
この求人情報誌はR3.1.11～R3.1.25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

2月16日（火）

■新着求人（フルタイム・パート）

■条件ＵＰ！求人

■各種セミナーの開催日程

！

※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。



1 月

2 火

3 水 ③看護のお仕事相談

4 木

5 金 ①就職支援セミナー

8 月

9 火 ②医療・福祉事業所説明会

10 水 ②医療・福祉事業所説明会

水 ④あそ若者しごと相談会

12 金

15 月

16 火 ②医療・福祉事業所説明会

17 水

18 木

19 金

22 月

24 水 ②医療・福祉事業所説明会

水 ④あそ若者しごと相談会

25 木

26 金

窓口にお尋ね・またはお電話ください。

＊就職支援セミナー受講希望の方は

🌸ハローワーク阿蘇　2月の予定🌸

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）予定

・ハローワーク阿蘇２階会議室

☆雇用保険受給者の方は、

求職活動にカウントされます。

③看護のお仕事相談
・第1水曜日（10：30～15：00）

・ハローワーク阿蘇１階

☆仕事探し、進路、資格取得、

仕事の悩み、技術研修等など

【熊本県看護協会熊本県ﾅｰｽｾﾝﾀｰ】

④あそ若者しごと相談会
・第2・4水曜日（10：00～15：30）

・ハローワーク阿蘇１階

★仕事・就職に関するご相談

★職場見学・体験ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ利用

たまな若者サポートステーション

⑤福祉のお仕事相談会
・第３水曜日（10：30～15：00）奇数月

・ハローワーク阿蘇１階
☆福祉の仕事の内容
資格取得についてなど

熊本県社会福祉協議会
熊本県福祉人材・研修センター



交替制あり 薬剤師
①8:30～17:30
②9:30～18:30

求人:１人 ③8:30～13:00
年齢:59歳以下 普通自動車免許

阿蘇市小里250-4 保険:雇･労･健･厚
従業員数:8人 年俸制　:月額420,000円～550,000円 休日:日祝他 学歴:大学以上

正社員 43090-  153211 就業場所:阿蘇市小里250-4 週休2日制:その他 経験:あれば尚可(新
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-  148011 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
看護師

①8:30～17:15 保健師

求人:１人 上記のいずれか
年齢:40歳以下 普通自動車免許

阿蘇市内牧976番地の2 保険:雇･労･健･厚
従業員数:128人 月給制　:月額160,000円～180,000円 休日:土日祝他 学歴:不問

正社員 43090-  106411 就業場所:阿蘇市内牧976番地の2 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-  108311 就業場所:阿蘇市三久保715番地 週休2日制:その他 経験:必須(正看護師
准看護師

①8:45～18:00 看護師
②8:45～13:15

求人:１人 上記のいずれか
年齢:不問

阿蘇市一の宮町宮地1801-1 保険:雇･労･健･厚
従業員数:10人 時給制　:月額173,000円～234,000円 休日:日祝 学歴:不問

正社員以外 43090-  113411 就業場所:阿蘇市一の宮町宮地1801-1 週休2日制:その他 経験:不問
准看護師

①8:30～17:15

求人:１人
年齢:40歳以下 普通自動車免許

阿蘇市内牧976番地の2 保険:雇･労･健･厚
従業員数:128人 月給制　:月額160,000円～180,000円 休日:土日祝他 学歴:不問

正社員 43090-  110811 就業場所:阿蘇市内牧976番地の2 週休2日制:毎週 経験:不問
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:20人 月給制　:月額210,000円～300,000円 休日:日他 学歴:不問
正社員以外 43090-  111211 就業場所:阿蘇市内牧353 週休2日制:毎週 経験:不問

薬剤師

雇用期間の定めなし

(有)野の花薬局

看護師又は

保健師

雇用期間の定めなし

(福)阿蘇市

社会福祉協議会

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

正・准看護師

雇用期間の定めなし

一の宮整形外科

看護師

雇用期間の定めなし

(福)蘇幸会

障害者支援施設

たちばな園

リハビリ職員

（ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ）

(株)ワンバイワン

准看護師

雇用期間の定めなし

(福)阿蘇市

社会福祉協議会

職種 求人者名 仕事の内容・賃金 就業時間 資格経験

フルタイム
B　専門的・技術的職業（各種技術者、看護師、保育士、栄養士等）

＊薬剤師法に基づく調剤、服薬指導
＊ＯＴＣの販売
＊在宅訪問服薬指導
＊薬品の発注業務、及び管理

＊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

＊デイサービスにおける看護業務全般
及び介護業務をしていただきます。

・排泄・食事・入浴介助
・着替え等の介助
・通所者の方の送迎
・体操・レクレーションの指導

・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

・採血・検査等の準備
・薬剤の管理業務
＊電子カルテを採用しておりますが、
操作方法等は基本からお教えし入力
は熟練した職員がお手伝いいたします。

＊看護業務は現在４名で対応しています。

＊デイサービスにおける看護業務全般
及び介護業務をしていただきます。

・排泄・食事・入浴介助
・着替え等の介助
・通所者の方の送迎
・体操・レクレーションの指導

・一人２０分～３０分の個別リハビリ
（ベッド上での機能訓練、床上動作訓
歩行訓練、ADL訓練、IADL訓練）

・利用者の送迎、食事・入浴・排泄介助
・通所介護計画書等の書類作成
＊研修支援制度あり。

＊ドクターのサポート及び治療補助

1



職種 求人者名 仕事の内容・賃金 就業時間 資格経験

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･雇･健
従業員数:5人 月給制　:月額175,000円～240,000円 休日:日祝他 学歴:不問

正社員 43090-  156011 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: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-  116611 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

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1983-4 保険:雇･労･健･厚
従業員数:12人 月給制　:月額180,000円～190,000円 休日:土日祝 学歴:専修学校以上

