
この求人情報誌はR4.6.10～R4.6.26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↓

■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

■専門技術／サービス／農林・保安

※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。

7月1日号

※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

7月19日（火）



＊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。

7/1 金 ①就職支援セミナー

4 月

5 火 ②医療・福祉事業所説明会　

6 水 ②医療・福祉事業所説明会　

水 ③看護のお仕事相談

7 木

8 金

11 月

12 火 ②医療・福祉事業所説明会　

13 水 ②医療・福祉事業所説明会　

水 ④あそサポステ就労相談会

14 木

15 金

19 火 ②医療・福祉事業所説明会　

20 水 ⑤福祉のお仕事相談会

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

29 金

 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】

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
たまな若者サポートステーション

お問い合わせ

0967-22-8609

②医療・福祉事業所説明会については
予定が追加・変更されることがあるので事前
にご確認ください。



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
年齢:不問 自動車免許(AT不可)

阿蘇市一の宮町坂梨2449-4 保険:雇･労･健･厚
従業員数:9人 日給制　:月額254,100円～300,300円 休日:日 学歴:不問

正社員 43090- 1269321 就業場所:阿蘇市一の宮町坂梨2449-4 週休2日制:その他 経験:現場監督経験
変形（1年単位） 獣医師
①9:00～18:00
②9:30～17:00

求人:１人
年齢:44歳以下 普通自動車免許

阿蘇市黒川2163 保険:雇･労･健･厚
従業員数:57人 月給制　:月額250,000円～250,000円 休日:他 学歴:大学院以上

正社員 43090- 1292421 就業場所:阿蘇市黒川2163 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

阿蘇市乙姫1776 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- 1263021 就業場所:阿蘇市乙姫1776 週休2日制:その他 経験:不問
変形（1ヶ月単位） 歯科衛生士
①9:00～18:30
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- 1283521 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
①6:00～15:00
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200,000円～226,000円 休日:他 学歴:不問

正社員 43010-20613621 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:栄養士経験
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:7,374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- 4996521 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
保育士

①9:00～18:00 児童指導員等
上記のいずれか

求人:１人 普通自動車免許
年齢:64歳以下 あれば尚可

阿蘇郡南阿蘇村久石2721-2 保険:雇･労･健･厚
従業員数:95人 月給制　:月額208,125円～230,000円 休日:水日 学歴:不問

正社員 43090- 1253621 就業場所:阿蘇郡南阿蘇村大字河陰 週休2日制:毎週 経験:必須

又は8:30～23:00の

間の8時間
雇用期間の定めなし

(株)ドラッグストア

モリ

土木施工

管理技術者

(株)佐藤建設

雇用期間の定めなし

雇用期間の定めなし

管理栄養士

（阿蘇一の宮店）

栄養士

／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

獣医師 (株)阿蘇熊牧場

(阿蘇カドリード

　　　ミニオン)

雇用期間の定めなし

歯科衛生士 (医社)エスエス会　

佐藤歯科

クリニック

看護師（高齢者

介護施設）

雇用期間の定めなし

(福)やまなみ会　

あその杜

B　専門的・技術的職業（各種技術者、看護師、保育士、栄養士等）

保育士・

児童指導員

雇用期間の定めなし

(株)南阿蘇

ケアサービス

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

・診療業務（各種検査・手術・内科的
治療・解剖など）

・疾病予防（ﾜｸﾁﾝ接種・定期駆虫など）
・防疫、衛生管理に関する業務
（伝染病の予防など）
・医薬品、医療品等の管理

・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

「土木監督員」
現場代理人として工事の施工管理等の
業務に従事して頂きます。
（主な現場は、阿蘇市と竹田市）

＊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
＊介護業務全般
・食事介助・衣服の着脱・排泄介助

○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ﾄﾞﾊﾞｲｽを行っていた
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）

病院での栄養士及び給食調理業務
・検品
・在庫管理
・発注
・調理 など

☆令和４年８月新規ｵｰﾌﾟﾆﾝｸﾞｽﾀｯﾌ大募集
少人数のお子様の療育を行う新規開設
の児童サービス！

・療育支援（保育／児童指導）
・着替、排泄の介助・書類作成 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

①8:00～17:00

求人:１人
年齢:不問

雇用期間の定めあり 福岡県福岡市中央区薬院1丁目14番5号 保険:雇･労･健･厚
(４か月以上) 従業員数:2,762人 月給制　:月額150,000円～150,000円 休日:土日祝他 学歴:不問
正社員以外 40010-37916821 就業場所:阿蘇郡南阿蘇村大字立野字馬立227-1 週休2日制:毎週 経験:不問

①8:30～17:15 メディカルクラーク
または同等の資格

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:90,768 月給制　:月額139,920円～143,100円 休日:土日祝他 学歴:不問

正社員 43010-20181721 就業場所:阿蘇市黒川1266 週休2日制:毎週 経験:不問

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 熊本市中央区水前 保険:雇･労･健･厚
(４か月以上) 従業員数:55人 時給制　:月額148,912円～164,587円 休日:土日他 学歴:高校以上
有期雇用派遣労働者 43010-20117521 就業場所:阿蘇郡高森町大字高森1969-1 週休2日制:毎週 経験:不問

変形（1年単位）
①9:00～17:40

求人:１人
年齢:59歳以下 自動車免許(AT不可)

福岡県筑後市大字一条535番地2 保険:雇･労･健･厚
従業員数:618人 月給制　:月額151,000円～300,000円 休日:日祝他 学歴:高校以上

正社員 40140- 3088221 就業場所:阿蘇市一の宮町宮地2407 週休2日制:その他 経験:不問

①8:20～17:20

求人:１人
年齢:64歳以下 普通自動車免許

阿蘇市一の宮町宮地3472-1 保険:雇･労･健･厚
従業員数:12人 月給制　:月額135,000円～150,000円 休日:土日祝 学歴:高校以上

正社員 43090- 1280721 就業場所:阿蘇市一の宮町宮地3472-1 週休2日制:毎週 経験:あれば尚可(歯
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160,000円～185,000円 休日:日祝他 学歴:高校以上

正社員 43090- 1282221 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
変形（1年単位）
①8:00～17:30 普通自動車免許

あれば尚可
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:2,547人 時給制　:月額149,520円～168,000円 休日:他 学歴:不問
正社員以外 43090- 1287921 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:不問

東急ﾘｿﾞｰﾂ&ｽﾃｲ(株)

阿蘇東急ゴルフクラ

ブ『阿蘇キャニオン

テラス＆ロッジ』

一般事務 西松建設(株)

九州支社 資格:不問

医療事務／阿蘇

医療センター

(株)ニチイ学館　

熊本支店

雇用期間の定めなし

歯科助手 (医社)きずな会　

阿蘇きずな

歯科医院

雇用期間の定めなし

C　事務的職業（総務・一般・経理・受付・医療事務等）

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）

歯科助手

及び受付業務 資格:不問

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

清掃

技術職

（阿蘇支店）

ヤンマーアグリ

ジャパン(株)

九州支社

給油所給油業務 (株)ティツゥ

雇用期間の定めなし

・受付補佐、文書作成
・診療準備、介助、片付け
・滅菌作業
※訪問診療時、社用車（軽自動車）の
運転がある場合があります。

・患者様の受付・カルテ、器具等の準備
・ドクターの診療補助
（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

・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
・その他不随する業務

施設内の調理業務全般。切り込み調理、

・患者対応・診療料金計算
・コンピュータ入力・電話対応 等
※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。

＊現場事務所にて、書類整理、経理書類
作成等

・来客対応、電話対応
・請求書、納品書等伝票整理
・パソコンを使った書類作成

・給油所給油業務
・給油所業務等に関する一般事務および
関連する業務

工場での農業用機械の修理/点検整備。
農業用機械の納品、引き取り業務。
機械の取り扱い、メンテナンス技術は
社内研修や先輩社員から指導を行い、
資格取得も出来ます。
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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

交替制あり
①8:30～17:30 調理師
②9:15～18:15 あれば尚可

求人:１人 ③6:30～15:30
年齢:不問

雇用期間の定めあり 阿蘇郡小国町大字宮原741-3 保険:雇･労･健･厚
(４か月以上) 従業員数:200人 時給制　:月額147,560円～147,560円 休日:他 学歴:不問
正社員以外 43090- 1284421 就業場所:阿蘇郡小国町大字宮原741-3 週休2日制:毎週 経験:不問

変形（1ヶ月単位）

①9:00～17:00 普通自動車免許
あれば尚可

求人:１人
年齢:59歳以下

大阪府大阪市北 保険:雇･労･健･厚
従業員数:70人 月給制　:月額180,000円～250,000円 休日:他 学歴:不問

正社員 27020-40532921 就業場所:阿蘇郡南小国町大字満願寺6323週休2日制:その他 経験:あれば尚可(リ

変形（1年単位）
①8:00～17:00

求人:１人
年齢:不問 自動車免許(AT不可)

阿蘇郡高森町上色見755 保険:雇･労･健･厚
従業員数:1人 日給制　:月額196,350円～254,100円 休日:日他 学歴:不問

正社員 43090- 1274221 就業場所:阿蘇郡高森町上色見755 週休2日制:その他 経験:あれば尚可(樹
変形（1年単位）
①8:00～17:00

求人:３人
年齢:59歳以下 自動車免許(AT不可)

阿蘇市小里137-17 保険:雇･労･健･厚
従業員数:5人 日給制　:月額201,600円～201,600円 休日:日他 学歴:不問

正社員 43090- 1271021 就業場所:阿蘇市小里137-17(現場は阿蘇郡市/菊池郡市) 週休2日制:その他 経験:不問

①8:30～17:15

求人:１人
年齢:不問

雇用期間の定めあり 熊本市中央区出水4丁目14-15 保険:雇･労･健･厚
(４か月未満) 従業員数:120人 時給制　:月額179,520円～195,840円 休日:土日祝他 学歴:不問
有期雇用派遣労働 43010-20760021 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

①9:00～18:00
②8:00～17:00

求人:１人
年齢:59歳以下 普通自動車免許

阿蘇郡南小国町大字満願寺5956 保険:雇･労･健･厚
従業員数:25人 日給制　:月額172,000円～258,000円 休日:他 学歴:不問

正社員 43090- 1281821 就業場所:阿蘇郡南小国町大字満願寺5956週休2日制:その他 経験:あれば尚可

変形（1年単位） 大型自動車免許
①8:00～17:00

求人:１人
年齢:64歳以下

阿蘇市波野大字波野4149-6 保険:雇･労･健･厚
従業員数:4人 月給制　:月額210,000円～230,000円 休日:日他 学歴:不問

正社員 43090- 1250521 就業場所:阿蘇市波野大字波野4149-6 週休2日制:その他 経験:必須(大型ト

軽作業 (株)

テクノ・ジャパン
資格:不問

加工場での作業・

商品出荷作業

(有)あらい

（静寂な森の宿

　　　山しのぶ）

雇用期間の定めなし

雇用期間の定めなし

樹木管理作業 (株)南阿蘇緑化

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）

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）

森林整備作業員

雇用期間の定めなし

(株)豊誠産業

雇用期間の定めなし

大型トラック

運転手（林業）

(有)岩下建設

雇用期間の定めなし

調理員 (福)小国町

社会福祉協議会　

悠和の里

キャンプ場

管理業務

(株)ファイブエス

コーポレーション

施設内の調理業務全般。切り込み調理、
盛り付け、配膳、洗浄等
提供食数 １日５０食

・受付
・場内そうじ
・草苅り
・薪割り

＊樹木管理作業
・剪定作業、樹木を育てる為の畑の
圃場管理

＊民間の剪定作業、植栽工事も行います

電子部品にハンダ付けする作業です。

＊研修制度がありますので、お気軽に
見学希望ください。

＊製造会社工場から送られてくる
「出汁パック」をアルミチェック
・袋詰め、詰めた袋のシール
＊「出汁パック」の受入・商品の管理
＊ネット通販受注商品の発送
＊近隣道の駅などへの納品

・植付作業及び刈払機、チェンソーを
使用した下刈、間伐、主伐作業

・高性能林業機械等による木材生産
・ＧＰＳを使った森林調査
（境界確認、測量等）
・森林経営計画作成補助・薪の加工

＊山林現場（阿蘇郡市）から木材市場等
（熊本市、大分県（日田・三重）までの
木材運搬業務に従事して頂きます。

※木材の積み下ろし業務はありません。

・故障車、事故車の移動・運搬

3



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）
①9:00～18:00

求人:１人
年齢:44歳以下 自動車免許(AT不可)

