
この求人情報誌はR4.3.28～R4.4.11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2日（月）

■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。

4月18日号



＊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。

4/18 月

19 火 ②医療・福祉事業所説明会

20 水 ②医療・福祉事業所説明会

21 木

22 金

25 月

26 火 ②医療・福祉事業所説明会

27 水 ④あそサポステ就労相談会

28 木

5/2 月

6 金

9 月

10 火

11 水 ④あそサポステ就労相談会

12 木

13 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(4･5月はありません）
・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】

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

④あそサポステ就労相談会
・第2・第4水曜日（10：00～15：00）
・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

0967-22-8609



変形（1年単位）
①9:30～18:00

求人:２人
年齢:59歳以下 普通自動車免許

阿蘇市永草3037番地 保険:雇･労･健･厚
従業員数:15人 月給制　:月額267,000円～374,000円 休日:他 学歴:不問

正社員 43090-  767621 就業場所:阿蘇市永草3037番地 週休2日制:その他 経験:あれば尚可(観

変形（1年単位） １級土木施工管理技士

①8:00～17:00

求人:１人
年齢:64歳以下 自動車免許(AT不可)

阿蘇郡南阿蘇村大字河陽3377-1 保険:雇･労･健･厚
従業員数:57人 月給制　:月額230,000円～410,000円 休日:日他 学歴:不問

正社員 43090-  832021 就業場所:阿蘇郡南阿蘇村大字河陽3377-1 週休2日制:その他 経験:不問
変形（1年単位） 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:１人 上記のいずれか
年齢:64歳以下 自動車免許(AT不可)

熊本市東区花立6丁目17番8号 保険:雇･労･健･厚
従業員数:6人 月給制　:月額250,000円～280,000円 休日:日他 学歴:不問

正社員 43010-11241621 就業場所:熊本市内及び近郊の各現場（直行直帰） 週休2日制:その他 経験:あれば尚可(現
看護師

①8:30～18:00
②8:30～12:30

求人:１人
年齢:59歳以下

阿蘇市一の宮町宮地4735-6 保険:雇･労･厚
従業員数:7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-  745721 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:59歳以下

阿蘇市一の宮町宮地4735-6 保険:雇･労･厚
従業員数:7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-  743121 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
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-  750921 就業場所:阿蘇市内牧1153-1 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-  751121 就業場所:阿蘇市内牧1153-1 週休2日制:その他 経験:不問

店舗部門管理職／

観光施設スタッフ

雇用期間の定めなし

(株)三縡

ｄｏｕｃｅ

Ｎｕｃｃａ

(医社)坂梨会

（阿蘇温泉病院、

愛・ライフ内牧）

正看護師

雇用期間の定めなし

松見内科

クリニック

土木技術者

（ー級）

雇用期間の定めなし

(株)藤本建設工業

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

(医社)坂梨会

（阿蘇温泉病院、

愛・ライフ内牧）

現場監督 (株)北野建設

看護師

雇用期間の定めなし

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

雇用期間の定めなし

A　管理的職業（法人・団体の役員、管理職員）

B　専門的・技術的職業（各種技術者、看護師、保育士、栄養士等）

阿蘇草千里の観光施設のｼｮｯﾌﾟ・ﾎｰﾙ店舗
部門管理職です。
●商品の選択、仕入計画の作成・実行、
店舗ﾚｲｱｳﾄ、接客・管理ﾏﾆｭｱﾙの作成

●採用実務(面接/選考)及び育成(社員・
ｱﾙﾊﾞｲﾄの教育/研修/接客指導)●販促活動

＊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。

＊外来及び病棟においての診療の補助、
採血等の検査/点滴/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

・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。

１.食事・排泄等、身辺自立の発達支援。

・土木工事（公共工事）に関する現場で
の施工管理、及び監督

・現場における人員の管理
・打ち合わせ業務
・工事に関する書類作成、及び提出等

現場監督、現場代理人
＊エリア：熊本市一円、上益城、阿蘇
＊直行直帰可
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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）
①7:30～16:30
②8:30～17:30

求人:１人 ③9:00～18:00
年齢:64歳以下 普通自動車免許

阿蘇市内牧182-1 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-  785121 就業場所:阿蘇市黒川406 週休2日制:その他 経験:不問
変形（1ヶ月単位） 看護師
①8:30～17:30 准看護師
②9:30～18:30

求人:１人
年齢:64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187,000円～225,000円 休日:他 学歴:不問

正社員 43090-  769121 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
変形（1年単位） 社会福祉士
①8:30～17:30 精神保健福祉士

公認心理師
求人:１人 上記のいずれか
年齢:64歳以下 普通自動車免許

阿蘇市内牧182-1 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-  784921 就業場所:阿蘇市内牧182-1 週休2日制:その他 経験:必須(１－２年
交替制あり
①8:30～17:30
②7:00～16:00

求人:２人 ③12:00～21:00
年齢:64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-  773421 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:64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-  778021 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）

①8:30～17:30

求人:２人
年齢:64歳以下 普通自動車免許

阿蘇市黒川396 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-  781421 就業場所:阿蘇市黒川396 週休2日制:その他 経験:不問
交替制あり 看護師
①8:30～17:30
②9:00～18:00

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一関1282 保険:雇･労･健･厚
従業員数:70人 月給制　:月額197,900円～272,000円 休日:他 学歴:不問

正社員 43090-  692821 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-  701021 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

(福)やまなみ会

阿蘇くんわの里

看護師（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

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

ケースワーカー

（児童福祉施設）

雇用期間の定めなし

(福)やまなみ会

阿蘇総合

支援センター

雇用期間の定めなし

(福)やまなみ会

くんわ技研

保育士又は児童

指導員

雇用期間の定めなし

(福)やまなみ会

阿蘇総合

支援センター

支援員

雇用期間の定めなし

(福)やまなみ会

インターワーク

生活支援員又は

職業指導員

雇用期間の定めなし

職業指導員・

生活支援員

＊老人介護施設における看護業務全般
・利用者の方の日々の健康管理
・身体ﾁｪｯｸ・処置・服薬管理全般
・日常の機能回復訓練・病院への送迎
＊介護支援全般
・食事介助・衣服の着脱・排泄介助

◎児童家庭支援センター「ふわり」
＊児童に関する家庭等との相談/支援業務
・家庭、学校訪問による面談
・支援計画、報告書の作成
・市町村、児童相談所との連絡・調整
※家庭／学校訪問等で業務車両を使用。

＊障がい者の支援全般
・生活面：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)
等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。

＊障害者の支援業務全般
・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。

１.食事・排泄等、身辺自立の発達支援。
２.ｹﾞｰﾑを通しﾙｰﾙ/約束を守れるよう支援
３.スタッフや他児との関わりを通しての
コミュニケーションの発達支援。

４.送迎〈公用車使用（普通車）〉
５.データ入力

＊障がい者の作業指導及び相談業務や
支援業務

・畳やふすま替え、新調
・除草作業や農作業
・清掃作業 等

＊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

・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
・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・機能訓練時の対応
・記録等の作成等＊宿直が月２回程度。

・栄養ケアマネジメント
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職種 求人者名 仕事の内容・賃金 就業時間 資格経験

管理栄養士
①9:00～18:00

求人:１人
年齢:59歳以下

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175,000円～195,000円 休日:土日 学歴:短大以上

正社員 43090-  700121 就業場所:阿蘇郡高森町大字高森3175 週休2日制:毎週 経験:不問
交替制あり 看護師
①8:00～17:00
②10:15～19:15

求人:１人 ③16:30～0:30
年齢:18歳～59歳

阿蘇市一の宮町宮地5833 保険:雇･労･健･厚
従業員数:364人 月給制　:月額227,000円～308,000円 休日:他 学歴:不問

正社員 43090-  723321 就業場所:阿蘇市一の宮町宮地5833 週休2日制:その他 経験:不問
交替制あり 准看護師
①8:00～17:00
②10:15～19:15

求人:１人 ③16:30～0:30
年齢:18歳～59歳

阿蘇市一の宮町宮地5833 保険:雇･労･健･厚
従業員数:364人 月給制　:月額185,000円～245,000円 休日:他 学歴:不問

正社員 43090-  722421 就業場所:阿蘇市一の宮町宮地5833 週休2日制:その他 経験:不問
交替制あり 理学療法士
①8:30～17:30 作業療法士
②9:00～18:00 言語聴覚士

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 阿蘇市内牧353 保険:雇･労･健･厚
(４か月以上) 従業員数:26人 月給制　:月額210,000円～300,000円 休日:土日他 学歴:不問
正社員以外 43090-  737821 就業場所:阿蘇市内牧353 週休2日制:毎週 経験:あれば尚可(児

交替制あり 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:不問 普通自動車免許

雇用期間の定めあり 阿蘇市内牧353 保険:雇･労･健･厚
(４か月以上) 従業員数:26人 月給制　:月額205,000円～270,000円 休日:日他 学歴:不問
正社員以外 43090-  740321 就業場所:阿蘇市内牧353 週休2日制:毎週 経験:不問

交替制あり
①8:30～17:30
②9:00～18:00

求人:１人
年齢:不問 普通自動車免許

雇用期間の定めあり 阿蘇市内牧353 保険:雇･労･健･厚
(４か月以上) 従業員数:26人 月給制　:月額168,000円～210,000円 休日:土日他 学歴:不問
正社員以外 43090-  735021 就業場所:阿蘇市内牧353 週休2日制:毎週 経験:あれば尚可(児

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-  814121 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
歯科衛生士

①9:00～18:30

求人:２人
年齢:不問

阿蘇市一の宮町宮地2405 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:土日祝他 学歴:専修学校以上

正社員 43090-  823121 就業場所:阿蘇市一の宮町宮地2405 週休2日制:毎週 経験:必須(歯科衛生

正看護師

（病棟）

雇用期間の定めなし

(医社)大徳会

（大阿蘇病院）

歯科衛生士

雇用期間の定めなし

宇治歯科医院

歯科衛生士

雇用期間の定めなし

あい歯科

クリニック

セラピスト (株)ワンバイワン

リハビリ職員 (株)ワンバイワン

准看護師

（病棟）

雇用期間の定めなし

(医社)大徳会

（大阿蘇病院）

管理栄養士

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

児童指導員 (株)ワンバイワン

(こども発達ｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰびーぶる)保育士・
身体/精神/環境面等あらゆる側面から支援
・日常生活等の生活支援
・社会性や集団生活への適応、ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ
の形成支援

・送迎業務（社用車（軽・普通車）使用）

(ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ阿蘇ふれあい)体の痛みの原因を
適切な処理を施すことで体調をやわらげ、
在宅生活の応援を作業療法士/理学療法士等
により機能訓練で維持改善を図る。
１人ひとりの個別訓練を行い機能低下の
予防を図る役割を担っていただきます。

＊歯科疾患の予防から治療にわたる
全般的な歯科補助業務

・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有。

・衛生士業務全般
・歯科医師のサポート
・診療所の準備
・後片付け 等

(こども発達ｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰびーぶる)保育士・
身体/精神/環境面等あらゆる側面から支援
・日常生活等の生活支援
・社会性や集団生活への適応、ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ
の形成支援

・送迎業務（社用車（軽・普通車）使用）

・栄養ケアマネジメント
・食材の発注
・献立の作成
・入所者の栄養管理一般
・利用者の嗜好調査等

＊検査/手術/ﾘﾊﾋﾞﾘ等への患者の移送/誘導
＊全身清拭や入浴介助、食事介助
＊医師の補助業務や病状の観察、報告、
検温、血圧測定 検体検査の介助

＊採血や点滴、ナースコールの対応
※准夜勤・深夜勤は月４～５回程度

＊検査/手術/ﾘﾊﾋﾞﾘ等への患者の移送/誘導
＊全身清拭や入浴介助、食事介助
＊医師の補助業務や病状の観察、報告、
検温、血圧測定 検体検査の介助

＊採血や点滴、ナースコールの対応
※准夜勤・深夜勤は月４～５回程度

・除石、ブラッシング指導
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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） 歯科衛生士
①8:30～18:45
②8:30～13:00

求人:１人
年齢:不問

阿蘇郡高森町大字高森1943-1 保険:雇･労･健･厚
従業員数:8人 月給制　:月額180,000円～186,000円 休日:日祝他 学歴:専修学校以上

正社員 43090-  716621 就業場所:阿蘇郡高森町大字高森1943-1 週休2日制:その他 経験:不問
変形（1ヶ月単位） 栄養士
①8:30～17:45
②14:30～23:00

求人:１人
年齢:35歳以下 普通自動車免許

福岡県朝倉市一木1148番地の1 保険:雇･労･健･厚
従業員数:7,352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- 3022821 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
①8:30～17:45
②14:30～23:00

求人:１人
年齢:35歳以下 普通自動車免許

福岡県朝倉市一木1148番地の1 保険:雇･労･健･厚
従業員数:7,352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- 3164621 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
交替制あり
①8:30～18:00 社会福祉士
②5:00～14:00 精神保健福祉士

求人:２人 ③6:00～15:00 介護福祉士
年齢:18歳～59歳 何れかあれば尚可

阿蘇郡高森町大字色見822 保険:雇･労･健･厚
従業員数:70人 月給制　:月額180,000円～200,000円 休日:他 学歴:高校以上

正社員 43090-  796221 就業場所:阿蘇郡高森町大字色見822 週休2日制:その他 経験:不問
交替制あり
①6:30～20:00

求人:１人
年齢:60歳以上 普通自動車免許

阿蘇郡高森町大字色見822 保険:雇･労･健･厚
従業員数:70人 月給制　:月額180,000円～200,000円 休日:他 学歴:不問

正社員 43090-  699121 就業場所:阿蘇郡高森町大字色見822 週休2日制:その他 経験:あれば尚可(調
交替制あり
①8:00～17:30
②8:30～18:00

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久石3516 保険:雇･労･健･厚
従業員数:35人 月給制　:月額227,000円～251,000円 休日:他 学歴:不問

正社員 43090-  698921 就業場所:菊池郡大津町大字引水114-5 週休2日制:毎週 経験:あれば尚可(経
交替制あり 保育士
①8:00～17:30 作業療法士
②8:30～18:00 社会福祉士

求人:２人 上記のいずれか
年齢:59歳以下 普通自動車免許

阿蘇郡南阿蘇村大字久石3516 保険:雇･労･健･厚
従業員数:35人 月給制　:月額161,000円～186,000円 休日:他 学歴:不問

正社員 43090-  702721 就業場所:阿蘇郡南阿蘇村大字久石3516 週休2日制:その他 経験:あれば尚可(経
介護支援専門員

①8:30～17:30

求人:１人
年齢:64歳以下

阿蘇市内牧1214-32 保険:雇･労･健･厚
従業員数:12人 月給制　:月額180,000円～210,000円 休日:他 学歴:不問

正社員 43090-  787721 就業場所:阿蘇市内牧1214-32 週休2日制:毎週 経験:必須(介護業務

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

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

片山歯科医院

指導員

雇用期間の定めなし

(社)こども

サポートセンター

あそら

ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ世話人

・生活支援員

雇用期間の定めなし

(福)立正福祉会

高森寮

児童発達支援

管理責任者

雇用期間の定めなし

(社)こども

サポートセンター

あそら

雇用期間の定めなし

(同)ゆう

ケアステーション

ゆう

居宅

ケアマネジャー

又は8:30～23:00の

間の8時間

歯科衛生士

雇用期間の定めなし

生活支援員

雇用期間の定めなし

(福)立正福祉会

高森寮

○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）

＊教育システムも充実しています

○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）

＊教育システムも充実しています

＊知的障害者の生活全般に係る支援
・入浴、食事等の介助
・外出（買い物、ﾄﾞﾗｲﾌﾞ等）への同行
・歩行訓練ﾘﾊﾋﾞﾘ、音楽活動等の支援
＊夜勤(月/3回程度)＊深夜勤(月/1～2回)
緊急時の対応、排せつ介助等

・高齢者が可能な限り在宅での生活が
営めるように必要な居宅ｻｰﾋﾞｽ計画を
作成し、生活を支援して行きます。

・除石、ブラッシング指導
・歯のクリーニング、治療補助
・器具などの減菌、消毒等
・診療室内清掃等
＊パートでの応募も可能です。勤務日数
及び勤務時間は相談に応じます。