正社員 43090-  126111 就業場所:阿蘇市一の宮町宮地1983-4 週休2日制:毎週 経験:不問
変形（1ヶ月単位） 管理栄養士
①8:00～17:00 栄養士

求人:１人 上記のいずれか
年齢:不問 普通自動車免許

雇用期間の定めあり 阿蘇市乙姫1776番地 保険:雇･労･健･厚
(４か月以上) 従業員数:100人 月給制　:月額147,300円～202,000円 休日:他 学歴:不問
正社員以外 43090-  160711 就業場所:阿蘇市乙姫1776番地 週休2日制:その他 経験:あれば尚可(経

変形（1年単位） 保育士
①7:30～16:30
②8:30～17:30

求人:１人 ③9:30～18:30
年齢:不問

雇用期間の定めあり 阿蘇郡高森町高森1610 保険:雇･労･健･厚
(４か月以上) 従業員数:27人 日給制　:月額148,608円～148,608円 休日:日祝他 学歴:短大以上
正社員以外 43090-  163511 就業場所:阿蘇郡高森町高森1610 週休2日制:その他 経験:不問

変形（1年単位） 保育士
①7:30～16:30
②8:30～17:30

求人:１人 ③9:30～18:30
年齢:44歳以下

阿蘇郡高森町高森1610 保険:雇･労･健･厚
従業員数:27人 月給制　:月額163,816円～163,816円 休日:日祝他 学歴:短大以上

正社員 43090-  166311 就業場所:阿蘇郡高森町高森1610 週休2日制:その他 経験:不問
介護支援専門員

①8:30～17:15

求人:１人
年齢:59歳以下 普通自動車免許

阿蘇市内牧976番地の2 保険:雇･労･健･厚
従業員数:128人 月給制　:月額160,000円～180,000円 休日:土日祝他 学歴:不問

正社員 43090-  105511 就業場所:阿蘇市一の宮町宮地505-6 週休2日制:毎週 経験:不問

歯科衛生士

雇用期間の定めなし

あい歯科

クリニック

歯科衛生士

雇用期間の定めなし

そのだ歯科医院

歯科衛生士

雇用期間の定めなし

(医)社団きずな会

阿蘇きずな歯科医

院

管理栄養士また

は栄養士

(福)角岳会

乙姫荘

雇用期間の定めなし

(福)みどり福祉会

高森保育園

介護支援専門員

保育士 (福)みどり福祉会

高森保育園

保育士：正社員

雇用期間の定めなし

(福)阿蘇市

社会福祉協議会

＊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

・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。

●ドクターのサポート及び診療補助
使用する器具の準備や使用後の滅菌消毒、
片付けなど●歯石除去やﾌｯ素塗布、歯磨き
指導など●提供文書作成
※訪問診療時、社用車（軽自動車）の
運転があります。

＊利用者の身体状態による食事の献立作成
（食事管理、栄養指導）＊厨房内統括管理
（食材費管理、衛生管理等）
＊栄養管理及び栄養状況等の報告書作成
＊調理の補助業務（検収、切込み、調理、
配膳等）

＊０歳から６歳までの保育業務
・各年齢に応じた基本的生活習慣の確率
・保育に関する事務
（こどもの成長記録等に関する事務）
・環境整備（室内外の清掃等

・基本的生活習慣の確立のための手助け
・保護者との連携に関する業務
・保育に関する事務
（子どもの成長記録等に関する事務）
・環境整備：室内外の清掃等

＊居宅介護事業においてｹｱプラン作成、
若しくは地域包括支援センターに
おいてｹｱﾌﾟﾗﾝの作成

・利用者及び家族等との面談。
・関係事業所との連絡及びｻｰﾋﾞｽの調整
訪問時には公用車を使用します。
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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

変形（1年単位）
①8:00～17:00

求人:２人
年齢:64歳以下 普通自動車免許

阿蘇郡高森町大字高森1589-16 保険:雇･労･健･厚
従業員数:50人 月給制　:月額180,000円～180,000円 休日:日他 学歴:高校以上

正社員 43090-  169111 就業場所:阿蘇郡高森町大字高森1589-16 週休2日制:その他 経験:あれば尚可(パ
変形（1ヶ月単位）

①9:00～17:00

求人:２人
年齢:59歳以下

阿蘇郡南阿蘇村大字河陽5579-3 保険:雇･労･健･厚
従業員数:187人 月給制　:月額165,000円～225,000円 休日:他 学歴:高校以上

正社員 43090-  137211 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(簡

①8:30～17:30

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386-3 保険:雇･労･健･厚
従業員数:4人 月給制　:月額150,000円～150,000円 休日:土日祝他 学歴:高校以上

正社員以外 43090-  161811 就業場所:阿蘇市一の宮町宮地386-3 週休2日制:毎週 経験:あれば尚可(パ
変形（1ヶ月単位）

①8:30～17:30

求人:１人
年齢:59歳以下 普通自動車免許

阿蘇郡南小国町大字赤馬場1301-4 保険:雇･労･健･厚
従業員数:9人 時給制　:月額137,760円～168,000円 休日:日祝他 学歴:不問

正社員 43090-  118111 就業場所:阿蘇郡南小国町大字赤馬場1301-4 週休2日制:その他 経験:不問

①8:30～17:15

求人:２人
年齢:30歳以下 普通自動車免許

阿蘇市内牧976番地の2 保険:雇･労･健･厚
従業員数:128人 月給制　:月額144,000円～180,000円 休日:土日祝他 学歴:高校以上

正社員 43090-  123311 就業場所:阿蘇市内牧976番地の2 週休2日制:毎週 経験:不問

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 阿蘇市黒川1306-1　阿蘇警察署内 保険:雇･労･健･厚
(４か月以上) 従業員数:3人 月給制　:月額127,600円～127,600円 休日:土日祝他 学歴:高校以上
正社員以外 43090-  125911 就業場所:阿蘇市黒川1306-1　阿蘇警察署内 週休2日制:毎週 経験:不問