阿蘇市黒川1567-2 保険:雇･労･健･厚
従業員数:11人 月給制　:月額250,000円～370,000円 休日:他 学歴:不問

正社員 43090- 1266221 就業場所:阿蘇市黒川1567-2 週休2日制:その他 経験:不問
変形（1ヶ月単位）

①8:00～17:00

求人:１人
年齢:45歳以下 自動車免許(AT不可)

阿蘇市三久保233-135 保険:雇･労･健･厚
従業員数:4人 日給制　:月額184,800円～277,200円 休日:日他 学歴:不問

正社員 43090- 1293321 就業場所:阿蘇市三久保233-135 週休2日制:その他 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

阿蘇市乙姫1776 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- 1264721 就業場所:阿蘇市乙姫1776 週休2日制:毎週 経験:不問

①13:00~17:00

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 阿蘇郡高森町大字高森1879-7 保険:雇･労
(４か月以上) 従業員数:2人 時給制　:時給1,000円～1,000円 休日:土日祝他 学歴:高校以上
パート労働者 43090- 1286621 就業場所:阿蘇郡高森町大字高森1879-7 週休2日制:毎週 経験:不問

交替制あり
①9:00～12:00
②15:00~18:00

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:11人 時給制　:時給1,000円～1,000円 休日:月日祝他 学歴:不問

パート労働者 43090- 1268421 就業場所:阿蘇市黒川1567-2 週休2日制:その他 経験:不問

①9:00～18:00

求人:２人
年齢:不問

雇用期間の定めあり 阿蘇市黒川2163 保険:雇･労･健･厚
(４か月未満) 従業員数:57人 時給制　:時給880円～1,000円 休日:他 学歴:不問
パート労働者 43090- 1291521 就業場所:阿蘇市黒川2163 週休2日制:毎週 経験:不問

①8:45～13:00

求人:１人
年齢:不問

雇用期間の定めあり 福岡県大牟田市四箇新町1丁目9番　大牟田テクノパーク内 保険:労
(４か月以上) 従業員数:11,465 時給制　:時給867円～867円 休日:他 学歴:高校以上
パート労働者 40030- 5956921 就業場所:阿蘇郡高森町大字高森字豆前 週休2日制:毎週 経験:不問

雇用期間の定めなし

売店スタッフ (株)阿蘇熊牧場

(阿蘇カドリード

　　　ミニオン)

資格:不問

レジ、ペット・

日用品売場担当

(株)コメリ

九州ストア

サポートセンター
資格:不問

D　販売の職業（小売店・卸売販売印、営業等）

事務兼管理補助 上村電気(同)

パート

看護師（高齢者

介護施設）

(福)やまなみ会　

あその杜
8:30～17:30の

間の6時間程度

雇用期間の定めなし

フロント受付

及び業務事務

ロードサービス

作業員

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）

B　専門的・技術的職業（各種技術者、看護師、保育士、栄養士等）

C　事務的職業（総務・一般・経理・受付・医療事務等）

(有)総合自動車　

坂梨（車検の

コバック阿蘇店）

雇用期間の定めなし

さく井・配管工 (有)大友

地下ボーリング

＊地下水を取水するため井戸の掘削、
揚水設備の設置ﾒﾝﾃﾅﾝｽを行います。

＊上下水道工事：道路を掘削し上下水道
管の新設、入替、給水装置等の設置。

＊管工事：施設、住宅等の給排水設備。
＊その他：浄化槽の設置、漏水調査 他

・ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ（ｕｅｄｅｎ．ｃｏｍ）管理
・ﾊﾟｿｺﾝ事務、チラシ作成、在庫管理 等
・店舗・車輌・備品管理、掃除
・その他補助作業

＊売店での販売業務
・販売・レジ・接客・商品だし・清掃等
＊カフェでの接客業務
・注文受付・販売・接客
・調理全般（簡単な調理）
食器片付け、清掃等

・商品の整理整頓や補充・品出し
・商品の発注数登録、入荷後の検収/陳列
・新商品や季節に応じた商品の陳列変更
・お客様からの商品問合わせへの対応
・レジでの会計業務 その他に清掃等
※ﾚｼﾞ操作方法は動画を使って説明します

・商品の整理整頓や補充・品出し

・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
＊介護業務全般
・食事介助・衣服の着脱・排泄介助

・車検、点検、一般整備等、業務受付と
接客が主な仕事です。

・ＤＭ等の書類作成及び発送
・メールにて点検案内
・お客様のお車の引取・納車等
（時々発生）

・故障車、事故車の移動・運搬
・ガス欠自動車の給油作業
・タイヤ交換、簡単な整備等
・OJTによる教育制度を用意しています
＊研修期間中は、同行による研修を
実施します。
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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

①12:45~17:00

求人:１人
年齢:不問

雇用期間の定めあり 福岡県大牟田市四箇新町1丁目9番　大牟田テクノパーク内 保険:労
(４か月以上) 従業員数:11,465 時給制　:時給867円～867円 休日:他 学歴:高校以上
パート労働者 40030- 5958021 就業場所:阿蘇郡高森町大字高森字豆前 週休2日制:毎週 経験:不問

①17:00~19:45

求人:１人
年齢:不問

雇用期間の定めあり 福岡県大牟田市四箇新町1丁目9番　大牟田テクノパーク内 保険:労
(４か月未満) 従業員数:11,465 時給制　:時給850円～850円 休日:他 学歴:高校以上
パート労働者 40030- 5947621 就業場所:阿蘇郡高森町大字高森字豆前 週休2日制:毎週 経験:不問

①7:30～12:30

求人:１人
年齢:不問

雇用期間の定めあり 阿蘇郡小国町大字宮原1851番地 保険:雇･労
(４か月以上) 従業員数:125人 時給制　:時給850円～850円 休日:他 学歴:不問
パート労働者 43090- 1275521 就業場所:阿蘇郡小国町大字宮原1851番地 週休2日制:毎週 経験:不問

①7:30～12:30

求人:１人
年齢:不問

雇用期間の定めあり 阿蘇郡小国町大字宮原1851番地 保険:雇･労
(４か月以上) 従業員数:125人 時給制　:時給850円～850円 休日:他 学歴:不問
パート労働者 43090- 1276421 就業場所:阿蘇郡小国町大字宮原1851番地 週休2日制:毎週 経験:不問

①7:30～12:30

求人:１人
年齢:不問

雇用期間の定めあり 阿蘇郡小国町大字宮原1851番地 保険:雇･労
(４か月以上) 従業員数:125人 時給制　:時給850円～850円 休日:他 学歴:不問
パート労働者 43090- 1277321 就業場所:阿蘇郡小国町大字宮原1851番地 週休2日制:毎週 経験:不問

交替制あり
①6:00～11:00

求人:１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- 1255121 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
①8:00～13:00

求人:３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- 1256021 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
①9:00～12:00
②18:00~21:00

求人:２人
年齢:64歳以下

阿蘇市内牧966 保険: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- 1251421 就業場所:阿蘇市内牧966 週休2日制:その他 経験:不問

販売（精肉部） (株)熊本フレイン　

ゆめおぐに店
資格:不問

鮮魚係 (株)熊本フレイン　

ゆめおぐに店
資格:不問

青果担当 (株)熊本フレイン　

ゆめおぐに店
資格:不問

レジ担当 (株)コメリ

九州ストア

サポートセンター

レジ/家電・

カー用品担当

(株)コメリ

九州ストア

サポートセンター
資格:不問

資格:不問

販売職（内牧店

レジ係／交替制）

雇用期間の定めなし

(株)みやはら

又は7:00～21:00の

間の3時間程度

資格:不問

資格:不問

雇用期間の定めなし

販売職（一の宮店

鮮魚部）

(株)みやはら

又は6:00～15:00の

間の5時間程度

資格:不問

雇用期間の定めなし

販売職（内牧店

青果部）

(株)みやはら

又は7:00～18:00の

間の5時間程度

・商品の整理整頓や補充・品出し
・商品の発注数登録、入荷後の検収/陳列
・新商品や季節に応じた商品の陳列変更
・お客様からの商品問合わせへの対応
・レジでの会計業務 その他に清掃等
※ﾚｼﾞ操作方法は動画を使って説明します

・青果商品の選別及びパック詰め作業
・商品の値付け作業
・販売ｺｰﾅｰへの陳列及び整理整頓業務
・ﾀﾞﾝﾎﾞｰﾙ類の片づけや清掃作業等
＊希望時間、日数、曜日はできる限り
相談に応じます。

＊鮮魚販売に関する業務全般
・魚のパック詰め
・値打ち・商品出し
・陳列の整理整頓・後片付け及び清掃
＊希望時間、日数、曜日はできる限り
相談に応じます。

・精肉のカット作業・ﾊﾟｯｸ詰め・値打ち
・販売コーナーへの商品出し及び陳列
・陳列台の整理・清掃
・作業場・陳列ｺｰﾅｰの後片付け作業等
＊就業日数、時間、曜日はできる限り
相談に応じます。

・ｽｷｬﾅｰで商品ﾊﾞｰｺｰﾄﾞを読み取り、現金
またはカード等での代金受け取りです
その他に入荷した商品の陳列や、陳列
商品の整理整頓、清掃等もお願いする
ことがあります

★動画を使い、丁寧にお教えします

スーパーの青果部門
－商品づくり、仕入商品のカットや
小分け・パック詰め・ラベル貼り

－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

＊食料品スーパーの鮮魚部門
・商品づくり、仕入商品のカットや
小分け・パック詰め・ラベル貼り

・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。

（阿蘇みつばち牧場店）

・商品金額の打ち込み（ﾊﾞｰｺｰﾄﾞ使用）
・レジ廻りの掃除・かごの整理整頓等
・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
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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

①9:00～17:15
②9:00～18:00

求人:１人 ③9:00～18:30
年齢:不問

雇用期間の定めあり 熊本市北区貢町571-15 保険:雇･労
(４か月以上) 従業員数:480人 時給制　:時給1,000円～1,100円 休日:他 学歴:不問
パート労働者 43010-20557321 就業場所:阿蘇郡南阿蘇村大字下野980 週休2日制:毎週 経験:不問

ホームヘルパー２級

求人:１人
年齢:不問 普通自動車免許

阿蘇市波野大字波野3539 保険:労
従業員数:5人 時給制　:時給1,025円～1,425円 休日:土日祝 学歴:高校以上

パート労働者 43090- 1257721 就業場所:阿蘇市波野大字波野3539番地 週休2日制:毎週 経験:あれば尚可(介
ホームヘルパー２級

求人:１人
年齢:不問 普通自動車免許

雇用期間の定めあり 阿蘇郡小国町大字宮原1834-2 保険:雇･労
(４か月以上) 従業員数:9人 時給制　:時給850円～1,450円 休日:他 学歴:不問
パート労働者 43090- 1258821 就業場所:阿蘇郡小国町大字宮原1834-2 週休2日制:毎週 経験:不問

交替制あり
①6:00～14:30
②10:30～19:00

求人:２人
年齢:不問

阿蘇市一の宮町宮地1902-1 保険:雇･労
従業員数:300人 時給制　:時給880円～880円 休日:他 学歴:不問

パート労働者 43090- 1265821 就業場所:阿蘇市一の宮町宮地1902-1 週休2日制:毎週 経験:不問
交替制あり
①9:00～13:30
②16:00～19:00

求人:１人
年齢:不問 普通自動車免許

雇用期間の定めあり 福岡県福岡市博 保険:労
(４か月以上) 従業員数:5,230人 時給制　:時給900円～900円 休日:土日祝他 学歴:不問
パート労働者 40010-37827821 就業場所:阿蘇市一の宮町中通703 週休2日制:毎週 経験:不問

①9:00～18:00

求人:２人
年齢:不問

雇用期間の定めあり 阿蘇市黒川2163 保険:雇･労･健･厚
(４か月未満) 従業員数:57人 時給制　:時給880円～1,000円 休日:他 学歴:不問
パート労働者 43090- 1290221 就業場所:阿蘇市黒川2163 週休2日制:毎週 経験:あれば尚可(同

求人:２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:81人 時給制　:時給900円～1,000円 休日:他 学歴:不問
パート労働者 43010-20440821 就業場所:阿蘇市一の宮町坂梨産の平1400- 週休2日制:その他 経験:あれば尚可(経

