時給800円～900円 休日:他 学歴:不問

パート労働者 43090-  612711 就業場所:阿蘇市黒川431 週休2日制:毎週 経験:不問

受付・

ｱｼｽﾀﾝﾄ業務

雇用期間の定めなし

あい歯科

クリニック 資格:不問

歯科助手

雇用期間の定めなし

みもり歯科医院

資格:不問

介護職員

（介護施設）

雇用期間の定めなし

(福)やまなみ会

ほっと館

調理員

雇用期間の定めなし

(福)やまなみ会

阿蘇くんわの里 資格:不問

調理員［阿蘇中央

高校　蘇岳寮］

雇用期間の定めなし

(株)東臣

5:00～16:00の

間の6時間

資格:不問

調理係（阿蘇中央

高校　高嶺寮）

雇用期間の定めなし

(株)東臣

資格:不問

歯科衛生士又は

歯科助手

雇用期間の定めなし

とらたに歯科 （歯科衛生士の場合）＊診療の補助、歯/
口腔の疾患予防処置、衛生指導など。

（歯科助手の場合）診療開始前には器具
の消毒や歯を削るための機械の準備など
行ったり、診療時には指示された器具を
手渡すなど補助業務。

・患者さんの誘導・診療機器の整理整頓
・診療器具の準備、片付け、洗浄
・備品等の整理整頓
・院内外の清掃
◆経験のない方もスタッフが丁寧に
指導いたします。

・学生寮生の食事作り
・朝食、昼食、夕食…それぞれ２５食
（１～２名で調理）
※その他、上記に付随する業務

・学校寮における調理業務
・朝、昼、夕食 各２５食程度
※その他、上記に付随する業務

・受付・会計業務
電話対応、案内

・カルテ整理等
・院内外の清掃
・器具洗浄、片付け
・アシスタント

・食事、入浴、排せつ等の介助
・活動中の見守りやﾚｸﾚｰｼｮﾝ等の支援
・利用者の送迎
※送迎は普通乗用車から９人乗り乗用車
まで数種類あります。使用する車は、
運転技能に応じてお願いしています。

＊障害者施設内での調理全般
(５０食～９０食程度）＊献立作成の補助
＊調理全般（切込み、盛り付け、配膳、
食器洗い等）

＊食材の発注、検品の補助
＊厨房内の清掃及び整理整頓

養護老人ホームでの調理のお仕事です。



職種 求人者名 仕事の内容・賃金 就業時間 資格経験

交替制あり
①6:00～15:00
②9:00～18:00

求人:１人
年齢:不問

雇用期間の定めあり 熊本市西区城山下代2-7-11 保険:雇･労
(４か月以上) 従業員数:240人 時給制　:時給950円～1,000円 休日:他 学歴:不問
パート労働者 43010- 9924011 就業場所:阿蘇郡南阿蘇村大字両併2385 週休2日制:毎週 経験:あれば尚可(給

①8:00～11:00
②18:00～20:30

求人:２人
年齢:不問

阿蘇市小里834-2 保険:労
従業員数:8人 時給制　:時給950円～1,000円 休日:他 学歴:不問

パート労働者 43090-  664511 就業場所:阿蘇市小里834-2 週休2日制:毎週 経験:不問

求人:１人
年齢:不問 普通自動車免許

雇用期間の定めあり 阿蘇市乙姫2052 保険:雇･労･健･厚
(４か月以上) 従業員数:67人 時給制　:時給800円～850円 休日:他 学歴:不問
パート労働者 43090-  659311 就業場所:阿蘇市乙姫2052 週休2日制:その他 経験:不問