①8:30～17:00
②8:30～12:00

求人:１人
年齢:不問

雇用期間の定めあり 阿蘇市一の宮町宮地5634-2 保険:雇･労･健･厚
(４か月未満) 従業員数:69人 時給制　:月額124,400円～124,400円 休日:土日祝 学歴:高校以上
正社員以外 43090-   97111 就業場所:阿蘇市一の宮町宮地5634-2 週休2日制:その他 経験:不問

雇用期間の定めなし

(株)草村企業

予約・営業事務

一般事務

一般事務

雇用期間の定めなし

一の宮町

土地改良区

雇用期間の定めなし

(株)阿蘇

ファームランド 資格:不問

一般事務

雇用期間の定めなし

(福)阿蘇市

社会福祉協議会

一般事務

雇用期間の定めなし

(有)太陽印刷社

窓口業務及び一

般事務

阿蘇地区

交通安全協会

一般事務 熊本県

畜産農業協同組合

阿蘇支所

C　事務的職業（総務・一般・経理・受付・医療事務等）
＊企業ｸﾞﾙｰﾌﾟ(土木建築業/観光業等)事務
・売上計算等の事務（出納帳等への転記
作業等）

・金融機関への外出（入金・出金等）
・ｸﾞﾙｰﾌﾟの売上等の回収・勤怠管理
・接客、電話対応など

＊主としてﾎﾃﾙ/ﾚｽﾄﾗﾝ/各ｱﾄﾗｸｼｮﾝ、各施設
のお客様、旅行会社会社からの、WEB
からの電話予約・受付、問い合わせ、
営業ｽﾀｯﾌのｻﾎﾟｰﾄなど。

・ﾊﾟｿｺﾝ入力等の業務（ﾒｰﾙ、専用ｼｽﾃﾑ
への入力など）・施設内の簡単な清掃

・パソコンでのデータ入力、書類作成
・経理事務・書類の整理・来客/電話応対
＊ｲﾍﾞﾝﾄの補助業務（年に２～３回程度
で土、日、祝日の何れかに実施）

・「水土里ネットの森」の下草刈り
・「田んぼの学校」

・受注、発注伝票/納品書、請求書の作成
・各種伝票の整理整頓
・商品発送の準備/発送・請求書の発送
・金融機関、郵便局への手続き
・来客、電話応対
・事務所内の清掃等

・法人運営事務全般
・地域福祉活動全般
・地域包括支援センターでの事務

＊雇用開始は令和３年４月１日以降

・運転免許更新手続き
・免許証の記載事項変更手続き
・システム入力業務（パソコン使用）
・来客・電話対応
・銀行への入金・出金業務
・証紙の販売等

・組合員との接客対応
・電算システムでの入力
・書類整理
・ワード・エクセルを使った簡単な文書
作成

・勤怠管理・給与計算
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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:１人
年齢:59歳以下 普通自動車免許

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

正社員 43090-  100911 就業場所:阿蘇郡南阿蘇村大字吉田2111 週休2日制:その他 経験:あれば尚可(簿

①7:30～17:00
②7:30～12:30

求人:１人
年齢:59歳以下 普通自動車免許

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

正社員 43090-  127711 就業場所:阿蘇郡南阿蘇村大字河陰4667 週休2日制:その他 経験:あれば尚可(医
変形（1ヶ月単位）

①8:30～17:30

求人:２人
年齢:59歳以下 普通自動車免許

阿蘇郡南小国町大字赤馬場1301-4 保険:雇･労･健･厚
従業員数:9人 日給制　:月額137,760円～172,800円 休日:日祝他 学歴:不問

正社員 43090-  119711 就業場所:阿蘇郡南小国町大字赤馬場1301-4 週休2日制:その他 経験:不問

変形（1ヶ月単位）

①8:30～17:30

求人:２人
年齢:59歳以下 普通自動車免許

阿蘇郡南小国町大字赤馬場1301-4 保険:雇･労･健･厚
従業員数:9人 日給制　:月額137,760円～168,000円 休日:日祝他 学歴:高校以上

正社員 43090-  121411 就業場所:阿蘇郡南小国町大字赤馬場1301-4 週休2日制:その他 経験:あれば尚可(経

変形（1ヶ月単位）

①8:00～17:00
②11:30～20:30

求人:２人 ③20:00～8:00
年齢:18歳以上

雇用期間の定めあり 阿蘇市乙姫1776番地 保険:雇･労･健･厚
(４か月未満) 従業員数:100人 月給制　:月額154,042円～177,675円 休日:日他 学歴:不問
正社員以外 43090-  102711 就業場所:阿蘇市乙姫1776番地 週休2日制:その他 経験:不問

介護福祉士
①8:30～17:15

求人:１人
年齢:40歳以下 普通自動車免許

阿蘇市内牧976番地の2 保険:雇･労･健･厚
従業員数:128人 月給制　:月額160,000円～180,000円 休日:土日祝他 学歴:不問

正社員 43090-  109611 就業場所:阿蘇市内牧976番地の2 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125,000円～165,000円 休日:日祝他 学歴:高校以上

