
この求人情報誌はR3.9.10～R3.9.26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

10月18日（月）

■新着求人（フルタイム・パート）

■医療・福祉事業所説明会の開催について

■事務・販売／専門技術

！

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

ハローワークの紹介で就職したことになりませんので、ご注意ください。



＊就職支援セミナー受講希望の方は

窓口にお尋ね・またはお電話ください。

10/1 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 ④あそサポステ就労相談会

14 木

15 金

18 月

19 火

20 水 ②医療・福祉事業所説明会

21 木

22 金

25 月

26 火 ②医療・福祉事業所説明会

27 水

28 木

29 金

②医療・福祉事業所説明会については予定が

追加されることがあるのでお尋ねください

      

🌸ハローワーク阿蘇　相談会などの予定🌸

①就職支援セミナー
・約2時間（14時～16時程度まで）

・ハローワーク阿蘇2階 会議室
定員：約20名（先着順）

☆内容☆仕事探しのポイント。
応募書類作成・面接の事前準備・
想定問答など

☆雇用保険受給者の方は、

求職活動にカウントされます。

②医療・福祉事業所説明会
・毎週火・水（9：00～11：00）

・ハローワーク阿蘇２階会議室

☆雇用保険受給者の方は、

求職活動にカウントされます。

③看護のお仕事相談
・第1水曜日（10：30～15：00）

・ハローワーク阿蘇１階
☆仕事探し、進路、資格取得、

仕事の悩み、技術研修等など

【熊本県看護協会熊本県ﾅｰｽｾﾝﾀｰ】

④あそサポステ就労相談会
・第2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

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
①5:00～14:00
②8:00～17:00

求人:２人
年齢:59歳以下 普通自動車免許

鹿児島県伊佐市大口山野1145 保険:雇･労･健･厚
従業員数:21人 月給制　:月額170,000円～245,000円 休日:他 学歴:不問

正社員 46042- 1845411 就業場所:阿蘇郡産山村大字山鹿2100-3 週休2日制:毎週 経験:あれば尚可(酪

①8:00～17:00 ２級土木施工管理技士

あれば尚可
求人:１人
年齢:不問

北海道札幌市中央区北2条東17丁目2番地 保険:雇･労･健･厚
従業員数:70人 月給制　:月額400,000円～600,000円 休日:土日祝他 学歴:不問

無期雇用派遣労働 01010-33497911 就業場所:阿蘇郡南阿蘇村大字河陽 週休2日制:毎週 経験:現場経験

①8:00～17:00

求人:１人
年齢:不問 普通自動車免許

雇用期間の定めあり 福岡県福岡市博多区千代4-29-46　アストール博多ビル6Ｆ 保険:雇･労･健･厚
(４か月以上) 従業員数:100人 月給制　:月額300,000円～400,000円 休日:土日祝他 学歴:不問
有期雇用派遣労働 40010-52772811 就業場所:阿蘇郡小国町大字上田 週休2日制:毎週 経験:実務経験

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:65歳以下 自動車免許(AT不可)

阿蘇郡高森町大字高森656-1 保険:雇･労･健･厚
従業員数:7人 月給制　:月額205,000円～270,000円 休日:日他 学歴:不問

正社員 43090- 1677911 就業場所:阿蘇郡高森町大字高森656-1 週休2日制:その他 経験:不問
交替制あり 看護師
①8:30～17:30

求人:５人
年齢:18歳以上

阿蘇郡南阿蘇村立野185-1 保険:雇･労･健･厚
従業員数:95人 月給制　:月額191,450円～245,350円 休日:他 学歴:不問

正社員 43090- 1650311 就業場所:阿蘇郡南阿蘇村立野185-1 週休2日制:毎週 経験:不問
看護師

①8:00～17:00

求人:２人
年齢:不問

阿蘇郡南阿蘇村立野185-1 保険:雇･労･健･厚
従業員数:95人 月給制　:月額206,450円～260,350円 休日:他 学歴:不問

正社員 43090- 1652911 就業場所:阿蘇郡南阿蘇村立野185-1 週休2日制:毎週 経験:不問
交替制あり 准看護師
①8:30～17:30

求人:５人
年齢:18歳以上

阿蘇郡南阿蘇村立野185-1 保険:雇･労･健･厚
従業員数:95人 月給制　:月額148,000円～210,600円 休日:他 学歴:不問

正社員 43090- 1651611 就業場所:阿蘇郡南阿蘇村立野185-1 週休2日制:毎週 経験:不問

チーズ製造・

販売

雇用期間の定めなし

(株)伊佐牧場

土木施工管理 (株)

