
この求人情報誌はR3.2.9～R3.2.21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

3月16日（火）

■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

■特集：介護の仕事（正社員）

！

※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。



①8:00～17:00
②9:00～18:00

求人:１人
年齢:59歳以下 普通自動車免許

阿蘇市三久保47-1 保険:雇･労･健･厚
従業員数:40人 月給制　:月額190,000円～260,000円 休日:他 学歴:不問

正社員 43090-  283111 就業場所:阿蘇市小里781番地（はな阿蘇美） 週休2日制:毎週 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: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:48人 月給制　:月額212,500円～368,000円 休日:他 学歴:不問

正社員 43090-  287511 就業場所:阿蘇市黒川1347 週休2日制:その他 経験:必須(土木施工
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:不問 自動車免許(AT不可)

阿蘇市小倉956-7 保険:雇･労･健･厚
従業員数:17人 月給制　:月額227,000円～315,000円 休日:日他 学歴:不問

正社員 43090-  272311 就業場所:阿蘇市小倉956-7 週休2日制:その他 経験:必須(建設現場

交替制あり
①8:30～17:15
②17:15～7:00

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 阿蘇市一の宮町宮地6029番地1 保険:雇･労･健･厚
(４か月以上) 従業員数:20人 月給制　:月額146,100円～182,200円 休日:他 学歴:高校以上
正社員以外 43090-  293811 就業場所:阿蘇市一の宮町宮地6029番地1 週休2日制:毎週 経験:不問

①8:00～17:00

求人:２人
年齢:44歳以下

阿蘇郡南阿蘇村大字中松3290-1 保険:雇･労･健･厚
従業員数:5人 月給制　:月額165,600円～192,400円 休日:他 学歴:不問

正社員 43090-  298311 就業場所:阿蘇郡南阿蘇村大字中松3290-1 週休2日制:毎週 経験:不問
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

阿蘇市一の宮町宮地2400 保険:雇･労･健･厚
従業員数:26人 月給制　:月額148,800円～172,800円 休日:日他 学歴:不問

正社員 43090-  296411 就業場所:阿蘇市一の宮町宮地2400 週休2日制:その他 経験:あれば尚可(同

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 阿蘇市小里751-9 保険:雇･労･健･厚
(４か月以上) 従業員数:276人 月給制　:月額146,100円～146,100円 休日:土日祝他 学歴:高校以上
正社員以外 43090-  277811 就業場所:阿蘇郡南阿蘇村大字一関1267番 週休2日制:毎週 経験:不問

土木施工管理技

士

雇用期間の定めなし

(株)森工業

事務業務

一般事務

雇用期間の定めなし

(株)春山商会

農産物直売所及び

ﾚｽﾄﾗﾝ運営責任者

雇用期間の定めなし

(有)阿部牧場

研修

／教育関連業務

(独)国立青少年教育

振興機構　国立阿蘇

青少年交流の家

現場監督

雇用期間の定めなし

(株)森本建設

雇用期間の定めなし

(宗)阿蘇白水龍神

權現 資格:不問

一般事務員 熊本県農業共済

組合　阿蘇支所

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）

C　事務的職業（総務・一般・経理・受付・医療事務等）

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

４月１日から指定管理予定の阿蘇市施
「はな阿蘇美」において、直売所やﾊﾞﾗ園
ﾚｽﾄﾗﾝなど管理・運営を行う施設責任者。
・人材・労務管理・行政や関係機関との
打ち合わせ・業務ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ

＊土木工事現場管理業務です。
・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及び工事関連
の書類作成が主になります。

○・利用者対応及び活動プログラム指導
・窓口及び電話対応

○教育事業における準備等、参加者対応
○環境整備（掃除・草刈りほか）
○Word／Excelなどによる資料作成
○宿直業務

事務及び関連業務：
・パソコン入力（文書作成等）業務
・授与品（お守り・お札）の制作・授与
・境内地及び室内の清掃
・電話応対 その他付随する業務

・経理課において資材の受け入れ・日報/
出荷伝票の整理請求/データ入力作業

・産業廃棄物の受け入れ・伝票整理・
データ入力及び請求作業

・電話や来客者の対応＊ﾊﾟｿｺﾝ操作は
ﾜｰﾄﾞ/ｴｸｾﾙなどの簡単な入力作業です。

・データ入力及びチェック作業
・発送書類等の封緘作業
・金融機関での記録等
・電話対応（担当者への取次）
・事務所内の清掃等

・参拝、祈願の受付

○阿蘇郡市一円の道路、橋梁、河川工事
等の現場管理業務

＊現場書類については、専属の担当社員
がおりますので作成はありません。

＊現場への移動については事業所に集合
し、社用車を使用します。
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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

①8:00～17:00

求人:２人
年齢:64歳以下

阿蘇郡南阿蘇村大字中松3290-1 保険:雇･労･健･厚
従業員数:5人 月給制　:月額174,800円～267,600円 休日:他 学歴:不問

正社員 43090-  299611 就業場所:阿蘇郡南阿蘇村大字中松3290-1 週休2日制:毎週 経験:不問

交替制あり
①7:00～16:00

求人:１人
年齢:不問

阿蘇市内牧966 保険:雇･労･健･厚
従業員数:244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-  286211 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）