①9:00～14:00

求人:２人
年齢:不問

阿蘇市一の宮町宮地4518-4 保険:雇･労
従業員数:20人 時給制　:時給800円～900円 休日:月火水木他 学歴:不問

パート労働者 43090-  639211 就業場所:阿蘇市一の宮町宮地4518-4 週休2日制:毎週 経験:不問

①9:30～17:00

求人:２人
年齢:不問

阿蘇市黒川1467-4 保険:雇･労
従業員数:2人 時給制　:時給800円～850円 休日:木他 学歴:不問

パート労働者 43090-  577411 就業場所:阿蘇市黒川字山下JR阿蘇駅構内 週休2日制:毎週 経験:不問

求人:２人
年齢:不問

雇用期間の定めあり 阿蘇郡南阿蘇村大字下野147-10 保険:雇･労
(４か月以上) 従業員数:150人 時給制　:時給793円～800円 休日:他 学歴:不問
パート労働者 43090-  580111 就業場所:阿蘇郡南阿蘇村大字下野147-10 週休2日制:毎週 経験:不問

交替制あり
①7:00～16:00

求人:２人
年齢:不問

阿蘇郡南小国町大字満願寺2805-3 保険:雇･労
従業員数:8人 時給制　:時給800円～1,000円 休日:他 学歴:不問

パート労働者 43090-  574811 就業場所:阿蘇郡南小国町大字満願寺2805- 週休2日制:その他 経験:あれば尚可(接

調理業務

／湯の里荘

(株)南九州ﾆﾁﾀﾞﾝ

資格:不問

ﾎｰﾙ係（接客）

及び調理補助

雇用期間の定めなし

(資)江藤商店

資格:不問

ﾚｽﾄﾗﾝﾎｰﾙ係

（ホテル）

雇用期間の定めなし

(有)ホテルサンク

ラウン大阿蘇 資格:不問

レストラン

ホールスタッフ

阿蘇ハイランド

開発(株)
8:00～16:00の

間の7時間程度

皿洗い

雇用期間の定めなし

(有)湯の宿 入船

資格:不問

旅館の接客

雇用期間の定めなし

(有)辰己観光

お宿華坊

又は13:00～20:00

の間の6時間程度

資格:不問

レストラン業務

（ホテル）

アーデンホテル阿蘇

（(株)南阿蘇

カントリークラブ）
6:00～22:00の

間の3時間以上

資格:不問

養護老人ホームでの調理のお仕事です。
・調理業務全般
・配膳、下膳
・洗浄、清掃等
※朝夕５０食、昼４０食程度

＊洗い物（皿洗い、器等）に従事して
いただきます。

【原則：土・日・祝日勤務可能な方】

・料理の提供・接客サービス
・調理場での補助
（切りこみ、盛りつけ等）
・道の駅への配達（社用車使用）
・ホールの清掃など

＊ご来場のお客様へのご案内及び対応

＊レストラン「阿蘇カランドリエ」の
サービススタッフ

・料理の提供（配膳、下膳）
※付帯業務として食器洗いをしていた
だくこともあります

・レジ

＊お客様の案内、接客
＊料理の盛りつけ、配膳・下膳
＊レジ等

＊ご宿泊のお客様のﾚｽﾄﾗﾝおよび宴会場
ご利用においての接客業務全般。

・テーブル等のセッティング
・テーブル席へのご案内
・お料理、飲み物の提供及び接客
・下膳・後片付け及び清掃等

お客様のお迎え、お部屋へのご案内、
お食事の提供等 お客様に関するお仕事
全般を行っていただきます。



職種 求人者名 仕事の内容・賃金 就業時間 資格経験

交替制あり

求人:１人
年齢:不問 自動車免許(AT不可)

雇用期間の定めあり 阿蘇市乙姫2052 保険:雇･労
(４か月以上) 従業員数:67人 時給制　:時給850円～850円 休日:他 学歴:高校以上
パート労働者 43090-  658011 就業場所:阿蘇市乙姫2052 週休2日制:毎週 経験:不問