調理補助 (株)レパスト

福岡営業所

訪問介護員 (同)ラポール

訪問介護事業所　

糸
7:00～18:30の

間の6時間程度

調理スタッフ (同)ぽっかぽか　

ぽっかぽか・

ハートケア阿蘇

資格:不問

雇用期間の定めなし

レストラン

スタッフ

(株)阿蘇熊牧場

(阿蘇カドリード

　　　ミニオン)

資格:不問

(株)

三協ダイニング 資格:不問10:00～21:00の

間の4時間以上

E　サービスの職業（介護、看護助手、調理、接客・給仕、管理人）

フロアスタッフ

蜂蜜等の

販売スタッフ

(株)杉養蜂園

資格:不問

訪問介護員 (同)ふきのとう

8:00～18:00の

間の2時間以上

雇用期間の定めなし

・接客（食券受付、食事の受渡）
・簡単な調理盛り付け等の調理業務全般
・開店前、閉店後の店内外清掃
・食器、調理器具等の洗浄
（食器洗機あり）
・厨房、店外、客席等の清掃及び消毒

大手社員食堂の調理業務

住宅型有料老人ホーム（定員３０名）の
朝食・昼食の調理（平常は一汁三菜程度
行事食時には献立に変更有）
後片付け、食材の買い物等。
５名体制で従事。

・排せつ、食事介助
・清拭、入浴、身体整容、体位変換
・移動、移乗介助、外出介助など身体
介助に関する事。

・調理、洗濯、衣類などの補修、清掃、
整理整頓など生活支援に関する事。

＊利用者様のご自宅を訪問し、
次のような業務：

・調理
・清掃
・入浴介助 等
※訪問先：波野～産山村

（阿蘇みつばち牧場店）
・店頭での試食・試飲のサービス
・店頭で蜂蜜の接客販売
・レジ打ちと商品受け渡し
・売上集計 など
＊土日祝の出勤ができる方歓迎致します。

（よかよか亭坂梨本店）
□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！

＊チェックイン・チェックアウト業務
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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

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:2,113人 時給制　:時給900円～900円 休日:他 学歴:不問
パート労働者 43090- 1260621 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

①9:00～18:00

求人:２人
年齢:不問

雇用期間の定めあり 阿蘇市黒川2163 保険:雇･労･健･厚
(４か月未満) 従業員数:57人 時給制　:時給880円～1,000円 休日:他 学歴:不問
パート労働者 43090- 1289021 就業場所:阿蘇市黒川2163 週休2日制:毎週 経験:あれば尚可(同

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:2,113人 時給制　:時給850円～850円 休日:他 学歴:不問
パート労働者 43090- 1261921 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

①16:00~20:00
②11:00~15:00

求人:３人
年齢:不問 普通自動車免許

雇用期間の定めあり 熊本市南区田井島2-2-1　301 保険:労･労･厚
(４か月以上) 従業員数:20人 時給制　:時給2,500円～2,800円 休日:他 学歴:不問
パート労働者 43010-21213121 就業場所:阿蘇市・阿蘇郡他の冠婚葬祭場 週休2日制:毎週 経験:あれば尚可(司

①15:30~18:30

求人:２人
年齢:不問

雇用期間の定めあり 阿蘇郡南阿蘇村白川1648-3 保険:労
(４か月以上) 従業員数:1人 時給制　:時給900円～1,000円 休日:火木土日 学歴:不問
パート労働者 43090- 1272721 就業場所:阿蘇郡南阿蘇村白川1648-3 週休2日制:毎週 経験:不問

①8:00～17:00

求人:２人
年齢:不問

阿蘇郡南阿蘇村白川2022 保険:雇･労
従業員数:5人 時給制　:時給900円～950円 休日:他 学歴:不問

パート労働者 43090- 1273821 就業場所:阿蘇郡南阿蘇村白川2022 週休2日制:毎週 経験:あれば尚可(ト

普通自動車免許
あれば尚可

求人:２人
年齢:不問

雇用期間の定めあり 阿蘇市役犬原49-1-12 保険:
(４か月以上) 従業員数:2人 時給制　:時給900円～900円 休日:他 学歴:不問
パート労働者 43090- 1270121 就業場所:阿蘇市蔵原大平田50 週休2日制:その他 経験:不問

農作業

又は8:00～18:00の

間の5時間程度
雇用期間の定めなし

葬祭司会者 (同)オフィス高野　

南部支店

野菜（ﾄﾏﾄ中心）

の収穫作業

小泉農園

資格:不問

6:30～21:00の

間の8時間程度

ホテルスタッフ 一般(財)

休暇村協会

「休暇村 南阿蘇」
資格:不問

G　農林漁業の職業（農業、林業、漁業）

入園券

販売スタッフ

(株)阿蘇熊牧場

(阿蘇カドリード

　　　ミニオン)

資格:不問

山室農園

資格:不問

6:00～16:00の

間の1時間以上

農業作業員 阿蘇がっちゃん

農園

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

・入園券販売、簡単な事務作業、清掃等
・レジを使用した簡単な販売業務
＊未経験の方の応募歓迎します。
※基本的に動物を扱う業務はありません

通夜、葬儀における司会業務
＊エリア：熊本市・阿蘇市・阿蘇郡
・玉名市・八代市
（葬祭場には直行直帰していただく
場合が主となります）

＊社用車有

・ﾄﾏﾄを中心とした野菜の収穫作業全般
・収穫後の野菜の出荷作業
（パック詰め、箱詰め）
＊経験がない方も丁寧に指導いたします
＊月・水・金のみの就労となります。

＊主にﾄﾙｺｷｷｮｳ（年間を通して）を中心に
野菜の栽培を行っております。

・種の植え付け・育成、除草作業
・収穫作業・各種選別、及び出荷作業
＊短期就労も可能です。勤務時間や勤務
日数も相談に応じます

しいたけ、きくらげの収穫・選別作業

＊チェックイン・チェックアウト業務
＊お客様の食事の準備・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。

＊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。
※動植物に興味・関心をお持ちの方歓迎
いたします。

＊ハウス内でのミニトマトの収穫
・手入れ・袋詰め
＊栽培に関わる作業全般
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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

普通自動車免許
あれば尚可

求人:４人
年齢:不問

雇用期間の定めあり 八代市新浜町1-1-43 保険:労
(４か月以上) 従業員数:1人 時給制　:時給821円～821円 休日:他 学歴:不問
パート労働者 43020- 3579921 就業場所:阿蘇市波野大字滝水字臼迫738-1 週休2日制:毎週 経験:不問

①7:30～12:30

求人:１人
年齢:不問

雇用期間の定めあり 阿蘇郡小国町大字宮原1851番地 保険:雇･労
(４か月以上) 従業員数:125人 時給制　:時給850円～850円 休日:他 学歴:不問
パート労働者 43090- 1278621 就業場所:阿蘇郡小国町大字宮原1851番地 週休2日制:毎週 経験:不問

①9:00～15:00

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
(４か月以上) 従業員数:2,113人 時給制　:時給850円～850円 休日:他 学歴:不問
パート労働者 43090- 1262121 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

求人:２人
年齢:不問

阿蘇郡小国町西里2917 保険:雇･労
従業員数:5人 時給制　:時給850円～850円 休日:他 学歴:不問

パート労働者 43090- 1254921 就業場所:阿蘇郡小国町西里2917 週休2日制:毎週 経験:不問

①7:30～12:30

求人:１人
年齢:不問

雇用期間の定めあり 阿蘇郡小国町大字宮原1851番地 保険:雇･労
(４か月以上) 従業員数:125人 時給制　:時給830円～830円 休日:他 学歴:不問
パート労働者 43090- 1279921 就業場所:阿蘇郡小国町大字宮原1851番地 週休2日制:毎週 経験:不問

①8:30～11:00

求人:１人
年齢:不問

雇用期間の定めあり 菊池郡大津町室1011の1番地 保険:労
(４か月以上) 従業員数:600人 時給制　:時給1,000円～1,000円 休日:月火木金土祝他 学歴:不問
パート労働者 43030- 6060121 就業場所:阿蘇市黒川1444-2　阿蘇駅構内週休2日制:毎週 経験:不問

👇5/1～5/31までに受理した求人の特集です👇

フルタイム

食器洗い (株)千代田

熊本営業所 資格:不問

グロサリー

（商品補充）

(株)熊本フレイン　

ゆめおぐに店 資格:不問

客室清掃係

（ホテル）

一般(財)

休暇村協会

「休暇村 南阿蘇」

H　生産工程の職業（金属加工、製品製造、機械の組立等）

清掃 (株)豊礼

（豊礼の湯） 資格:不問

農作業員 (株)モモタロウ

グローバル
8:00～17:00の

間の4時間以上

7:30～17:00の

間の5時間程度

雇用期間の定めなし

資格:不問

惣菜係 (株)熊本フレイン　

ゆめおぐに店 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）

しいたけ、きくらげの収穫・選別作業

＊可能であれば収穫物の運搬等もして
いただきます。
社用車（ＭＴ）を使用します。

・食品のパック詰め・値段打ち
・品薄になった商品を店頭に出す作業
・陳列されている商品の整理や整頓
・あと片づけ及び清掃
＊就業日数、時間、曜日はできる限り
相談に応じます。

・店内での接客・商品の補充
・値打ち・陳列商品の整理
・賞味期限の検査及び前出し
・段ボールの後片づけ及び清掃
＊希望時間、日数、曜日はできる限り
相談に応じます。

〇レストランの食器洗い
・食器洗い・食器整理整頓
・レストラン内清掃
＊水・日曜日の勤務になります
＊経験がなくても、経験者が指導いたし
ます。

・客室のお掃除（和室及び洋室）
室内、バス、トイレ、洗面所のお掃除

・備品のｾｯﾃｨﾝｸﾞ茶器/ﾀｵﾙ/歯ﾌﾞﾗｼ/浴衣
・パブリックのお掃除
・ホール、大浴場、トイレ、廊下等
＊原則、土曜・日曜日は出勤となります

・日帰り温泉、ご宿泊、各アウト後の
お部屋、風呂の清掃

・シーツ交換
・お茶セット、アメニティーの入れ込み
・共用部の清掃等

専門･技術特集

＊公共/商業/医療/福祉施設、住宅等の
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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） 一級建築士
①8:00～17:00 二級建築士

１級建築施工管理技士

求人:１人 上記のいずれか
年齢:60歳以下 自動車免許(AT不可)

阿蘇市一の宮町宮地2223 保険:雇･労･健･厚
従業員数:16人 月給制　:月額300,000円～340,000円 休日:日祝他 学歴:不問

正社員 43090-  946021 就業場所:阿蘇市一の宮町宮地2223 週休2日制:その他 経験:あれば尚可(実
１級土木施工管理技士

①8:30～17:15

求人:１人
年齢:不問 普通自動車免許

雇用期間の定めあり 鹿児島県鹿児島市中央町10番地　キャンセビル6Ｆ 保険:雇･労･健･厚
(４か月以上) 従業員数:137人 月給制　:月額270,000円～470,000円 休日:土日祝他 学歴:高校以上
正社員以外 46010-18026521 就業場所:熊本市/八代市/阿蘇市付内の何れかの現場 週休2日制:毎週 経験:業務経験

２級土木施工管理技士

①8:30～17:15

求人:１人
年齢:不問 普通自動車免許

雇用期間の定めあり 鹿児島県鹿児島市中央町10番地　キャンセビル6Ｆ 保険:雇･労･健･厚
(４か月以上) 従業員数:137人 月給制　:月額220,000円～370,000円 休日:土日祝他 学歴:高校以上
正社員以外 46010-18040821 就業場所:熊本市/八代市/阿蘇市付内の何れかの現場 週休2日制:毎週 経験:業務経験

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:59歳以下 自動車免許(AT不可)

阿蘇市黒川1347 保険:雇･労･健･厚
従業員数:45人 月給制　:月額212,500円～368,000円 休日:土日他 学歴:不問

正社員 43090- 1063721 就業場所:阿蘇市黒川1347 週休2日制:毎週 経験:管理経験者
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～65歳

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- 1060921 就業場所:阿蘇市内牧115 週休2日制:その他 経験:不問
看護師

①8:30～17:00

求人:１人
年齢:64歳以下 自動車免許(AT不可)