＊児童発達支援の管理業務
＊個別支援計画の作成
＊施設利用の発達障がい児（0才～18才）
に対する見守り及び療育支援業務
利用者の送迎（就業場所近隣周辺）
請求書入力/書類作成及び整理整頓等

＊児童発達支援の管理業務
＊個別支援計画の作成
＊施設利用の発達障がい児（0才～18才）
に対する見守り及び療育支援業務
利用者の送迎（就業場所近隣周辺）
請求書入力/書類作成及び整理整頓等

・食事作り、食材の購入：施設の車使用
・食事提供・入浴、洗濯支援
・外出（外食・喫茶等・買い物）の
付き添い

＊身体的な介護業務はありません。
【高年齢者専用求人】

・主に居宅においての介護支援計画の作成
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職種 求人者名 仕事の内容・賃金 就業時間 資格経験

介護支援専門員
①8:30～17:30

求人:２人
年齢:64歳以下 普通自動車免許

阿蘇郡小国町大字宮原11番地の3 保険:雇･労･健･厚
従業員数:22人 月給制　:月額145,000円～150,000円 休日:土日祝他 学歴:不問

正社員 43090-  687421 就業場所:阿蘇郡小国町大字宮原11番地の3 週休2日制:毎週 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:65歳以下 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176,000円～210,000円 休日:他 学歴:不問

正社員 43090-  684821 就業場所:阿蘇市内牧117 週休2日制:その他 経験:不問

①8:30～17:00
②8:30～13:00

求人:１人
年齢:44歳以下 普通自動車免許

阿蘇郡南阿蘇村大字白川1970-1 保険:雇･労･健･厚
従業員数:13人 日給制　:月額184,000円～202,400円 休日:日他 学歴:高校以上

正社員 43090-  790621 就業場所:阿蘇郡南阿蘇村大字白川1970-1 週休2日制:その他 経験:不問
交替制あり
①8:00～17:30
②8:30～18:00

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久石3516 保険:雇･労･健･厚
従業員数:35人 月給制　:月額161,000円～186,000円 休日:他 学歴:不問

正社員 43090-  766321 就業場所:阿蘇市一の宮町中通2177 週休2日制:その他 経験:あれば尚可(経
変形（1ヶ月単位）

①9:00～17:00

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河陽5579-3 保険:雇･労･健･厚
従業員数:180人 月給制　:月額165,000円～255,000円 休日:他 学歴:高校以上

正社員 43090-  841721 就業場所:阿蘇郡南阿蘇村大字河陽5579-3 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:44歳以下 普通自動車免許

八代市日置町677-1 保険:雇･労･健･厚
従業員数:74人 月給制　:月額150,000円～170,000円 休日:日祝他 学歴:不問

正社員 43020- 2140021 就業場所:阿蘇郡小国町大字黒渕1880 週休2日制:その他 経験:不問
日商簿記３級

①8:30～17:30

求人:１人
年齢:40歳以下 自動車免許(AT不可)

阿蘇市内牧412番地 保険:雇･労･健･厚
従業員数:16人 月給制　:月額140,000円～200,000円 休日:土日祝他 学歴:不問

正社員 43090-  845421 就業場所:阿蘇市内牧412番地 週休2日制:毎週 経験:不問

雇用期間の定めなし

(医社)問端会

グル－プホーム

といはた

雇用期間の定めなし

(株)翔祐（デイサー

ビス　みなみだ祥

苑・デイサービス

みなみだ荘）

職業指導員・

生活支援員

介護支援専門員

（ｹｱﾏﾈｰｼﾞｬｰ）

雇用期間の定めなし

(株)阿蘇

ファームランド

一般事務職

【小国工場】

雇用期間の定めなし

(社)こども

サポートセンター

あそら

健康指導員

雇用期間の定めなし

白川造園工業(株)

（阿蘇事務所）

事務員

一般事務

雇用期間の定めなし

(有)山内

経営経理事務所

雇用期間の定めなし

(株)南栄

一般事務

C　事務的職業（総務・一般・経理・受付・医療事務等）

＊発達障がい児（0才～18才）支援施設
・請求書入力作業
・パソコンを使用しての書類作成
・整理整頓 等
・発達障がい児の見守り/療育支援業務
・利用者の送迎（阿蘇管内/近隣周辺）

・電話対応や来社時の接客

一般事務全般：
・工事書類作成、工事写真帳作成
・官公庁等書類提出
・見積、データ入力（エクセル）
・その他、パソコンを使用した業務 等

・主に居宅においての介護支援計画の作成
・要介護認定申請代行
・ﾊﾟｿｺﾝ入力によるレセプト請求作業等の
ケアマネジャー業務

・各種相談業務、自宅訪問（社用車使用）
・地域との連携への取り組み等

＊事業所の確定申告のための記帳、決算
業にかかる事務をしていただきます。

・パソコンでのデータ入力、文書の作成
（ワード、エクセル使用）
・書類の整理・接客/事業所への訪問

・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
※夜勤の出来ない方でもご応募可能です

来客・電話対応 勤怠管理
納入業者とのやりとり
伝票入力・資料他書類作成
小口現金出納等
銀行用務/各種書類届出
（社用車（軽）使用）

＊健康ﾊﾟﾋﾞﾘｵﾝ内にて健康指導/管理
・受付、レジ業務・測定の補助や案内
・測定結果の説明や指導
・施設内及び測定機器の清掃や点検
・備品確認、発注業務
・店舗の開店閉店業務
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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:１人
年齢:59歳以下 普通自動車免許

阿蘇市一の宮町宮地4671 保険:雇･労･健･厚
従業員数:18人 月給制　:月額159,000円～159,000円 休日:土日祝他 学歴:不問

正社員 43090-  788821 就業場所:阿蘇市一の宮町宮地4671 週休2日制:毎週 経験:不問

①9:00～18:00 普通自動車免許
あれば尚可

求人:３人
年齢:不問

東京都豊島区西池袋5-1-3　メトロシティ西池袋4階 保険:雇･労･健･厚
従業員数:120人 月給制　:月額185,000円～185,000円 休日:他 学歴:不問

正社員 13090-13091721 就業場所:阿蘇郡南阿蘇村大字中松4212 週休2日制:毎週 経験:不問

①8:30～17:30

求人:２人
年齢:64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-  771221 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

①9:00～18:00

求人:１人
年齢:59歳以下

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154,100円～174,900円 休日:土日他 学歴:高校以上

正社員 43090-  703821 就業場所:阿蘇郡高森町大字高森3175 週休2日制:毎週 経験:不問
変形（1年単位）
①9:00～18:00

求人:１人
年齢:59歳以下

阿蘇市一の宮町宮地4507-3 保険:雇･労･健･厚
従業員数:20人 時給制　:月額148,075円～148,075円 休日:日祝他 学歴:不問

正社員 43090-  708621 就業場所:阿蘇市一の宮町宮地4507-3 週休2日制:その他 経験:不問

①8:30～18:00
②8:30～12:00

求人:１人
年齢:65歳以下

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-  822921 就業場所:阿蘇市内牧115 週休2日制:その他 経験:不問

①8:30～17:30 医療事務
医療事務作業補助

求人:１人 あれば尚可
年齢:59歳以下

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:88,000 月給制　:月額144,320円～147,600円 休日:土日祝他 学歴:不問

無期雇用派遣労働 43010-11850021 就業場所:阿蘇市黒川1266 週休2日制:毎週 経験:不問

①8:30～18:00
②8:30～12:30

求人:１人
年齢:59歳以下

阿蘇市一の宮町宮地4735-6 保険:雇･労･厚
従業員数:7人 月給制　:月額174,600円～189,000円 休日:日祝他 学歴:高校以上

正社員 43090-  747221 就業場所:阿蘇市一の宮町宮地4735-6 週休2日制:なし 経験:医療事務経験者

雇用期間の定めなし

阿蘇中央生

コンクリート(株)

廃校を活用した

IT普及の接客/運営

一般事務

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

資格:不問

雇用期間の定めなし

(福)やまなみ会

なでしこの里

一般事務

（介護施設）

雇用期間の定めなし

リングロー(株)

一般事務

（介護施設）

医師事務作業補助

雇用期間の定めなし

(株)ニチイ学館

熊本支店

受付および

医療事務

雇用期間の定めなし

(医社)問端会

問端内科 資格:不問

一般事務（指定

自動車教習所）

雇用期間の定めなし

(株)

阿蘇自動車学校 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

・電話対応や来社時の接客
・伝票整理
・帳簿記帳
・コンピューター入力
・金融機関への外出等

・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

＊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

・受付・レセプト入力

阿蘇医療センター【医師事務作業補助】
・医師のスケジュール管理
・資料作成・整理
・図書・文献整理
・診療情報のＰＣ入力 等

＊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

・パソコン/スマートフォンのご相談対応
・中古ﾊﾟｿｺﾝの回収/自社中古ﾊﾟｿｺﾝの販売
・出張ｻﾎﾟｰﾄ・役場や本社とのやりとり
・地域交流イベントの企画・運営
・事務業務・集学校の施設管理
（校内の清掃や環境整備）

・介護保険請求事務
・来客の接客及び電話応対
・会計伝票のﾊﾟｿｺﾝ入力・各種帳簿の記入
・企画立案ｲﾍﾞﾝﾄの実施等
・社会保険事務・役員会の運営
・発注業務・勤怠管理・郵便物の発送等

＊自動車学校での事務全般
・入学受付、検査試験、卒業までの書類
作成等

・高齢者講習の受付及び書類作成、電話
対応

・事務所内の清掃等
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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）

①8:30～17:30

求人:１人
年齢:64歳以下

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～200,000円 休日:他 学歴:不問

正社員 43090-  753721 就業場所:阿蘇市内牧1153-1 週休2日制:その他 経験:あれば尚可(医
変形（1年単位）
①8:00～17:00

求人:１人
年齢:64歳以下 普通自動車免許

阿蘇郡南阿蘇村大字河陽3377-1 保険:雇･労･健･厚
従業員数:57人 月給制　:月額163,000円～210,000円 休日:日他 学歴:不問

正社員 43090-  834821 就業場所:阿蘇郡南阿蘇村大字河陽3377-1 週休2日制:その他 経験:あれば尚可(・

交替制あり
①8:00～17:00
②6:00～15:00

求人:１人
年齢:64歳以下

阿蘇市内牧966 保険:雇･労･健･厚
従業員数:308人 時給制　:月額147,586円～173,630円 休日:他 学歴:不問

正社員以外 43090-  838321 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
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:11,326 月給制　:月額145,000円～250,000円 休日:他 学歴:高校以上

正社員 41010- 5322821 就業場所:（●菊陽店●大津店●東野店●阿 週休2日制:その他 経験:不問
変形（1ヶ月単位）

①7:30～16:00
②9:30～18:00

求人:１人 ③10:30～19:00
年齢:不問 普通自動車免許

雇用期間の定めあり 阿蘇市一の宮町宮地387-5 保険:雇･労･健･厚
(４か月以上) 従業員数:457人 時給制　:月額143,437円～143,437円 休日:日祝他 学歴:不問
正社員以外 43090-  806121 就業場所:阿蘇郡高森町大字高森1969-1 週休2日制:その他 経験:不問

変形（1ヶ月単位）

①7:00～15:30
②9:00～17:30

求人:２人 ③10:30～19:00
年齢:不問 普通自動車免許

雇用期間の定めあり 阿蘇市一の宮町宮地387-5 保険:雇･労･健･厚
(４か月以上) 従業員数:457人 時給制　:月額143,437円～143,437円 休日:日祝他 学歴:高校以上
正社員以外 43090-  807021 就業場所:阿蘇郡南阿蘇村大字久石2642-2週休2日制:その他 経験:不問

変形（1ヶ月単位）

①7:30～16:00
②9:30～18:00

求人:１人 ③10:30～19:00
年齢:不問 普通自動車免許

雇用期間の定めあり 阿蘇市一の宮町宮地387-5 保険:雇･労･健･厚
(４か月以上) 従業員数:457人 時給制　:月額143,437円～143,437円 休日:日祝他 学歴:高校以上
正社員以外 43090-  808721 就業場所:阿蘇市一の宮町宮地1808-1 週休2日制:その他 経験:不問

経理事務

／一般事務

雇用期間の定めなし

(株)藤本建設工業

医療事務

（病院）

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

給油所スタッフ

（高森給油所）

阿蘇農業協同組合

給油所スタッフ

（久木野給油所）

阿蘇農業協同組合

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

販売職（一の宮店

惣菜部）

雇用期間の定めなし

(株)みやはら

又は5:00～17:00の

間の8時間程度

資格:不問

給油所スタッフ

（一の宮給油所）

阿蘇農業協同組合

D　販売の職業（小売店・卸売販売印、営業等）

・受付・レセプト入力
・請求業務、及び会計業務
・カルテの整理および管理
・電話応対
・その他付随する業務

＊給油所での接客
・給油、窓ふき、洗車等・電話対応
・ピット内での作業
（タイヤ交換、オイル交換）
・事業所、個人宅への燃料の配達業務

＊久木野給油所にて接客・販売業務
・車種によっての給油業務
・タイヤ交換・オイル交換
・電話応対
・車の移動等

＊給油所での接客をして頂きます。
・給油、窓ふき等
・電話応対
＊車の好きな方大歓迎。
また、経験の無い方でも親切・丁寧に
指導します。

＊組合員及び利用者の皆様へ農業資材等

商品管理（食品・生活必需品等）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＞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可能性
があります。特記事項をご参照ください。

・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・鮮ど確認
・清掃業務、作業場の清掃・店舗の清掃
・その他これらに付随する業務
※立ち仕事になります。

・書類整理・電話対応・来客対応
・支払業務・経営審査の書類作成
・その他の書類作成・整理等
・会計ソフト入力・パソコン使用
・社用車での外出（郵便局、銀行等）
がたまにあります。
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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）

①8:30～17:00
②8:30～12:00

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 阿蘇市一の宮町宮地387-5 保険:雇･労･健･厚
(４か月以上) 従業員数:457人 時給制　:月額143,437円～143,437円 休日:日祝他 学歴:不問
正社員以外 43090-  810421 就業場所:阿蘇郡　小国町大字宮原2300 週休2日制:その他 経験:不問

①14:30～23:00

求人:１人
年齢:18歳以上

雇用期間の定めあり 福岡県朝倉市一木1148番地の1 保険:雇･労･健･厚
(４か月以上) 従業員数:7,352人 時給制　:月額155,520円～155,520円 休日:他 学歴:不問
正社員以外 40150- 2428621 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

①14:30～23:00

求人:１人
年齢:18歳以上

雇用期間の定めあり 福岡県朝倉市一木1148番地の1 保険:雇･労･健･厚
(４か月以上) 従業員数:7,352人 時給制　:月額155,520円～155,520円 休日:他 学歴:不問
正社員以外 40150- 2490821 就業場所:阿蘇市一の宮町宮地4522番地 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:508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- 1441021 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:508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- 1442721 就業場所:阿蘇市一の宮町宮地3365-4 週休2日制:その他 経験:不問
変形（1年単位）
①9:30～18:30

求人:１人
年齢:35歳以下 自動車免許(AT不可)

熊本市東区西原一丁目2番15号 保険:雇･労･健･厚
従業員数:276人 月給制　:月額182,800円～285,700円 休日:火他 学歴:高校以上

正社員 43010-12452921 就業場所:阿蘇市黒川145番地1 週休2日制:その他 経験:不問

変形（1ヶ月単位）

①7:00～16:00
②9:00～18:00

求人:１人 ③10:00～19:00
年齢:18歳～65歳

阿蘇市内牧117 保険:雇･労･健･厚
従業員数:27人 月給制　:月額161,900円～237,400円 休日:他 学歴:不問

正社員 43090-  827221 就業場所:阿蘇市内牧117 週休2日制:その他 経験:不問

販売員

（阿蘇一の宮店）

(株)ドラッグストア

モリ
資格:不問

販売員

（小国店）

(株)ドラッグストア

モリ
資格:不問

購買店舗スタッフ

(小国郷中央支所)