ヒット・イール

鉄道復旧工事の

発注者支援業務

雇用期間の定めなし

(株)アイエンジニ

アリングスタッフ

雇用期間の定めなし

(医社)順幸会

阿蘇立野病院

又は17:00～9:00の

間の8時間

雇用期間の定めなし

(株)高梢

正看護師

（病院）

雇用期間の定めなし

(医社)順幸会

阿蘇立野病院

又は17:00～9:00の

間の8時間

土木施工管理技

士

雇用期間の定めなし

(医社)順幸会

阿蘇立野病院

准看護師

（病院）

正看護師

（透析室）

B　専門的・技術的職業（各種技術者、看護師、保育士、栄養士等）

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

・生乳の受入/ﾁｰｽﾞ製造/梱包/衛生管理
・直売所にて店頭に立ってのチーズ販売
・酪農現場での搾乳業務・牛の飼養管理
約半年間は鹿児島、北海道、熊本での
チーズ製造に関わる研修があります。
＜※面接はｵﾝﾗｲﾝでも実施致します！＞

・土木工事における施工管理業務
・現場施工に伴う図面ﾁｪｯｸや書類作成

・業者との協議、打ち合わせ
・ＰＣ、ＣＡＤを使用しての資料作成
・調査、設計、積算、現場施工管理業務
他、付随する業務

＊遠方からの就業者の宿舎の手配、赴任、
帰任、帰省費用は会社負担（規定による）

＊現場での土木工事においての施工管理
・担当する現場に係る期間や工事に関
する諸々な作業及び工事現場の工程
管理

・個別の能力を持続させる手助け。又、

＊病院の看護業務全般
・病棟の勤務は２交替制です
・夜勤は月４回程度あります。
＊南阿蘇の地域医療継続に力添えいた
だける方、当院の再出発を共に歩んで
いただける仲間を歓迎いたします。

○透析室内の看護業務全般。
※夜間勤務はありません。
＊南阿蘇の地域医療継続に力添えいた
だける方、当院の再出発を共に歩んで
いただける仲間を歓迎いたします。

＊病院の看護業務全般
・病棟の勤務は２交替制です
・夜勤は月４回程度あります。
＊南阿蘇の地域医療継続に力添えいた
だける方、当院の再出発を共に歩んで
いただける仲間を歓迎いたします。
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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ヶ月単位） 作業療法士
①9:00～18:30

求人:１人
年齢:59歳以下

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

正社員 43090- 1715611 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:あれば尚可(業
歯科衛生士

①9:00～18:00
②9:00～13:00

求人:２人
年齢:59歳以下 普通自動車免許

阿蘇郡南小国町赤馬場144-1 保険:雇･労･健･厚
従業員数:58人 月給制　:月額200,000円～300,000円 休日:日祝他 学歴:専修学校以上

正社員 43090- 1666411 就業場所:阿蘇郡南小国町赤馬場144-1 週休2日制:その他 経験:不問
歯科衛生士

①9:00～18:30
②9:00～13:00

求人:１人
年齢:不問

阿蘇市一の宮町宮地1963-5 保険:雇･労･健･厚
従業員数:58人 月給制　:月額200,000円～300,000円 休日:日祝他 学歴:専修学校以上

正社員 43090- 1667011 就業場所:阿蘇市一の宮町宮地1963-5 週休2日制:その他 経験:不問
歯科技工士

①9:00～18:30
②9:00～13:00

求人:１人
年齢:不問

阿蘇市一の宮町宮地1963-5 保険:雇･労･健･厚
従業員数:58人 月給制　:月額180,000円～300,000円 休日:日祝他 学歴:不問

正社員 43090- 1673411 就業場所:阿蘇市一の宮町宮地1963-5 週休2日制:その他 経験:技工士業務
変形（1ヶ月単位） 栄養士
①8:30～17:45
②14:38～23:00