正社員 43090-  157311 就業場所:阿蘇市内牧1076-13 週休2日制:その他 経験:不問

一般事務

雇用期間の定めなし

(株)白水

ディエイチシー

パソコン入力

雇用期間の定めなし

(有)太陽印刷社

受付事務

（クリニック）

雇用期間の定めなし

(医)社団　清流会

渡邉総合内科

クリニック

介護職

（介護施設）

(福)角岳会

乙姫荘

介護福祉士

営業

雇用期間の定めなし

(有)太陽印刷社

雇用期間の定めなし

そのだ歯科医院

資格:不問

雇用期間の定めなし

(福)阿蘇市社会福

祉協議会

歯科助手

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）

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

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

＊各事業所様、行政機関、学校、病院等
より受注したあらゆる印刷物を事業所
様の意向にそってデザイン。
パソコンにて入力を行う作業です。

＊印刷は大型特殊機械を使用しての作業
となります。

＊お得意先廻り(150件程あり。１日30件
程度)と新規開拓もお願いします。

＊官公庁・旅館・店舗・建設会社・病院
等の各印刷物、広告、新聞折り込み等
の印刷物の受注およびお届け等の営業
廻りです。

・特別養護老人ホームにおいての利用者
の介護。

・身の回りの世話/食事/排泄/入浴介助
等の介護業務全般

・利用者の移動介助、居室の清掃等。
＊初めての方はﾏﾝﾂｰﾏﾝで指導いたします。

＊介護保険事業所において、ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ
又は訪問介護事業所での勤務です。

・高齢者の支援
・ﾊﾟｿｺﾝ入力による報告書/書類作成
・利用者様のｹｰｽ会議、各種研修の参加等
＊雇用開始は、令和３年４月１日以降

・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

・受付・会計業務
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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

①9:00～18:30
②9:00～13:00

求人:１人
年齢:40歳以下

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

正社員 43090-  115311 就業場所:阿蘇郡南阿蘇村下野158-48 週休2日制:なし 経験:不問
変形（1ヶ月単位） 調理師
①5:00～20:00

求人:１人
年齢:不問

阿蘇市内牧264 保険:雇･労･健･厚
従業員数:18人 月給制　:月額160,000円～230,000円 休日:他 学歴:不問

正社員 43090-  165011 就業場所:阿蘇市内牧264 週休2日制:その他 経験:必須(和食経験
変形（1ヶ月単位） 調理師
①9:00～20:00

求人:１人
年齢:不問

阿蘇市一の宮町宮地4518-4 保険:雇･労･健･厚
従業員数:20人 月給制　:月額200,000円～300,000円 休日:他 学歴:高校以上

正社員 43090-  154511 就業場所:阿蘇市一の宮町宮地4518-4 週休2日制:その他 経験:あれば尚可(調
交替制あり
①5:30～14:30
②10:00～19:00

求人:１人
年齢:不問

雇用期間の定めあり 阿蘇市乙姫1776番地 保険:雇･労･健･厚
(４か月以上) 従業員数:100人 月給制　:月額140,700円～154,500円 休日:他 学歴:不問
正社員以外 43090-  159911 就業場所:阿蘇市乙姫1776番地 週休2日制:その他 経験:不問

交替制あり

求人:１人
年齢:59歳以下

阿蘇郡産山村大利657-6 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-  132611 就業場所:阿蘇郡産山村大利657-6 週休2日制:その他 経験:不問
交替制あり
①5:30～14:30
②10:00～19:00

求人:１人
年齢:不問

雇用期間の定めあり 阿蘇市乙姫1776番地 保険:雇･労･健･厚
(４か月未満) 従業員数:100人 月給制　:月額140,700円～154,500円 休日:他 学歴:不問
正社員以外 43090-  101111 就業場所:阿蘇市乙姫1776番地 週休2日制:その他 経験:不問

①9:00～17:00

求人:１人
年齢:44歳以下

阿蘇市永草1585 保険:雇･労･健･厚
従業員数:12人 時給制　:月額148,525円～148,525円 休日:月 学歴:不問

正社員 43090-  162211 就業場所:阿蘇市的石1476ー1（ＪＲ市ノ川 週休2日制:その他 経験:不問

調理（ホテル）

雇用期間の定めなし

(株)五岳荘

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

調理員

（福祉施設）

(福)角岳会

乙姫荘

調理員【急募】

調理師

（ホテル）

雇用期間の定めなし

(有)ホテルサンク

ラウン大阿蘇

調理員

（福祉施設）

(福)角岳会

乙姫荘

接客・調理補助

雇用期間の定めなし

(社福)やまなみ会

グループホーム

草原の風
7:00～19:00の

間の8時間程度

資格:不問

雇用期間の定めなし

(名)あそ路

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

・食材の洗い、及び切込み
・仕込み作業
・調理
・盛り付け
・調理器具、皿等の洗い
・厨房の清掃等

＊リニューアルオープンするレストラン
＜洋食の調理全般＞
・仕込み
（野菜等の洗い、食材の切込み等）
・調理、及び盛り付け
・厨房の整理整頓

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

・調理、盛付け・食器等の洗浄
（洗浄機を使用）・厨房内の清掃
朝/昼/夕食/各２０食＊４名で従事。

○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/２５食、昼/５０食、夕/２５食程度
をｽﾀｯﾌ３人の交替制で対応しています。

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

・調理、盛付け・食器等の洗浄
（洗浄機を使用）・厨房内の清掃
朝/昼/夕食：各２０食＊４名で従事。

飲食店での次の業務：
・店内での接客
・準備、後片付け、清掃等
・食材仕込み、調理補助等

園内レストランのホールスタッフ。
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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）

①9:00～17:00

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:187人 月給制　:月額165,000円～225,000円 休日:他 学歴:不問

正社員 43090-  136811 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ヶ月単位）

①5:00～15:00
②14:00～22:00

求人:２人
年齢:44歳以下

阿蘇郡小国町大字下城4223番地 保険:雇･労･健･厚
従業員数:170人 月給制　:月額200,000円～250,000円 休日:他 学歴:不問

正社員 43090-  138511 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

変形（1年単位）
①9:00～17:00

求人:２人
年齢:59歳以下 自動車免許(AT不可)

阿蘇郡南阿蘇村河陰2854 保険:雇･労･健･厚
従業員数:12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-  104211 就業場所:阿蘇郡南阿蘇村河陰2854 週休2日制:毎週 経験:あれば尚可(農