①8:45～18:00
②10:45～20:00

求人:１人 ③12:00～21:15
年齢:35歳以下 普通自動車免許

新潟県新潟市南区清水4501番地1 保険:雇･労･健･厚
従業員数:11,306 月給制　:月額180,000円～232,000円 休日:他 学歴:高校以上

正社員 15070- 1843311 就業場所:阿蘇郡高森町高森字豆前1986-1 週休2日制:その他 経験:不問
変形（1ヶ月単位）

①8:45～18:00
②10:45～20:00

求人:１人 ③12:00～21:15
年齢:35歳以下 普通自動車免許

新潟県新潟市南区清水4501番地1 保険:雇･労･健･厚
従業員数:11,306 月給制　:月額180,000円～232,000円 休日:他 学歴:高校以上

正社員 15070- 1845911 就業場所:阿蘇郡南阿蘇村大字下野字山田 週休2日制:その他 経験:不問
変形（1ヶ月単位）

①8:45～18:00
②10:45～20:00

求人:１人 ③12:00～21:15
年齢:35歳以下 普通自動車免許

新潟県新潟市南区清水4501番地1 保険:雇･労･健･厚
従業員数:11,306 月給制　:月額180,000円～232,000円 休日:他 学歴:高校以上

正社員 15070- 1846111 就業場所:阿蘇郡南小国町大字赤馬場1784- 週休2日制:その他 経験:不問
変形（1ヶ月単位）

①8:45～18:00
②10:45～20:00

求人:１人 ③12:00～21:15
年齢:35歳以下 普通自動車免許

新潟県新潟市南区清水4501番地1 保険:雇･労･健･厚
従業員数:11,306 月給制　:月額180,000円～232,000円 休日:他 学歴:高校以上

正社員 15070- 1847711 就業場所:阿蘇市一の宮町宮地字高田447-1週休2日制:その他 経験:不問
変形（1年単位）
①8:30～17:30

求人:１人
年齢:35歳以下 普通自動車免許

熊本市南区流通団地1-10-1 保険:雇･労･健･厚
従業員数:215人 月給制　:月額180,000円～240,000円 休日:日祝他 学歴:高校以上

正社員 43010- 5205311 就業場所:阿蘇市西町91-7 週休2日制:その他 経験:不問

(株)コメリ

雇用期間の定めなし

(宗)阿蘇白水龍神

權現 資格:不問

神職補助業務

販売・店舗運営職

（ﾘｰｼﾞｮﾅﾙ社員）

雇用期間の定めなし

(株)コメリ

販売職（一の宮店

鮮魚部）

雇用期間の定めなし

(株)みやはら

資格:不問

販売・店舗運営職

（ﾘｰｼﾞｮﾅﾙ社員）

雇用期間の定めなし

(株)コメリ

販売・店舗運営職

（ﾘｰｼﾞｮﾅﾙ社員）

雇用期間の定めなし

(株)コメリ

D　販売の職業（小売店・卸売販売印、営業等）

営業

／阿蘇営業所

雇用期間の定めなし

(株)フタバ

販売・店舗運営職

（ﾘｰｼﾞｮﾅﾙ社員）

雇用期間の定めなし

・参拝、祈願の受付
・祭式の準備、終了後の整理
・参拝者の応対、（神事の説明）
・本殿境内地の清掃
・その他神社に関する奉仕
・電話応対等

＊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。

まずはﾎｰﾑｾﾝﾀｰでの接客/販売/売場作り/
商品管理/店長代行業務などを通じて知識と
技術を習得。小売業経験や管理職経験
のない方でも商品知識勉強会/各種研修、
資格取得支援等でｽｷﾙｱｯﾌﾟの機会を設け
ていますので安心してご応募ください。

まずはﾎｰﾑｾﾝﾀｰでの接客/販売/売場作り/
商品管理/店長代行業務などを通じて知識と
技術を習得。小売業経験や管理職経験
のない方でも商品知識勉強会/各種研修、資
格取得支援等でｽｷﾙｱｯﾌﾟの機会を設け
ていますので安心してご応募ください。

まずはﾎｰﾑｾﾝﾀｰでの接客/販売/売場作り/
商品管理/店長代行業務などを通じて知識と
技術を習得。小売業経験や管理職経験
のない方でも商品知識勉強会/各種研修、資
格取得支援等でｽｷﾙｱｯﾌﾟの機会を設け
ていますので安心してご応募ください。

まずはﾎｰﾑｾﾝﾀｰでの接客/販売/売場作り/
商品管理/店長代行業務などを通じて知識と
技術を習得。小売業経験や管理職経験
のない方でも商品知識勉強会/各種研修、資
格取得支援等でｽｷﾙｱｯﾌﾟの機会を設け
ていますので安心してご応募ください。

自動車補修部品/自動車用整備機械・工具の
卸売電話などにより顧客から自動車部品等
の注文を受け、発注専用ｿﾌﾄを使用し商品を
揃え社用車を運転し受注した商品を納品し
ます。また、顧客に合った商品提案/新商品
の提案なども合わせて行います。
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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） 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:57人 月給制　:月額150,000円～160,000円 休日:他 学歴:不問
正社員以外 43090-  273611 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） 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:57人 月給制　:月額150,000円～160,000円 休日:他 学歴:不問
正社員以外 43090-  274911 就業場所:阿蘇市小池9番地 週休2日制:その他 経験:不問

交替制あり
①5:30～14:30
②8:30～17:30

求人:１人 ③10:00～19:00
年齢:59歳以下 普通自動車免許

阿蘇郡西原村大字鳥子3072番地 保険:雇･労･健･厚
従業員数:48人 月給制　:月額155,100円～236,000円 休日:他 学歴:不問

正社員 43011-  597311 就業場所:阿蘇市乙姫1600番地1 週休2日制:毎週 経験:不問
交替制あり
①8:00～17:00
②11:00～20:00

求人:４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2331番地 保険:雇･労･健･厚
従業員数:0人 月給制　:月額180,000円～250,000円 休日:他 学歴:不問

正社員 43090-  311911 就業場所:阿蘇郡南阿蘇村大字河陽2331番地 週休2日制:その他 経験:あれば尚可(調
変形（1ヶ月単位）

求人:２人
年齢:不問

阿蘇郡南小国町満願寺6291-1 保険:雇･労･健･厚
従業員数:5人 月給制　:月額200,000円～250,000円 休日:他 学歴:不問

正社員 43090-  312111 就業場所:阿蘇郡南小国町満願寺6291-1 週休2日制:その他 経験:不問
交替制あり
①8:00～17:00
②11:00～20:00

求人:４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2331番地 保険:雇･労･健･厚
従業員数:0人 月給制　:月額180,000円～250,000円 休日:他 学歴:不問

正社員 43090-  310611 就業場所:阿蘇郡南阿蘇村大字河陽2331番地 週休2日制:その他 経験:あれば尚可
交替制あり

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- 2730211 就業場所:阿蘇郡南小国町大字満願寺5704-1 週休2日制:その他 経験:あれば尚可(経

調理員

（あそ上寿園）

雇用期間の定めなし

(福)致知会

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（小規模多

機能型居宅介護）

(有)ふきの企興

小規模多機能型

居宅介護つどい

ｻｰﾋﾞｽｽﾀｯﾌ（日帰り

温泉施設）

雇用期間の定めなし

(資)垂玉温泉

山口旅館

フロント及び接客

（ﾍﾟｯﾄ同伴ﾎﾃﾙ）

雇用期間の定めなし

熊本観光開発(株)

（ペットの宿阿蘇

大市館）
7:00～22:00の

間の8時間

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

E　サービスの職業（介護、看護助手、調理、接客・給仕、管理人）

調理ｽﾀｯﾌ（日帰り

温泉施設）

雇用期間の定めなし

(資)垂玉温泉

山口旅館

・身体介護（食事・入浴・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。

・身体介護（食事/入浴/排泄介助）
・訪問（生活支援）・送迎業務
・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）