阿蘇農業協同組合

営業職

／阿蘇支店

雇用期間の定めなし

日産プリンス熊本

販売(株)

営業職

雇用期間の定めなし

(株)ヰセキ九州

営業職

雇用期間の定めなし

(株)ヰセキ九州

介護職

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

資格:不問

E　サービスの職業（介護、看護助手、調理、接客・給仕、管理人）

＊組合員及び利用者の皆様へ農業資材等
の販売のお仕事です。

・肥料、農薬、資材等の販売及び接客
・レジ業務・パソコンによる伝票入力
・電話応対・各種商品の整理整頓
・配達をお願いする事もあります。

担当地域内のお客様(農家主体)に対し、
農業機械の販売/納品/ｱﾌﾀｰｻｰﾋﾞｽ/事前点検
展示会等のご案内/提案説明など。
・出勤後営業、社用車（軽ﾄﾗｯｸ）使用。
・３tﾄﾗｯｸでの納品、引取り等の運搬作業
・その他、付随業務。

○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

新車の販売/販売後の顧客管理/ｱﾌﾀｰﾌｫﾛｰ
・車検/点検/その他ﾒﾝﾃﾅﾝｽの案内・獲得
・自動車保険の案内・獲得
・その他、自動車関連商品の販売 など
＊エリア ：阿蘇市内がメイン
自家用車（手当有）、ｶﾞｿﾘﾝ支給

＊要介護高齢者を対象とし、身の回りの

・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。

・店舗での販売する商品の品出し、補充
・陳列棚の整理
・在庫商品の管理（賞味期限のチェック
在庫確認）

・接客、販売・レジ業務
・フロア清掃 など

・店舗での販売する商品の品出し、補充
・陳列棚の整理
・在庫商品の管理（賞味期限のチェック
在庫確認）

・接客、販売・レジ業務
・フロア清掃 など
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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
①9:00～18:00
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:88人 月給制　:月額163,759円～178,759円 休日:他 学歴:不問

正社員 43090-  731321 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:88人 月給制　:月額212,197円～238,759円 休日:他 学歴:不問

正社員 43090-  732621 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:88人 月給制　:月額266,247円～311,247円 休日:他 学歴:不問

正社員 43090-  733921 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
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:88人 月給制　:月額166,591円～182,716円 休日:他 学歴:不問

正社員 43090-  734121 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
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-  749421 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-  752021 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）

①8:30～17:30 調理師
あれば尚可

求人:１人
年齢:64歳以下

阿蘇市内牧1153-1 保険:雇･労･健･厚
従業員数:440人 月給制　:月額145,000円～160,000円 休日:他 学歴:不問

正社員 43090-  754821 就業場所:阿蘇市内牧1153-1 週休2日制:その他 経験:不問
交替制あり
①6:00～15:00 調理師
②8:30～17:30 あれば尚可

求人:２人 ③10:00～19:00
年齢:64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-  777121 就業場所:阿蘇市黒川431 週休2日制:その他 経験:不問

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

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

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

調理員

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）

調理員

（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

＊管理業務未経験者でも応募可！
□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）

＊身の回りのお世話及び介護業務全般
・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

＊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（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

・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

＊老人福祉施設（２９名）

＊朝・夕各70食、昼100食程度(職員含む)
及び宅配弁当（1日20～30食程度）を
４～５名体制で調理します・身体状況
等により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

・材料の切り込み
・調理
・食器洗浄
・調理場の清掃
・配膳、下膳（昼食状況による）

○栄養士の献立に沿って調理業務全般
＊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40食・昼90食・夕40食程度をｽﾀｯﾌ
４人の交替制で対応しています。
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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）

①6:20～15:20
②8:30～17:30

求人:２人 ③12:30～21:30
年齢:64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-  768921 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:64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-  779721 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

①8:00～17:00

求人:１人
年齢:59歳以下 普通自動車免許

阿蘇市一の宮町宮地5833 保険:雇･労･健･厚
従業員数:364人 月給制　:月額156,000円～156,000円 休日:日他 学歴:不問

正社員 43090-  720221 就業場所:阿蘇市一の宮町宮地5833 週休2日制:毎週 経験:不問
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

阿蘇市一の宮町宮地5833 保険:雇･労･健･厚
従業員数:364人 月給制　:月額173,000円～178,000円 休日:日他 学歴:不問

正社員 43090-  721521 就業場所:阿蘇市一の宮町宮地5833 週休2日制:毎週 経験:不問
変形（1ヶ月単位）

①5:30～14:30 普通自動車免許
②7:30～16:30 調理師

求人:２人 ③10:00～19:00 あれば尚可
年齢:59歳以下

阿蘇市一の宮町宮地5833 保険:雇･労･健･厚
従業員数:364人 月給制　:月額147,000円～150,000円 休日:他 学歴:不問

正社員 43090-  724621 就業場所:阿蘇市一の宮町宮地5833 週休2日制:その他 経験:あれば尚可(調
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:95人 月給制　:月額162,000円～221,020円 休日:他 学歴:高校以上

正社員 43010-11673721 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
①8:00～18:00
②18:00～8:00

求人:１人
年齢:18歳～59歳 自動車免許(AT不可)

阿蘇郡南阿蘇村大字河陽5390番地2 保険:雇･労･健･厚
従業員数:10人 月給制　:月額165,000円～187,000円 休日:他 学歴:不問

正社員 43090-  667821 就業場所:阿蘇郡南阿蘇村大字河陽5390番地2 週休2日制:毎週 経験:あれば尚可(介
介護福祉士

①8:30～17:30 ホームヘルパー(1級/2級)

その他
求人:１人 上記のいずれか
年齢:64歳以下

阿蘇市内牧1214-32 保険:雇･労･健･厚
従業員数:12人 月給制　:月額170,000円～190,000円 休日:他 学歴:不問

正社員 43090-  786021 就業場所:阿蘇市内牧1214-32 週休2日制:毎週 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（通所

ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ）

雇用期間の定めなし

(医社)大徳会

（大阿蘇病院）

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

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

訪問介護

ヘルパー

雇用期間の定めなし

(同)ゆう

ケアステーション

ゆう

介護職員

／介護福祉士

雇用期間の定めなし

ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ

たいぼう

（(同)大望）

介護福祉士（通所

ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ）

雇用期間の定めなし

(医社)大徳会

（大阿蘇病院）

調理

（病院内厨房）

雇用期間の定めなし

(医社)大徳会

（大阿蘇病院）

＊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。

＊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＊送迎車は普通乗用車～
９人乗り乗用車まで数種類あります。
運転技能に応じてお願いしています。

・在宅生活をされており介護保険認定を
受けている高齢者/同じく在宅障害者に
対して自宅を訪問して身体的介護

（オムツ交換や入浴介助等）や家事支援
（買い物/調理/掃除等）を行っていただ
きます。

・受付・会計業務

・入居者の排泄・食事・入浴・移動等の
介護業務全般になります。

・入居者の安否確認・相談対応
※入居者１２名と小規模の事業所で平均
介護度２．５です。身体的・精神的な
疲労は比較的軽度であると思います。

＊病院内のデイケアサービス利用者の
送迎・入浴・食事介助、排泄介助、
リハビリ補助等の介護業務全般。

＊通所利用定員６０名に介護ｽﾀｯﾌ13名、
看護ｽﾀｯﾌ２名 その他ｽﾀｯﾌ１０名の
計２５名で対応しています。

＊病院内のデイケアサービス利用者の
送迎・入浴・食事介助、排泄介助、
リハビリ補助等の介護業務全般。

＊通所利用定員６０名に介護ｽﾀｯﾌ13名、
看護ｽﾀｯﾌ２名 その他ｽﾀｯﾌ１０名の
計２５名で対応。

＊病院内厨房での調理業務全般
・調理食材の下処理、及び切り込み。
・調理、盛り付け、配膳等のお仕事が
中心になります。

・その他食器の洗浄、厨房内の整理等。

要介護者であって認知症高齢者の利用者
に共同生活住居において家庭的な環境と
地域住民との交流の下で入浴、排せつ、
食事等の介護、日常のお世話/機能訓練を行
うことにより能力に応じ、自立した
日常生活を営むことが出来る様支援する
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職種 求人者名 仕事の内容・賃金 就業時間 資格経験

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145,000円～150,000円 休日:日祝他 学歴:不問

正社員 43090-  816721 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

①8:00～17:30
②8:00～12:00

求人:１人 ③8:00～15:30
年齢:59歳以下

阿蘇郡小国町宮原1701 保険:雇･労･健･厚
従業員数:3人 月給制　:月額152,000円～152,000円 休日:日祝他 学歴:高校以上

正社員 43090-  688321 就業場所:阿蘇郡小国町宮原1701 週休2日制:その他 経験:不問

①8:30～18:30
②8:30～12:30

求人:１人
年齢:59歳以下

阿蘇郡小国町大字宮原1771-1-1 保険:雇･労･健･厚
従業員数:5人 時給制　:月額144,496円～144,496円 休日:日祝他 学歴:高校以上

正社員以外 43090-  686521 就業場所:阿蘇郡小国町大字宮原1771-1-1 週休2日制:その他 経験:あれば尚可(リ
変形（1ヶ月単位）

求人:３人
年齢:59歳以下 普通自動車免許

阿蘇郡南阿蘇村大字河陽5579-3 保険:雇･労･健･厚
従業員数:180人 月給制　:月額165,000円～225,000円 休日:他 学歴:不問

正社員 43090-  842821 就業場所:阿蘇郡南阿蘇村大字河陽5579-3 週休2日制:その他 経験:あれば尚可(調
変形（1年単位） 調理師
①5:30～16:00
②12:00～20:30

求人:２人
年齢:59歳以下

阿蘇郡南阿蘇村大字下野147-10 保険:雇･労･健･厚
従業員数:150人 月給制　:月額190,100円～280,100円 休日:他 学歴:不問

正社員 43090-  804621 就業場所:阿蘇郡南阿蘇村大字下野147-10 週休2日制:その他 経験:不問
交替制あり
①7:00～19:00
②12:00～21:00

求人:１人 ③14:00～23:00
年齢:18歳～59歳

阿蘇郡南阿蘇村大字下野147-10 保険:雇･労･健･厚
従業員数:150人 月給制　:月額208,400円～250,000円 休日:他 学歴:不問

正社員 43090-  805921 就業場所:阿蘇郡南阿蘇村大字下野147-10 週休2日制:その他 経験:あれば尚可(業
交替制あり
①5:30～14:30
②10:00～19:00

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:125人 月給制　:月額190,000円～250,000円 休日:他 学歴:不問

正社員 43090-  802421 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:あれば尚可(同
交替制あり
①7:00～16:00
②10:00～19:00

求人:２人 ③14:00～22:00
年齢:59歳以下

阿蘇市一の宮町宮地1873 保険:雇･労･健･厚
従業員数:7人 時給制　:月額181,440円～181,440円 休日:他 学歴:不問

正社員 43090-  813921 就業場所:阿蘇市一の宮町宮地1873 週休2日制:その他 経験:不問

調理スタッフ

雇用期間の定めなし

(株)阿蘇

ファームランド
5:00～22:00の

間の7時間

リハビリ助手

雇用期間の定めなし

おぐに整形外科

資格:不問

受付および

歯科助手

雇用期間の定めなし

児玉歯科医院

資格: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

調理師

（ホテル）

雇用期間の定めなし

アーデンホテル阿蘇

（(株)南阿蘇

カントリークラブ）

料飲部門ｽﾀｯﾌ

雇用期間の定めなし

ホテルグリーンピア

南阿蘇（(株)南阿蘇

カントリークラブ）
資格:不問

フロント

（ホテル）

雇用期間の定めなし

アーデンホテル阿蘇

（(株)南阿蘇

カントリークラブ）
資格:不問

接客・配膳

（旅館）

雇用期間の定めなし

(有)つるや旅館

資格:不問

・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

＊和食の調理

・ﾁｪｯｸｲﾝ、ｱｳﾄ業務・客室等へのご案内
・宿泊のお客様への食事の提供・片付け
・宴会場の準備（ｾｯﾃｨﾝｸﾞ）・片づけ
・宴会のお客様の接客、配膳・下膳等
・レストランでの接客や料理出し/レジ
★住込みも可能です★

・患者様の受付・清算業務
・カルテ等の整理・診療準備
・ドクターの診療補助
（吸引機の操作、セメント練り等）
・使用器具等の洗浄/殺菌消毒/片付け
・院内外の清掃

＊外来患者様の診察室での介助
・医師の下においてのアシスタント業務
・患者様に添ったリハビリ業務
・その他医師等の指示及び付随業務等

・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

・お客様のチェックインによる受付
・チェックアウトによる精算業務
・電話応対・宿泊予約の受付
（電話、ネット）及び管理
・顧客管理
・その他ホテル、各セクションとの連携

※ 調理長指導・指示のもと
・宿泊のお客様への料理提供
・立ち寄りのお客様へのランチの提供
・宴会（婚礼、法事、忘年会等）料理の
提供

・厨房での後片付け、整理整頓、清掃等

園内レストランの厨房でのお仕事です。
・仕込み/調理/盛り付け/洗浄/清掃など
・繁忙期にはホールでの料理の提供、
片付けなどがある場合があります。

・経験者や慣れてきたら、食材などの
在庫確認、棚卸、他
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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 調理師
①8:00～20:00
②10:00～20:00

求人:１人
年齢:59歳以下 普通自動車免許

阿蘇市一の宮町宮地1873 保険:雇･労･健･厚
従業員数:7人 時給制　:月額207,360円～259,200円 休日:他 学歴:不問

正社員 43090-  812621 就業場所:阿蘇市一の宮町宮地1873 週休2日制:その他 経験:不問
変形（1年単位） 調理師
①6:30～15:30
②12:00～21:00

求人:１人
年齢:64歳以下 普通自動車免許

鹿児島県指宿市湯の浜5丁目26-27 保険:
従業員数:0人 月給制　:月額275,000円～325,000円 休日:他 学歴:高校以上

正社員 46120- 1086121 就業場所:阿蘇郡南小国町大字満願寺6069- 週休2日制:毎週 経験:必須(調理師経
変形（1年単位）
①7:00～16:00
②13:00～22:00

求人:３人
年齢:64歳以下 普通自動車免許

鹿児島県指宿市湯の浜5丁目26-27 保険:
従業員数:0人 月給制　:月額191,000円～315,000円 休日:他 学歴:短大以上

正社員 46120- 1079021 就業場所:阿蘇郡南小国町大字満願寺6069- 週休2日制:毎週 経験:あれば尚可(経
変形（1年単位）
①7:00～16:00
②13:00～22:00

求人:１人
年齢:64歳以下 普通自動車免許

鹿児島県指宿市湯の浜5丁目26-27 保険:
従業員数:0人 月給制　:月額164,800円～181,600円 休日:他 学歴:高校以上

正社員 46120- 1082421 就業場所:阿蘇郡南小国町大字満願寺6069- 週休2日制:毎週 経験:あれば尚可(経
変形（1年単位）
①19:00～8:00

求人:１人
年齢:18歳～64歳 普通自動車免許

鹿児島県指宿市湯の浜5丁目26-27 保険:
従業員数:0人 月給制　:月額195,000円～225,000円 休日:他 学歴:高校以上

正社員 46120- 1088721 就業場所:阿蘇郡南小国町大字満願寺6069- 週休2日制:毎週 経験:不問
変形（1年単位）

普通自動車免許
あれば尚可

求人:１人
年齢:不問

福岡県大野城市御笠川2丁目12-1 保険:雇･労･健･厚
従業員数:25人 月給制　:月額180,000円～350,000円 休日:他 学歴:不問

正社員 40180- 5756421 就業場所:阿薊郡小国町満願寺5704-1 週休2日制:その他 経験:あれば尚可(経
変形（1年単位）

求人:２人
年齢:不問 普通自動車免許

福岡県大野城市御笠川2丁目12-1 保険:雇･労･健･厚
従業員数:25人 月給制　:月額170,000円～250,000円 休日:他 学歴:不問

正社員 40180- 5751021 就業場所:阿蘇郡南小国町大字満願寺5704- 週休2日制:その他 経験:あれば尚可(経
変形（1年単位）
①8:00～17:00