変形（1年単位）
①8:00～17:20

求人:２人
年齢:59歳以下 自動車免許(AT不可)

阿蘇郡南阿蘇村白川327-2 保険:雇･労･健･厚
従業員数:23人 日給制　:月額172,800円～172,800円 休日:日祝他 学歴:不問

正社員 43090-  141911 就業場所:阿蘇郡南阿蘇村白川327-2 週休2日制:その他 経験:不問
変形（1ヶ月単位）

①8:30～17:30

求人:２人
年齢:59歳以下

阿蘇郡南小国町大字赤馬場1301-4 保険:雇･労･健･厚
従業員数:9人 日給制　:月額147,000円～189,000円 休日:日祝他 学歴:不問

正社員 43090-  120511 就業場所:阿蘇郡南小国町大字赤馬場1301-4 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
②17:00～2:00

求人:２人
年齢:18～59歳

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

正社員 43090-   99811 就業場所:阿蘇郡南阿蘇村大字吉田2111 週休2日制:その他 経験:不問

交替制あり
①6:00～17:00
②7:00～20:00

求人:３人 ③8:00～23:00
年齢:不問 自動車免許(AT不可)

阿蘇市一の宮町宮地3103 保険:雇･労･健･厚
従業員数:8人 月給制　:月額137,460円～150,000円 休日:他 学歴:不問

正社員 43090-  142111 就業場所:阿蘇市一の宮町宮地3103 週休2日制:その他 経験:不問

ホールスタッフ

（園内ﾚｽﾄﾗﾝ）

雇用期間の定めなし

(株)阿蘇

ファームランド

又は6:00～22:00の

間の7時間

製材工

雇用期間の定めなし

(有)清水

農業従事者

雇用期間の定めなし

南阿蘇ｵｰｶﾞﾆｯｸ

(株)

ﾚｽﾄﾗﾝ責任者

（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

タクシー乗務員

（正社員）

雇用期間の定めなし

(有)

一の宮タクシー

電装部品ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ

成形加工ｵﾍﾟﾚｰﾀ

雇用期間の定めなし

(株)白水

ディエイチシー 資格:不問

印刷

オペレーター

雇用期間の定めなし

(有)太陽印刷社

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）

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）

園内レストランのホールスタッフ。
（ｵｰﾀﾞｰ式、ﾊﾞｲｷﾝｸﾞﾚｽﾄﾗﾝ等）
・受付/ｵｰﾀﾞｰ/配膳/下膳/レジ精算/清掃
など
開店準備から営業、閉店処理まで

・その他売上報告、棚卸、発注など

＊（１）はご宿泊のお客様の朝食及び
団体様の昼食のレストラン業務

＊（２）ご宿泊のお客様の夕食
（会席料理のみ）のレストラン業務
・配膳の準備・料理、飲み物の提供
・後片付け・ホールの清掃等

＊弊社の併設するハーブ農園での管理業務
・ハーブの苗作り、寄せ植え、水やり
・主に草取り等がメインの仕事です。
＊季節の野菜、米の栽培もあります。

＊製材機械操作による製品製造業全般
・機械操作による木材の切断/結束、梱包
・木材乾燥による運搬作業
・機具等の簡単な点検、及び管理
・工場内外の整理整頓等

＊輪転印刷機を利用してのｵﾌｾｯﾄ印刷
・オフセット（写真の焼き付け）
・パソコンを使用しての原本の製作
＊製本・仕上げ・紙数え、穴あけ、
ミシン目入れ等を製品加工する

・箱詰めにして納品状態にする。

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

・タブレットナビで配車しますので、
地理の不安がありません。

☆全車両にクレジット・電子マネー・
ＱＲコードに対応した決済端末を
近日中に装備予定。

＊主に内牧・阿蘇駅前構内の待機。
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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）

①18:00～2:00

求人:１人
年齢:不問 自動車免許(AT不可)

阿蘇市内牧289番地6号 保険:雇･労･健･厚
従業員数:7人 月給制　:月額150,000円～150,000円 休日:他 学歴:不問

正社員 43090-  143711 就業場所:阿蘇市内牧289番地6号 週休2日制:その他 経験:不問
変形（1ヶ月単位）

①6:00～17:00
②8:00～1:00

求人:３人 ③18:00～2:00
年齢:不問 自動車免許(AT不可)

阿蘇市内牧289番地6号 保険:雇･労･健･厚
従業員数:7人 月給制　:月額150,000円～150,000円 休日:他 学歴:不問

正社員 43090-  144811 就業場所:阿蘇市内牧289番地6号 週休2日制:その他 経験:不問
三級自動車整備士

①9:00～18:30 二級自動車整備士

求人:２人 上記のいずれか
年齢:不問 自動車免許(AT不可)

阿蘇郡小国町大字下城250-1 保険:
従業員数:5人 月給制　:月額183,000円～245,000円 休日:木他 学歴:不問

正社員 43090-  149311 就業場所:阿蘇郡小国町大字下城250-1 週休2日制:なし 経験:必須(自動車整

変形（1年単位）
①8:00～17:00

求人:１人
年齢:59歳以下 自動車免許(AT不可)

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

正社員 43090-  107011 就業場所:阿蘇市乙姫1617番地 週休2日制:その他 経験:不問

①8:00～17:00

求人: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-  168911 就業場所:阿蘇市永草1291-2 週休2日制:その他 経験:あれば尚可(経

①8:00～17:00

求人:１人
年齢:44歳以下 普通自動車免許

阿蘇郡小国町宮原1495-6 保険:雇･労･健･厚
従業員数:13人 日給制　:月額177,500円～192,500円 休日:日他 学歴:不問

正社員 43090-  134111 就業場所:阿蘇郡小国町黒渕680-1 週休2日制:その他 経験:不問

タクシー乗務員

（正社員）

雇用期間の定めなし

(株)