養護老人ホーム あそ上寿園における、
入所者様５０名の朝、昼、晩の調理業務
です。

＊募集は山口旅館となっていますがこの
春より開業する日帰り温泉施設「垂玉
温泉 瀧日和」のスタッフ募集です。

・カフェにおける調理
・メニュー開発、仕入れ発注業務
・他のポジションへのヘルプ業務など。

・お客様のチェックイン、アウトの対応
・ﾊﾟｿｺﾝ入力業務・お部屋のﾁｪｯｸ、清掃
・夕食、朝食の提供、及び接客業務
・後片づけ等
＊ペット好きの方、ペット同伴勤務、
ペット同居希望の方、歓迎！

＊募集は山口旅館となっていますがこの
春より開業する日帰り温泉施設「垂玉
温泉 瀧日和」のスタッフ募集です。

・受付：来店者対応/電話対応/施設案内
・精算、館内清掃、施設内備品の管理
・ｶﾌｪでの配膳＊他ﾎﾟｼﾞｼｮﾝへのﾍﾙﾌﾟ業務。

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８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

①7:00～16:00
②8:00～17:00

求人:２人
年齢:不問

阿蘇市波野大字小園589-4 保険:雇･労･健･厚
従業員数:30人 日給制　:月額207,460円～207,460円 休日:土他 学歴:不問

正社員 43090-  294211 就業場所:阿蘇市波野大字小園589-4 週休2日制:その他 経験:不問

交替制あり
①9:00～17:00
②12:00～20:00

求人:５人
年齢:44歳以下

阿蘇郡南阿蘇村大字立野474-3 保険:雇･労･健･厚
従業員数:8人 日給制　:月額137,600円～172,000円 休日:他 学歴:高校以上

正社員 43090-  295511 就業場所:阿蘇郡南阿蘇村大字立野414-8 週休2日制:毎週 経験:不問

①8:30～17:15

求人:２人
年齢:44歳以下

上益城郡益城町広崎1630-3 保険:雇･労･健･厚
従業員数:84人 時給制　:月額147,600円～147,600円 休日:土日祝他 学歴:不問

正社員 43011-  573911 就業場所:阿蘇市-の宮町宮地4429 週休2日制:毎週 経験:不問

変形（1年単位） その他の定置・建設機械の運転関係資格

①8:00～17:00

求人:２人
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:48人 月給制　:月額175,000円～300,000円 休日:他 学歴:不問

正社員 43090-  288411 就業場所:阿蘇市黒川1347 週休2日制:その他 経験:不問

①8:00～17:00
②9:00～18:00

求人:３人
年齢:35歳以下 普通自動車免許

阿蘇市一の宮町宮地1926 保険:雇･労･健･厚
従業員数:23人 月給制　:月額170,000円～250,000円 休日:他 学歴:高校以上

正社員 43090-  303911 就業場所:阿蘇市一の宮町宮地1926 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: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:48人 月給制　:月額160,000円～200,000円 休日:日祝他 学歴:高校以上

正社員 43090-  279511 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
変形（1年単位）
①8:00～17:00

求人:２人
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:48人 月給制　:月額175,000円～300,000円 休日:日他 学歴:不問

正社員 43090-  289011 就業場所:阿蘇市黒川1347　 週休2日制:その他 経験:不問

設備工事/ｶﾞｿﾘﾝｽﾀﾝﾄﾞ

ｽﾀｯﾌ/自動車整備

雇用期間の定めなし

(株)古屋産業

又は6:00～22:00の

間の8時間

農作業員

雇用期間の定めなし

(株)後藤青果

ソーラー機器の

組立作業他

雇用期間の定めなし

(株)クレストアル

ファ　熊本支社 資格:不問

菓子・食品製造

及び販売

雇用期間の定めなし

(有)サンライズ

たこやき大阪蜂来

饅頭　阿蘇店

資格:不問

重機

オペレーター

雇用期間の定めなし

(株)森工業

土木工事作業員

雇用期間の定めなし

(株)森工業

水道メンテナンス

/修繕スタッフ

雇用期間の定めなし

(株)古木常七商店

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）

J　建設・採掘の職業（型枠大工、左官、内装等）

・白菜、キャベツの種まき、植え付け
・育成管理（肥料やり、草取り等）
・収穫作業・段ボールの組立
・出荷に向けて、野菜の選別及び
箱詰め作業・倉庫内の整理整頓等

・饅頭（蜂来饅頭）の製造及び販売
・たこやきの調理及び販売
・ソフトクリーム、シェーク等の販売
＊初めての方でも指導いたしますので
大丈夫です。安心してご相談ください。

＊＊令和３年２月下旬に新規オープン

○ｿｰﾗｰ機器(太陽光発電ｼｽﾃﾑ用ﾊﾟﾜｰｺﾝﾃﾞｨｼｮ
ﾅ)の組立作業。台上で電動ﾄﾞﾗｲﾊﾞｰ等を使用
し部品を取り付ける。(立位作業です。簡単
な作業を確実に行っていただきます）
○各パーツを必要数量毎に準備する作業。
○梱包作業 など

＊道路/河川/造成工事等の各工事現場で
の土砂の掘削、床堀及びﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸへの
積み込み、造成工事での整地等

・現場により仕事内容が違います。危険
な場所での作業も有りｵﾍﾟﾚｰﾀｰの判断力
を要します・建設機械等の安全点検等。

【水道・ｶﾞｽ設備部門】給排水設備/浄化
槽/水道/ｶﾞｽ/住宅設備工事等の施工管理
【ｶﾞｿﾘﾝｽﾀﾝﾄﾞ業務部門】接客/給油/清掃/簡
単な車の整備等/ﾚﾝﾀｶｰの貸出/車輌・車検販
売【自動車整備部門】接客/車輌販売
/車検/整備等

＊水道のメンテナンス・修繕業務
・新築・ﾘﾌｫｰﾑの際の水回りの設備工事
・新築・リフォームに伴う給排水工事
＊未経験者の方には基本的なところから
丁寧にお教えします。

＊道路/河川/造成工事等のさまざまな
現場での土砂の掘削、運搬作業等。
慣れてきたら「手元」という職人さん
の補助をして頂き、徐々に難しい仕事
へと技術を習得する事が出来ます

・現場の整理整頓、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:不問 普通自動車免許

雇用期間の定めあり 熊本市南区流通団地1-10-1 保険:雇･労･健･厚
(４か月未満) 従業員数:215人 時給制　:月額154,800円～154,800円 休日:日祝他 学歴:高校以上
正社員以外 43010- 5122011 就業場所:阿蘇市西町91-7 週休2日制:その他 経験:不問

①8:00～16:00

求人:２人
年齢:65歳以下

熊本市東区石原1丁目11番24号 保険:雇･労･健･厚
従業員数:180人 時給制　:月額135,363円～135,363円 休日:日祝他 学歴:不問

正社員 43010- 6013311 就業場所:阿蘇市内牧1153-1 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