阿蘇市黒川1178 保険:雇･労･健･厚
従業員数:16人 月給制　:月額190,000円～190,000円 休日:土日祝他 学歴:不問

正社員 43090- 1042621 就業場所:阿蘇市黒川1178 週休2日制:毎週 経験:不問
変形（1ヶ月単位） 看護師
①8:15～17:30 准看護師
②16:00～9:00

求人:２人 上記のいずれか
年齢:18歳～64歳 普通自動車免許

阿蘇市三久保715番地 保険:雇･労･健･厚
従業員数:67人 月給制　:月額205,000円～303,100円 休日:他 学歴:不問

正社員 43090-  969921 就業場所:阿蘇市三久保715番地 週休2日制:その他 経験:経験５年以上
変形（1ヶ月単位） 看護師
①7:00～16:00
②8:00～17:00

求人:１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215,800円～279,970円 休日:他 学歴:不問

正社員 43010-14996921 就業場所:阿蘇市乙姫2142-10 週休2日制:その他 経験:不問

看護師 (福)蘇幸会

障害者支援施設

たちばな園

雇用期間の定めなし

看護職／乙姫の家 (株)

かいごのみらい

雇用期間の定めなし

看護師（正又は

准看護師）

(医社)問端会

問端内科

雇用期間の定めなし

訪問看護師 阿蘇郡市医師会立

訪問看護

ステーション

雇用期間の定めなし

土木技術者

〔２級/経験者）

(株)コバルト技建　

鹿児島支店

土木施工管理技

士

(株)森工業

雇用期間の定めなし

建築現場監督 (株)熊本紅屋

雇用期間の定めなし

土木技術者

〔１級/経験者）

(株)コバルト技建　

鹿児島支店

＊公共/商業/医療/福祉施設、住宅等の
建築工事現場の施工管理、現場監督。

＊パソコンによる施工管理、見積書、
写真管理、図面作成等。

＊現場エリア：主として阿蘇郡市内及び
熊本市内

○公共工事の土木施工管理業務
○発注者サイドの支援をする業務

＊年度更新

○公共工事の土木施工管理業務
○発注者サイドの支援をする業務

＊年度更新

・現場管理・工程管理・品質管理・安全
管理等の一般的施工管理。

・工事関連の書類作成が主な仕事内容に
なります。

・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）

・適切なｹｱとｱﾄﾞﾊﾞｲｽで自立生活の支援。
・病状、身体状況の観察
・在宅療養の支援及び介助
・在宅ｹｱｻｰﾋﾞｽの紹介、申請の手伝い
＊管理者として任務できる様、丁寧に
指導致します。

・身体に障害お持ちの７０名の利用者の
健康管理、治療及び看護業務

・看護記録等のパソコン入力
・生活支援３名と共に夜勤があります。
・利用者様の通院の付き添い業務
・服薬管理等

要介護者であり認知症高齢者の利用者に
食事等の介護、その他日常のお世話及び
機能訓練を行う。看護職として介護及び
生活支援業務に加え、入所者の健康管理
・服薬管理・看護処置・協力機関との
連携等に携わっていただきます。

要介護者であり認知症高齢者の利用者に
9



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） 看護師
①7:00～16:00
②8:00～17:00

求人:１人 ③11:30～20:30
年齢:60歳以上

雇用期間の定めあり 熊本市東区南町16-8 保険:雇･労･健･厚
(４か月以上) 従業員数:95人 月給制　:月額215,800円～279,970円 休日:他 学歴:不問
正社員以外 43010-15000421 就業場所:阿蘇市乙姫2142-10 週休2日制:その他 経験:不問

変形（1ヶ月単位） 看護師
①8:30～17:00
②16:30～9:00

求人:３人
年齢:18歳～64歳

阿蘇市一の宮町宮地115-1 保険:雇･労･健･厚
従業員数:263人 月給制　:月額197,000円～292,007円 休日:他 学歴:不問

正社員 43090-  950621 就業場所:阿蘇市一の宮町宮地115-1 週休2日制:その他 経験:不問
変形（1ヶ月単位） 准看護師
①8:30～17:00
②16:30～9:00

求人:２人
年齢:18歳～64歳

阿蘇市一の宮町宮地115-1 保険:雇･労･健･厚
従業員数:263人 月給制　:月額185,000円～250,000円 休日:他 学歴:不問

正社員 43090-  947721 就業場所:阿蘇市一の宮町宮地121 週休2日制:その他 経験:不問
変形（1ヶ月単位） 准看護師
①8:30～17:00
②16:30～9:00

求人:２人
年齢:18歳～64歳

阿蘇市一の宮町宮地115-1 保険:雇･労･健･厚
従業員数:263人 月給制　:月額167,000円～238,000円 休日:他 学歴:不問

正社員 43090-  948821 就業場所:阿蘇市一の宮町宮地115-1 週休2日制:その他 経験:不問
准看護師

①8:30～17:00

求人:２人
年齢:64歳以下

阿蘇市一の宮町宮地115-1 保険:雇･労･健･厚
従業員数:263人 月給制　:月額190,000円～255,000円 休日:土日 学歴:不問

正社員 43090-  955821 就業場所:阿蘇市一の宮町宮地121 週休2日制:毎週 経験:不問
変形（1ヶ月単位） 歯科衛生士
①8:40～18:15
②8:40～17:15

求人:１人
年齢:59歳以下

阿蘇市内牧1671-16 保険:雇･労･健･厚
従業員数:7人 月給制　:月額200,000円～250,000円 休日:木日祝他 学歴:専修学校以上

正社員 43090- 1002121 就業場所:阿蘇市内牧1671-16 週休2日制:毎週 経験:不問
歯科衛生士

①9:30～18:00
②9:30～13:00

求人:１人
年齢:不問

阿蘇市内牧1076-13 保険:雇･労･健
従業員数:5人 月給制　:月額180,000円～240,000円 休日:日祝他 学歴:不問

正社員 43090-  975321 就業場所:阿蘇市内牧1076-13 週休2日制:その他 経験:あれば尚可(歯
歯科衛生士

①9:00～18:30
②9:00～13:00

求人:１人
年齢:不問

阿蘇市黒川1563-1 保険:雇･労･健･厚
従業員数:5人 月給制　:月額180,000円～260,000円 休日:日祝他 学歴:専修学校以上

正社員 43090-  963821 就業場所:阿蘇市黒川1563-1 週休2日制:その他 経験:不問

歯科衛生士 そのだ歯科医院

雇用期間の定めなし

歯科衛生士 (医)芳生会

安光歯科医院

雇用期間の定めなし

准看護師（阿蘇

グリーンヒル）

(医)高森会

雇用期間の定めなし

歯科衛生士 脇デンタル

クリニック

（(医社) 澄幸会）

雇用期間の定めなし

准看護師（阿蘇

グリーンヒル）

(医)高森会

雇用期間の定めなし

准看護師（阿蘇

やまなみ病院）

(医)高森会

雇用期間の定めなし

看護職／乙姫の家

／６０歳以上専用

(株)

かいごのみらい

看護師（阿蘇

やまなみ病院）

(医)高森会

雇用期間の定めなし

要介護者であり認知症高齢者の利用者に
食事等の介護、その他日常のお世話及び
機能訓練を行う。看護職として介護及び
生活支援業務に加え、入所者の健康管理
・服薬管理・看護処置・協力機関との
連携等に携わっていただきます。

＊看護業務全般業務。
・認知症専門介護
・老人看護（身体管理/ターミナル）対応
・精神看護（急性期、慢性期）対応

施設における（療養棟）看護職に従事
していただきます。
夜勤は月に５回程度で３名勤務。
利用者の身体管理
・健康観察・内服処理・医療措置

＊病棟における看護業務全般
・認知症専門看護
・老人看護（身体管理/ターミナルケア）
・精神看護（急性期、慢性期）

通所リハビリテーションにおける
看護職に従事していただきます。
※利用者の身体管理等

・歯科医師のサポート、カルテ整理
・保険指導
歯磨きの指導等

・歯科予防の処置
歯石除去やフッ素処理等

・他上記に付随した業務

＊ドクターのサポート及び治療補助
＊患者様の健康指導
患者様の歯磨きの指導等の実施

＊歯科予防処置
患者様の歯石除去やフッ素塗布及び
クリーニング等

＊歯科衛生士業務全般
・歯科予防処置
歯石除去、フッ素塗布等

・歯科診療の補助
・歯科保健指導、ブラッシング指導
・器械・器具の滅菌

・障がいのある方やそのご家族様との
10



職種 求人者名 仕事の内容・賃金 就業時間 資格経験

その他の福祉・介護関係資格

①9:00～18:00

求人:１人
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:95人 月給制　:月額230,000円～250,000円 休日:他 学歴:不問

正社員 43090- 1000621 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(障
変形（1ヶ月単位） 介護支援専門員
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:70人 月給制　:月額211,080円～229,700円 休日:他 学歴:高校以上

正社員 43090-  987021 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
変形（1年単位）
①8:30～17:30

求人:１人
年齢:69歳以下 普通自動車免許

阿蘇市黒川1753-2 保険:雇･労･健･厚
従業員数:40人 月給制　:月額180,000円～200,000円 休日:日他 学歴:不問

正社員 43090-  928921 就業場所:阿蘇市黒川1753-2 週休2日制:その他 経験:不問

看護師
①8:30～12:00 准看護師
②13:00～17:00

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1178 保険:雇･労
従業員数:16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 43090- 1041321 就業場所:阿蘇市黒川1178 週休2日制:毎週 経験:不問
看護師
准看護師

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
従業員数:17人 時給制　:時給1,100円～1,200円 休日:日祝他 学歴:不問

パート労働者 43090- 1020721 就業場所:阿蘇郡高森町高森2022-3 週休2日制:その他 経験:看護経験者
交替制あり 看護師

准看護師

求人:２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 熊本市東区御領6丁目8-20 保険:労
(４か月以上) 従業員数:220人 時給制　:時給900円～1,000円 休日:火水金土日他 学歴:不問
パート労働者 43010-16251221 就業場所:阿蘇郡小国町/南小国町/高森町 週休2日制:毎週 経験:不問

看護師

求人:２人
年齢:不問

雇用期間の定めあり 熊本市東区南町16-8 保険:雇･労･健･厚
(４か月以上) 従業員数:95人 時給制　:時給1,175円～1,505円 休日:他 学歴:不問
パート労働者 43010-15010321 就業場所:阿蘇市乙姫2142-10 週休2日制:毎週 経験:不問

看護職／乙姫の家 (株)

かいごのみらい
8:00～17:00の

間の6時間以上

看護師

（正または准）

(医社)清流会

渡邉総合内科

クリニック
8:30～18:00の

間の5時間以上

雇用期間の定めなし

看護師

准看護師

(株)くまもと

健康支援研究所
9:00～16:00の

間の4時間程度

ドローン・

オペレーター

江藤建設　(有)

雇用期間の定めなし

パート
訪問看護師 阿蘇郡市医師会立

訪問看護

ステーション

雇用期間の定めなし

相談支援専門員 (株)南阿蘇

ケアサービス

又は8:30～17:30の

間の8時間
雇用期間の定めなし

介護支援専門員

（ｹｱﾏﾈｰｼﾞｬｰ）

(福)白久寿会

特別養護老人

ホーム　水生苑

雇用期間の定めなし

＊ドローンを使用した測量と補助的業務
・ドローンの操作
・パソコンを使用した資料・報告書等の
作成

・付随する事務作業 等
※未経験者のご応募歓迎します！

・障がいのある方やそのご家族様との
相談業務

・障がい児、障がい者のサービス等利用
計画の作成やモニタリング

・サービス担当者会議の招集、開催
・福祉情報提供など

・居宅介護支援事業所でのケアプラン作成
・サービス事業所との調整
・ご利用者やご家族の相談対応
・介護給付費の管理（給付管理）
・宿直が月３回程度あります
未就学児がいれば宿直は免除です。

・病状や健康生活を守り、適切なｹｱと
ｱﾄﾞﾊﾞｲｽで自立生活がおくれるよう支援

・病状、身体状況の観察
・在宅療養の支援及び介助
・在宅ケアサービスの紹介/申請の手伝い

・健康教室における高齢者の

認知症グループホームでの介護及び生活
支援業務に加え、１８名の入所者の健康
管理・服薬管理・看護処置、
協力医療機関との連携等に携わって
いただきます。

・参加者の体調管理・運営補助
・入浴見守り・ｽﾄﾚｯﾁ/筋力ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞの補助
＊高齢者の介護予防教室での仕事です。
運動ｽﾀｯﾌと一緒に教室が実施される
ため、未経験の方でも安心して仕事が