①8:00～17:00

求人:３人
年齢:18歳以上

熊本市中央区帯山4丁目18-11 保険:雇･労･健･厚
従業員数:580人 日給制　:時給1,000円～1,375円 休日:土日他 学歴:不問

パート労働者 43010-11014911 就業場所:阿蘇・高森近郊 週休2日制:毎週 経験:不問

求人:２人
年齢:59歳以下

阿蘇市小野田948 保険:雇･労
従業員数:10人 時給制　:時給800円～850円 休日:他 学歴:不問

パート労働者 43090-  709211 就業場所:阿蘇市小野田948 週休2日制:毎週 経験:不問

求人:１人
年齢:59歳以下

阿蘇市小野田948 保険:労
従業員数:10人 時給制　:時給800円～850円 休日:他 学歴:不問

パート労働者 43090-  711311 就業場所:阿蘇市小野田948 週休2日制:毎週 経験:不問

求人:１人
年齢:不問

雇用期間の定めあり 阿蘇市蔵原940-30 保険:
(４か月未満) 従業員数:0人 時給制　:時給1,200円～1,200円 休日:他 学歴:不問
パート労働者 43090-  645711 就業場所:阿蘇市一の宮町坂梨蓑田 週休2日制:なし 経験:不問

求人:１人
年齢:不問

雇用期間の定めあり 阿蘇市永草2869 保険:
(４か月以上) 従業員数:0人 時給制　:時給1,000円～1,000円 休日:他 学歴:不問
パート労働者 43090-  704611 就業場所:阿蘇市一の宮町宮地下滂崎5840- 週休2日制:その他 経験:不問

①9:00～17:00

求人:２人
年齢:不問

阿蘇郡南阿蘇村大字河陽5542-1 保険:雇･労･健･厚
従業員数:13人 時給制　:時給800円～850円 休日:他 学歴:不問

パート労働者 43090-  579311 就業場所:阿蘇郡南阿蘇村大字河陽5542-1 週休2日制:毎週 経験:不問

フランピング

スタッフ

阿蘇ハイランド

開発(株)
8:00～18:00の

間の5時間程度

資格:不問

農作業：トマト 松永農園

6:00～12:00の

間の3時間以上

資格:不問

農作業【午前・

短時間】

雇用期間の定めなし

山本耕農　(株)

8:00～12:00の

間の3時間程度

農作業

雇用期間の定めなし

山本耕農　(株)

8:00～17:00の

間の5時間程度

資格:不問

警備係／阿蘇・

高森地区

雇用期間の定めなし

九州警備保障

(株) 資格:不問

農作業

雇用期間の定めなし

(有)阿蘇健康農園

資格:不問

農作業：トマト 上島農園

6:00～16:00の

間の3時間以上

資格:不問

F　保安の職業（警備員等）

G　農林漁業の職業（農業、林業、漁業）

＊ご来場のお客様へのご案内及び対応
＊受付業務及び会計業務
＊パソコン操作による業務
＊予約管理
＊施設内の巡回・点検
＊その他、付随する業務

＊農作物の生産・出荷に関する業務全般

＊ハウス内でリーフレタス、苺、バジル、
トマトなどの植え付け・
手入れ・収穫作業を行っていただきます。

＊ﾊｳｽ内は高設栽培のため作業性に優れ
未経験者の方でも気軽に仕事に従事
できます。主婦の方が多い農園です。

・主にハウス内での大玉トマトの収穫作業
・トマトの手入れ作業

＊ハウス内での仕事ですので高温のため
体力を必要とします。

＊主にハウス内での大玉トマトの収穫作業
＊ハウス内での仕事ですので高温のため体
力を必要とします。
＊雇用開始は、６月の下旬から７月上旬に
なる予定で、トマト収穫の就業時間は、

収穫：6月～10月ﾄﾏﾄ/11月～5月イチゴ
毎日午前中に収穫します。
手入れ：古い葉やわき芽取り、つみ取り
作業等を行います。
・ﾄﾏﾄは立ち作業
ｲﾁｺﾞはイス車に座り作業

収穫：6月～10月ﾄﾏﾄ/11月～5月イチゴ
毎日午前中に収穫します。
手入れ：古い葉やわき芽取り、つみ取り
作業等を行います。
・ﾄﾏﾄは立ち作業
ｲﾁｺﾞはイス車に座り作業

小規模な工事現場や、イベント・スポーツ
施設会場の警備係です。
・小規模な工事現場を育成係の先輩と業務
を行う「通行者誘導業務」
・横断案内や駐車場案内補助を行う