りんどうタクシー

タクシー乗務員

（夜間専従）

雇用期間の定めなし

(株)

りんどうタクシー

軽トラック運転手

（阿蘇郡市内）

雇用期間の定めなし

(株)軽トランス

ポート

土木作業員

雇用期間の定めなし

(株)松本組

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）

廃棄物収集運搬

雇用期間の定めなし

(有)高野商会

ロードサービス

雇用期間の定めなし

小国レッカー

＊主に内牧・阿蘇駅前構内の待機。
・一般のお客様の依頼による送迎
・乗務前の車輌点検/乗務後の車輌清掃等
◆普通自動車二種免許取得の為の貸付

及び補助制度あり※入社後、熊本市内
において３日間の研修があります。

＊主に内牧・阿蘇駅前構内の待機。
・一般のお客様の依頼による送迎
・阿蘇市/阿蘇郡内/近県の観光名所への
ご案内（貸し切りとなります）。

・乗務前の車輌点検/乗務後の車輌清掃等
◆二種免許取得貸付補助制度あり

ロードサービスに係る次のような業務
・自動車、バイク、トラックの現場修理
や点検

・レッカー移動

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

・ＪＲ土木工事

・阿蘇郡市の企業や個人宅への配達。
・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。

・運搬車両にて、旅館・ｺﾝﾋﾞﾆ・飲食店
などを廻って収集作業をしていただ
きます。・現場は小国町、南小国町

・浄化槽清掃、し尿汲み取り業務、処理
施設内作業等をしていただくことが
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

①9:00～17:00

求人:３人
年齢:59歳以下

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

パート労働者 43090-  103811 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
看護師

①8:30～17:00 准看護師

求人:１人 上記のいずれか
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1,100円～1,100円 休日:他 学歴:不問

パート労働者 43090-  130011 就業場所:阿蘇市一の宮町宮地1902-1 週休2日制:毎週 経験:あれば尚可(経
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

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:20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-  112511 就業場所:阿蘇市内牧353 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970円～1,300円 休日:日祝他 学歴:不問

パート労働者 43090-  158611 就業場所:阿蘇市内牧1076-13 週休2日制:毎週 経験:不問
歯科衛生士

求人:１人
年齢:59歳以下

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

パート労働者 43090-  117911 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

①9:00～16:00

求人:２人
年齢:不問

阿蘇市竹原610-6 保険:雇･労
従業員数:15人 時給制　:時給900円～1,000円 休日:土日祝 学歴:高校以上

パート労働者 43090-  129211 就業場所:阿蘇市竹原610-6 週休2日制:毎週 経験:不問

リハビリ職員

（ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ）

(株)ワンバイワン

歯科衛生士

看護職【急募】

雇用期間の定めなし

(同)ぽっかぽか

ぽっかぽか・

ハートケア阿蘇

製造補助

(化粧品/食品)

雇用期間の定めなし

南阿蘇ｵｰｶﾞﾆｯｸ

(株)道の駅工場 資格:不問

そのだ歯科医院

グラフィック

デザイン

雇用期間の定めなし

(有)阿南

オーダーマーク 資格:不問

歯科衛生士

雇用期間の定めなし

あい歯科

クリニック
9:00～18:00の

間の6時間程度

雇用期間の定めなし

B　専門的・技術的職業（各種技術者、看護師、保育士、栄養士等）

パート

9:30～18:00の

間の5時間程度

＊ｱﾛﾏ・ﾊｰﾌﾞを使った石けん、化粧品、
食品（各種野菜の粉末、ジュース等）
の開発、製造のサポートを。

＊繁忙期には、本社（南阿蘇村河陰２８
５４）併設のハーブ公園での収穫作業
もあります。

・一人２０分～３０分の個別リハビリ
（ベッド上での機能訓練、床上動作訓練
歩行訓練、ADL訓練、IADL訓練）

・利用者の送迎、食事・入浴・排泄介助
・通所介護計画書等の書類作成
＊研修支援制度あり。

＊入居者及びﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ利用者において
血圧測定等の健康管理、配薬等の看護
業務及び食事/入浴/排泄介助等の介護
業務全般。

＊病院関係の往診立会。

・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

・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。

・パソコンを使用しデザイン入力や
デザイン起こし/修正などの加工

・データを送りカットする作業
・ミシンを使った簡単な作業
〈例〉ゼッケン縫い・マーク付けなど
・プレス加工
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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:64歳以下 普通自動車免許

阿蘇郡高森町大字高森1589-16 保険:雇･労
従業員数:50人 時給制　:時給920円～920円 休日:日他 学歴:不問

パート労働者 43090-  170211 就業場所:阿蘇郡高森町大字高森1589-16 週休2日制:毎週 経験:あれば尚可(建

①9:00～16:00
②9:00～15:00

求人:２人
年齢:不問 普通自動車免許

雇用期間の定めあり 阿蘇市一の宮町宮地2402 保険:雇･公･健･厚
(４か月以上) 従業員数:5,100人 日給制　:時給925円～1,159円 休日:土日祝他 学歴:不問
パート労働者 43090-  152811 就業場所:阿蘇市一の宮町宮地2402 週休2日制:毎週 経験:不問

①8:30～14:30
②10:00～16:00

求人:１人 ③13:00～17:30
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5816 保険:雇･労
(４か月以上) 従業員数:8人 時給制　:時給800円～1,200円 休日:土日祝他 学歴:不問
パート労働者 43090-  155411 就業場所:阿蘇市一の宮町宮地5816 週休2日制:毎週 経験:あれば尚可(Ｐ

交替制あり
①9:00～12:00
②18:00～21:00

求人:２人
年齢:不問

阿蘇市内牧966 保険:労
従業員数:244人 時給制　:時給800円～850円 休日:他 学歴:不問

パート労働者 43090-  135711 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
①9:45～13:15
②9:45～19:15