＊内科外来における看護業務全般
・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
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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

理学療法士
①9:00～17:00 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 熊本市東区御領6丁目8-20 保険:雇･労
(４か月以上) 従業員数:220人 時給制　:時給1,300円～1,300円 休日:土日祝他 学歴:高校以上
パート労働者 43010-16239621 就業場所:阿蘇圏域の公共施設 週休2日制:毎週 経験:あれば尚可(経

変形（1ヶ月単位） 歯科衛生士
①8:40～18:15
②8:40～17:15

求人:１人
年齢:59歳以下

阿蘇市内牧1671-16 保険:雇･労･健･厚
従業員数:7人 時給制　:時給1,200円～1,400円 休日:木日祝他 学歴:専修学校以上

パート労働者 43090- 1053121 就業場所:阿蘇市内牧1671-16 週休2日制:毎週 経験:不問
歯科衛生士

求人:１人
年齢:不問

阿蘇市内牧1076-13 保険:雇･労
従業員数:5人 時給制　:時給1,200円～1,500円 休日:日祝他 学歴:不問

パート労働者 43090-  977921 就業場所:阿蘇市内牧1076-13 週休2日制:毎週 経験:不問
保育士

求人:３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:公
(４か月以上) 従業員数:391人 時給制　:時給1,019円～1,140円 休日:日祝他 学歴:不問
パート労働者 43090-  973521 就業場所:阿蘇市内の公立保育園 週休2日制:毎週 経験:不問

保育士
①8:30～17:15

求人:４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1,019円～1,140円 休日:日祝他 学歴:不問
パート労働者 43090-  974421 就業場所:阿蘇市内の公立保育園 週休2日制:毎週 経験:不問

介護支援専門員

求人:１人
年齢:不問 普通自動車免許

雇用期間の定めあり 阿蘇市小池9番地 保険:雇･労
(４か月以上) 従業員数:56人 時給制　:時給1,100円～1,100円 休日:土日 学歴:不問
パート労働者 43090-  981521 就業場所:阿蘇市小池9番地 週休2日制:毎週 経験:あれば尚可(介

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～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166,900円～242,400円 休日:他 学歴:不問

正社員 43090- 1059421 就業場所:阿蘇市内牧117 週休2日制:その他 経験:不問

介護支援専門員 (有)ふきの企興　

小規模多機能型居

宅介護つどい
8:30～17:30の

間の4時間

フルタイム
介護福祉士 (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
雇用期間の定めなし

保育士補助

【短時間勤務】

阿蘇市役所

9:00～16:00の

間の3時間程度

保育士補助

（福祉課）

阿蘇市役所

歯科衛生士 脇デンタル

クリニック

（(医社) 澄幸会）

雇用期間の定めなし

歯科衛生士 そのだ歯科医院

9:30～18:00の

間の5時間程度

雇用期間の定めなし

理学療法士・作業

療法士／阿蘇圏域

(株)くまもと

健康支援研究所

又は9:00～17:00の

間の4時間

・健康教室における高齢者の
アセスメント業務及び運動指導

・訪問アセスメント業務（スポット訪問）
・アセスメントに関わる書類作成

・歯科検診補助
歯科医師のサポート、カルテ整理

・歯磨きの指導等
・歯科予防の処置
歯石除去やフッ素処理等

・他上記に付随した業務

・歯科医療のサポート、治療補助
・健康指導
患者さんの歯磨きの指導等

・予防処置
患者さんの歯石除去、フッ素塗布、
クリーニング等

（福祉課）
＊公立保育園
（坂梨、山田、乙姫、波野保育園）での
保育業務に従事していただきます。

＊公立保育園
（坂梨、山田、乙姫、波野保育園）での
保育業務に従事していただきます。

＊ケアプランの作成・モニタリング
（最大21名程度）介護スタッフとの連携
・病院との連絡、連携、入退院相談
・日常記録の管理
・相談業務
・入居の際の契約相談

サービス特集

・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。

＊生活面を中心とした身の回りのお世話
12



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
①7:30～16:00 介護福祉士
②8:30～17:00 あれば尚可

求人:２人 ③12:00～20:30
年齢:18歳～59歳

阿蘇市一の宮町坂梨2365 保険:雇･労･健･厚
従業員数:40人 月給制　:月額155,000円～210,500円 休日:他 学歴:不問

正社員 43090- 1039821 就業場所:阿蘇市一の宮町坂梨2365 週休2日制:その他 経験:不問
変形（1ヶ月単位）

①7:00～16:30
②8:00～17:30

求人:１人 ③8:00～18:00
年齢:18歳～59歳

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170,500円～204,900円 休日:他 学歴:高校以上

正社員 43090-  988721 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
変形（1ヶ月単位） 介護職員初任者研修修了者

①8:30～17:30
②16:00～1:00

求人:１人 ③0:30～9:30
年齢:18歳以上 普通自動車免許

雇用期間の定めあり 阿蘇市小池9番地 保険:雇･労･健･厚
(４か月以上) 従業員数:56人 月給制　:月額161,000円～177,000円 休日:他 学歴:不問
正社員以外 43090-  978121 就業場所:阿蘇市小池9番地 週休2日制:その他 経験:不問

変形（1ヶ月単位）

①6:30～15:20
②8:30～17:30

求人:２人 ③12:30～21:30
年齢:18歳～64歳 普通自動車免許

阿蘇市乙姫1776 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-  984621 就業場所:阿蘇市乙姫1776 週休2日制:その他 経験:あれば尚可(介
変形（1ヶ月単位）

①7:00～16:00
②8:00～17:00

求人:１人 ③11:30～20:30
年齢:60歳以上

雇用期間の定めあり 熊本市東区南町16-8 保険:雇･労･健･厚
(４か月以上) 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
正社員以外 43010-14992521 就業場所:阿蘇市乙姫2142-10 週休2日制:その他 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140,000円～142,000円 休日:土日祝他 学歴:不問

正社員 43090-  934321 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:あれば尚可(介
介護職員初任者研修修了者

①8:30～17:30 介護福祉士

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 阿蘇郡小国町大字宮原2033-4 保険:雇･労･健･厚
(４か月以上) 従業員数:19人 月給制　:月額175,000円～230,000円 休日:日他 学歴:不問
正社員以外 43090-  935621 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:不問

変形（1ヶ月単位）

①8:30～17:00
②16:30～9:00

求人:２人
年齢:18歳～64歳

阿蘇市一の宮町宮地115-1 保険:雇･労･健･厚
従業員数:263人 月給制　:月額145,000円～191,496円 休日:他 学歴:不問

正社員 43090-  951921 就業場所:阿蘇市一の宮町宮地115-1 週休2日制:その他 経験:不問

介護職員 (株)BEST REVE

リハビリ特化型

ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ リスタ

介護職（阿蘇

やまなみ病院）

(医)高森会

資格:不問

雇用期間の定めなし

介護職／乙姫の家

／６０歳以上専用

(株)

かいごのみらい 資格:不問

介護職 (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）

雇用期間の定めなし

介護職（特定施設

入居者生活介護）

(有)ふきの企興　

小規模多機能型

居宅介護つどい

介護職員 (福)やまなみ会　

あその杜

雇用期間の定めなし

介護職員

（介護施設）

(福)治誠会

雇用期間の定めなし

介護職員

（福祉施設）

(福)白久寿会

特別養護老人

ホーム　水生苑

資格:不問

雇用期間の定めなし

＊生活面を中心とした身の回りのお世話
及び介護業務全般

・食事の介助
・入浴介助、及び着替えの介助
・排泄介助等

・身体介護（食事、介助、排泄介助）
・生活援助・レクリエーション
＊週に２～３回程度夜勤があります。
（業務に慣れた後の勤務となります）
＊幅広い年齢層のスタッフが従事して
いるため丁寧に指導いたします。

＊老人介護
利用者の食事・入浴・排泄等介助・
送迎（ＡＴ車）を行う。

・特別養護老人ホーム
・ショートステイ
・デイサービス

要介護者であり認知症高齢者の利用者に
食事等の介護、その他日常のお世話及び
機能訓練を行う。看護職として介護及び
生活支援業務に加え、入所者の健康管理
・服薬管理・看護処置・協力機関との
連携等に携わっていただきます。

・入浴（衣服の脱着・洗身・洗髪）
・食事（セッティング・介助・後片づけ）
・排泄（トイレ誘導・オムツ交換等）
・老人介護や認知症介護
・環境整備・レクレーション補助
★夜勤は月４回程度あります（相談可）

＊入浴、食事のお世話及び介護全般

・食事の介助・入浴介助/着替えの介助
・排泄介助等
※夜勤は月に３回～５回程度あります。
※介護の資格の無い方でも最初から
指導しますので資格取得も可能です。

＊デイサービスでの介護業務全般
・利用者の入浴、食事、排泄介助及び
支援等

・リハビリ、体操の補助
・利用者の送迎（片道３０分圏内）

・デイケアの送迎業務
社用車（軽自動車～普通車）を使用

・食事の配膳、下膳
・食事介助・入浴介助・排泄介助
・ﾚｸﾚｰｼｮﾝ参加等
・１日の利用定員１０名まで
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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） 介護福祉士
①8:30～17:00
②16:30～9:00

求人:２人
年齢:18歳～64歳

阿蘇市一の宮町宮地115-1 保険:雇･労･健･厚
従業員数:263人 月給制　:月額188,000円～247,750円 休日:他 学歴:不問

正社員 43090-  952121 就業場所:阿蘇市一の宮町宮地121 週休2日制:その他 経験:不問

①8:30～17:00

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115-1 保険:雇･労･健･厚
(４か月以上) 従業員数:263人 日給制　:月額143,600円～143,600円 休日:土日祝 学歴:不問
正社員以外 43090-  954721 就業場所:阿蘇市一の宮町宮地115-1 週休2日制:毎週 経験:不問

交替制あり
①8:30～17:30

求人:１人
年齢:60歳以上 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145,000円～200,000円 休日:日他 学歴:不問
正社員以外 43090-  958421 就業場所:阿蘇市内牧353 週休2日制:毎週 経験:不問

①9:30～18:00
②9:30～13:00

求人:１人
年齢:不問

阿蘇市内牧1076-13 保険:雇･雇･健
従業員数:5人 月給制　:月額155,000円～195,000円 休日:日祝他 学歴:高校以上

正社員 43090-  976621 就業場所:阿蘇市内牧1076-13 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

阿蘇市黒川1563-1 保険:雇･労･健･厚
従業員数:5人 月給制　:月額160,000円～200,000円 休日:日祝他 学歴:不問

正社員 43090-  962721 就業場所:阿蘇市黒川1563-1 週休2日制:その他 経験:不問
理容師

①9:00～18:00 美容師

求人:２人 上記のいずれか
年齢:不問 普通自動車免許

福岡県福岡市中央区荒戸2丁目1-1 保険:雇･労･健･厚
従業員数:47人 月給制　:月額180,000円～500,000円 休日:土日祝 学歴:不問

正社員 40010-30175121 就業場所:阿蘇郡高森町、産山村、西原村 週休2日制:毎週 経験:不問
理容師

①9:00～18:00 美容師

求人:２人 上記のいずれか
年齢:不問 普通自動車免許

福岡県福岡市中央区荒戸2丁目1-1 保険:雇･労･健･厚
従業員数:47人 月給制　:月額180,000円～500,000円 休日:土日祝 学歴:不問

正社員 40010-30176021 就業場所:阿蘇市/阿蘇郡南小国町/小国町/南阿蘇村 週休2日制:毎週 経験:不問
変形（1ヶ月単位）

求人:１人
年齢:不問 普通自動車免許

阿蘇郡小国町大字西里3006-2 保険:雇･労･健･厚
従業員数:5人 月給制　:月額160,000円～160,000円 休日:他 学歴:不問

正社員 43090- 1045021 就業場所:阿蘇郡小国町大字西里3006-2 週休2日制:その他 経験:あれば尚可(旅

福祉理容師

福祉美容師

(株)シルバー

サポートジャパン

雇用期間の定めなし

温泉・設備管理、

その他業全般

湯宿小国の

オーベルジュ

わいた館(株)
6:00～21:30の

間の8時間程度

雇用期間の定めなし

歯科助手 (医)芳生会

安光歯科医院 資格:不問

雇用期間の定めなし

福祉理容師

福祉美容師

(株)シルバー

サポートジャパン

雇用期間の定めなし

介護職【高年齢者

専用求人】

(株)ワンバイワン

歯科助手 そのだ歯科医院

資格:不問

雇用期間の定めなし

介護福祉士（阿蘇

グリーンヒル）

(医)高森会

雇用期間の定めなし

介護職（阿蘇

やまなみ病院）

(医)高森会

資格:不問

＊入浴、食事のお世話及び介護全般
・認知症病棟における生活支援(介護)
・老人介護、精神介護の補助
・（入浴、食事、排泄）の介護及び支援
・レクレーション補助/ケアプラン作成等
＊夜勤は月４回程度あります。