求人:１人
年齢:35歳以下 普通自動車免許

福岡県朝倉市一ツ木1148-1 保険:雇･労･健･厚
従業員数:7,352人 月給制　:月額176,000円～238,000円 休日:他 学歴:専修学校以上

正社員 40150- 6464611 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

交替制あり
①7:00～16:00
②8:00～17:00

求人:１人
年齢:不問

阿蘇市小里249-2 保険:雇･労･健･厚
従業員数:70人 月給制　:月額140,000円～170,000円 休日:日他 学歴:不問

正社員 43090- 1700711 就業場所:阿蘇市小里249-2 週休2日制:その他 経験:不問
変形（1年単位）
①8:00～17:00

求人:２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:25人 月給制　:月額158,400円～192,000円 休日:日他 学歴:不問

正社員 43090- 1696811 就業場所:阿蘇市一の宮町宮地2400 週休2日制:その他 経験:不問

雇用期間の定めなし

(医社)健優会

きよら歯科医院

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

歯科衛生士

雇用期間の定めなし

(医社)健優会

たかもり歯科医院

作業療法士

（福祉施設）

栄養士

（阿蘇一の宮店）

雇用期間の定めなし

(医社)健優会

たかもり歯科医院

歯科技工士兼

歯科助手

雇用期間の定めなし

(医)坂梨ハート会

坂梨ハートクリ

ニック

資格:不問

雇用期間の定めなし

(株)ドラッグスト

アモリ

又は8:30～23:00の

間の8時間

一般事務

（クリニック）

歯科衛生士

一般事務

（土木事務）

雇用期間の定めなし

(株)春山商会

C　事務的職業（総務・一般・経理・受付・医療事務等）

・陪席（電子カルテ操作）

・土木他工事に積算、入札に関する業務
・システムによる積算、入札作業
・現場毎の仕入れ伝票、請求書のﾁｪｯｸ
・現場毎の工事台帳作成
・電話や来客者の対応
＊ﾊﾟｿｺﾝはﾜｰﾄﾞ・ｴｸｾﾙ等の簡単な入力です

＊クリニックにおける下記のような
一般事務業務：

・受付、電話対応
・カルテの整理
・院内の整理・整頓 等

○栄養士として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。

○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）

＊転勤：原則として自宅から通勤可能な
エリア内での勤務（車で１時間以内）

＊歯科診療の補助業務
・診療準備
・ﾄﾞｸﾀｰの補助：吸引機の操作・印象材。
セメント塗り等

＊歯科診療の補助業務
・診療準備
・ﾄﾞｸﾀｰの補助：吸引機の操作・印象材。
セメント塗り等

＊歯科診療の補助業務
・診療準備
・ﾄﾞｸﾀｰの補助：吸引機の操作・印象材。
セメント塗り等

・個別の能力を持続させる手助け。又、
介護職員への技術を教えます。利用者
個々の機能訓練計画を作成します。

・食事/着替え/排泄/入浴等の作業活動を
行い日常生活に考慮した治療を行う。
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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 診療情報管理士
②8:30～12:30 あれば尚可