熊本市北区梶尾町1346-1 保険:雇･労･健･厚
従業員数:1,400人 時給制　:月額130,052円～134,480円 休日:土日祝他 学歴:不問

正社員 43010- 5468111 就業場所:阿蘇郡小国町大字宮原1743 週休2日制:毎週 経験:不問

保健師
看護師
准看護師

求人:１人 上記のいずれか
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:雇･公･健･厚
(４か月以上) 従業員数:4,100人 日給制　:時給1,051円～1,441円 休日:土日祝他 学歴:不問
パート労働者 43010- 5985211 就業場所:阿蘇市一の宮町宮地2402 週休2日制:毎週 経験:あれば尚可(官

看護師
①8:30～17:30 准看護師

求人:１人 上記のいずれか
年齢:59歳以下 普通自動車免許

阿蘇郡小国町大字宮原2033-4 保険:労
従業員数:8人 時給制　:時給1,100円～1,200円 休日:日他 学歴:不問

パート労働者 43090-  281611 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

①8:30～17:15

求人:１人
年齢:不問

雇用期間の定めあり 阿蘇市一の宮町宮地504番地1 保険:雇･公･健･厚
(４か月以上) 従業員数:391人 時給制　:時給1,054円～1,054円 休日:土日祝 学歴:不問
パート労働者 43090-  297011 就業場所:阿蘇市一の宮町宮地504番地1 週休2日制:毎週 経験:不問

雇用期間の定めなし

熊本綜合管理

(株) 資格:不問

ルート配送

／阿蘇営業所

(株)フタバ

清掃（阿蘇温泉

病院）

【保健師等】 熊本県

健康福祉部

健康危機管理課
9:00～17:00の

間の6時間程度

パート

清掃／阿蘇郡小

国町

雇用期間の定めなし

九州ビルサービス

(株)熊本支社 資格:不問

資格:不問

看護師

雇用期間の定めなし

(株)BEST　REVE

リハビリ特化型デイ

サービス リスタ

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）

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）
一般事務：会計

年度任用職員

阿蘇市役所

自動車整備工場等の固定のお客様への自動
車部品および関連商品の配送等をして頂き
ます。配送はライトバンや軽自動車等の社
用車にて行います。
配送エリア：阿蘇営業所より片道１時間以
内の得意先 社用車使用

・病院での清掃業務全般
外来、病棟、廊下、階段、トイレ、
浴室等（トイレは女性用トイレあり）

＊ﾓｯﾌﾟがけ/ｺﾞﾐ処理等の作業をそれぞれ
の担当範囲ごとに分かれて（単独で）
清掃を行います。

院内外の日常清掃業務
・共用部、専用部
・トイレ、洗面所
・廊下、外回り

熊本県新型コロナウィルス対策関係嘱託
職員

・疫学調査
・健康観察等
（会計年度任用職員）

・利用者の入浴・食事・排泄介助/支援等
・リハビリ・体操の補助
・利用者の送迎（片道３０分圏内）
・通所介護に必要な書類作成

（ほけん課）＊新型コロナウイルス
ワクチン接種関連業務。

・事務作業：データ入力、通知書の作成
発送等

・ワクチン接種窓口業務： 電話対応、
接種に係るご案内等

確定申告に関する書類整理、パソコンへの
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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

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1944 保険:雇･公
(４か月未満) 従業員数:55,989 時給制　:時給900円～930円 休日:土日祝 学歴:不問
パート労働者 43090-  282911 就業場所:阿蘇市一の宮町宮地1944 週休2日制:毎週 経験:あれば尚可(パ

①8:30～17:15

求人:１人
年齢:不問

雇用期間の定めあり 合志市栄3801 保険:雇･労
(４か月以上) 従業員数:4,100人 日給制　:時給812円～812円 休日:土日祝他 学歴:不問
パート労働者 43030- 1803711 就業場所:阿蘇市一の宮町宮地5896-2 週休2日制:毎週 経験:不問

交替制あり
①8:00～13:00

求人:３人
年齢:不問

阿蘇市内牧966 保険:雇･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-  318011 就業場所:阿蘇市内牧966 週休2日制:その他 経験:不問
危険物取扱者（乙種）

求人:１人
年齢:不問

阿蘇市一の宮町宮地1926 保険:雇･労
従業員数:23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-  300011 就業場所:阿蘇市西町907-1 週休2日制:毎週 経験:不問

①9:15～17:00
②9:15～16:00

求人:２人 ③13:00～19:30
年齢:不問

阿蘇市蔵原843-1 保険:雇･労
従業員数:8人 時給制　:時給830円～870円 休日:他 学歴:不問

パート労働者 43090-  292711 就業場所:阿蘇市蔵原843-1 週休2日制:毎週 経験:不問

①9:00～13:00
②14:00～17:30

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
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-  304111 就業場所:阿蘇郡小国町大字宮原11番地の3 週休2日制:その他 経験:不問

①6:30～12:30
②14:30～18:30

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115-1 保険:雇･労･健･厚
(４か月以上) 従業員数:265人 時給制　:時給1,380円～1,880円 休日:他 学歴:不問
パート労働者 43090-  285811 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

試験研究補助員 熊本県農業

研究センター 資格:不問

事務補助 阿蘇税務署

8:30～17:00の

間の5時間程度

資格:不問

セルフガソリン

スタンドスタッフ

雇用期間の定めなし

(株)古屋産業

17:00～22:00の

間の5時間程度

販売職（内牧店

青果部）

雇用期間の定めなし

(株)みやはら

又は7:00～18:00の

間の5時間程度

資格:不問

調理スタッフ (医)高森会

資格:不問

調理員

（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）

販売/レジ業務

雇用期間の定めなし

ザ・ダイソー阿蘇

ショッピングタウ

ン店

資格:不問

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）

確定申告に関する書類整理、パソコンへの
入力、補完入力。来客者の応対
（パソコンの入力補助や案内等）
確定申告における事務補助業務。

【熊本県会計年度任用職員】
（高原農業研究所）
水稲等の作物および野菜の試験研究に係る
ほ場（ハウス内含む）
作物管理、生育・収量調査等

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

・お客様が安全に給油できているか監視
・給油方法等の説明
・危険物乙４種の有資格者は給油許可
ボタンの操作

・その他店内業務、掃除、機械ﾒﾝﾃﾅﾝｽ等

・店内での接客及び、販売業務
・レジ業務
・商品の発注
・商品の補充、及び陳列
・店内外の清掃業務等

デイサービスご利用者様への昼食／夕食
の準備・調理業務等：
・昼食時間 １１：３０～
・夕食時間１６：３０～
・調理、準備・後片付け等業務
・食材の買い出し等 付帯作業

・パックに調理された料理を温めて盛り
つける。

・食器洗浄
・厨房内の整理
※調理業務はありません

・食材の仕込み
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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