・入浴（衣服の脱着・洗身・洗髪）
・食事（セッティング・介助・後片づけ）
・排泄（トイレ誘導・オムツ交換等）
・老人介護や認知症介護
・環境整備・レクレーション補助
★未経験者の応募歓迎します。

（ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ阿蘇ふれあい）
・主に食事・入浴・排泄介助です。
・理学療法士と連携して、午前・午後の
集団体操、ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ。・送迎

・通所介護計画書等の書類作成の指導
＊資格取得を応援します。

個人宅・病院・デイサービスセンター・
老人保健施設・福祉施設などに訪問し、
理美容サービスを提供する社会貢献度の
高いお仕事です。

・患者さんの誘導
・器具等の準備・片付け
・器具の消毒・滅菌
・備品等の整理整頓
・歯科医師・歯科衛生士のサポート
・院内外の清掃

＊歯科診療の補助業務
・診療準備
・ドクターの診療補助
・使用器具の洗浄や滅菌消毒
・院内清掃等
・その他、補助業務に関する作業

個人宅・病院・デイサービスセンター・
老人保健施設・福祉施設などに訪問し、
理美容サービスを提供する社会貢献度の
高いお仕事です。

＊館長補佐のお仕事をしていただきます
・温泉、設備の管理・料理の配膳
・お客様のお出迎え、お見送り
など旅館業務全般です。

＊安心の寮完備です。少人数で
アットホームな雰囲気です。

＊館長補佐のお仕事をしていただきます
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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）

求人:１人
年齢:不問 普通自動車免許

阿蘇郡小国町大字西里3006-2 保険:雇･労･健･厚
従業員数:5人 月給制　:月額160,000円～160,000円 休日:他 学歴:不問

正社員 43090- 1045021 就業場所:阿蘇郡小国町大字西里3006-2 週休2日制:その他 経験:あれば尚可(旅
変形（1年単位）
①6:00～15:30 調理師
②10:00～19:30 あれば尚可

求人:１人 ③12:00～21:30
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:2,547人 時給制　:月額168,000円～252,000円 休日:他 学歴:不問
正社員以外 43090- 1051621 就業場所:阿蘇郡南阿蘇村大字河陽4369-1 週休2日制:毎週 経験:あれば尚可(レ

交替制あり
①6:00～15:30 調理師
②7:00～16:45 あれば尚可

求人:２人 ③8:30～18:00
年齢:59歳以下

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158,500円～158,500円 休日:他 学歴:不問

正社員 43090-  986121 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
①5:00～14:30
②8:30～18:00

求人:１人
年齢:不問

雇用期間の定めあり 熊本市中央区辛島町6-7　いちご熊本ビル4階 保険:雇･労･健･厚
(４か月以上) 従業員数:50,148 時給制　:月額192,800円～244,640円 休日:他 学歴:不問
正社員以外 43010-14605921 就業場所:阿蘇市黒川1266 週休2日制:毎週 経験:不問

交替制あり
①5:45～13:15
②10:15～19:15

求人:２人
年齢:不問 普通自動車免許

雇用期間の定めあり 福岡県福岡市博 保険:雇･労･健･厚
(４か月以上) 従業員数:5,230人 日給制　:月額210,000円～216,300円 休日:土日他 学歴:不問
正社員以外 40010-33810021 就業場所:阿蘇市永草2089 週休2日制:毎週 経験:必須(調理経験)

①8:30～17:30

求人:２人
年齢:不問

雇用期間の定めあり 上益城郡益城町大字田原1155-8 保険:雇･労･健･厚
(４か月未満) 従業員数:1,500人 時給制　:月額207,360円～207,360円 休日:他 学歴:不問
有期雇用派遣労働者 43011- 1812921 就業場所:阿蘇郡高森町大字色見822 週休2日制:毎週 経験:不問

変形（1ヶ月単位）

①7:00～12:00
②17:00~20:00

求人:１人
年齢:44歳以下

阿蘇市小里686 保険:雇･労･健･厚
従業員数:12人 月給制　:月額160,000円～180,000円 休日:他 学歴:不問

正社員 43090- 1030221 就業場所:阿蘇市小里686 週休2日制:その他 経験:不問
交替制あり
①6:30～16:00 普通自動車免許
②12:00~21:30 あれば尚可

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:2,547人 時給制　:月額149,520円～201,600円 休日:他 学歴:不問
正社員以外 43090- 1052921 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

調理師見習い

（旅館）

(有)鷹匠

(あその旅宿

　　　　鷹の庄)

資格:不問

雇用期間の定めなし

レストラン

ホールスタッフ

東急ﾘｿﾞｰﾂ&ｽﾃｲ(株)

阿蘇東急ゴルフクラ

ブ『阿蘇キャニオン

テラス＆ロッジ』

調理員 (株)レパスト福岡

営業所

福祉施設での

調理補助業務

(株)アヴェイル

資格:不問

調理員 (福)白久寿会

特別養護老人

ホーム　水生苑

雇用期間の定めなし

調理業務／阿蘇

医療センター

日清医療食品　

(株)南九州支店 資格:不問

温泉・設備管理、

その他業全般

湯宿小国の

オーベルジュ

わいた館(株)
6:00～21:30の

間の8時間程度

雇用期間の定めなし

レストラン調理：

和・洋食

東急ﾘｿﾞｰﾂ&ｽﾃｲ(株)

阿蘇東急ゴルフクラ

ブ『阿蘇キャニオン

テラス＆ロッジ』

料理のチカラで医療・福祉を支える
お仕事です。
病院厨房内での調理業務
＊朝・昼・夕 各９０食
スタッフ体制

（朝３名・昼６名・夕３名）

大手社員食堂の調理業務

＊離れ宿をご利用のお客様への食事作り
・旬の食材や自家農園で育てた野菜を
使った和食や創作料理を中心とした
調理全般

・食材や食器、器具等の衛生管理
・厨房内の清掃等・新ﾒﾆｭｰ開発

出勤後、制服に着替えて頂き指定された
調理方法で食事を作て頂きます。
特殊なきざみ方や、利用者様に合わせた
調理方法がありますが、未経験の方でも
安心して働ける環境です。
※２０２２年１２月末までの短期案件

・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

・ご利用者に合う食材の切り込み
調理、盛り付け

・配膳、下膳
・食器洗浄
・厨房内清掃

ホテルレストランホールでの接客

＊館長補佐のお仕事をしていただきます
・温泉、設備の管理・料理の配膳
・お客様のお出迎え、お見送り
など旅館業務全般です。

＊安心の寮完備です。少人数で
アットホームな雰囲気です。

・レストランのサービススタッフ
・ホール環境設備・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

交替制あり

求人:２人
年齢:59歳以下

阿蘇郡高森町大字中2885-1 保険:雇･労･健･厚
従業員数:32人 月給制　:月額180,000円～220,000円 休日:他 学歴:不問

正社員 43090- 1019921 就業場所:阿蘇郡高森町大字中2885-1 週休2日制:毎週 経験:不問
変形（1年単位）

求人:１人
年齢:59歳以下

熊本市西区田崎町430-11 保険:雇･労･健･厚
従業員数:81人 月給制　:月額199,000円～300,000円 休日:他 学歴:不問

正社員 43010-15867421 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
変形（1ヶ月単位）

①6:30～16:00
②8:00～17:30

求人:２人 ③10:30~20:00
年齢:69歳以下

阿蘇郡産山村大字田尻254-3 保険:雇･労･健･厚
従業員数:9人 月給制　:月額200,000円～230,000円 休日:他 学歴:不問

正社員 43090- 1023521 就業場所:阿蘇郡産山村大字田尻254-3 週休2日制:その他 経験:不問
変形（1ヶ月単位）

求人:３人
年齢:不問

雇用期間の定めあり 上益城郡益城町大字田原1155-8 保険:雇･労･健･厚
(４か月未満) 従業員数:1,500人 時給制　:月額206,400円～206,400円 休日:他 学歴:不問
有期雇用派遣労働 43011- 1779221 就業場所:阿蘇郡南小国町大字満願寺6392- 週休2日制:その他 経験:不問

変形（1年単位） 危険物取扱者（乙種）

①9:00～17:45
②12:00~20:45

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4411-9 保険:雇･労･健･厚
従業員数:125人 月給制　:月額208,400円～271,700円 休日:他 学歴:不問

正社員 43090- 1001921 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(機

介護職員初任者研修修了者

求人:１人
年齢:不問 普通自動車免許

雇用期間の定めあり 阿蘇市小池9番地 保険:雇･労
(４か月以上) 従業員数:56人 時給制　:時給860円～910円 休日:他 学歴:不問
パート労働者 43090- 1035921 就業場所:阿蘇市小池9番地 週休2日制:毎週 経験:不問

①9:30～16:00

求人:２人
年齢:不問

雇用期間の定めあり 阿蘇市一の宮町坂梨2365 保険:雇･労
(４か月以上) 従業員数:40人 時給制　:時給1,000円～1,000円 休日:火土日祝他 学歴:不問
パート労働者 43090- 1040421 就業場所:阿蘇市一の宮町坂梨2365 週休2日制:毎週 経験:不問

入浴介助員

（介護施設）

(福)治誠会

資格:不問

施設管理 ホテルグリーンピア

南阿蘇（(株)南阿蘇

カントリークラブ）

雇用期間の定めなし

パート
介護職（特定施設

入居者生活介護）

(有)ふきの企興　

小規模多機能型

居宅介護つどい
9:30～17:30の

間の6時間

接客・調理補助

（旅館）

(有)奥阿蘇の宿

やまなみ 資格:不問

雇用期間の定めなし

温泉旅館での

仲居業務

(株)アヴェイル

資格:不問7:00～22:00の

間の8時間

レストランホール

（接客）

(株)ノマドジャパン　

阿蘇スカイブルー　

ゴルフリゾート
資格:不問8:00～22:00の

間の8時間程度

雇用期間の定めなし

フロアスタッフ (株)

三協ダイニング 資格:不問10:00～21:00の

間の8時間程度

雇用期間の定めなし

（よかよか亭宮地店）
□店舗における接客業務全般

＊ご宿泊のお客様への接客業務
・お食事処の準備
・お料理、飲料水の提供及び後片付け
・簡単な調理補助（盛り付け・配膳等）

ホテルレストランホールでの接客
・簡単な調理、調理補助及び盛り付け
・ホール清掃、片付け
・その他の補助業務
・洗い物

・お客様のお出迎えや案内
・食事の配膳業務・館内の掃除
など中居業務全般をお願いします。

寮や食事も無料ですので、経済的にも
節約して働けます。

・身体介護（食事、入浴、排泄介助）
・生活援助
・レクリエーション
＊未経験者、経験の浅い方については、
幅広い年齢層のｽﾀｯﾌが従事している
ため丁寧に指導いたします。

・入所者の入浴介助が主になります。
排泄・移動の介助もあります。

・衣類の準備・管理
＊１日の入浴人数は３０名程度ですが、
５名のスタッフで入浴介助します。

＊入所者及び通所者様（デイサ―ビス）

＊空調や電器設備/水道等、ﾎﾃﾙを安全
かつ快適にご利用いただくため欠かせ
ない設備の点検やﾒﾝﾃﾅﾝｽ。各種機器や
設備などの点検、検査、清掃、整備
及びメンテナンス業者への連絡などが
主な業務になります。
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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

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:70人 時給制　:時給821円～850円 休日:他 学歴:高校以上

パート労働者 43090-  999521 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

求人:２人
年齢:不問

雇用期間の定めあり 熊本市東区南町16-8 保険:雇･労･健･厚
(４か月以上) 従業員数:95人 時給制　:時給955円～1,275円 休日:他 学歴:高校以上
パート労働者 43010-15006721 就業場所:阿蘇市乙姫2142-10 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