求人:２人
年齢:59歳以下

阿蘇市赤水1815-1 保険:雇･労･健･厚
従業員数:298人 月給制　:月額150,000円～215,000円 休日:他 学歴:不問

正社員 43090-  764521 就業場所:阿蘇市赤水1815-1 週休2日制:その他 経験:不問

7:00～21:00の

間の8時間程度

調理

雇用期間の定めなし

「旅館　藤のや」

準備室（ふじ

リゾート(株)内）

又は5:00～21:00の

間の8時間程度

調理師

（和食・旅館）

雇用期間の定めなし

(有)つるや旅館

フロント・接客

雇用期間の定めなし

「旅館　藤のや」

準備室（ふじ

リゾート(株)内）

又は6:30～22:00の

間の8時間程度

フロント・接客

雇用期間の定めなし

「旅館　藤のや」

準備室（ふじ

リゾート(株)内）

又は6:30～22:00の

間の8時間程度

調理業務

（ゴルフ場）

雇用期間の定めなし

(株)あつまるﾎｰﾙﾃﾞｨ

ﾝｸﾞｽ阿蘇ｺﾞﾙﾌ場事業

部あつまる阿蘇赤水

ｺﾞﾙﾌ倶楽部

資格:不問

旅館の料理人・

調理師

雇用期間の定めなし

九州テクニカルディ

ベロップメント(株)

接客業

雇用期間の定めなし

九州テクニカルディ

ベロップメント(株)

7:00～21:00の

間の8時間程度

ナイトフロント

雇用期間の定めなし

「旅館　藤のや」

準備室（ふじ

リゾート(株)内）

＊和食の調理
・宿泊客、宴会客に提供する料理や弁当
・仕出しの調理・仕込み・盛り付け
・食材の仕入れ（発注・検品）、管理
・食器等の洗浄、管理
★住込みも可能です★

・調理器具の点検
・食材の下ごしらえ
・食器の準備、盛付
・配膳・片付け 等
※※令和４年５月に新規開業予定※※

「華匠庵」でのお仕事です
・調理、盛り付け
・調理場の掃除と道具の手入れ、
食材の管理

・メニューの考案

・食材の洗い、切込み・仕込み準備
・調理業務、及び盛り付け
・器、調理器具等の洗い
・厨房内の整理整頓、及び清掃等
＊ホテル内の朝食をお願いする事も
あります。（年に１～２回程度）

・簡単なポータブル操作

（１）朝食に係わる準備・給仕・片付け
お客様のお見送り・部屋の点検
館内業務及びフロント業務

（２）夕食に係わる準備・給仕・片付け
客室の点検、部屋への案内・説明
配膳及びフロント業務

（１）朝食に係わる準備・給仕・片付け
お客様のお見送り・部屋の点検
館内業務及びフロント業務

（２）夕食に係わる準備・給仕・片付け
客室の点検、部屋への案内・説明
配膳及びフロント業務

・館内見回り
・夜間のフロント係としてお客様の対応
・浴場の温度管理や片付け
・精算業務（チェックアウト）
・その他業務
※※令和４年５月に新規開業予定※※

部屋掃除、お風呂掃除、布団敷き、
接客、送迎

温泉宿「華匠庵」
客室数９室での業務です
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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）

①8:00～17:00

求人:２人
年齢:40歳以下

阿蘇市赤水1815-1 保険:雇･労･健･厚
従業員数:298人 月給制　:月額165,000円～165,000円 休日:他 学歴:高校以上

正社員 43090-  761721 就業場所:阿蘇市赤水1815-1 週休2日制:毎週 経験:不問
変形（1年単位）
①6:00～15:00
②9:00～18:00

求人:１人 ③10:30～19:30
年齢:59歳以下

熊本市北区貢町780-10 保険:雇･労･健･厚
従業員数:470人 月給制　:月額180,000円～200,000円 休日:他 学歴:不問

正社員 43010-12525021 就業場所:阿蘇郡南阿蘇村大字立野185-1 週休2日制:毎週 経験:不問
変形（1年単位）
①6:15～15:15
②9:45～18:45

求人:１人
年齢:59歳以下

熊本市北区貢町780-10 保険:雇･労･健･厚
従業員数:470人 時給制　:月額155,520円～164,160円 休日:他 学歴:不問

正社員以外 43010-12548321 就業場所:阿蘇郡小国町大字宮原1743 週休2日制:その他 経験:不問
変形（1年単位）
①8:30～16:00

求人:１人
年齢:59歳以下

熊本市北区貢町780-10 保険:雇･労･健･厚
従業員数:470人 日給制　:月額108,500円～108,500円 休日:土日祝他 学歴:不問

正社員 43010-12572321 就業場所:阿蘇郡南阿蘇村大字河陽3566-4週休2日制:毎週 経験:不問

①7:00～16:00
②10:00～19:00

求人:３人
年齢:64歳以下

熊本市中央区大江6丁目24-19 保険:雇･労･健･厚
従業員数:1,000人 月給制　:月額150,000円～200,000円 休日:他 学歴:不問

正社員 43010-12063621 就業場所:阿蘇市黒川1365　「特別養護老 週休2日制:毎週 経験:不問

①8:00～17:00

求人:１人
年齢:64歳以下

熊本市中央区大江6丁目24-19 保険:雇･労･健･厚
従業員数:1,000人 月給制　:月額140,000円～140,000円 休日:土日祝他 学歴:不問

正社員 43010-12072121 就業場所:阿蘇市黒川881-4 週休2日制:毎週 経験:不問
交替制あり
①6:00～15:30
②9:30～18:30

求人:２人 ③8:30～18:00
年齢:59歳以下

阿蘇郡高森町大字色見822 保険:雇･労･健･厚
従業員数:70人 月給制　:月額170,000円～200,000円 休日:他 学歴:不問

正社員 43090-  795821 就業場所:阿蘇郡高森町大字色見822 週休2日制:その他 経験:不問
変形（1年単位）
①9:30～18:00 普通自動車免許

あれば尚可
求人:５人
年齢:59歳以下

阿蘇市永草3037番地 保険:雇･労･健･厚
従業員数:15人 月給制　:月額180,000円～250,000円 休日:他 学歴:不問

正社員 43090-  829421 就業場所:阿蘇市永草3037番地 週休2日制:その他 経験:あれば尚可(パ

調理員

（施設給食）

雇用期間の定めなし

(福)立正福祉会

高森寮 資格:不問

給食調理

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

給食調理

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

給食調理

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

学校給食

調理業務

雇用期間の定めなし

九州綜合サービス

(株)

レストラン接客

／未経験者歓迎

雇用期間の定めなし

(株)三縡

ｄｏｕｃｅ

Ｎｕｃｃａ

資格:不問

調理業務

雇用期間の定めなし

九州綜合サービス

(株)
資格:不問

ﾚｽﾄﾗﾝﾎｰﾙ接客及び

フロントサポート

雇用期間の定めなし

(株)あつまるﾎｰﾙﾃﾞｨ

ﾝｸﾞｽ阿蘇ｺﾞﾙﾌ場事業

部あつまる阿蘇赤水

ｺﾞﾙﾌ倶楽部

資格:不問

（阿蘇立野病院）
病院での給食調理業務
・調理全般、配膳、洗浄 など
＊提供食数：各３５食程度

（小国公立病院）病院での給食調理業務
・給食調理全般、配膳、洗浄、片づけ
＊５０～６０食程度（４名体制）

南阿蘇中学校給食センター
学校給食調理業務：食数３００名分を
６名で作業します
・食材の切込み
・調理
・食器洗浄 他

・朝・夕食：施設入所者４０名分
・昼：入所者40名/通所者20名(計60名分)
の食材の切り込みや調理・盛り付け、
配膳、食器類の洗浄（洗浄機使用）
厨房の清掃などのお仕事です。

・調理スタッフ４名＋栄養士が従事。

調理業務
・切り込み等調理全般
・食器洗浄
・調理場内清掃
＊２，０００食程度

・簡単なポータブル操作
・注文を取り込み、厨房へﾃﾞｰﾀ送信する
・接客・配膳・下膳・清掃・洗い場作業
スタッフは４～５名フロントサポート

（受付）で対応します

調理業務
調理全般、切込み等
朝・昼・夕 各８０食（９人体制）

ﾀﾌﾞﾚｯﾄ機器によるｾﾙﾌ注文ｼｽﾃﾑを併用。
レジでの会計・お客様対応は自動釣銭機
ですので現金に触れることは無く、ﾀｯﾁ
ﾊﾟﾈﾙ式のｾﾐｾﾙﾌﾚｼﾞで操作も簡単です。
接客が好きな方、働く意欲があれば
初めての方でも安心して働けます。

＊ヤマメ、マス、イワナの調理・加工・
13



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）

①9:00～17:00

求人:１人
年齢:44歳以下 普通自動車免許

阿蘇郡高森町大字矢津田354-1 保険:雇･労･健･厚
従業員数:5人 月給制　:月額172,900円～190,190円 休日:水他 学歴:高校以上

正社員 43090-  666721 就業場所:阿蘇郡南阿蘇村大字中松1561-1週休2日制:その他 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 43010-11304621 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

①7:30～16:30

求人:１人
年齢:40歳以下 普通自動車免許

阿蘇市永草1534-2 保険:雇･労･健･厚
従業員数:0人 時給制　:月額171,450円～209,550円 休日:他 学歴:不問

正社員 43090-  800221 就業場所:阿蘇市永草1534-2 週休2日制:その他 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

阿蘇市一の宮町坂梨2764 保険:雇･労･健･厚
従業員数:30人 月給制　:月額200,000円～215,000円 休日:他 学歴:不問

正社員 43090-  798421 就業場所:阿蘇市一の宮町坂梨2764 週休2日制:毎週 経験:不問
変形（1年単位） １級造園施工管理技士

①8:00～17:00 ２級造園施工管理技士

求人:１人 上記のいずれか
年齢:59歳以下 自動車免許(AT不可)

阿蘇郡南阿蘇村大字白川1970-1 保険:雇･労･健･厚
従業員数:13人 日給制　:月額212,000円～251,500円 休日:日祝他 学歴:高校以上

正社員 43090-  713521 就業場所:阿蘇郡南阿蘇村大字白川1970-1 週休2日制:その他 経験:必須(造園また
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)

阿蘇郡南阿蘇村大字白川1970-1 保険:雇･労･健･厚
従業員数:13人 日給制　:月額195,500円～218,500円 休日:日祝他 学歴:高校以上

正社員 43090-  712221 就業場所:阿蘇郡南阿蘇村大字白川1970-1 週休2日制:その他 経験:不問

①8:00～17:00

求人:４人
年齢:59歳以下 自動車免許(AT不可)

阿蘇市蔵原885-1 保険:雇･労･健･厚
従業員数:90人 月給制　:月額230,000円～230,000円 休日:土日祝他 学歴:不問

正社員以外 43090-  821621 就業場所:阿蘇市蔵原885-1 週休2日制:毎週 経験:不問

調理・接客

雇用期間の定めなし

(有)村上養魚場

雇用期間の定めなし

(株)阿蘇村上農場

飼育管理

（肥育課）

畜産作業員

（肉牛）

G　農林漁業の職業（農業、林業、漁業）

警備／小国町

雇用期間の定めなし

(有)アイシー企画

資格:不問

白川造園工業(株)

（阿蘇事務所）

森林整備員

雇用期間の定めなし

白川造園工業(株)

（阿蘇事務所）

造園土木作業員

雇用期間の定めなし

(株)阿蘇

高原ファーム

造園技術者

雇用期間の定めなし

阿蘇森林組合

雇用期間の定めなし

F　保安の職業（警備員等）

牛への給餌
牛舎の清掃・牛の管理
・牧草収穫の手伝い

＊豚（肉豚）の飼育管理業務全般
・エサ給与、ワクチン接種、体重の計量
・豚舎内の温度の調整、換気の調整
・除糞作業
・通路、エサ箱の水洗い等
・出荷（トラックへの積込）作業

＊森林整備：立木の枝打、伐採、下草刈
＊測量の補助
＊ﾁｪｰﾝｿｰ・刈払機作業となる為、
ある程度の体力が必要です。

＊魚（ヤマメ・マス）の配達業務

＊熊本市及び官公庁からの委託された
工事の管理業務や作業を行います。

・主な工事は公園内においての植栽作業
及び土木作業や舗装業

・個人庭園の総合管理/剪定/除草/消毒等
・草刈り機を使用しての仕事もあります。

＊熊本市及び官公庁からの委託工事の
管理業務や作業を行います。

・公園内においての植栽作業/土木作業や
舗装作業

・県道、市道の管理（除草/剪定/写真）
・パソコン操作及び写真管理

・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。）

＊ヤマメ、マス、イワナの調理・加工・
販売を行っています。

・川魚の販売・魚の加工・加工品の調理
・加工品のｼｰﾙ貼り・店舗の清掃等
・配達業務：主に南阿蘇村、高森方面
＊できれば土、日の勤務可能な方希望。
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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:１人
年齢:40歳以下 自動車免許(AT不可)

阿蘇郡高森町草部191 保険:雇･労･健･厚
従業員数:10人 月給制　:月額200,000円～250,000円 休日:日他 学歴:不問

正社員 43090-  714421 就業場所:阿蘇郡高森町草部191 週休2日制:その他 経験:不問

①8:30～17:15

求人:１０人
年齢:不問

雇用期間の定めあり 熊本市東区長嶺東6丁目8-6 保険:雇･労･健･厚
(４か月未満) 従業員数:15人 時給制　:月額188,160円～188,160円 休日:土日祝他 学歴:不問
有期雇用派遣労働 43010-11318221 就業場所:阿蘇市一の宮町宮地4429　オム 週休2日制:毎週 経験:不問

①8:15～17:05

求人:１人
年齢:不問

阿蘇市一の宮町宮地538-1 保険:雇･労･健･厚
従業員数:8人 時給制　:月額133,284円～133,284円 休日:土日他 学歴:不問

正社員 43090-  683721 就業場所:阿蘇市一の宮町宮地538-1 週休2日制:毎週 経験:不問
変形（1年単位）
①8:30～17:30

求人:２人
年齢:59歳以下

阿蘇市内牧1034-1 保険:雇･労･健･厚
従業員数:15人 時給制　:月額142,560円～142,560円 休日:日他 学歴:高校以上

正社員 43090-  675721 就業場所:阿蘇市内牧1034-1 週休2日制:その他 経験:不問
変形（1年単位）
①8:30～17:30

求人:２人
年齢:59歳以下

阿蘇郡南小国町赤馬場1260-1 保険:雇･労･健･厚
従業員数:23人 時給制　:月額142,560円～142,560円 休日:日他 学歴:不問

正社員 43090-  676821 就業場所:阿蘇郡南小国町赤馬場1260-1 週休2日制:その他 経験:不問

①8:30～17:15

求人:２人
年齢:64歳以下

熊本市北区弓削4丁 保険:雇･労･健･厚
従業員数:29人 時給制　:月額168,407円～168,407円 休日:土日他 学歴:高校以上

無期雇用派遣労働 43010-11838521 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

①8:45～17:30

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:170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 43030- 3240721 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

雇用期間の定めなし

(有)川部養魚場

太陽光パネルに

関わる製品組立

．

(資)エフピーシー

資格:不問

養殖管理

縫製・検査・

裁断

雇用期間の定めなし

(株)

クリーンヒット 資格:不問

縫製・検査・

裁断

雇用期間の定めなし

(株)ベルファム

資格:不問

食品加工作業員

雇用期間の定めなし

(有)工房

阿蘇ものがたり 資格:不問

電子部品の組立 サンワアルティス

(株)
資格:不問

製品の仕上げ

雇用期間の定めなし

(株)グローリー

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）

ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製品の加工跡にバリと呼ばれる
削りカスが発生する為、ﾅｲﾌや専用加工
器具を使い、削りすぎないよう取り除い
て仕上げていく。作業が済んだら目視
確認し、専用容器へ梱包していく。