①5:00～14:00
②10:00～18:00

求人:２人 ③17:00～22:00
年齢:不問

雇用期間の定めあり 熊本市西区春日7-26-70 保険:雇･労
(４か月以上) 従業員数:2,203人 時給制　:時給850円～935円 休日:他 学歴:不問
パート労働者 43010- 5714111 就業場所:阿蘇郡南阿蘇村大字両併字豆塚 週休2日制:毎週 経験:不問

交替制あり
①10:00～16:00
②18:00～22:00

求人:２人
年齢:不問

阿蘇郡高森町大字高森2195-10 保険:労
従業員数:5人 時給制　:時給850円～1,000円 休日:水 学歴:不問

パート労働者 43090-  316511 就業場所:阿蘇郡高森町大字高森2195-10 週休2日制:その他 経験:不問

①10:00～16:00
②11:00～16:00

求人:１人
年齢:不問

阿蘇市黒川2127番地の1 保険:雇･労･健･厚
従業員数:12人 時給制　:時給900円～1,000円 休日:水他 学歴:不問

パート労働者 43090-  284711 就業場所:阿蘇市黒川2127番地の1 週休2日制:その他 経験:不問

求人:１人
年齢:不問

阿蘇郡南小国町満願寺6291-1 保険:雇･労
従業員数:5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 43090-  313711 就業場所:阿蘇郡南小国町満願寺6291-1 週休2日制:その他 経験:不問
交替制あり
①8:00～17:30
②12:00～21:30

求人:２人 ③21:00～6:30
年齢:18歳以上

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か月未満) 従業員数:177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 43090-  317411 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(接

求人:４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2331番地 保険:雇･労
従業員数:0人 時給制　:時給900円～900円 休日:他 学歴:不問

パート労働者 43090-  315211 就業場所:阿蘇郡南阿蘇村大字河陽2331番地 週休2日制:毎週 経験:あれば尚可

①16:00～21:00

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- 2731511 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
交替制あり

求人:１人
年齢:不問

福岡県福岡市早良区小田部2-8-16 保険:労
従業員数:27人 日給制　:時給1,000円～1,000円 休日:他 学歴:不問

パート労働者 40010- 9658811 就業場所:熊本市、八代市、阿蘇市 週休2日制:毎週 経験:不問

店内業務

雇用期間の定めなし

(有)山賊旅路

資格:不問

ﾎｰﾙｽﾀｯﾌ兼簡単な

調理補助業務

雇用期間の定めなし

グリルド加藤

資格:不問

フロント（ﾎﾃﾙ・

ｺﾞﾙﾌ場）

東急ﾘｿﾞｰﾂ＆ｽﾃｨ

(株)阿蘇東急ｺﾞﾙﾌｸﾗ

ﾌﾞ『阿蘇キャニオン

テラス＆ロッジ』

資格:不問

フロント及び接客

（ﾍﾟｯﾄ同伴ﾎﾃﾙ）

雇用期間の定めなし

熊本観光開発(株)

（ペットの宿

阿蘇大市館）
7:00～20:00の

間の4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)
又は7:00～12:00の

間の5時間程度

ｻｰﾋﾞｽｽﾀｯﾌ（日帰り

温泉施設）

雇用期間の定めなし

(資)垂玉温泉

山口旅館
8:00～20:00の

間の5時間程度

サービス業務

雇用期間の定めなし

(株)マルト

9:00～18:00の

間の4時間

資格:不問

製造販売

／阿蘇高森店

(株)ヒライ

資格:不問

・食材の仕込み
・揚げ物等調理、パック詰め
・弁当、総菜等の盛り付け
・うどん等調理
・レジ業務
・店舗内外の清掃 等

・ホールでの接客、レジ、後片付け
・調理補助／簡単な盛り付け
・皿洗い、清掃等付帯業務

＊簡単な調理業務と店内業務全般
（配膳・清掃・その他）をお願いいた
します。

＊土・日・祝日勤務可能な方希望。

・ﾁｪｯｸｲﾝ、ｱｳﾄ対応・パソコン入力業務
・お部屋のチェック、清掃
・夕食、朝食の提供、及び接客業務
・後片づけ等
＊ペット好きの方、ペット同伴勤務、
ペット同居希望の方、歓迎！

＊２０２１．３月上旬オープン予定
『阿蘇キャニオンテラス＆ロッジ』

・宿泊・ｺﾞﾙﾌのお客様のﾁｪｯｸｲﾝ・ｱｳﾄ業務
・客室・外線電話対応
・館内巡回・大浴場のﾘﾈﾝ回収/整理整頓
・施設案内・緊急時の対応

＊募集は山口旅館となっていますがこの
春より開業する日帰り温泉施設「垂玉
温泉 瀧日和」のスタッフ募集です。

・受付：来店者対応、電話対応、施設案内
・精算、館内清掃、施設内備品の管理
・ｶﾌｪでの配膳/他ﾎﾟｼﾞｼｮﾝへのﾍﾙﾌﾟ業務。

＊部屋掃除・お風呂掃除・布団敷き
＊温泉宿「華匠庵」（客室数：８室）
での業務です。

＊金曜日（夕方）、土・日・月曜日（朝）
勤務出来る方

ゲームコーナーにて景品補充・清掃など

車持ち込みできる方（ガソリン代支給：
会社規定による）

・暮らしに役立つ情報のお届け
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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

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2873 保険:雇･労
従業員数:6人 時給制　:時給850円～950円 休日:日祝他 学歴:不問

パート労働者 43090-  278211 就業場所:阿蘇郡南阿蘇村大字河陽2873 週休2日制:毎週 経験:不問

①8:00～17:00

求人:２人
年齢:不問

阿蘇市赤水1815-1 保険:雇･労
従業員数:296人 時給制　:時給962円～962円 休日:他 学歴:不問

パート労働者 43090-  307211 就業場所:阿蘇市赤水1815-1 週休2日制:その他 経験:不問

求人:１人
年齢:不問

阿蘇郡南阿蘇村河陽429-3 保険:労
従業員数:12人 時給制　:時給795円～800円 休日:土日他 学歴:不問

パート労働者 43090-  306811 就業場所:阿蘇郡南阿蘇村河陽429-3 週休2日制:毎週 経験:不問

①8:00～11:00
②15:30～18:30

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
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-  305711 就業場所:阿蘇郡小国町大字宮原11番地の3 週休2日制:その他 経験:不問

①10:00～17:00

求人:１人
年齢:不問 普通自動車免許

雇用期間の定めあり 阿蘇郡高森町大字高森2141-3 保険:雇･労･健･厚
(４か月以上) 従業員数:100人 時給制　:時給850円～900円 休日:土日他 学歴:高校以上
パート労働者 43090-  302611 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