求人:１人 ③13:00～19:15
年齢:59歳以下

阿蘇市蔵原820-1 保険:雇･労･健･厚
従業員数:23,355 時給制　:時給940円～1,150円 休日:他 学歴:不問

パート労働者 43090-  171511 就業場所:阿蘇市蔵原820-1 週休2日制:毎週 経験:不問

①11:00～16:30

求人:２人
年齢:不問

阿蘇郡南阿蘇村大字中松字上車鶴3884 保険:労
従業員数:2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-  140611 就業場所:阿蘇郡南阿蘇村大字中松字上車鶴3884 週休2日制:その他 経験:不問

求人:１人
年齢:不問

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

パート労働者 43090-  146511 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

経理事務 (特非)九州バイオ

マスフォーラム

又は8:30～17:00の

間の5時間程度

販売職（みやはら

内牧店）

事務補助：会計年

度任用職員

熊本県県北広域

本部　阿蘇地域

振興局

一般事務

雇用期間の定めなし

(株)草村企業

8:00～17:00の

間の8時間程度

接客販売/貸別荘

の清掃/庭仕事

雇用期間の定めなし

イングリッシュ

ガーデン南阿蘇 資格:不問

店内スタッフ

雇用期間の定めなし

ファッションセン

ターしまむら

阿蘇店

資格:不問

資格:不問

介護助手

（介護施設）

雇用期間の定めなし

(福)岳寿会　特別

養護老人ホーム

ひめゆり
8:30～17:30の

間の6時間程度

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

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）

＊企業ｸﾞﾙｰﾌﾟ(土木建築/観光業等)の事務
・売上げ計算等の事務
（出納帳等への転記作業等）
・金融機関への外出（入金・出金等）
・グループの売上げ等の回収
・勤怠管理・接客、電話対応など

・工事設計書の作成補助
・保安林指定調書の作成補助
・立木補償資料の作成補助
・国立公園許可申請資料の作成補助
・治山台帳の作成補助
・関係機関への書類の提出等

＊パソコンを使用しての事務作業
・伝票作成・会計ソフト入力
・給与計算ソフト入力
・電話対応／注文受付（薪、野草など）
・資料作成

・商品金額の打ち込み（ﾊﾞｰｺｰﾄﾞ使用）
・レジ廻りの清掃・買い物かごの整理
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

＊商品の入荷／検品作業
＊商品の陳列／変更、商品と売場の整理、
売場管理

＊お客様への接客、レジでの販売
＊店内外の清掃

〇イングリッシュガーデン南阿蘇内に
あるカフェの接客

〇ガーデンヴィラ南阿蘇（貸別荘）の
清掃

〇南阿蘇にある２か所の庭の管理
（水やり・雑草取りなど）

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

＊利用者/入所者の入浴介助、食事介助、
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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

①8:30～17:00

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793円～880円 休日:他 学歴:不問

パート労働者 43090-  131311 就業場所:阿蘇市一の宮町宮地1902-1 週休2日制:毎週 経験:あれば尚可(経

①16:45～9:00

求人:２人
年齢:18歳以上

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889円～889円 休日:他 学歴:不問

パート労働者 43090-  133911 就業場所:阿蘇市一の宮町宮地1902-1 週休2日制:毎週 経験:あれば尚可(経

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795円～800円 休日:日他 学歴:不問

パート労働者 43090-  124611 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

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一関1282 保険:労
(４か月未満) 従業員数:66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-   98711 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

①9:00～18:30
②9:00～13:00

求人:１人
年齢:59歳以下

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

パート労働者 43090-  114011 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

①5:00～10:00
②17:00～20:00

求人:２人
年齢:不問

阿蘇市内牧264 保険:雇･労
従業員数:18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-  164411 就業場所:阿蘇市内牧264 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:水他 学歴:不問

パート労働者 43090-  139411 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

介護職【急募】

雇用期間の定めなし

(同)ぽっかぽか

ぽっかぽか・

ハートケア阿蘇

介護ｱｼｽﾀﾝﾄ (福)白久寿会

特別養護老人

ホーム　水生苑
7:00～18:00の

間の2時間以上

資格:不問

介護職

（ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ）

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）

8:30～17:30の

間の4時間以上

調理補助

（ホテル）

雇用期間の定めなし

(株)五岳荘

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

ホールスタッフ

雇用期間の定めなし

(株)輝ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ

（居酒屋もり蔵） 資格:不問

ヘルパー

（夜勤専門）

雇用期間の定めなし

(同)ぽっかぽか

ぽっかぽか・

ハートケア阿蘇

＊利用者/入所者の入浴介助、食事介助、
生活援助（清掃、洗濯、買い物）等の
介護職全般。

・他に外出時の介助やレクレーションの
補助など。

＊夜間の巡回・コール対応及び起床・
就寝の軽介助等の介護。

＊休憩・仮眠４時間あり
＊勤務は月４回～８回
（曜日・回数は相談可）

・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

特別養護老人ホーム水生苑（定員・入所
３０人、短期入所１０人）で、介護職員
の補助的な周辺業務
・入所者ベッドのシーツ交換、清掃
・配膳、下膳、食事前後の業務など

＊居酒屋での接客全般
・簡単な盛り付け・皿洗い
・配膳・下膳
・オーダー取り：昨年８月からｵｰﾀﾞｰ
ﾀﾌﾞﾚｯﾄを導入のため簡素化されました

・清掃 等

（１）の業務
朝食の調理
盛付・皿洗い、厨房の後片づけ等

（２）の業務
主に懐石料理の仕込み、及び調理
盛付調理器具/皿洗い・厨房の清掃等

・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
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変形（1年単位）
①8:00～17:00