阿蘇郡小国町大字宮原11番地の3 保険:雇･労
従業員数:22人 時給制　:時給823円～823円 休日:日他 学歴:不問

パート労働者 43090-  936921 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:あれば尚可(介

①9:00～15:50

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115-1 保険:雇･労･健･厚
(４か月以上) 従業員数:263人 時給制　:時給1,000円～1,000円 休日:土日祝 学歴:不問
パート労働者 43090-  949221 就業場所:阿蘇市一の宮町宮地121 週休2日制:毎週 経験:不問

①9:00～15:00

求人:３人
年齢:不問

雇用期間の定めあり 阿蘇市一の宮町宮地115-1 保険:雇･労
(４か月以上) 従業員数:263人 時給制　:時給910円～910円 休日:土日祝 学歴:不問
パート労働者 43090-  953021 就業場所:阿蘇市一の宮町宮地115-1 週休2日制:毎週 経験:不問

介護福祉士
①9:00～15:00

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115-1 保険:雇･労
(４か月以上) 従業員数:263人 時給制　:時給1,200円～1,200円 休日:土日祝 学歴:不問
パート労働者 43090-  956221 就業場所:阿蘇市一の宮町宮地121 週休2日制:毎週 経験:不問

①8:30～16:00

求人:１人
年齢:60歳以上 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821円～1,000円 休日:日他 学歴:不問
パート労働者 43090-  957521 就業場所:阿蘇市内牧353 週休2日制:毎週 経験:不問

理容師
①9:00～18:00 美容師

求人:２人 上記のいずれか
年齢:不問 普通自動車免許

福岡県福岡市中央区荒戸2丁目1-1 保険:労
従業員数:47人 時給制　:時給1,300円～2,500円 休日:土日祝他 学歴:不問

パート労働者 40010-30193821 就業場所:阿蘇郡高森町/産山村/西原村 週休2日制:毎週 経験:不問

福祉理容師

福祉美容師

(株)シルバー

サポートジャパン

又は9:00～18:00の

間の2時間以上
雇用期間の定めなし

介護福祉士（阿蘇

グリーンヒル）

(医)高森会

介護職【高年齢者

専用求人】

(株)ワンバイワン

入浴介助員（阿蘇

グリーンヒル）

(医)高森会

資格:不問

介護職（阿蘇

やまなみ病院）

(医)高森会

資格:不問

又は9:00～15:00の

間の3時間程度

介護職／乙姫の家 (株)

かいごのみらい 資格:不問8:00～17:00の

間の6時間以上

介護職（デイ

サービス）

(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）

8:30～17:30の

間の4時間以上

雇用期間の定めなし

介護職員

（福祉施設）

(福)白久寿会

特別養護老人

ホーム　水生苑
又は8:00～17:30の

間の6時間程度
雇用期間の定めなし

認知症ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑでの介護及び生活支援。自
分らしく生活していただく為の認知症
ケア・身体介護・メンタルケア。
日常生活支援（炊事・洗濯・掃除等）に
携わっていただきます。

＊入所者様の入浴介助が主になりますが
身の回りのお世話（食事、排泄、移動
の介助）もあります。

・１日に介護員５名で約30－40名を担当
・洗濯物の管理

・入浴（衣服の着脱・洗身・洗髪）
・環境整備・食事（介助、後片付け）
・レクレーション補助
・排泄援助（トイレ誘導、オムツ交換）
・老人介護や認知症介護

＊入浴、食事のお世話及び介護全般
・認知症病棟における生活/介護支援
・老人介護、精神介護の補助
・生活全般（入浴、食事、排泄）の介護
及び支援・レクレーション補助

・ケアプラン作成等

（デイサービス阿蘇ふれあい）
・主に食事・入浴・排泄介助
・理学療法士と連携して、午前・午後の
集団体操、ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝを行います。

・利用者の送迎
・通所介護計画書等の書類作成の指導

個人宅・病院・デイサービスセンター・

個人宅・病院・デイサービスセンター・
老人保健施設・福祉施設などに訪問し、
理美容サービスを提供する社会貢献度の
高いお仕事です。

＊入所者及び通所者様（デイサ―ビス）
の身の回りのお世話及び介護業務全般。

・食事介助・入浴、及び着替えの介助
・排泄介助等
※介護の資格の無い方でも最初から指導
しますので資格取得も可能です。

・デイケアの送迎業務
社用車（軽自動車～普通車）を使用

・食事の配膳、下膳
・食事介助・入浴介助・排泄介助
・レクレーション参加等
＊１日の利用定員１０名まで
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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

理容師
①9:00～18:00 美容師

求人:２人 上記のいずれか
年齢:不問 普通自動車免許

福岡県福岡市中央区荒戸2丁目1-1 保険:労
従業員数:47人 時給制　:時給1,300円～2,500円 休日:土日祝他 学歴:不問

パート労働者 40010-30194221 就業場所:阿蘇市/阿蘇郡南小国町/小国町/南阿蘇村 週休2日制:毎週 経験:不問

①8:30～14:30 調理師
②13:00~18:00 あれば尚可

求人:２人
年齢:不問

雇用期間の定めあり 熊本市西区城山下代2丁目7番11号 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 43010-15852921 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:不問

求人:１人
年齢:不問

雇用期間の定めあり 熊本市中央区大江6丁目24-19 保険:雇･労
(４か月以上) 従業員数:1,000人 時給制　:時給900円～900円 休日:土日祝他 学歴:不問
パート労働者 43010-15442821 就業場所:阿蘇市黒川881-4 週休2日制:毎週 経験:不問

求人:２人
年齢:59歳以下

阿蘇市一の宮町宮地1861番地 保険:雇･労
従業員数:14人 時給制　:時給821円～1,000円 休日:他 学歴:不問

パート労働者 43090- 1073221 就業場所:阿蘇市一の宮町宮地1861番地 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 阿蘇郡南小国町大字満願寺5621-7 保険:雇･労･健･厚
(４か月以上) 従業員数:100人 時給制　:時給900円～900円 休日:他 学歴:不問
パート労働者 43090- 1067421 就業場所:阿蘇郡南小国町大字満願寺5644週休2日制:毎週 経験:不問

①7:00～16:00

求人:１人
年齢:不問

雇用期間の定めあり 阿蘇郡南阿蘇村河陰5254番地 保険:雇･労･健･厚
(４か月以上) 従業員数:125人 時給制　:時給830円～830円 休日:他 学歴:不問
パート労働者 43090- 1061121 就業場所:阿蘇郡南阿蘇村河陰5254番地 週休2日制:毎週 経験:あれば尚可(日

①8:00～15:45 普通自動車免許
②9:00～16:45 あれば尚可

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:68人 時給制　:時給830円～880円 休日:他 学歴:不問
パート労働者 43090- 1047821 就業場所:阿蘇市乙姫2052 週休2日制:毎週 経験:不問

①9:00～16:00

求人:１人
年齢:不問

雇用期間の定めあり 熊本市中央区大江6丁目24-19 保険:雇･労
(４か月以上) 従業員数:1,000人 時給制　:時給900円～900円 休日:土日祝他 学歴:不問
パート労働者 43010-15447621 就業場所:阿蘇市黒川881-4 週休2日制:毎週 経験:不問

学校給食

調理補助業務

九州綜合サービス　

(株)
資格:不問

調理補助業務 (株)南阿蘇

カントリークラブ
資格:不問

レストラン

厨房スタッフ

阿蘇ハイランド

開発(株)

又は8:00～17:00の

間の7時間程度

調理及びホール

スタッフ

(有)阿蘇はなびし

資格:不問8:00～18:00の

間の7時間程度

雇用期間の定めなし

調理補助 瀬の本

高原リゾート(株) 資格:不問8:30～21:30の

間の6時間以上

調理補助業務

／湯の里荘

(株)

南九州ニチダン

学校給食配缶業務 九州綜合サービス　

(株)
資格:不問10:00～14:45の

間の4時間程度

福祉理容師

福祉美容師

(株)シルバー

サポートジャパン

又は9:00～18:00の

間の2時間以上
雇用期間の定めなし

個人宅・病院・デイサービスセンター・
老人保健施設・福祉施設などに訪問し、
理美容サービスを提供する社会貢献度の
高いお仕事です。

阿蘇市阿蘇学校給食センター
学校給食配缶業務
・学校給食の配缶
・調理器具の洗浄等
＊２，０００食程度

＊レストラン調理で経験に応じ作業分担
（現在４名で対応）

・仕込み・食材切り込み作業
・必要に応じてホール業務もあり
・洗い場・開店前・閉店後の片付け等
＊立ち作業が多いです。

阿蘇市阿蘇学校給食センター
調理補助業務
・切り込み等
・食器洗浄
・調理場内清掃等
＊２，０００食程度

＊バイキングレストランで提供する料理
の調理補助を担当していただきます。

・食材の切り込み、仕込み盛りつけ
・食器の洗浄、片付け
・その他付随する業務
＊田舎料理が得意な方、大歓迎。

＊瀬の本高原ホテルにおいての調理補助
・調理場で仕込みや盛り付けの補助
・食器の準備や洗浄、調理器具の用意
・片付けなど

養護老人ホームでの調理補助。
・補助業務全般
・盛り付け
・配膳、下膳
・洗浄、清掃等
＊朝夕５０食、昼４０食程度

＊ゴルフ場施設内のレストランで、厨房
責任者の下、お客様へ提供する料理の
調理補助業務を行って頂きます。

・食材の洗いや簡単な切り込み
・簡単な調理、仕込み、盛り付け
・調理器具などの洗浄

・日帰りのお客様、ご宿泊のお客様へ
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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
①5:30～10:30
②5:30～14:30

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:雇･労
(４か月以上) 従業員数:125人 時給制　:時給830円～830円 休日:他 学歴:不問
パート労働者 43090-  932521 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

求人:１人
年齢:18歳以上

阿蘇市一の宮町宮地2396-1 保険:雇･労
従業員数:20,000 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-  990421 就業場所:阿蘇市一の宮町宮地2396-1 週休2日制:毎週 経験:不問

①9:00～15:30 普通自動車免許
②10:00~16:30 あれば尚可

求人:３人 ③11:00~17:30
年齢:不問

阿蘇郡高森町大字高森2685-2 保険:雇･労
従業員数:15人 時給制　:時給925円～1,225円 休日:他 学歴:不問

パート労働者 43090- 1038721 就業場所:阿蘇郡高森町大字高森2685-2 週休2日制:毎週 経験:不問

①10:00~15:00

求人:２人
年齢:不問

阿蘇市一の宮町中通640-1 保険:雇･労
従業員数:12人 時給制　:時給1,200円～1,200円 休日:水木 学歴:不問

パート労働者 43090- 1062021 就業場所:阿蘇市一の宮町中通640-1 週休2日制:毎週 経験:不問

①6:00～9:00
②10:00~14:00

求人:３人 ③17:30~21:30
年齢:59歳以下

阿蘇市黒川1230 保険:雇･労
従業員数:100人 時給制　:時給850円～950円 休日:他 学歴:不問

パート労働者 43090- 1007521 就業場所:阿蘇市黒川1230 週休2日制:その他 経験:不問

求人:１人
年齢:18歳以上

阿蘇市一の宮町宮地2396-1 保険:雇･労
従業員数:20,000 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-  991321 就業場所:阿蘇市一の宮町宮地2396-1 週休2日制:毎週 経験:不問
交替制あり

求人:１人
年齢:18歳以上 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1,000円～1,000円 休日:他 学歴:不問
パート労働者 43090- 1013821 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

①8:00～11:00
②17:30~20:30

求人:３人
年齢:69歳以下

阿蘇郡産山村大字田尻254-3 保険:労
従業員数:9人 時給制　:時給1,000円～1,500円 休日:他 学歴:不問

パート労働者 43090- 1024421 就業場所:阿蘇郡産山村大字田尻254-3 週休2日制:毎週 経験:不問

接客業務 (有)奥阿蘇の宿

やまなみ 資格:不問

雇用期間の定めなし

接客係 (株)ジョイフル

西九州

阿蘇一の宮店

資格:不問9:00～2:00の間

の4時間程度

雇用期間の定めなし

ナイトフロント

（ホテル）

(株)阿蘇

ファームランド
21:00～8:00の

間の7時間

レストラン

ホールスタッフ

(株)ひばり工房

資格:不問

雇用期間の定めなし

レストラン係

（ホテル）

(株)阿蘇の司

（阿蘇の司　

ビラパークホテル

＆スパリゾート）

資格:不問

雇用期間の定めなし

調理 (株)ジョイフル

西九州

阿蘇一の宮店

資格:不問9:00～2:00の間

の4時間程度

雇用期間の定めなし

接客・調理補助

及びレジ業務

(有)乙寿屋観光　

高森田楽の里

雇用期間の定めなし

調理補助

（ホテル）

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

＊ﾌｧﾐﾘｰﾚｽﾄﾗﾝにおける調理全般
・各種メニューによる仕込み
・ハンバーグ、魚等の焼成・揚げ物
・サラダの盛り付け
・調理器具、皿等の洗い
・厨房内の清掃等