求人:２人
年齢:不問

阿蘇郡南小国町満願寺6291-1 保険:雇･労
従業員数:5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 43090-  314811 就業場所:阿蘇郡南小国町満願寺6291-1 週休2日制:その他 経験:不問

①9:00～15:00
②10:00～17:00

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
従業員数:4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-  308511 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

チラシ配布

雇用期間の定めなし

(有)ウエダ電器

9:00～18:00の

間の6時間程度

観賞用水草の栽

培、出荷作業

雇用期間の定めなし

CuoreFarm

(株)
9:00～17:00の

間の3時間以上

資格:不問

ポーター

（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

赤水ゴルフ倶楽部

資格:不問

雇用期間の定めなし

熊本観光開発(株)

（ペットの宿

阿蘇大市館）
7:00～20:00の

間の4時間程度

配送業務 (株)伊澤製作所

清掃（ペット

同伴ホテル）

客室清掃

雇用期間の定めなし

(株)宮下観光

蔵迫温泉 さくら

又は9:00～15:00の

間の2時間以上

資格:不問

G　農林漁業の職業（農業、林業、漁業）

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）

ドライバー（デイ

サービスの送迎）

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）

・暮らしに役立つ情報のお届け
・お客様のお困り事や要望の聞き取り
・展示会/料理教室/ｲﾍﾞﾝﾄ等の案内活動
支援・消耗品、小物商品のお届け

・顧客情報の収集、管理
・大物商品、納品物のサポート等

・ゴルフ場内スタート室にて、ゴルフ
バッグの積み込み、準備、片付け等

・玄関先でのゴルフバッグの受け取り
・スタート室まわりのカート道路ブロア
清掃、美化作業全般

屋外/ﾋﾞﾆｰﾙﾊｳｽ内で観賞用水草(約200種)
の栽培作業（植込み/除草/間引きなど）
及び水洗い、束ね、ビニール袋詰め等の
出荷作業となります。観賞用の水草を
取り扱うため細かい手作業になります。
※勤務時間等は相談に応じます。

デイサービスの契約利用者様の送迎に係る
ドライバー業務：
・朝のお迎え
・夕方のお送り
・洗車等付帯業務

○お得意先（合志市）へプラスチック部品
の配送（納品）の業務です。
＊会社からの要項所の確認
＊車両への積み込み作業
＊配送（１日１回）＊部品の積み降ろし
＊車両の点検＊工場内の整理整頓

・チェックアウト後の客室、浴室の清掃
・ロビー等の共用部の清掃
＊未経験の方も指導致しますのでご応募
下さい。

＊ペット好きの方、ペット同伴勤務、
ペット同居希望の方、歓迎！

・客室の清掃、掃除機かけ
（室内の風呂掃除はありません）
・ｱﾒﾆﾃｨｰの入れ込み
（ﾀｵﾙ、歯ﾌﾞﾗｼ、髭剃り）
・食器等の洗浄・ｼｰﾂｵﾌ、枕ｶﾊﾞｰの交換
・フェイスタオル、足マット等の洗濯

院内外の日常清掃業務
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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

①8:00～12:00
②13:00～17:00

求人:２人
年齢:不問

雇用期間の定めあり 熊本市北区梶尾町1346-1 保険:雇･労
(４か月以上) 従業員数:1,400人 時給制　:時給793円～820円 休日:土日祝他 学歴:不問
パート労働者 43010- 5473311 就業場所:阿蘇郡小国町大字宮原1743 週休2日制:毎週 経験:不問

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
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
変形（1年単位） 資格:不問
①8:00～17:00
②9:00～18:00

求人:１人 ③16:00～1:00
年齢:18歳～59歳
雇用期間の定めなし 阿蘇市乙姫2052 保険:雇･労･健･厚

従業員数:67人 月給制　:月額150,000円～160,000円 休日:他 学歴:不問
正社員 43090- 1847001 就業場所:阿蘇市乙姫2052 週休2日制:その他 経験:不問

交代制（シフト制） 資格: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 のいずれか
年齢:18歳～64歳
雇用期間の定めなし 阿蘇郡南阿蘇村久石 保険:雇･労･健･厚

従業員数:82人 月給制　:月額210.450円～237.012円 休日:他 学歴:不問
正社員 43090- 36611 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

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

条件ＵＰ！　パート
ドライバー 阿蘇

マッサージ療院

雇用期間の定めなし

ﾌﾟﾛﾊﾟﾝｶﾞｽの充填

・配送・検針

フルキ石油　(株)

雇用期間の定めなし

温泉受付・清掃 阿蘇ハイランド

開発(株)

雇用期間の定めなし

一般事務 (株)古木常七商店

資格:不問

雇用期間の定めなし

条件ＵＰ！　フルタイム
一般事務

（総務/経理）

阿蘇ハイランド

開発(株) 資格:不問

清掃 九州ビルサービス

(株)熊本支社 資格:不問

介護職員

（介護施設）

（株）南阿蘇

ケアサービス

院内外の日常清掃業務
・共用部、専用部
・トイレ、洗面所
・廊下、外回り

・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

・事務所内での営業ｽﾀｯﾌの事務補助及び
電話・来客対応

・見積書・受注書等の作成
・データ入力（受注、発注、売上げ処理）
・請求書のチェック
・商品問い合わせに関する電話/来客対応

＊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。
＊基本的なところから丁寧にお教えします

＊施設内の温泉『湯ら癒ら』において
受付業務及び清掃。

・温泉フロントでの受付及び接客
・個室風呂の清掃
・その他、付随する業務

・マッサージのご依頼を受けたホテルや
旅館等への従業員の送迎を行います。

・その他、来院客の集計/電話対応/使用
済みﾀｵﾙの洗濯/片づけ等の業務。

・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）

＊施設内の温泉『湯ら癒ら』において
受付業務及び清掃。

・温泉フロントでの受付及び接客
・個室風呂の清掃
・その他、付随する業務

・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
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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