・レンタル機械の整備

見本を見ながら
・決められた箇所に部品ネジ止めする
・決まった部品を繋ぎ合わせる など
＊手のひらサイズの部品です。
＊クリーンスーツ着用しません
＊丁寧な研修があるので安心です

＊婦人下着（主にショーツ）の縫製
縫製後の検査：ほつれ、糸切り等

＊裁断業務：専用のバンドナイフを
使用しての手裁断

＊ﾐｼﾝ縫製 1時間で約8枚位（縫い方の
指導は行います。約１カ月程度で充分
縫えるようになります。）

＊縫製後の検査（ほつれ、検針等）
＊裁断業務、延反作業、カット作業及び
裁断業務に付随する管理業務。

・ﾄﾏﾄｹﾁｬｯﾌﾟ/ﾄﾏﾄｼﾞｭｰｽ/ﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞ等を製造
・一次加工：選別、洗浄、カット
・調味、調合等の加工
・工場内の整理整頓、及び清掃等
＊工程によって機械及び手作業。
＊20Kg程度の原料を運ぶ事もあります。

・ソーラー機器の組立・検査・梱包
・太陽光パネルに関わる製品の組立
＊入社後教育指導を実施します。
＊女性/男性問わず多数活躍されています
＊簡単に出来る作業です。

＊魚（ヤマメ・マス）の配達業務
・出荷作業
取引先（飲食店・宿泊施設）等への
配達（南小国町や内牧方面）

・施設（水槽・電気設備等）のﾒﾝﾃﾅﾝｽ
＊ノルマ等はありません。
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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）
①8:30～17:30

求人:１人
年齢:59歳以下 自動車免許(AT不可)

熊本市東区東野3丁目3番5号 保険:雇･労･健･厚
従業員数:48人 月給制　:月額170,000円～330,000円 休日:日他 学歴:高校以上

正社員 43010-12655121 就業場所:阿蘇郡小国阿上田3120-2 週休2日制:その他 経験:あれば尚可(業
変形（1年単位）
①8:30～17:30

求人:１人
年齢:59歳以下 自動車免許(AT不可)

熊本市東区東野3丁目3番5号 保険:雇･労･健･厚
従業員数:48人 月給制　:月額170,000円～330,000円 休日:日他 学歴:高校以上

正社員 43010-12665821 就業場所:阿蘇市黒川62-1 週休2日制:その他 経験:あれば尚可(業
変形（1年単位）
①8:30～17:30

求人:１人
年齢:59歳以下 自動車免許(AT不可)

熊本市東区東野3丁目3番5号 保険:雇･労･健･厚
従業員数:48人 月給制　:月額170,000円～330,000円 休日:日他 学歴:高校以上

正社員 43010-12670121 就業場所:阿蘇郡南阿蘇村大字白川698-4 週休2日制:その他 経験:あれば尚可(業
変形（1ヶ月単位）

①8:30～17:00
②8:30～12:00

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 阿蘇市一の宮町宮地387-5 保険:雇･労･健･厚
(４か月以上) 従業員数:457人 時給制　:月額160,000円～160,000円 休日:日祝他 学歴:不問
正社員以外 43090-  809821 就業場所:阿蘇郡高森町大字高森2193-1 週休2日制:その他 経験:不問

変形（1年単位）
①7:30～17:00

求人:１人
年齢:59歳以下 自動車免許(AT不可)

阿蘇郡南小国町大字赤馬場3555-1 保険:雇･労･健･厚
従業員数:11人 月給制　:月額220,000円～264,000円 休日:土日祝他 学歴:不問

正社員 43090-  757421 就業場所:阿蘇郡南小国町大字赤馬場3555-1 週休2日制:その他 経験:あれば尚可(自
変形（1年単位）
①8:00～17:00

求人:１人
年齢:44歳以下 自動車免許(AT不可)

阿蘇市赤水905 保険:雇･労･健･厚
従業員数:17人 月給制　:月額150,000円～250,000円 休日:日他 学歴:高校以上

正社員 43090-  671621 就業場所:阿蘇市赤水905 週休2日制:その他 経験:不問

変形（1ヶ月単位） 大型自動車第二種免許

①8:30～17:30

求人:１人
年齢:59歳以下

阿蘇郡小国町大字下城400番地2 保険:雇･労･健･厚
従業員数:27人 月給制　:月額180,000円～250,000円 休日:他 学歴:不問

正社員 43090-  673121 就業場所:阿蘇郡小国町大字下城400番地2 週休2日制:その他 経験:あれば尚可(バ

整備

（阿蘇営業所）

雇用期間の定めなし

(株)クマケン

整備

（小国出張所）

雇用期間の定めなし

(株)クマケン

雇用期間の定めなし

(株)

ダイジン自動車

生ｺﾝｸﾘｰﾄ品質管理

（試験室）

農機センター

スタッフ

阿蘇農業協同組合

自動車整備工

整備

(南阿蘇営業所)

雇用期間の定めなし

(株)クマケン

雇用期間の定めなし

津埜運送　(株)

雇用期間の定めなし

阿蘇レミコン(株)

貸切バス運転手

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）

・レンタル機械の整備
＊営業エリア 阿蘇郡、大分県日田市
その他周辺

・レンタル機械の整備
＊営業エリア：阿蘇市、阿蘇郡
その他周辺

・レンタル機械の整備
＊営業エリア：南阿蘇村、阿蘇郡
その他周辺

＊二輪車両から大型自動車の車検整備や
一般整備及び付随する作業に従事。

・自動車等の整備、出張での整備、修理
・油圧ホース製作及び取り付け作業
・鈑金/塗装・ﾀｲﾔの販売/組替え作業
・ﾚﾝﾀｶｰ貸し出し業務・自転車の修理

＊組合及び一般利用者の方の農業機械の
整備・修理をしていただきます。

・依頼を受けた農機具車の修理
・部品等の注文、修理
・電話対応
・工場内の清掃及び部品等の整理整頓等

＊貸切バス運転業務
・バス乗務：観光等：主に九州管内
・運行前、後のバス点検
・洗車、清掃（バスの中、車庫等）

＊様々な工場現場で使用する生ｺﾝｸﾘｰﾄの
品質を管理する仕事です。

・工場内/現場内で生ｺﾝｸﾘｰﾄの品質試験、
管理業務、検査、それに伴う簡単な
入力作業が主な仕事です。

・材料の管理、施設の管理も行います。

＊軽貨物車による一般宅/会社様への配送
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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
①6:00～15:30
②10:30～20:00

求人:３人
年齢:不問 普通自動車免許

阿蘇市狩尾927番地9 保険:
従業員数:0人 月給制　:月額200,000円～400,000円 休日:他 学歴:不問

正社員 43090-  836521 就業場所:阿蘇市狩尾927番地9 週休2日制:その他 経験:不問
変形（1年単位） 大型自動車免許
①7:30～17:00

求人:１人
年齢:64歳以下

阿蘇郡南小国町大字赤馬場4247-1 保険:雇･労･健･厚
従業員数:7人 日給制　:月額194,400円～216,000円 休日:日他 学歴:不問

正社員 43090-  758321 就業場所:阿蘇郡南小国町大字赤馬場4247-1 週休2日制:その他 経験:あれば尚可(大
変形（1ヶ月単位） 大型自動車免許
①8:30～17:30

求人:１人
年齢:59歳以下

阿蘇郡小国町大字下城400番地2 保険:雇･労･健･厚
従業員数:27人 月給制　:月額180,000円～230,000円 休日:他 学歴:不問

正社員 43090-  672921 就業場所:阿蘇郡小国町大字下城400番地2 週休2日制:その他 経験:不問
中型自動車免許

①8:00～17:30 ８トン限定中型自動車免許

求人:１人
年齢:59歳以下

阿蘇市黒川1289 保険:雇･労･健･厚
従業員数:29人 日給制　:月額183,600円～202,500円 休日:土日 学歴:不問

正社員 43090-  711821 就業場所:阿蘇市一の宮町宮地4454-8 週休2日制:毎週 経験:必須(４トン以
交替制あり フォークリフト運転技能者

①8:30～17:30
②9:00～18:00

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河陰3032 保険:雇･労･健･厚
従業員数:40人 月給制　:月額212,000円～355,000円 休日:他 学歴:不問

正社員 43090-  718121 就業場所:阿蘇郡南阿蘇村大字河陰3032 週休2日制:その他 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-  759621 就業場所:阿蘇市乙姫50 週休2日制:毎週 経験:不問
変形（1年単位） １級建設機械施工技士

①8:00～17:00 ２級建設機械施工技士

求人:１人 上記のいずれか
年齢:64歳以下 自動車免許(AT不可)

熊本市東区花立6丁目17番8号 保険:雇･労･健･厚
従業員数:6人 日給制　:月額183,200円～229,000円 休日:日他 学歴:不問

正社員以外 43010-11234121 就業場所:熊本市内及び近郊の各現場（直行直帰） 週休2日制:その他 経験:あれば尚可(重
第二種電気工事士

①8:00～17:00

求人:１人
年齢:59歳以下 自動車免許(AT不可)

阿蘇市一の宮町坂梨2764 保険:雇･労･健･厚
従業員数:30人 月給制　:月額205,000円～215,000円 休日:他 学歴:不問

正社員 43090-  797521 就業場所:阿蘇市一の宮町坂梨2764 週休2日制:毎週 経験:必須(電気工事

雇用期間の定めなし

南九州陸運(株)

ドライバー

（大型）

軽貨物

運送ドライバー

雇用期間の定めなし

(株)環境

物流業務係

雇用期間の定めなし

津埜運送　(株)

運転手

雇用期間の定めなし

(株)日和技建

トラック運転手

雇用期間の定めなし

(株)北野建設

営繕管理

（農場）

雇用期間の定めなし

(株)東工業

九州連絡所

重機

オペレーター

雇用期間の定めなし

ハイコムウォーター

(株)南阿蘇村工場

電気

機械技術員

雇用期間の定めなし

(株)阿蘇高原

ファーム

・産業廃棄物の引き取り
・砕石の運送・配達
・配送先は主として阿蘇郡市内

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

・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
・設備の不具合に対する修理

＊農場内、豚舎の施設管理及び営繕業務
・豚舎設備の点検、修理、整備
・水道管の修理、溶接等
・電気関係の点検、整備等
・リフト/トラックを使っての豚糞の運搬

＊飲料水の製造工場での物流関連業務：
・フォークリフトを使用しトラックへの
商品の積込み、資材搬入、移動 等

・商品在庫管理
・工場内の整理整頓

・２ｔ・４ｔ車を使用した事業系の一般
廃棄物の収集、運搬業務
旅館・事務所・飲食関係・コンビニ等

＊主な収集地区
・阿蘇管内が主ですが、時々は熊本市内
や美里町の収集運搬もあります。

＊九州一円の運搬・配送業務
・木材配達：阿蘇郡市、日田市等の地域
・製材所製品の配送・青果物等（大根、
ほうれん草、きゅうり等）の配達
阿蘇郡市～福岡県、北九州市等の地域

・就業前の車の整備・点検等

バックホー等、重機オペレーター業務
＊エリア：熊本市一円、上益城、阿蘇
＊直行直帰可

＊軽貨物車による一般宅/会社様への配送
・ワンボックスカーを使用
＊大手運送会社様からのチャーター
として薬品等の軽貨物を配送。

・重量は１個あたり最大２－３Ｋｇ程度
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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:２人
年齢:64歳以下 自動車免許(AT不可)

阿蘇郡南阿蘇村大字河陽3377-1 保険:雇･労･健･厚
従業員数:57人 月給制　:月額180,000円～250,000円 休日:日他 学歴:不問

正社員 43090-  833721 就業場所:阿蘇郡南阿蘇村大字河陽3377-1 週休2日制:その他 経験:あれば尚可(二
変形（1年単位）
①7:30～17:00

求人:１人
年齢:59歳以下 自動車免許(AT不可)

阿蘇郡南小国町大字赤馬場3556-4 保険:雇･労･健･厚
従業員数:20人 月給制　:月額200,000円～250,000円 休日:日他 学歴:不問

正社員 43090-  756521 就業場所:阿蘇郡南小国町大字赤馬場3556-4 週休2日制:その他 経験:不問
変形（1年単位）
①8:00～17:00

求人:２人
年齢:64歳以下 自動車免許(AT不可)

熊本市東区花立6丁目17番8号 保険:雇･労･健･厚
従業員数:6人 日給制　:月額183,200円～206,100円 休日:日他 学歴:不問

正社員以外 43010-11231321 就業場所:熊本市内及び近郊の各現場（直行直帰） 週休2日制:その他 経験:不問

①8:00～17:00

求人:１人
年齢:不問 自動車免許(AT不可)

阿蘇郡南小国町赤馬場3438-1 保険:雇･労･健･厚
従業員数:4人 日給制　:月額171,200円～214,000円 休日:日他 学歴:不問

正社員 43090-  668221 就業場所:阿蘇郡南小国町赤馬場3438-1 週休2日制:その他 経験:不問

変形（1ヶ月単位） 大型自動車免許
①8:00～17:00

求人:１人
年齢:59歳以下

阿蘇市蔵原885-1 保険:雇･労･健･厚
従業員数:90人 日給制　:月額223,000円～223,000円 休日:日祝他 学歴:高校以上

正社員以外 43090-  819521 就業場所:阿蘇郡高森町高森2823-2 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 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-  760021 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
変形（1ヶ月単位）

①8:30～17:00

求人:１人
年齢:不問 普通自動車免許

雇用期間の定めあり 阿蘇市一の宮町宮地387-5 保険:雇･労･健･厚
(４か月以上) 従業員数:457人 時給制　:月額142,162円～142,162円 休日:日祝 学歴:不問
正社員以外 43090-  811321 就業場所:阿蘇郡南阿蘇村大字一関1302-1週休2日制:その他 経験:不問

雇用期間の定めなし

大仁産業(株)

作業員

雇用期間の定めなし

(株)藤本建設工業

土木・

建築作業員

土木技術者候補

阿蘇森林組合

軽トラック運転手

雇用期間の定めなし

(有)小国緑化

運搬作業員

雇用期間の定めなし

(株)北野建設

法面緑化作業員

雇用期間の定めなし

(株)軽

トランスポート

食材宅配業務 阿蘇農業協同組合

雇用期間の定めなし

J　建設・採掘の職業（型枠大工、左官、内装等）

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）

＊土木工事作業（主に公共工事）
・道路の舗装及び改修工事
・河川工事（堤防のブロック補修作業等）
及び治山工事

＊建築工事作業
・個人宅の新築及び改修工事

・伐採地で2～8ｍの針葉樹及び広葉樹を
トラックに装備されているグラップルで
積み込み・積み下ろしをする作業です。
・基本的には高森支所ですが運搬場所が
阿蘇郡市や山都町の場合もあります。
また、重機を使用することもあります。

・食材センター内で配達する食材の準備
（袋詰め等）をして
利用者宅への配達。

・発注作業等の事務、簡単なﾊﾟｿｺﾝ作業、
電話対応等

・道路の造成等を行った場合や工事現場
内で盛土した部分/削り取られた斜面や
法面の風化による落石や崩壊を防ぐ為
植物の種や肥料を木のﾁｯﾌﾟ（基材）に
混ぜたものを吹き付け草木を育成。
現場によっては現地集合も可(直行直帰)

・土木工事（公共工事）に関する現場
での施工管理補助及び監督補助

・工事に関する書類作成、及び提出等
・現場監督補助

土木手元（土木補助）
床掘り 埋め戻し
生コン打設
＊エリア：熊本市一円、上益城、阿蘇
＊直行直帰可

・阿蘇郡市の企業や個人宅へ荷物を
お届けするお仕事です。

・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。

＊魚（ヤマメ・マス）の配達業務
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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:１人
年齢:不問 自動車免許(AT不可)

阿蘇郡高森町草部191 保険:雇･労･健･厚
従業員数:10人 月給制　:月額180,000円～200,000円 休日:日他 学歴:不問

正社員 43090-  715321 就業場所:阿蘇郡高森町草部191 週休2日制:その他 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:125人 月給制　:月額208,400円～250,000円 休日:他 学歴:不問