レストラン業務及び接客
・準備・調理補助・食器洗浄・片付け
・清掃
・オーダー受け・レジ
＊土日勤務出来る方歓迎します。

＊レストランの接客業務全般
・お客様より料理、飲料等の注文受け
・デザート、簡単な料理の盛り付け
・お料理等の提供・精算、レジ業務
・後片付け・レストラン内の清掃等

＊レストラン及び宴会場の接客業務全般。
・テーブル、宴会場のセッティング
・お料理、お飲み物の提供及び下膳
・後片付け及び清掃等
＊就業時間（２）は昼食ご予約の団体様
等の接客となります。

＊ご宿泊のお客様への接客業務
・お食事処の準備
・お料理、飲料水の提供及び後片付け
・食事処 配膳・下膳、清掃
＊午前中の勤務についてはお客様の
送り出しがあります。

＊ﾎｰﾙ接客及び簡単な調理補助/レジ業務
・調理準備、野菜の洗い物、切り込み
・盛り付け・料理、飲料等の注文受付
・精算、レジ業務・後片付け
・洗い場作業及び清掃等
・売店業務（レジ業務）

・日帰りのお客様、ご宿泊のお客様へ
提供する料理の調理補助業務全般

・朝食の簡単な調理と盛り付け

・園内見回り業務（車巡回を交替制で）
・ﾌﾛﾝﾄ内等の清掃、簡単なﾒﾝﾃﾅﾝｽや修繕
・翌朝の準備やフロントへの伝達、報告
・内線や外線電話の対応、施設案内
・緊急時の対応
慣れてきたらﾁｪｯｸｲﾝ・ｱｳﾄ手続き等。

（ドクターキッスフィッシュ阿蘇）
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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:２人
年齢:不問

大分県由布市湯布院町川上1471-1　102 保険:労
従業員数:50人 時給制　:時給900円～1,000円 休日:他 学歴:不問

パート労働者 44010-13809721 就業場所:阿蘇郡南阿蘇村大字河陽5579-1週休2日制:その他 経験:不問
変形（1ヶ月単位）

求人:１人
年齢:59歳以下

熊本市西区花園1丁目3-1 保険:労
従業員数:15人 時給制　:時給1,000円～1,000円 休日:他 学歴:高校以上

パート労働者 43010-14899621 就業場所:阿蘇市内牧1038-1　 週休2日制:その他 経験:不問

①17:00~22:00 簡単なPC操作

求人:１人
年齢:不問

雇用期間の定めあり 阿蘇市内牧267番地7 保険:雇･労
(４か月以上) 従業員数:65人 月給制　:時給941円～941円 休日:月他 学歴:不問
パート労働者 43090- 1034621 就業場所:阿蘇市一の宮町宮地2318-1 週休2日制:毎週 経験:不問

①8:00～17:00

求人:２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153,202円～203,849円 休日:土日 学歴:不問

正社員 43010-17308921 就業場所:阿蘇郡南阿蘇村大字立野 週休2日制:毎週 経験:不問

①8:00～17:00

求人:２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153,202円～203,849円 休日:土日 学歴:不問

正社員 43010-15558421 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:２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153,202円～203,849円 休日:土日 学歴:不問

正社員 43010-15574421 就業場所:阿蘇郡高森町近郊 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153,202円～203,849円 休日:土日 学歴:不問

正社員 43010-15578121 就業場所:阿蘇郡小国町・南小国町近郊 週休2日制:毎週 経験:不問

警備係／阿蘇・

高森地区

九州警備保障　

(株) 資格:不問

雇用期間の定めなし

警備係／小国・

南小国地区

九州警備保障　

(株) 資格:不問

雇用期間の定めなし

フルタイム
警備係／大津・

立野

九州警備保障　

(株) 資格:不問

雇用期間の定めなし

警備係隊長候補

／阿蘇地区

九州警備保障　

(株) 資格:不問

雇用期間の定めなし

ホール係 (株)富士千

資格:不問9:00～22:00の

間の3時間程度

雇用期間の定めなし

施設管理（就業

センター）

(株)ＡＳＯ

ワークネット

店舗スタッフ (株)ロハスト

資格:不問9:00～18:00の

間の3時間以上

雇用期間の定めなし

・店内での接客
・機械等の保守点検

＊阿蘇市就業センター・一の宮体育館の
施設管理業務全般

・館内の清掃・メンテナンス・電話対応
・体育館使用の予約受付、及び予約管理
・就業ｾﾝﾀｰ・体育館利用の申請書作成等
・料金聴取・利用者の接客 等

（ドクターキッスフィッシュ阿蘇）
・ご来店のお客様のご案内
＊笑いと感動のドクターキッス
フィッシュで楽しく仕事ができます。

＊短時間勤務も相談に応じます
＊働きやすく楽しい職場環境です

農林･保安特集

・車両の停止や進行案内を行う
「車両誘導業務」
・来場者の横断案内や駐車場案内を行う
「イベント・スポーツ会場案内業務」
・工事関係者を通行車両から守る
「規制警備業務」

・小規模な工事現場の安全確保を行う
「通行者誘導業務」
・横断案内や駐車場案内を行う
「イベント・スポーツ会場案内業務」
九州警備の仕事量は安定していますので
１年間を通して安定した勤務ができます

・小規模な工事現場の安全確保を行う
「通行者誘導業務」
・横断案内や駐車場案内を行う
「イベント・スポーツ会場案内業務」
九州警備の仕事量は安定していますので
１年間を通して安定した勤務ができます

・工事現場・イベント会場 他

阿蘇郡南阿蘇村立野地区にて土木工事の
警備を行っていただきます。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。また九州
警備の仕事量は安定していますので、
年間を通して安定した勤務ができます。
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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

交替制あり 原動機付自転車免許
①8:00～17:00
②21:00～6:00

求人:２人
年齢:18歳以上

雇用期間の定めあり 大分県大分市大字中尾501番地4 保険:雇･労･健･厚
(４か月以上) 従業員数:254人 日給制　:月額181,500円～181,500円 休日:他 学歴:不問
正社員以外 44010-11833521 就業場所:豊肥(竹田/三重/久住方面)・阿蘇(阿蘇郡産山村) 週休2日制:その他 経験:あれば尚可

①8:00～17:00

求人:１人
年齢:不問 自動車免許(AT不可)

阿蘇郡　高森町大字上色見2299 保険:労
従業員数:3人 日給制　:月額227,050円～239,000円 休日:日祝他 学歴:不問

正社員 43090- 1005821 就業場所:阿蘇郡　高森町大字上色見2299 週休2日制:なし 経験:あれば尚可(刈
変形（1ヶ月単位）

①8:00～17:00
②6:00～15:00

求人:２人 ③6:00～18:00
年齢:49歳以下 自動車免許(AT不可)

阿蘇郡小国町下城2701 保険:雇･労･健･厚
従業員数:3人 日給制　:月額160,300円～169,460円 休日:日祝他 学歴:不問

正社員 43090-  989821 就業場所:阿蘇郡小国町下城2701 週休2日制:その他 経験:あれば尚可(＊
変形（1ヶ月単位）

①8:00～17:00

求人:１人
年齢:不問 自動車免許(AT不可)

阿蘇郡高森町大字矢津田354-1 保険:雇･労･健･厚
従業員数:5人 日給制　:月額185,250円～247,000円 休日:水他 学歴:不問

正社員 43090-  995021 就業場所:阿蘇郡高森町大字矢津田354-1 週休2日制:なし 経験:不問

①6:00～11:00

求人:３人
年齢:不問

雇用期間の定めあり 阿蘇市一の宮町宮地平田593 保険:
(４か月未満) 従業員数:0人 時給制　:時給830円～830円 休日:他 学歴:不問
パート労働者 43090- 1006221 就業場所:阿蘇市一の宮町宮地平田593 週休2日制:その他 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5542番地5 保険:雇･労･健･厚
(４か月未満) 従業員数:9人 時給制　:時給830円～830円 休日:日祝他 学歴:不問
パート労働者 43090- 1074521 就業場所:阿蘇郡南阿蘇村大字河陽5542番地5 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 阿蘇市一の宮町坂 保険:
(４か月以上) 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-  992621 就業場所:阿蘇市一の宮町坂梨馬場 週休2日制:なし 経験:不問

農作業

（トマト収穫）

秋本農園

資格:不問6:00～12:00の

間の3時間以上

パート
農作業員

（トマト収穫）

渡辺農林

資格:不問

きのこ

生産作業員

(株)阿蘇

バイオテック 資格:不問

農作業 (株)下巣畑農産

雇用期間の定めなし

養殖管理 (有)村上養魚場

雇用期間の定めなし

交通警備員（豊肥

地区・阿蘇地区）

大分総合警備管理　

(株)

樹木の生産販売 竹内緑地

雇用期間の定めなし

＊トマト（大玉）の収穫作業。
＊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
上旬になる予定です。
就業時間については相談に応じます。

＊土、日、祝日就労可能な方希望します

＊搾乳及び付随業務、乳牛・めん羊の

＊トマトの栽培・収穫に係る作業：
・収穫、受粉作業、花かす取り等
・軽作業、草むしり等の関連作業

・工事現場・イベント会場 他
現場により夜勤や残業があります。

（現場の勤務スケジュールに準じる）
＊夜勤の出来ない方は日勤勤務での
相談に応じます。夜勤のみの勤務も
可能です（相談のうえ、決定します）

＊主な仕事として、樹木の苗木の裁植、
栽培を行います。

・苗木を畑に植え、２～３年生育させて
出荷及び販売を行います。

＊個人宅での庭園の剪定作業もあります。

・ヤマメ・ニジマスの養殖管理、
ｴｻやり/選別/魚卵の孵化作業/販売する
上で注文を取りまとめたり、生産量を
決めたりと責任あるお仕事です。

・出荷作業・お得意様（飲食店/宿泊施設
等）への配達業務もお願いします。

＊畑(野菜等/さつま芋)の管理/農作業全般
・除草作業・トラクターでの耕運
・収穫作業、配送業務（社用車を使用）
・作業記録等のパソコン入力
＊必要であれば特殊免許取得
（大型特殊等）の支援もします。

・菌床づくり、種菌の植え付け
菌床移動、発生操作

・収穫、梱包、出荷作業
・発生後の菌床入れ替え/施設内外の清掃
＊菌床１個が約2.5キロあり、連続する
作業があります。
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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

①5:00～9:00
②14:00～18:00

求人:３人 ③6:00～15:00
年齢:18歳以上

阿蘇市一の宮町坂梨2659ー2 保険:
従業員数:0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- 1011021 就業場所:阿蘇市一の宮町坂梨2659ー2 週休2日制:その他 経験:不問

①8:00～17:00

求人:１人
年齢:不問 普通自動車免許

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:不問

パート労働者 43090-  994121 就業場所:阿蘇郡高森町大字矢津田354-1 週休2日制:毎週 経験:不問

川魚の養殖・

調理補助

(有)村上養魚場

雇用期間の定めなし

酪農めん羊作業員

営繕・清掃員

(有)富安牧場

資格:不問

又は4:00～18:00の

間の1時間以上
雇用期間の定めなし

＊ﾔﾏﾒ、ﾏｽ、ｲﾜﾅの養殖・加工・販売。
・川魚の飼育：えさやり、池の清掃等
・下処理・調理補助
・配達業務：主に南阿蘇村、高森方面、
阿蘇市 ・店舗の清掃

＊出来れば土、日勤務可能な方を希望。

＊搾乳及び付随業務、乳牛・めん羊の
飼育管理全般等

（就業時間の（１）（２）に該当）
＊大型機械による管理作業、農場の営繕
清掃等

（就業時間の（３）に該当）
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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」

・就業地別求人 ・阿蘇市

・小国／南小国

・高森／産山

・南阿蘇

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」

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