阿蘇郡南阿蘇村大字吉田2044番地2 保険:雇･労･健･厚
従業員数:364人 月給制　:月額177,000円～187,000円 休日:日他 学歴:高校以上

正社員 43090- 1913101 就業場所:阿蘇郡南阿蘇村大字吉田2044番地2 週休2日制:毎週 経験:あれば尚可(経
変形（1ヶ月単位）

①8:30～17:30
②7:00～16:00

求人:１人 ③10:00～19:00
年齢:18歳～59歳 普通自動車免許

阿蘇郡西原村大字鳥子3072番地 保険:雇･労･健･厚
従業員数:48人 月給制　:月額170,400円～254,200円 休日:他 学歴:不問

正社員 43011-  526711 就業場所:阿蘇市乙姫1600番地1 週休2日制:毎週 経験:不問
介護福祉士

①8:30～17:00

求人:２人
年齢:64歳以下 普通自動車免許

阿蘇市一の宮町宮地1902-1 保険:雇･労･健･厚
従業員数:300人 月給制　:月額180,000円～200,000円 休日:他 学歴:不問

正社員 43090-  250711 就業場所:阿蘇市一の宮町宮地1902-1 週休2日制:その他 経験:不問
ホームヘルパー２級

①7:30～16:30
②9:30～18:30

求人:１人
年齢:64歳以下

阿蘇郡南阿蘇村大字一関1850-1 保険:雇･労･健･厚
従業員数:10人 月給制　:月額210,000円～215,000円 休日:他 学歴:高校以上

正社員 43090-  197511 就業場所:阿蘇郡南阿蘇村大字一関1850-1 週休2日制:毎週 経験:あれば尚可(介
変形（1ヶ月単位）

①8:30～17:30
②11:30～20:30

求人:２人 ③14:00～0:00
年齢:不問 普通自動車免許

熊本市東区戸島西1丁目23-63 保険:雇･労･健･厚
従業員数:67人 月給制　:月額153,000円～397,000円 休日:他 学歴:不問

正社員 43010- 3641911 就業場所:阿蘇郡小国町宮原1493-1 週休2日制:その他 経験:不問
交替制あり
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:265人 月給制　:月額136,500円～179,000円 休日:他 学歴:不問

正社員 43090-  184911 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） 介護福祉士
①7:00～16:00
②9:00～18:00

求人:１人 ③10:00～19:00
年齢:18歳以上

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

正社員 43090-  188211 就業場所:阿蘇市内牧117 週休2日制:その他 経験:不問

特集　介護の仕事（正社員）
支援相談員

（福祉施設）

(医)社団　大徳会

介護老人保健施設

リハセンターひばり

雇用期間の定めなし

生活支援員

（あそ上寿園）

(福)致知会

雇用期間の定めなし

介護職 (同)ぽっかぽか

ぽっかぽか・

ハートケア阿蘇

雇用期間の定めなし

介護職

（介護施設）

(株)泰星会

（喜笑楽）

雇用期間の定めなし

介護職

／縁がわ小国

(特非)

コレクティブ

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

雇用期間の定めなし

介護福祉士 (医)社団　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

＊ご利用者様、ご家族様との相談業務。
又、これに関わる地域包括センター
居宅事業所、医療機関との連絡・調整
及び事務業務。

＊ショートステイご利用者様の送迎。
＊介護業務

養護老人ホーム あそ上寿園における
入所者様に対する食事、排泄、入浴、
洗濯など生活上の支援業務です。
なお、週１回程度の夜勤があります。

＊住宅有料老人ホーム入居者のデイ
サービス利用者、入所者の介護 全般

・入浴介助、食事介助
・生活援助：清掃・洗濯・買い物等
・他に外出時の介助やﾚｸﾚｰｼｮﾝの補助等

＊高齢者向け入所者（現在23名 要支援
～要介護５）及びﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽご利用の方

（少数）の身の回りのお世話、及び介護
業務。

・食事の介助・入浴の介助・排泄の介助
・モーニングケア・食事の配膳/下膳等

・食事、入浴、トイレ介助
・身の回りのお世話
・送迎（添乗） 等
＊利用者：２８名
＊日勤のみの勤務も可

・入浴（衣服の脱着・洗身・洗髪）
・食事（食事のｾｯﾃｨﾝｸﾞ/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）

・食事介助・入浴介助・排泄介助

・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。
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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
②9:00～18:00

求人:２人 ③10:00～19:00
年齢:18歳以上

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

正社員 43090-  189511 就業場所:阿蘇市内牧117 週休2日制:その他 経験:不問
変形（1ヶ月単位）

①7:00～16:00
②8:00～17:00

求人:２人 ③11:30～20:30
年齢:59歳以下

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

正社員 43010- 3327611 就業場所:阿蘇市乙姫2142-10 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
理学療法士

①8:30～17:30 作業療法士

求人:１人 上記のいずれか
年齢:59歳以下 普通自動車免許

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

正社員 43090-   90211 就業場所:阿蘇郡小国町大字宮原2033-4 週休2日制:毎週 経験:あれば尚可(業
変形（1ヶ月単位） 介護職員初任者研修修了者

①8:00～17:00 ホームヘルパー２級

求人:１人
年齢:59歳以下 普通自動車免許

阿蘇郡小国町大字宮原425ー5 保険:雇･労･健･厚
従業員数:364人 月給制　:月額173,000円～173,000円 休日:他 学歴:不問

正社員 43090-   59411 就業場所:阿蘇郡小国町大字宮原425ー5 週休2日制:なし 経験:あれば尚可(経
交替制あり 介護福祉士
①8:00～17:00
②16:30～9:00

求人:１人 ③7:30～16:30
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187,000円～187,000円 休日:他 学歴:不問

正社員 43090-   65211 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
交替制あり
①8:00～17:00
②16:30～9:00

求人:１人 ③7:30～16:30
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162,000円～162,000円 休日:他 学歴:不問

正社員 43090-   68011 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）

①6:20～15:20
②8:30～17:30

求人:２人 ③12:30～21:30
年齢:59歳以下 普通自動車免許

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

正社員 43090-   49211 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

介護職 (医)社団　問端会

グル－プホーム

といはた

資格:不問

雇用期間の定めなし

介護職／乙姫の家 (株)

かいごのみらい 資格:不問

雇用期間の定めなし

介護福祉士 (福)阿蘇市

社会福祉協議会

雇用期間の定めなし

リハビリ職員 (株)BEST　REVE

リハビリ特化型デイ

サービス リスタ

雇用期間の定めなし

介護職

（福祉施設）

(医)社団大徳会・

リハセンター

みどりの里

雇用期間の定めなし

介護福祉士

（病棟）

(医社)　大徳会

（大阿蘇病院）

雇用期間の定めなし

介護職（病棟） (医社)　大徳会

（大阿蘇病院） 資格:不問

雇用期間の定めなし

介護職員（介護

老人福祉施設）

(福)やまなみ会

なでしこの里

雇用期間の定めなし

・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

ｽﾀｯﾌと共に家庭的な環境と地域住民との
交流の下で入浴、排せつ、食事等の介護、
その他の日常のお世話および機能訓練を
行うことにより、ご利用者が有する能力
に応じ自立した日常生活を営むことが
出来る様支援するものです。

＊老人介護デイサービスでの介護業務

・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。

＊入院患者様の入浴、食事、排泄介助
・食事の配膳準備。食後の後片付け。
・洗顔、歯磨き等、介護業務全般。
・シーツ交換、環境整備等

＊入院患者様の入浴、食事、排泄介助業務。
・食事の配膳準備、食事の後片付け。
・洗顔、歯磨き、介護業務全般。
・シーツ交換、環境整備等

・定員５５名のﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽで、ご利用者の
食事介助、排泄介助、入浴介助。