求人:１人
年齢:59歳以下

阿蘇市乙姫2052 保険:雇･労･健･厚
従業員数:67人 月給制　:月額156,000円～175,000円 休日:他 学歴:不問

正社員 43090- 1883901 就業場所:阿蘇市乙姫2052 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:40歳以下

阿蘇市一の宮町宮地2313 保険:雇･労･健･厚
従業員数:48人 月給制　:月額155,000円～175,000円 休日:日祝他 学歴:高校以上

正社員 43090-   17511 就業場所:阿蘇市一の宮町宮地2313 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

阿蘇市今町384 保険:雇･労･健･厚
従業員数:4人 月給制　:月額280,000円～350,000円 休日:他 学歴:不問

正社員 43090-   48811 就業場所:阿蘇市山田345 週休2日制:なし 経験:必須(養豚業実
変形（1年単位）
①8:00～17:00

求人:１人
年齢:40歳以下 自動車免許(AT不可)

阿蘇市一の宮町宮地2313 保険:雇･労･健･厚
従業員数:16人 月給制　:月額195,000円～240,000円 休日:日祝他 学歴:高校以上

正社員 43090-   19011 就業場所:阿蘇市一の宮町宮地4732ー1 週休2日制:その他 経験:不問

①8:00～17:00

求人:３人
年齢:59歳以下

阿蘇市永草1318 保険:雇･労･健･厚
従業員数:60人 月給制　:月額170,000円～180,000円 休日:日祝他 学歴:不問

正社員 43090- 1716201 就業場所:阿蘇市永草1318 週休2日制:その他 経験:不問

①8:00～17:00

求人:３人
年齢:59歳以下

阿蘇市永草1318 保険:雇･労･健･厚
従業員数:60人 月給制　:月額180,000円～190,000円 休日:日祝他 学歴:不問

正社員 43090- 1721401 就業場所:阿蘇市永草1318 週休2日制:その他 経験:不問

①19:30～22:30

求人:１人
年齢:18歳以上 普通自動車免許

阿蘇市赤水846-34 保険:労
従業員数:4人 時給制　:時給830円～1,000円 休日:他 学歴:不問

パート労働者 43090- 1993501 就業場所:阿蘇市赤水846-34 週休2日制:毎週 経験:不問

営業事務

雇用期間の定めなし

(株)古木常七商店

資格:不問

一般事務

（総務/経理）

雇用期間の定めなし

阿蘇ハイランド

開発　(株) 資格:不問

豚の飼育管理

（経験者）

雇用期間の定めなし

(有)やまとん

ファーム

作業員

雇用期間の定めなし

日本興商(株)

熊本支店 資格:不問

作業員：

選別作業

雇用期間の定めなし

日本興商(株)

熊本支店 資格:不問

ドライバー

雇用期間の定めなし

阿蘇マッサージ

療院

条件ＵＰ！　パート

職種 求人者名 仕事の内容・賃金 就業時間 資格経験

条件ＵＰ！　フルタイム

プロパンガスの

充填・配送・検針

雇用期間の定めなし

フルキ石油　(株)

・現金の集計・売上計算、日報作成
・庶務、労務に関する業務
・電話・来客者の対応及び接客
・金融機関、郵便局等への外出
（社用車使用）
・その他付随する業務

・事務所内での営業のｻﾎﾟｰﾄ及び電話・
来客対応・見積書・受注書等の作成

・パソコンによるデータ入力
（受注、発注、売上げ処理）
・請求書のチェック・商品の問い合わせ
に関する電話・来客対応

・ＳＰＦ豚の繁殖、餌やり等の飼育管理
及び作業場の洗浄、清掃等の養豚場内
の衛生管理等養豚業務全般。

・約１４００頭（現在、母豚１８０頭、
肥育豚１２００頭）の飼育を４名体制
で従事。

＊ﾌﾟﾛﾊﾟﾝｶﾞｽﾎﾞﾝﾍﾞの配達/取り付け業務
・ガス器具の取り付け及び説明
・ガスの検針・集金等
・宿直業務：月５回程度

＊業務エリアは主に阿蘇郡市になります。

＊非鉄金属の収集やリサイクルするため
の選別作業

・構内整理等も行っていただきます

＊非鉄金属の収集やリサイクルするため
の選別作業が主になります

・専門機械に、資材を投入していく作業
です。

・構内整理等も行っていただきます

・ご依頼先へ従業員の送迎を行います。
・その他、来院されたお客様の集計、
電話対応、使用済みタオルの洗濯、
片づけ等の業務もあります。

・院内の掃除もお願いします。
＊社用車を使用（普通自動車のＡＴ車）



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。

ハローワーク阿蘇

玄関前
阿蘇市役所

阿蘇市

内牧支所

阿蘇市

波野支所

阿蘇市

社会福祉協議会
産山村役場 小国町役場 小国ゆうステーション

南小国町役場 南阿蘇村役場 高森町役場
高森町

観光交流センター

山都町役場

蘇陽支所
山都町役場

南阿蘇村役場

福祉センター

小国暮らしの窓口

（木魂館）

求人情報誌の配布場所

ハローワーク阿蘇のご案内

所在地

〒869-2612

阿蘇市一の宮町宮地2318-3

TEL：0967-22-8609

FAX：0967-22-4775

各種情報

○ハローワーク阿蘇では、お仕事のご相談・紹介のほか、次のようなサービスを行っております。

・職業訓練に関する相談・申し込み

・自分の適職が分からない場合の相談

・担当者制による就職までの支援サービスの実施

・応募書類（履歴書、ジョブカード、職務経歴書）に関する相談

・面接の受け方に関する相談

・各種セミナーの開催

○熊本県最低賃金

時間額793円（令和２年10月１日から）

最低賃金に関するお問い合わせは熊本労働局労働基準部賃金室（096-355-3202）まで。

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