正社員 43090-  803321 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
変形（1年単位）
①8:30～17:30

求人:１人
年齢:64歳以下 普通自動車免許

鹿児島県指宿市湯の浜5丁目26-27 保険:
従業員数:0人 月給制　:月額215,000円～235,000円 休日:他 学歴:不問

正社員 46120- 1085921 就業場所:阿蘇郡南小国町大字満願寺6069- 週休2日制:毎週 経験:あれば尚可(電

①9:00～17:30

求人:２人
年齢:不問

雇用期間の定めあり 阿蘇市一の宮町宮地4429 保険:雇･労･健･厚
(４か月未満) 従業員数:860人 時給制　:月額155,000円～155,000円 休日:土日祝他 学歴:不問
正社員以外 43090-  839621 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ヶ月単位）

①8:00～17:00

求人:１人
年齢:59歳以下 普通自動車免許

阿蘇市蔵原885-1 保険:雇･労･健･厚
従業員数:90人 日給制　:月額218,540円～218,540円 休日:日祝他 学歴:高校以上

正社員以外 43090-  818221 就業場所:阿蘇郡南小国町大字満願寺7890週休2日制:その他 経験:不問

①8:00～17:00 フォークリフト運転技能者

あれば尚可
求人:１人
年齢:59歳以下

上益城郡益城町宮園794番地1 保険:雇･労･健･厚
従業員数:30人 日給制　:月額183,600円～183,600円 休日:日他 学歴:不問

正社員 43011- 1351921 就業場所:阿蘇市黒川1346 週休2日制:毎週 経験:不問

①8:00～17:30

求人:１人
年齢:59歳以下 自動車免許(AT不可)

阿蘇市黒川1289 保険:雇･労･健･厚
従業員数:29人 日給制　:月額183,600円～202,500円 休日:土日 学歴:不問

正社員 43090-  710721 就業場所:阿蘇市一の宮町宮地4454-8 週休2日制:毎週 経験:不問

①9:30～18:00 調理師
普通自動車免許

求人:２人 あれば尚可
年齢:59歳以下

阿蘇市永草3037番地 保険:雇･労･健･厚
従業員数:15人 月給制　:月額180,000円～250,000円 休日:他 学歴:不問

正社員 43090-  669521 就業場所:阿蘇市永草3037番地 週休2日制:その他 経験:あれば尚可(調

配達業務

雇用期間の定めなし

(有)川部養魚場

木材選別作業員

雇用期間の定めなし

阿蘇森林組合

倉庫内での部品の

品出しスタッフ

オーティーティー

ロジスティクス(株)

九州事業部

阿蘇営業所

資格:不問

施設・管理係

雇用期間の定めなし

「旅館　藤のや」

準備室（ふじ

リゾート(株)内）

客室清掃

（ホテル）

雇用期間の定めなし

ホテルグリーンピア

南阿蘇（(株)南阿蘇

カントリークラブ）
資格:不問

調理補助／皿洗い

／未経験者歓迎

雇用期間の定めなし

(株)三縡

ｄｏｕｃｅ

Ｎｕｃｃａ

作業員

雇用期間の定めなし

(株)環境

作業員

雇用期間の定めなし

(株)東政産業

＊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

○旅館及び温泉の施設管理と清掃業務
・温泉施設の管理、清掃。
・施設内設備管理（電気系統、建物補修）
清掃。
※※令和４年５月新規開業予定です※※

・仕分けされた丸太をﾌｫｰｸﾘﾌﾄで樹種、
直径、長さ、形状毎に木材市場内に
並べる作業です

・月２回丸太の共販市が開催されます。
共販市前の準備及び開催作業です。

・売れた丸太をﾄﾗｯｸに積み込む作業

・芝刈り、草刈り

阿蘇草千里に立地するレストランです。
●調理補助・簡単な野菜カット・盛付け
・洗い場（食洗機あり）

●メニューは洋食全般です。
●育児・介護その他ﾗｲﾌｲﾍﾞﾝﾄに応じて
働いていただけます。

＊産業廃棄物の分別作業
・場内において木くず、鉄くず、ビン、
缶、ペットボトル等の分別作業です。

・分別作業がない時は、別の作業（収集
・運搬作業等）がある場合があります。

○搬入商品の受け入れ/仕分け/分解作業
（不要な部品やｺｰﾄﾞ等を取り除く）
※一部ﾌｫｰｸﾘﾌﾄ作業がありますが、資格が
なくても応募は可能です。（後から
資格を取得していただきます。）

＊魚（ヤマメ・マス）の配達業務
・出荷作業
取引先（飲食店/宿泊施設）等への配達
（南小国町や内牧方面）

・施設（水槽・電気設備等）のﾒﾝﾃﾅﾝｽ
＊ノルマ等はありません。

製品を造る為に必要な部品を倉庫から
ピッキングして生産ラインへ部品を供給
するための準備作業。
先輩社員が付いて丁寧に教えますので
倉庫や工場で初めてお仕事される方でも
安心して覚えて頂けます。
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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）

①7:00～16:00

求人:３人
年齢:59歳以下

阿蘇市赤水1815-1 保険:雇･労･健･厚
従業員数:298人 月給制　:月額160,000円～200,000円 休日:他 学歴:高校以上

正社員 43090-  763221 就業場所:阿蘇市赤水1815-1 週休2日制:その他 経験:不問

看護師
①9:00～18:00 准看護師

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
従業員数:88人 時給制　:時給1,200円～1,500円 休日:他 学歴:不問

パート労働者 43090-  730421 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

①8:30～12:30
②14:00～18:00

求人:１人
年齢:59歳以下

阿蘇市一の宮町宮地4735-6 保険:雇･労
従業員数:7人 時給制　:時給1,200円～1,300円 休日:日祝他 学歴:高校以上

パート労働者 43090-  744021 就業場所:阿蘇市一の宮町宮地4735-6 週休2日制:毎週 経験:不問
看護師
准看護師

求人:１人
年齢:64歳以下

阿蘇郡産山村田尻618番地2 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-  770821 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
看護師
准看護師

求人:１人 上記のいずれか
年齢:64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-  775621 就業場所:阿蘇市黒川431 週休2日制:毎週 経験:不問
看護師

①8:30～12:00 准看護師
②14:00～18:00

求人:１人 ③8:30～12:30 上記のいずれか
年齢:不問

阿蘇市黒川1499-4 保険:雇･労
従業員数:5人 時給制　:時給1,400円～1,700円 休日:日祝他 学歴:高校以上

パート労働者 43090-  689621 就業場所:阿蘇市黒川1499-4 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:70人 時給制　:時給1,050円～1,050円 休日:土日祝他 学歴:不問

パート労働者 43090-  693221 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

正看護師

雇用期間の定めなし

松見内科

クリニック

看護師

（正、准）

雇用期間の定めなし

(株)南阿蘇

ケアサービス

パート

コース

作業スタッフ

雇用期間の定めなし

(株)あつまるﾎｰﾙﾃﾞｨ

ﾝｸﾞｽ阿蘇ｺﾞﾙﾌ場事業

部あつまる阿蘇赤水

ｺﾞﾙﾌ倶楽部

資格:不問

正・准看護師

雇用期間の定めなし

(医)育栄会

たくもと小児科

クリニック

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

看護師（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
8:30～17:30の

間の6時間程度

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

B　専門的・技術的職業（各種技術者、看護師、保育士、栄養士等）

・芝刈り、草刈り
・肥料散布
・排水工事
・剪定 等

＊訪問看護ステーション（２４時間介護
看護サービスはな）において在宅の要
介護高齢者及び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）

＊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。

＊老人介護施設における看護業務。
・利用者の方の日々の健康管理
・身体ﾁｪｯｸ・処置・服薬管理全般
・日常の機能回復訓練
＊介護支援全般
・衣服の着脱・排泄介助・食事介助等

＊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。

・ご利用者の健康管理、医療処置（軽微）

＊外来患者の看護全般
・診療の補助、患者様の介護
・検査、注射
・医療器具の消毒等
・その他、付随する業務

・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
・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・機能訓練時の対応
・記録等の作成等
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職種 求人者名 仕事の内容・賃金 就業時間 資格経験

看護師
准看護師

求人:１人 上記のいずれか
年齢:60歳以上 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:70人 時給制　:時給1,000円～1,050円 休日:他 学歴:不問

パート労働者 43090-  695421 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
准看護師

①8:30～12:30
②14:00～18:00

求人:１人
年齢:59歳以下

阿蘇市一の宮町宮地4735-6 保険:雇･労
従業員数:7人 時給制　:時給1,100円～1,200円 休日:日祝他 学歴:高校以上

パート労働者 43090-  742921 就業場所:阿蘇市一の宮町宮地4735-6 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:70人 時給制　:時給1,000円～1,000円 休日:日他 学歴:不問

パート労働者 43090-  694521 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
交替制あり 理学療法士

作業療法士
言語聴覚士

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 阿蘇市内牧353 保険:雇･労
(４か月以上) 従業員数:26人 時給制　:時給1,000円～2,000円 休日:土日他 学歴:不問
パート労働者 43090-  738221 就業場所:阿蘇市内牧353 週休2日制:毎週 経験:あれば尚可(児

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:不問

雇用期間の定めあり 阿蘇市内牧353 保険:雇･労
(４か月以上) 従業員数:26人 時給制　:時給1,000円～2,000円 休日:日他 学歴:不問
パート労働者 43090-  741621 就業場所:阿蘇市内牧353 週休2日制:毎週 経験:不問

言語聴覚士
①8:30～17:30 作業療法士

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 阿蘇郡南阿蘇村大字久石3516 保険:雇･労･健･厚
(４か月以上) 従業員数:35人 日給制　:時給1,000円～1,000円 休日:土日祝他 学歴:不問
パート労働者 43090-  697621 就業場所:菊池郡大津町大字引水114-5 週休2日制:毎週 経験:あれば尚可(経

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-  815021 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
歯科衛生士

①17:00～18:45
②8:30～18:00

求人:１人 ③8:30～13:00
年齢:不問

阿蘇郡高森町大字高森1943-1 保険:雇･労･健･厚
従業員数:8人 時給制　:時給900円～1,000円 休日:日祝他 学歴:不問

パート労働者 43090-  717921 就業場所:阿蘇郡高森町大字高森1943-1 週休2日制:毎週 経験:不問

准看護師

雇用期間の定めなし

松見内科

クリニック

看護師／准看護師

【高年齢者専用】

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

リハビリ職員（デ

イサービス阿蘇ふ

れあい）

(株)ワンバイワン

作業療法士・

言語聴覚士

(社)こどもサポート

センターあそら

リハビリ職員 (株)ワンバイワン

8:30～17:30の

間の4時間以上

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

歯科衛生士

雇用期間の定めなし

片山歯科医院

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

＊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。

(こども発達ｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰびーぶる)保育士・
身体/精神/環境面等あらゆる側面から支援
・日常生活等の生活支援
・社会性や集団生活への適応、ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ
の形成支援

・送迎業務（社用車（軽・普通車）使用）

(ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ阿蘇ふれあい)体の痛みの原因を
適切な処理を施すことで体調をやわらげ、
在宅生活の応援を作業療法士/理学療法士等
により機能訓練で維持改善を図る。
１人ひとりの個別訓練を行い機能低下の
予防を図る役割を担っていただきます。

・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。

＊歯科衛生士業務
・除石・ブラッシング指導
・歯のクリーニング、治療補助
・滅菌、消毒・器具の洗浄、消毒
・院内の掃除等

＊施設利用の発達障がい児(0才～18才)に
対する見守り及び療育支援業務
その他、送迎（就業場所近隣周辺）
請求書入力作業 書類作成
及び整理整頓等

・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
・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

・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
・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・機能訓練時の対応
・記録等の作成等

＊障がい者の支援全般。
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職種 求人者名 仕事の内容・賃金 就業時間 資格経験

①11:00～15:00

求人:１人
年齢:64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-  774321 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:３人
年齢:不問 普通自動車免許

雇用期間の定めあり 阿蘇郡南阿蘇村大字久石3516 保険:雇･労
(４か月以上) 従業員数:35人 時給制　:時給875円～937円 休日:土日祝他 学歴:不問
パート労働者 43090-  696321 就業場所:菊池郡大津町大字引水114-5 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 普通自動車免許

雇用期間の定めあり 阿蘇市内牧353 保険:労
(４か月以上) 従業員数:26人 時給制　:時給821円～1,200円 休日:土日他 学歴:不問
パート労働者 43090-  736721 就業場所:阿蘇市内牧353 週休2日制:毎週 経験:あれば尚可(児

介護支援専門員
①9:00～17:00

求人:２人
年齢:64歳以下 普通自動車免許

阿蘇郡小国町大字宮原11番地の3 保険:雇･労･健･厚
従業員数:22人 時給制　:時給823円～1,000円 休日:土日祝他 学歴:不問

パート労働者 43090-  685221 就業場所:阿蘇郡小国町大字宮原11番地の3 週休2日制:毎週 経験:不問

①9:00～17:00

求人:２人
年齢:不問 普通自動車免許

雇用期間の定めあり 阿蘇郡南阿蘇村大字河陽5579-3 保険:雇･労･健･厚
(４か月未満) 従業員数:180人 時給制　:時給850円～1,250円 休日:他 学歴:高校以上
パート労働者 43090-  828521 就業場所:阿蘇郡南阿蘇村大字河陽5579-3 週休2日制:毎週 経験:不問

①15:00～19:00

求人:１人
年齢:不問

阿蘇市一の宮町宮地2417-1 保険:労
従業員数:2人 時給制　:時給850円～900円 休日:水土日祝他 学歴:不問

パート労働者 43090-  831121 就業場所:阿蘇市一の宮町宮地2417-1 週休2日制:毎週 経験:不問

求人:１人
年齢:64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-  772521 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

保育士

（直接支援員）

(社)こどもサポート

センターあそら
8:30～17:30の

間の5時間以上

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

健康指導員 (株)阿蘇

ファームランド

受付事務及び

治療補助

介護支援専門員

（ｹｱﾏﾈｰｼﾞｬｰ）

雇用期間の定めなし

(株)翔祐（デイサー

ビス　みなみだ祥

苑・デイサービス

みなみだ荘）

児童指導員 (株)ワンバイワン

8:30～17:30の

間の4時間以上

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

雇用期間の定めなし

暁山整骨院

資格:不問

C　事務的職業（総務・一般・経理・受付・医療事務等）

(こども発達ｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰびーぶる)保育士・
身体/精神/環境面等あらゆる側面から支援
・日常生活等の生活支援
・社会性や集団生活への適応、ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ
の形成支援

・送迎業務（社用車（軽・普通車）使用）

・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

・介護保険請求に関する補助業務

＊施設利用の発達障がい児（0～18才）
に対する見守り及び支援業務補助
その他、送迎（就業場所近隣周辺）
書類作成等の事務補助

・主に居宅においての介護支援計画作成
・要介護認定申請代行
・ﾊﾟｿｺﾝ入力によるレセプト請求作業等の
ケアマネージャー業務

・各種相談業務、自宅訪問（社用車使用）
・地域との連携への取り組み等

＊障がい者の支援全般。
・主に入浴介助、洗濯、食事の介助等

＊健康ﾊﾟﾋﾞﾘｵﾝ内にて健康指導/管理
・受付、レジ業務・測定の補助や案内
・測定結果の説明や指導
・施設内及び測定機器の清掃や点検
・備品確認

＊整骨院の受付業務及び治療補助
・受付事務、電話予約
・パソコンでの保険関係入力、レジ操作
・電気治療器の操作補助
・診療室等の清掃
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職種 求人者名 仕事の内容・賃金 就業時間 資格経験

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3175 保険:雇･労
(４か月以上) 従業員数:134人 時給制　:時給950円～950円 休日:土日他 学歴:不問
パート労働者 43090-  704221 就業場所:阿蘇郡高森町大字高森3175 週休2日制:毎週 経験:不問

求人:１９人
年齢:不問

雇用期間の定めあり 熊本市中央区水前寺6丁目18-1 保険:労
(４か月以上) 従業員数:3,500人 時給制　:時給897円～897円 休日:土日祝他 学歴:不問
パート労働者 43010-11028021 就業場所:阿蘇・球磨・天草から選択。 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:59歳以下