・物療機器の操作、及びリハビリ機器の
操作、並びに見守り等。

・送迎業務

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

＊介護保険事業所においてデイサービス、
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及び書類作成
・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
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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:59歳以下 普通自動車免許

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

正社員 43090-   50011 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
交替制あり 看護師
①9:00～18:00 准看護師
②10:00～19:00 介護福祉士

求人:１人 ③16:00～10:00 上記のいずれか
年齢:18歳～64歳

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

正社員 43090-   35311 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 看護師
①9:00～18:00 准看護師
②10:00～19:00 介護福祉士

求人:１人 ③16:00～10:00 上記のいずれか
年齢:18歳～64歳

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

正社員 43090-   36611 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
①9:00～18:00
②10:00～19:00

求人:１人 ③16:00～10:00
年齢:18歳～64歳

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

正社員 43090-   37911 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
変形（1ヶ月単位） 介護福祉士
①8:00～17:00

求人:１人
年齢:59歳以下 普通自動車免許

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

正社員 43090-   39711 就業場所:阿蘇郡小国町大字宮原425ー5 週休2日制:その他 経験:必須(経験者)

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132,000円～132,000円 休日:土日祝他 学歴:不問

正社員 43090- 1988601 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
変形（1ヶ月単位） 介護福祉士
①7:00～16:00
②8:00～17:00

求人:２人 ③12:00～21:00
年齢:18歳～59歳 普通自動車免許

阿蘇郡南阿蘇村大字吉田2044番地2 保険:雇･労･健･厚
従業員数:364人 月給制　:月額158,000円～183,000円 休日:他 学歴:不問

正社員 43090- 1912901 就業場所:阿蘇郡南阿蘇村大字吉田2044番地2 週休2日制:その他 経験:あれば尚可(介
交替制あり

求人:１人
年齢:64歳以下

阿蘇市黒川1484 保険:雇･労･健･厚
従業員数:29人 月給制　:月額148,000円～163,000円 休日:他 学歴:高校以上

正社員 43090- 1821501 就業場所:阿蘇市黒川1484 週休2日制:その他 経験:不問

介護職員

（介護施設）

(福)やまなみ会

ほっと館

雇用期間の定めなし

介護職員

リーダー候補

(株)南阿蘇

ケアサービス

雇用期間の定めなし

介護職員【有資格

者大募集！】

(株)南阿蘇

ケアサービス

雇用期間の定めなし

介護職員

（介護施設）

(株)南阿蘇

ケアサービス 資格:不問

雇用期間の定めなし

介護福祉士

（福祉施設）

(医)社団大徳会・

リハセンター

みどりの里

雇用期間の定めなし

介護職

（ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ）

(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）

雇用期間の定めなし

介護福祉士

（介護施設）

(医)社団　大徳会

介護老人保健施設

リハセンターひばり

雇用期間の定めなし

7:00～18:00の

間の8時間

雇用期間の定めなし

介護助手 (医)社団　恒仁会

市原胃腸科外科 資格:不問

・食事介助・入浴介助・排泄介助

患者様のお世話、入浴介助、食事介助、
排泄介助、清拭等、介護業務全般を
行います。

・食事介助・お食事の配膳、下膳
・入浴介助・排泄介助
・入所、通所者の介護記録記載
・リハビリ補助
・デイケアの送迎

・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

・定員５５名のﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽでご利用者様の
食事介助、排泄介助、入浴介助

・物療機器の操作、及びリハビリ機器の
操作、並びに見守り等

・送迎業務

＊要介護高齢者を対象とし、身の回りの
お世話及び介護業務全般に従事します。

・食事介助、お食事の配膳、下膳
・入浴、清拭、着替の介助
・排泄介助

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

＊リーダー候補 緊急募集！ 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）

＊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
から９人乗り乗用車まで。運転技能に
応じてお願いしています。
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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

交替制あり
①8:30～17:30
②12:30～21:30

求人:２人 ③21:30～6:30
年齢:18歳～59歳 普通自動車免許

阿蘇郡高森町大字高森993-8 保険:雇･労･健･厚
従業員数:134人 月給制　:月額148,900円～168,200円 休日:他 学歴:不問

正社員 43090- 1825901 就業場所:阿蘇郡高森町大字高森993-8 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 ③9:00～19:00
年齢:18歳～59歳

阿蘇郡南阿蘇村大字河陽4463番地 保険:雇･労･健･厚
従業員数:158人 月給制　:月額147,500円～166,000円 休日:他 学歴:不問

正社員 43090- 1836801 就業場所:＊南阿蘇村大字河陽4463　『特 週休2日制:その他 経験:不問
変形（1ヶ月単位）

①7:00～16:30
②8:30～18:00

求人:１人 ③10:30～20:00
年齢:18歳～59歳

阿蘇郡南阿蘇村大字河陽4463番地 保険:雇･労･健･厚
従業員数:158人 月給制　:月額147,500円～166,000円 休日:他 学歴:不問

正社員 43090- 1837201 就業場所:阿蘇郡南阿蘇村大字河陽4463番 週休2日制:その他 経験:不問
交替制あり
①8:00～17:30
②8:45～18:15

求人:２人 ③13:00～22:00
年齢:18歳～59歳 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148,900円～168,200円 休日:他 学歴:不問

正社員 43090- 1844801 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

介護職

（介護施設）

(福)岳寿会　特別

養護老人ホーム

ひめゆり

雇用期間の定めなし

介護職

（福祉施設）

(福)岳寿会　特別

養護老人ホーム

梅香苑

雇用期間の定めなし

介護職

（介護施設）

(福)順和会　特別

養護老人ホーム

陽ノ丘荘

雇用期間の定めなし

介護職

（介護施設）

(福)順和会　特別

養護老人ホーム

陽ノ丘荘

雇用期間の定めなし

・食事介助 ・お食事の配膳、下膳
・入浴介助 ・洗濯物の仕分け
・排泄介助
・利用者の方の外出時の送迎有り
（軽～ワゴン車等）

・入浴介助、・洗濯物の仕分け
・食事介助・お食事の配膳及び下膳
・排泄介助等
・介護記録記載
＊介護職員による調理業務はありません。

・入浴介助、・洗濯物の仕分け
・食事介助・お食事の配膳及び下膳
・排泄介助等
・介護記録記載
○日勤のみの応募も歓迎致します。

・食事介助・入浴介助・排泄介助
・食事の配膳、下膳
・洗濯物の仕分け等
・利用者の方の外出時の送迎有り
（軽～ワゴン車等）
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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。

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

○「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