職種 求人者名 仕事の内容・賃金 就業時間 資格経験

①8:00～17:00

求人:５人
年齢:不問

雇用期間の定めあり 阿蘇郡高森町色見800-4 保険:雇･労･健･厚
(４か月以上) 従業員数:15人 時給制　:時給950円～950円 休日:他 学歴:不問
パート労働者 43090-  634611 就業場所:阿蘇郡高森町色見800-4 週休2日制:毎週 経験:不問

①8:30～17:00

求人:１人
年齢:不問

雇用期間の定めあり 阿蘇市小野田911 保険:労
(４か月以上) 従業員数:2人 時給制　:時給1,000円～1,200円 休日:他 学歴:不問
パート労働者 43090-  571911 就業場所:阿蘇市小野田911 週休2日制:毎週 経験:不問

求人:２人
年齢:不問

雇用期間の定めあり 福岡県北九州市門司区黄金町6-28 保険:雇･労
(４か月以上) 従業員数:350人 時給制　:時給795円～795円 休日:他 学歴:不問
パート労働者 40062- 1626611 就業場所:阿蘇郡高森町大字高森1978-2 週休2日制:毎週 経験:不問

①9:00～15:00

求人:１人
年齢:不問

雇用期間の定めあり 阿蘇郡高森町大字高森2141-3 保険:雇･労
(４か月以上) 従業員数:100人 時給制　:時給900円～900円 休日:土日他 学歴:高校以上
パート労働者 43090-  653711 就業場所:阿蘇郡高森町大字高森2141-3 週休2日制:毎週 経験:不問

①8:30～17:30
②8:00～17:00

求人:２人
年齢:不問 自動車免許(AT不可)

雇用期間の定めあり 阿蘇市内牧1153-1 保険:雇･労･健･厚
(４か月以上) 従業員数:440人 時給制　:時給800円～800円 休日:他 学歴:不問
パート労働者 43090-  684311 就業場所:阿蘇市内牧1153-1 週休2日制:毎週 経験:不問

交替制あり
①8:00～13:00
②12:00～17:00

求人:１人
年齢:不問

雇用期間の定めあり 阿蘇市乙姫2052 保険:雇･労
(４か月以上) 従業員数:67人 時給制　:時給800円～800円 休日:他 学歴:不問
パート労働者 43090-  654811 就業場所:阿蘇市乙姫2052 週休2日制:毎週 経験:不問

農場スタッフ (有)土の文化ﾌｧｰﾑ

南阿蘇農場

農作業員

（トマト）

山本義輝

又は8:30～17:00の

間の4時間以上

資格:不問

K　運搬・清掃・包装等の職業（配達員、倉庫作業員、清掃作業員、軽作業）

資格:不問

阿蘇ハイランド

開発(株)

又は8:00～17:00の

間の7時間程度

資格:不問

プラスチック製品

の仕上げ/加工

(株)伊澤製作所

資格:不問

調理補助 大阪惣菜　(株)

7:00～13:00の

間の5時間程度

資格:不問

送迎運転手 (医)社団　坂梨会

（阿蘇温泉病院、

愛・ライフ内牧）

清掃

（ﾊｳｽｷｰﾊﾟｰ）

H　生産工程の職業（金属加工、製品製造、機械の組立等）

I　輸送・機械運転の職業（鉄道・自動車・船舶・建設機械の運転等）

＊ゴルフ場クラブハウス内及び各施設の
清掃を行う仕事です。
・ロビー、お風呂場、トイレ等の清掃
・リネン室での洗濯
・簡易宿泊施設ロッジの清掃と宿泊準備
・その他、付随する業務