阿蘇市一の宮町宮地4735-6 保険:雇･労
従業員数:7人 時給制　:時給970円～1,050円 休日:日祝他 学歴:高校以上

パート労働者 43090-  746821 就業場所:阿蘇市一の宮町宮地4735-6 週休2日制:毎週 経験:あれば尚可(医

①9:00～17:00

求人:１人
年齢:不問

雇用期間の定めあり 熊本市中央区水前寺6丁目29-20 保険:雇･労･健･厚
(４か月以上) 従業員数:1,337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 43010-11155921 就業場所:阿蘇市内牧258 週休2日制:毎週 経験:あれば尚可(銀

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丁目29-20 保険:労
(４か月以上) 従業員数:1,337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 43010-11159821 就業場所:阿蘇市内牧258 週休2日制:毎週 経験:あれば尚可(銀

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丁目29-20 保険:労
(４か月以上) 従業員数:1,337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 43010-11163921 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

交替制あり
①9:00～14:00

求人:２人
年齢:64歳以下

阿蘇市内牧966 保険:雇･労
従業員数:308人 時給制　:時給825円～850円 休日:他 学歴:不問

パート労働者 43090-  824021 就業場所:阿蘇市内牧966 週休2日制:その他 経験:不問

一般事務

（介護施設）

(福)岳寿会　特別

養護老人ホーム

梅香苑
9:00～18:00の

間の6時間程度

資格:不問

銀行店頭業務／

阿蘇支店

(株)熊本銀行

資格:不問

銀行店頭業務／

阿蘇支店

(株)熊本銀行

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

教員業務支援員 熊本県教育庁

教育総務局

学校人事課
8:00～17:30の

間の5時間程度

資格:不問

販売職（内牧店

レジ係）

雇用期間の定めなし

(株)みやはら

又は7:30～21:00の

間の5時間程度

資格:不問

銀行店頭業務／

宮地支店

(株)熊本銀行

資格:不問

D　販売の職業（小売店・卸売販売印、営業等）

＊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
＊医療事務の経験者又は医療事務有資格
あれば尚可

＊スーパーのレジ係
・商品金額の打ち込み（バーコード使用）
・ﾚｼﾞ廻りの掃除/買い物かご整理整頓等
・買い物袋の補充・ﾚｼｰﾄ紙の点検と補充
※夏と冬はギフト商品の包装もあります

・販売、ﾚｼﾞ、商品補充/陳列・惣菜作り/

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

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

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

・介護保険請求に関する補助業務
介護保険サービス等の予定、実績管理

・経理事務に関する補助業務
会計伝票のﾊﾟｿｺﾝ入力、各種帳簿の記入

・来客の接客、及び電話応対
・各部署への取り継ぎ・事務所内清掃等

１．教材・家庭配布文書等の印刷/仕分け
２．教材・資料の整理
３．宿題等の提出物の受け取り・確認
４．採点補助５．行事/式典等の準備事務
６．ｼｽﾃﾑ等のﾃﾞｰﾀ入力・名簿の作成補助
７．電話対応・来客受付 他
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職種 求人者名 仕事の内容・賃金 就業時間 資格経験

①8:30～13:30
②9:00～17:00

求人:１人 ③11:00～19:00
年齢:64歳以下

阿蘇郡高森町高森1652-1 保険:雇･労･健･厚
従業員数:14人 時給制　:時給830円～830円 休日:他 学歴:不問

パート労働者 43090-  765421 就業場所:阿蘇郡高森町高森1652-1 週休2日制:毎週 経験:不問
交替制あり
①6:00～11:00
②9:00～14:00

求人:２人
年齢:64歳以下

阿蘇市内牧966 保険:雇･労
従業員数:308人 時給制　:時給825円～850円 休日:他 学歴:不問

パート労働者 43090-  691721 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
①11:00～19:00
②17:00～0:00

求人:５人
年齢:不問

雇用期間の定めあり 福岡県朝倉市一木1148番地の1 保険:労
(４か月以上) 従業員数:7,352人 時給制　:時給850円～950円 休日:他 学歴:不問
パート労働者 40150- 3223821 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

求人:１人
年齢:64歳以下 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:88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-  729821 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

①8:30～17:30

求人:１人
年齢:64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-  780521 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

求人:１人
年齢:60歳以上

阿蘇郡高森町大字高森3175 保険:雇･労･健･厚
従業員数:134人 時給制　:時給828円～828円 休日:他 学歴:不問

パート労働者 43090-  706421 就業場所:阿蘇郡高森町大字高森3175 週休2日制:毎週 経験:不問

求人:１人
年齢:60歳以上

阿蘇郡高森町大字高森993-8 保険:雇･労･健･厚
従業員数:134人 時給制　:時給828円～828円 休日:他 学歴:不問

パート労働者 43090-  707321 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

販売及び惣菜係

雇用期間の定めなし

(株)ミツイ

又は7:00～19:00の

間の5時間程度

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

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

販売員

（小国店）

(株)ドラッグストア

モリ
資格: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

又は6:00～15:00の

間の5時間程度

資格:不問

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

介護助手

【高年齢者専用】

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

資格:不問

介護助手

【高年齢者専用】

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
8:00～17:30の

間の6時間程度

・販売、ﾚｼﾞ、商品補充/陳列・惣菜作り/
ﾊﾟｯｸ詰め/後片づけ/調理器具等の洗い。

・店内の整理整頓、及び清掃等
・弁当の配達（近隣）をお願いする事も
あります。（普通自動車免許取得者）

・受注、及び事務業務の補助等。

＊施設ご利用の方の身の回りのお話及び
介護業務全般

・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）

＊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※普通乗用車から９人
乗り乗用車まで数種類。運転技能に
応じてお願いしています。

・受付・会計業務

＊直接介護に該当しない業務
・食事の配膳/下膳
・ｼｰﾂ交換等のﾍﾞｯﾄﾞﾒｲｸ/洗濯
・居室、食堂、浴室、トイレ等の掃除
・ﾎﾟｰﾀﾌﾞﾙﾄｲﾚ、尿器等の回収・洗浄
・換気等環境整備・創作/趣味活動補助等

（直接介護に該当しない業務）
・食事の配膳、下膳
・シーツ交換等のベッドメイク、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

＊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。

・商品の品出し、補充
・陳列棚の整理
・在庫商品の管理
（賞味期限のチェック、在庫の確認）
・接客、販売
・レジ業務、フロア清掃 など
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職種 求人者名 仕事の内容・賃金 就業時間 資格経験

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850円～900円 休日:日祝他 学歴:不問

パート労働者 43090-  817821 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 美容師

求人:３人
年齢:不問

雇用期間の定めあり 神奈川県横浜市青葉区新石川3-15-11　イワサキビルディング 保険:労
(４か月以上) 従業員数:3,400人 時給制　:時給1,000円～1,600円 休日:他 学歴:不問
パート労働者 14150- 6083121 就業場所:【熊本阿蘇店】阿蘇市黒川1497-4 週休2日制:その他 経験:あれば尚可

①14:00～19:30

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900円～1,000円 休日:他 学歴:不問

パート労働者 43010-12526721 就業場所:阿蘇郡南阿蘇村大字立野185-1 週休2日制:毎週 経験:不問

調理師
あれば尚可

求人:１人
年齢:不問

熊本市中央区大江6丁目24-19 保険:雇･労･健･厚
従業員数:1,000人 時給制　:時給900円～900円 休日:日他 学歴:不問

パート労働者 43010-12118321 就業場所:阿蘇市黒川1365 週休2日制:毎週 経験:必須(経験者)

①6:00～12:00
②9:00～16:00

求人:２人 ③13:00～19:00
年齢:64歳以下

阿蘇市黒川431 保険:雇･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-  776921 就業場所:阿蘇市黒川431 週休2日制:毎週 経験:不問

①9:00～18:00

求人:１人
年齢:60歳以上

阿蘇郡高森町大字高森3175 保険:雇･労
従業員数:134人 時給制　:時給850円～850円 休日:他 学歴:不問

パート労働者 43090-  705521 就業場所:阿蘇郡高森町大字高森3175 週休2日制:毎週 経験:不問

求人:２人
年齢:不問

阿蘇郡高森町大字高森2164 保険:雇･労･健･厚
従業員数:10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-  682021 就業場所:阿蘇郡高森町大字高森2164 週休2日制:その他 経験:不問

①9:30～15:00
②16:00～20:00

求人:３人
年齢:不問

雇用期間の定めあり 熊本市西区田崎町430-11 保険:雇･労
(４か月以上) 従業員数:128人 時給制　:時給900円～900円 休日:他 学歴:不問
パート労働者 43010-12909921 就業場所:阿蘇市一の宮町宮地2395-1 週休2日制:その他 経験:あれば尚可(経

スタイリスト

【熊本阿蘇店】

(株)ハクブン

9:00～18:00の

間の3時間以上

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

調理（福祉施設）

【高年齢者専用】

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

資格:不問

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

雇用期間の定めなし

九州綜合サービス

(株)
8:00～20:00の

間の4時間以上

給食調理

（阿蘇立野病院）

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

資格:不問

フロアスタッフ (株)

三協ダイニング

又は10:00～22:00

の間の4時間以上

資格:不問

弁当製造、販売

雇用期間の定めなし

(有)住吉フード

（ほっともっと

高森店）
7:00～21:00の

間の8時間程度

・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

【オープニングスタッフ】
６月新規開店予定！
カット・カラー・パーマの施術
◆ブランクや年齢を気にされている方、
子育て中の方も大歓迎です。
週１日、３ｈ～の勤務可

病院での給食調理業務
・調理全般、配膳、洗浄 など
＊提供食数：３５食程度

調理業務
・調理全般
・調理場内清掃
・食材の検品等
＊朝・昼・夕 各８０食（９人体制）

＊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

＊ほっともっと高森店にて厨房業務、
カウンター業務

・弁当の製造、販売、配達。
・自動車免許のある方は配達をお願い
する事もあります。

＊経験がなくても大丈夫です。

・調理、後片付け、食器洗い
・厨房内の清掃等・週３回、配食ｻｰﾋﾞｽ
（高森町の居宅者１５名程度）や行事が
行われる際の食事の調理。

・作業は分担制により行います。
【高年齢者専用求人】

（よかよか亭宮地店）
店舗における接客業務全般
＊アルバイト等を希望される方も
大歓迎します！

＊バイキング、宿泊付帯のレストラン
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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
①6:00～14:00
②9:00～17:00

求人:２人 ③14:00～22:00
年齢:不問

雇用期間の定めあり 阿蘇郡南阿蘇村大字河陽5579-3 保険:雇･労･健･厚
(４か月未満) 従業員数:180人 時給制　:時給850円～950円 休日:他 学歴:不問
パート労働者 43090-  843221 就業場所:阿蘇郡南阿蘇村大字河陽5579-3 週休2日制:毎週 経験:不問

普通自動車免許
あれば尚可

求人:３人
年齢:不問

雇用期間の定めあり 阿蘇市永草3037番地 保険:雇･労･健･厚
(４か月以上) 従業員数:15人 時給制　:時給1,000円～1,300円 休日:他 学歴:不問
パート労働者 43090-  830921 就業場所:阿蘇市永草3037番地 週休2日制:その他 経験:不問

①10:00～15:00

求人:３人
年齢:59歳以下

阿蘇市赤水1815-1 保険:労
従業員数:298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-  762821 就業場所:阿蘇市赤水1815-1 週休2日制:毎週 経験:不問

①16:30～23:00
②18:00～23:00

求人:２人
年齢:18歳以上

阿蘇市一の宮町宮地2276-3 保険:雇･労･健･厚
従業員数:7人 時給制　:時給950円～1,000円 休日:日他 学歴:不問

パート労働者 43090-  681121 就業場所:阿蘇市一の宮町宮地2276-3 週休2日制:その他 経験:不問

①10:00～15:30

求人:２人
年齢:不問 普通自動車免許

阿蘇市西町996 保険:労
従業員数:6人 時給制　:時給850円～900円 休日:月火水木金 学歴:不問

パート労働者 43090-  674021 就業場所:阿蘇市西町996 週休2日制:毎週 経験:不問
交替制あり

求人:２人
年齢:不問

雇用期間の定めあり 阿蘇郡高森町大字高森3219 保険:雇･労･健･厚
(４か月未満) 従業員数:2,191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-  680921 就業場所:阿蘇郡高森町大字高森3219 週休2日制:毎週 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 阿蘇郡高森町大字高森3219 保険:雇･労･健･厚
(４か月以上) 従業員数:2,191人 時給制　:時給850円～850円 休日:他 学歴:不問
パート労働者 43090-  679421 就業場所:阿蘇郡高森町大字高森3219 週休2日制:毎週 経験:不問

①16:00～21:00
②7:00～12:00

求人:２人
年齢:不問 普通自動車免許

福岡県大野城市御笠川2丁目12-1 保険:雇･労･健･厚
従業員数:25人 時給制　:時給850円～1,000円 休日:他 学歴:不問

パート労働者 40180- 5755521 就業場所:阿蘇郡南小国町満願寺5704-1 週休2日制:なし 経験:あれば尚可(経

資格:不問

又は6:00～22:00の

間の5時間程度

接客

雇用期間の定めなし

九州テクニカルディ

ベロップメント(株)

ホテルスタッフ

（ﾌﾛﾝﾄ・ﾚｽﾄﾗﾝ）

一般(財)

休暇村協会

「休暇村 南阿蘇」
6:30～21:00の

間の8時間程度

資格:不問

ホールスタッフ

雇用期間の定めなし

(株)輝

コーポレーション

（居酒屋もり蔵）

又は18:00～23:00

の間の3時間以上

資格:不問

レストラン

ホールスタッフ

雇用期間の定めなし

(株)あつまるﾎｰﾙﾃﾞｨ

ﾝｸﾞｽ阿蘇ｺﾞﾙﾌ場事業

部あつまる阿蘇赤水

ｺﾞﾙﾌ倶楽部

資格:不問

ビジターセンター

・野草園スタッフ

一般(財)

休暇村協会

「休暇村 南阿蘇」

資格:不問

レストラン接客

及び販売

雇用期間の定めなし

(有)

モーモーファーム

竹原牧場

レストラン

スタッフ

(株)阿蘇

ファームランド

レストラン接客

／未経験者歓迎

(株)三縡

ｄｏｕｃｅ

Ｎｕｃｃａ
9:30～18:00の

間の5時間程度

ﾀﾌﾞﾚｯﾄ機器によるｾﾙﾌ注文ｼｽﾃﾑを併用。
レジでの会計・お客様対応は自動釣銭機
ですので現金に触れることは無く、ﾀｯﾁ
ﾊﾟﾈﾙ式のｾﾐｾﾙﾌﾚｼﾞで操作も簡単です。
接客が好きな方、働く意欲があれば
初めての方でも安心して働けます。

ゴルフ場内のレストランでお客様対応や
オーダーリングなどの業務となります。
・簡単なポータブル操作
・端末で注文を入力、厨房へデータ送信
・接客・配膳・下膳・清掃・洗い場作業
スタッフは４～５名で対応します

＊阿蘇の自然や動植物を紹介する
ビジターセンターのスタッフ

＊お客様に上記の説明、野草園（併設）
の案内、また野草園の植物の管理を
行います。※動植物に興味・関心を
お持ちの方歓迎いたします。

（１）の業務

＊チェックイン・アウト業務
＊食事の準備・接客・片付け
＊フロントでの近隣観光地の案内
＊電話での予約受付業務等
※業務に慣れるまでは、食事の接客・
片付けが中心になります。

・レストラン（焼き肉/定食等）接客業務
注文受け/配膳/下膳/レジ/調理補助/
食器洗い/炭の用意/片付け/清掃

・売店接客業務 ｿﾌﾄｸﾘｰﾑ、牛乳等の
販売/ﾚｼﾞ/ﾊﾞﾀｰ作り・乳搾り体験等受付

＊土、日、祝、就労可能な方。

＊居酒屋での接客全般
・簡単な盛り付け・皿洗い
・配膳・下膳

・昨年８月からｵｰﾀﾞｰﾀﾌﾞﾚｯﾄを導入の為、
オーダー取りが簡素化されました。

・清掃 等

＊バイキング、宿泊付帯のレストラン
・テーブルへのご案内・料理の説明
・食事後の下膳/片付け・ホールの清掃
＊オーダーレストラン等については
・注文受付・料理、飲み物の提供
・下膳、後片づけ及びホールの清掃等