＊旅館[離れ宿 山咲]の８部屋の清掃/

・通所ﾘﾊﾋﾞﾘ/外来/透析利用者の送迎運転
・自動車への乗降りの際の介助等の補助
＊送迎車は軽自動車・９人乗りの乗車・
マイクロバスを使用します。

＊週に２回、入浴介助

＊商品の前出し、お弁当の盛付け
＊おにぎり、お稲荷の製造
＊和え物などのお惣菜等、
時間帯に合ったお仕事をして頂きま
す。

＊ﾌﾟﾗｼﾃｨｯｸ切削加工品のﾊﾞﾘとり/端面
仕上げ＊ｶｯﾀｰやﾉｺ刃や木片を使用し
手作業にて製品の仕上げ。

＊加工途中のプラスチック製品を製造台
へ固定および取り外しをする作業です。

＊工場内の整理整頓

＊トマトハウス内で農作業
・ﾄﾏﾄの収穫・手入れ/管理作業(ｺﾝﾃﾅ）
今は主に苗の植え付け及び手入れ作業

＊夏場（７・８月）は、ハウス内の温度が
上昇する為就業時間を調整しています。
・水田の苗植え付け補助作業もあり。

＊農作物の生産・出荷に関する業務全般
・熊本産カラフルミニトマト等の栽培
管理、収穫業務

・選果、箱詰め、出荷作業等



職種 求人者名 仕事の内容・賃金 就業時間 資格経験

交替制あり
①9:00～14:30

求人:２人
年齢:不問

阿蘇郡南小国町大字満願寺5965 保険:雇･労
従業員数:4人 時給制　:時給850円～1,000円 休日:他 学歴:不問

パート労働者 43090-  650611 就業場所:阿蘇郡南小国町大字満願寺5965 週休2日制:その他 経験:不問

①9:00～17:00

求人:１人
年齢:不問

雇用期間の定めあり 熊本市中央区渡鹿2丁目11-17 保険:労
(４か月以上) 従業員数:134人 時給制　:時給800円～800円 休日:他 学歴:不問
パート労働者 43010-10306211 就業場所:阿蘇市黒川1266 週休2日制:毎週 経験:不問

①9:00～12:00

求人:１人
年齢:不問

雇用期間の定めあり 熊本市中央区渡鹿2丁目11-17 保険:労
(４か月以上) 従業員数:134人 時給制　:時給800円～800円 休日:他 学歴:不問
パート労働者 43010-10313811 就業場所:阿蘇市黒川1266 週休2日制:その他 経験:不問

清掃員

／半日勤務

(株)総美

資格:不問

清掃員 (株)総美

資格:不問

清掃及び営繕

（旅館）

雇用期間の定めなし

(有)離れ宿 山崎

資格:不問

＊旅館[離れ宿 山咲]の８部屋の清掃/
ﾒﾝﾃﾈﾝｽ

・ﾁｪｯｸｱｳﾄ後の部屋/脱衣場/ﾄｲﾚ等清掃
・大浴場の清掃（週１～２回程度）
・外回り管理(草取り/草刈/樹木の剪定

院内の清掃作業
・フロア、廊下、トイレ等の日常清掃

院内の清掃作業
・フロア、廊下、トイレ等の日常清掃



この求人情報誌は、以下の場所で配布しております。部数に限りがございますのでご了承ください。

阿蘇市役所
阿蘇市

内牧支所

阿蘇市

波野支所

阿蘇市

社会福祉協議会

産山村役場 小国町役場 小国ゆうステーション 南小国町役場

南阿蘇村役場 高森町役場
高森町

観光交流センター

山都町役場

蘇陽支所

山都町役場
南阿蘇村役場

福祉センター

小国暮らしの窓口

（木魂館）

求人情報誌の配布場所

ハローワーク阿蘇のご案内

所在地

〒869-2612

阿蘇市一の宮町宮地2318-3

TEL：0967-22-8609

FAX：0967-22-4775

各種情報

○「月刊 求人情報誌」始めました！

・正社員求人

・学歴、経験、資格不問求人

・宿泊業関係求人

について、毎月1回（おおむね月初め）発行します。

ハローワーク庁舎内で配布しておりますので、ぜひご利用ください。

○「週刊 求人情報誌」も始めました！

毎週火曜日発行。前の週に受理した求人を職種問わずまとめております。

月刊と同じくハローワーク庁舎内で配布しておりますので、ぜひご利用ください。

開庁時間

月曜日～金曜日

（祝日、年末年始を除く）

午前８時３０分～午後５時１５分