＊部屋掃除・お風呂掃除・布団敷き
＊温泉宿「華匠庵」（客室数：９室）
＊金曜日（夕方）、土・日・月曜日
（朝）勤務出来る方
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職種 求人者名 仕事の内容・賃金 就業時間 資格経験

①6:00～9:00
②17:30～21:00

求人:２人
年齢:59歳以下

阿蘇市内牧264 保険:労
従業員数:18人 時給制　:時給950円～1,100円 休日:他 学歴:不問

パート労働者 43090-  677221 就業場所:阿蘇市内牧264 週休2日制:毎週 経験:不問

①9:30～17:00 普通自動車免許
あれば尚可

求人:２人
年齢:不問

阿蘇郡高森町大字矢津田354-1 保険:雇･労
従業員数:5人 時給制　:時給900円～900円 休日:水他 学歴:高校以上

パート労働者 43090-  665021 就業場所:阿蘇郡南阿蘇村大字中松1561-1週休2日制:毎週 経験:不問
交替制あり
①14:30～18:30
②7:30～13:30

求人:１人 ③13:00～18:30
年齢:64歳以下

阿蘇市内牧182-1 保険:雇･労
従業員数:140人 時給制　:時給1,000円～1,100円 休日:日祝 学歴:不問

パート労働者 43090-  826821 就業場所:阿蘇市黒川1234-1 週休2日制:その他 経験:あれば尚可(学

求人:２人
年齢:不問

雇用期間の定めあり 阿蘇市一の宮町宮地4628-5 保険:雇･労
(４か月以上) 従業員数:1人 時給制　:時給900円～1,050円 休日:他 学歴:不問
パート労働者 43090-  739521 就業場所:阿蘇市一の宮町中通黒崎2104 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830円～930円 休日:土日祝他 学歴:高校以上

パート労働者 43090-  678521 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
交替制あり
①13:00～16:00
②15:00～18:00

求人:２人
年齢:不問

京都府京都市中京区河原町通二条下る二丁目下丸屋町403番地 保険:労
従業員数:4人 時給制　:時給900円～950円 休日:日祝他 学歴:不問

パート労働者 26010- 8339821 就業場所:阿蘇郡高森町高森3095 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825円～825円 休日:他 学歴:不問
パート労働者 40062- 1593121 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

ｶﾗﾌﾙﾐﾆﾄﾏﾄの

収穫/管理

ｶﾗﾌﾙﾄﾏﾄ農園

ＲａｄＡｒｋ

～ラディアーク～
6:00～18:00の

間の5時間

資格:不問

学童保育指導員

雇用期間の定めなし

(福)やまなみ会

阿蘇総合

支援センター

資格:不問

接客・調理補助

雇用期間の定めなし

(有)村上養魚場

接客（ホテル）

雇用期間の定めなし

(株)五岳荘

資格:不問

調理補助（熊本

県阿蘇郡）

大阪惣菜　(株)

7:00～13:00の

間の5時間程度

資格:不問

野菜の加工

雇用期間の定めなし

(株)hakken

又は13:00～18:00

の間の3時間程度

資格:不問

製造補助

（化粧品/食品）

雇用期間の定めなし

南阿蘇オーガニック

(株)道の駅工場
資格:不問

G　農林漁業の職業（農業、林業、漁業）

H　生産工程の職業（金属加工、製品製造、機械の組立等）

＊カラフルミニトマトの植付
＊脇芽とり・誘引き・収穫
・初期の苗が低い時はイスを使って腰を
痛めない様にして暑い夏はﾌｧﾝｼﾞｬｹｯﾄ
で涼しく働きやすい環境です。

《 初心者でも大歓迎です。》

＊小学生の放課後保育業務です。
・子ども達の健康管理/情緒の安定の確保
・遊びを通じて自主性、社会性、創造性を
培う上での支援及び指導

・自主学習、宿題のサポート
・体力も必要な仕事です

＊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

＊当社に入社される方は大半が初心者の
方です。

廃棄野菜を回収し、その野菜に加工を
行い販売できる状態にします。
・野菜の選別／洗浄/適度な大きさに切断
（包丁／切断機で）・乾燥機への投入
・乾燥野菜の梱包（工場へ出荷用）
出荷作業はありません。

＊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、ｼﾞｭｰｽ等）の
開発、製造のｻﾎﾟｰﾄをして頂きます。

＊繁忙期には本社（南阿蘇村河陰2854）
併設のﾊｰﾌﾞ公園での収穫作業もあり。

＊ﾔﾏﾒ・ﾏｽ・ｲﾜﾅの養殖・加工・販売
・川魚の販売・魚の加工
・加工品の調理補助・加工品のｼｰﾙ貼り
・配達業務：主に南阿蘇村、高森方面
・店舗の清掃等
＊できれば土、日曜日勤務可能な方希望

（１）の業務
朝食のお食事処の準備、及び提供
下膳、及び後片づけ

（２）の業務
ご宿泊のお客様をお部屋へご案内
お食事処準備/提供/下膳/後片づけ
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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
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821円～821円 休日:他 学歴:不問
パート労働者 43090-  748521 就業場所:阿蘇市内牧1153-1 週休2日制:毎週 経験:不問

①16:00～20:00

求人:２人
年齢:不問 普通自動車免許

阿蘇市狩尾927番地9 保険:雇･労
従業員数:0人 時給制　:時給1,000円～1,200円 休日:月火祝 学歴:不問

パート労働者 43090-  835221 就業場所:阿蘇市狩尾927番地9 週休2日制:毎週 経験:不問

①9:00～17:00
②12:00～20:00

求人:２人
年齢:不問 普通自動車免許

阿蘇郡南小国町大字満願寺字蔵追2849番地1 保険:雇･労･健･厚
従業員数:8人 時給制　:時給1,050円～1,300円 休日:他 学歴:不問

パート労働者 43090-  794721 就業場所:阿蘇郡南小国町大字満願寺字蔵追2849番地1 週休2日制:毎週 経験:不問

①9:30～15:00

求人:２人
年齢:65歳以上

阿蘇市内牧1354 保険:雇･労
従業員数:25人 時給制　:時給850円～900円 休日:他 学歴:不問

パート労働者 43090-  825721 就業場所:阿蘇市内牧1354 週休2日制:毎週 経験:不問

①9:00～17:00
②10:00～18:00

求人:２人
年齢:不問

阿蘇郡南小国町大字満願寺字蔵追2849番地1 保険:雇･労･健･厚
従業員数:8人 時給制　:時給1,050円～1,300円 休日:他 学歴:不問

パート労働者 43090-  793021 就業場所:阿蘇郡南小国町大字満願寺字蔵追2849番地1 週休2日制:毎週 経験:不問
危険物取扱者（乙種）

①8:00～12:00

求人:１人
年齢:不問

雇用期間の定めあり 東京都杉並区浜 保険:労
(４か月以上) 従業員数:230人 時給制　:時給900円～900円 休日:他 学歴:不問
パート労働者 13080-25758521 就業場所:阿蘇市竹原765 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:140人 時給制　:時給821円～821円 休日:他 学歴:不問
パート労働者 43010-11508921 就業場所:阿蘇市黒川1266 週休2日制:その他 経験:不問

送迎運転手 (医社)坂梨会

（阿蘇温泉病院、

愛・ライフ内牧）

コテージ施設の

客室清掃スタッフ

雇用期間の定めなし

(株)宮下観光

蔵迫温泉さくら 資格:不問

客室清掃【高年

齢者専用求人】

雇用期間の定めなし

(有)親和苑

資格:不問

ｷｬﾝﾌﾟｻｲﾄ/ｺﾃｰｼﾞ

施設の管理ｽﾀｯﾌ

雇用期間の定めなし

(株)宮下観光

蔵迫温泉さくら

清掃 (株)世起

清掃員

／半日勤務

(株)総美

資格:不問

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）

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）

軽貨物

運送ドライバー

雇用期間の定めなし

南九州陸運(株)

・通所リハビリ・外来・透析利用者の
送迎運転・乗降り介助等の補助

＊送迎車は軽自動車・９人乗りの乗用車
・マイクロバスを使用します。
＊週に２回、入浴介助（１０：３０～
１１：３０）があります。

「蔵迫温泉さくらｵｰﾄｷｬﾝﾌﾟ場＆貸ｺﾃｰｼﾞ」
当施設内での整備・点検・管理業務。

・キャンプサイト場内の整備・点検
・貸コテージ（６棟）の整備・点検
・温泉浴場（露天風呂・内湯）の清掃
・施設内の見回り・点検・草刈り等

「蔵迫温泉さくらｵｰﾄｷｬﾝﾌﾟ場＆貸ｺﾃｰｼﾞ」
＊２～３棟の清掃（1人当たりの担当）
・客室の清掃（室内の浴室掃除無し）
別途スタッフ担当の為

・ｱﾒﾆﾃｨｰ入れ込み・食器ｶﾄﾗﾘｰ等の洗浄
・ベッドメイキング・他清掃業務全般

・客室（離れ）の清掃
・お風呂の清掃
・お布団・お茶の準備
＊経験のない方の応募も歓迎いたします
【高年齢者専用求人】

研修所内の客室、浴室の日常清掃

植栽の管理（除草、芝刈り他）

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

＊軽貨物車による一般宅/会社様への配送
・ワンボックスカーを使用
＊大手運送会社様からのチャーター
として薬品等の軽貨物を配送します。

・重量は１個あたり最大２－３Ｋｇ程度
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職種 求人者名 仕事の内容・賃金 就業時間 資格経験

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:140人 時給制　:時給821円～821円 休日:他 学歴:不問
パート労働者 43010-11509121 就業場所:阿蘇市黒川1266 週休2日制:毎週 経験:不問

①9:00～17:00

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河陽5579-3 保険:雇･労･健･厚
(４か月未満) 従業員数:180人 時給制　:時給850円～900円 休日:他 学歴:不問
パート労働者 43090-  664121 就業場所:阿蘇郡南阿蘇村大字河陽5579-3 週休2日制:毎週 経験:不問

①18:00～20:30

求人:２人
年齢:64歳以下

阿蘇郡小国町大字下城4223番地 保険:労
従業員数:90人 時給制　:時給850円～850円 休日:他 学歴:不問

パート労働者 43090-  709921 就業場所:阿蘇郡小国町大字下城4223番地 週休2日制:その他 経験:不問
交替制あり
①9:00～13:00 普通自動車免許
②18:00～22:00 あれば尚可

求人:５人
年齢:不問

熊本市中央区出水7丁目57-3 保険:雇･労
従業員数:15人 時給制　:時給1,000円～1,100円 休日:他 学歴:不問

無期雇用派遣パー 43010-12422221 就業場所:阿蘇市赤水1600-3 週休2日制:毎週 経験:不問
交替制あり
①10:00～15:00 普通自動車免許
②17:00～22:00 あれば尚可

求人:５人
年齢:不問

熊本市中央区出水7丁目57-3 保険:雇･労
従業員数:15人 時給制　:時給1,000円～1,100円 休日:他 学歴:不問

無期雇用派遣パー 43010-12433321 就業場所:阿蘇市黒川1230 週休2日制:毎週 経験:不問

①19:00～22:00

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4411-9 保険:労
(４か月以上) 従業員数:125人 時給制　:時給821円～830円 休日:他 学歴:不問
パート労働者 43090-  801521 就業場所:阿蘇郡南阿蘇村大字久石4411-9 週休2日制:毎週 経験:不問

交替制あり
①6:30～13:00
②15:00～21:30

求人:２人
年齢:64歳以下

阿蘇郡南阿蘇村大字中松2065 保険:雇･労
従業員数:43人 時給制　:時給840円～860円 休日:他 学歴:不問

パート労働者 43090-  789221 就業場所:阿蘇郡南阿蘇村大字中松2065 週休2日制:毎週 経験:不問

①9:00～14:30
②17:00～19:30

求人:２人
年齢:60歳以上

阿蘇市一の宮町宮地5833 保険:雇･労･健･厚
従業員数:364人 時給制　:時給900円～900円 休日:他 学歴:不問

パート労働者 43090-  725921 就業場所:阿蘇市一の宮町宮地5833 週休2日制:毎週 経験:不問

客室清掃員 (株)阿蘇

ファームランド

又は9:00～17:00の

間の5時間程度

資格:不問

清掃員 (株)総美

資格:不問

資格:不問

洗い場スタッフ

【夜のみ】

ホテルグリーンピア

南阿蘇（(株)南阿蘇

カントリークラブ）
資格:不問

料理の準備・

配膳・片付け

雇用期間の定めなし

(株)さと家

料理の準備・

配膳・片付

雇用期間の定めなし

(株)さと家

布団敷き

（ホテル）

雇用期間の定めなし

(株)杖立観光

ホテル ひぜんや 資格:不問

洗浄業務

【高年齢者専用】

雇用期間の定めなし

(医社)大徳会

（大阿蘇病院） 資格:不問

厨房助手

雇用期間の定めなし

(有)白水温泉

竹の倉山荘

◇調理業務はありません。
・コップ、皿、フォーク等の準備配置
・お客さまの誘導、案内
・料理出しの準備、順番
・不揃いの品物がないか再確認
・食後の食器片付け

◇調理業務はありません。
・ｺｯﾌﾟ、皿、ﾌｫｰｸ等の準備配置
・ﾊﾞｲｷﾝｸﾞ料理の準備
・不揃いの品物がないか再確認
・食後の食器片付け・各会場のテーブル
・イス等設置、終了後の片付け・清掃

＊厨房内での洗い場【夜のみ】
使用済のお皿やコップなどを洗浄、
片づけをします。

・お客様が気持よく使っていただける
よう新品のように洗い上げます。

＊障害者の方の応募も可能です

・野菜洗い・切り込み・盛り付け
・配膳準備
・調理器具洗浄

＊病院内厨房
食器・調理器具等の洗浄業務

・厨房内の清掃
・配膳、下膳
【高年齢者専用求人】

＊病院内厨房

＊宿泊のお客様の夕食時（食事処にて
食事）にお部屋にお邪魔させて頂き
お客様の布団敷きをします。

★２人１組での作業になります

・布団上げ、シーツ交換、片付け
・客室、お風呂やトイレ、洗面所の
水回りの清掃

・ｱﾒﾆﾃｨｰ、ﾀｵﾙ等の入れ込み及び補充
・リネン室の整理整頓
・ゴミの回収・玄関、外回りの清掃等

院内の清掃作業
・フロア、廊下、トイレ等の日常清掃
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職種 求人者名 仕事の内容・賃金 就業時間 資格経験

①9:00～14:30

求人:１人
年齢:59歳以下

阿蘇市一の宮町宮地5833 保険:雇･労
従業員数:364人 時給制　:時給900円～900円 休日:他 学歴:不問

パート労働者 43090-  726121 就業場所:阿蘇市一の宮町宮地5833 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 阿蘇市永草3037番地 保険:雇･労
(４か月以上) 従業員数:15人 時給制　:時給1,000円～1,300円 休日:他 学歴:不問
パート労働者 43090-  670321 就業場所:阿蘇市永草3037番地 週休2日制:その他 経験:不問

下膳・皿洗い

スタッフ

(株)三縡

ｄｏｕｃｅ

Ｎｕｃｃａ
9:30～18:00の

間の5時間程度

資格:不問

洗浄業務

（病院内厨房）

雇用期間の定めなし

(医社)大徳会

（大阿蘇病院） 資格:不問

厨房内での洗い場スタッフ
１）皿洗い・片付け・準備
（食器洗浄機有り）

２）食器の下膳（接客はなし）

＊病院内厨房
食器・調理器具等の洗浄業務

・厨房内の清掃
・配膳、下膳
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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）

高森町

社会福祉協議会

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