求人:１人 ③13:30～17:30
年齢:不問

阿蘇郡南阿蘇村立野185-1 保険:雇･労･健･厚
従業員数:95人 月給制　:月額134,080円～181,100円 休日:日祝他 学歴:不問

正社員 43090- 1649511 就業場所:阿蘇郡南阿蘇村立野185-1 週休2日制:その他 経験:実務経験

交替制あり
①8:00～16:00
②10:00～18:00

求人:１人
年齢:59歳以下

阿蘇市波野大字小地野1602 保険:雇･労･健･厚
従業員数:17人 時給制　:月額133,630円～161,000円 休日:水他 学歴:不問

正社員以外 43090- 1658411 就業場所:阿蘇市波野大字小地野1602 週休2日制:その他 経験:不問
変形（1ヶ月単位）

①8:30～17:45
②14:30～23:00

求人:１人
年齢:35歳以下 普通自動車免許

福岡県朝倉市一ツ木1148-1 保険:雇･労･健･厚
従業員数:7,352人 月給制　:月額160,000円～236,000円 休日:他 学歴:高校以上

正社員 40150- 6391311 就業場所:阿蘇郡南小国町大字赤馬場1283- 週休2日制:その他 経験:不問
変形（1ヶ月単位）

①8:30～17:45
②14:30～23:00

求人:１人
年齢:35歳以下 普通自動車免許

福岡県朝倉市一ツ木1148-1 保険:雇･労･健･厚
従業員数:7,352人 月給制　:月額160,000円～236,000円 休日:他 学歴:高校以上

正社員 40150- 6420411 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

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- 1716911 就業場所:阿蘇郡高森町大字高森3175 週休2日制:その他 経験:不問
交替制あり 介護福祉士
①8:30～17:30
②17:00～9:00

求人:３人
年齢:18歳以上

阿蘇郡南阿蘇村立野185-1 保険:雇･労･健･厚
従業員数:95人 月給制　:月額148,000円～210,600円 休日:他 学歴:不問

正社員 43090- 1653111 就業場所:阿蘇郡南阿蘇村立野185-1 週休2日制:毎週 経験:不問

①9:00～18:00
②9:00～13:00

求人:１人
年齢:59歳以下 普通自動車免許

阿蘇郡南小国町赤馬場144-1 保険:雇･労･健･厚
従業員数:58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- 1664211 就業場所:阿蘇郡南小国町赤馬場144-1 週休2日制:その他 経験:不問

医師事務

作業補助者

雇用期間の定めなし

(医社)順幸会

阿蘇立野病院

販売員

（阿蘇一の宮店）

雇用期間の定めなし

(株)ドラッグスト

アモリ

又は8:30～23:00の

間の8時間程度

販売員

（小国店）

雇用期間の定めなし

(株)ドラッグスト

アモリ

又は8:30～23:00の

間の8時間程度

販売員（直販所／

ﾌｧｽﾄﾌｰﾄﾞ）

雇用期間の定めなし

(株)神楽苑

資格:不問

介護福祉士

（病院）

雇用期間の定めなし

(医社)順幸会

阿蘇立野病院

介護職

（福祉施設）

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

フロアアシスタ

ント（ＦＡ）

雇用期間の定めなし

(医社)健優会

きよら歯科医院

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）

・診療準備・ドクターの診療補助

・歯科医療器具等の減菌作業
・診療準備
・院内及び待合室の清掃

＊入院患者様の介護業務全般
・食事の配膳準備、及び後片付け
・食事介助・入浴介助・排泄介助等
＊病棟の勤務は２交替制で、夜勤は
月４回程度あります。

・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）

○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）

＊登録販売者試験対策勉強会を社内開催
＊転勤：原則として自宅から通勤可能な
エリア内での勤務（車で１時間以内）

○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）

＊登録販売者試験対策勉強会を社内開催。
＊転勤：原則として自宅から通勤可能な
エリア内での勤務（車で１時間以内）

＊直販所における野菜・物品販売業務
・レジ
・野菜等の商品整理、陳列
・野菜の袋詰め・注文品の発送準備
・店内清掃等・ソフトクリームの販売
・機械の洗浄（ソフトクリーム）等

・陪席（電子カルテ操作）
・書類作成
・その他、医師事務作業補助業務全般
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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

①9:00～18:00
②9:00～13:00

求人:２人
年齢:59歳以下 普通自動車免許

阿蘇郡南小国町赤馬場144-1 保険:雇･労･健･厚
従業員数:58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- 1665511 就業場所:阿蘇郡南小国町赤馬場144-1 週休2日制:その他 経験:あれば尚可(歯

①9:00～18:30
②9:00～13:00

求人:１人
年齢:不問

阿蘇市一の宮町宮地1963-5 保険:雇･労･健･厚
従業員数:58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- 1668311 就業場所:阿蘇市一の宮町宮地1963-5 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

阿蘇市一の宮町宮地1963-5 保険:雇･労･健･厚
従業員数:58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- 1669611 就業場所:阿蘇市一の宮町宮地1963-5 週休2日制:その他 経験:あれば尚可(・
交替制あり
①6:00～15:30
②9:30～18:30

求人:１人 ③8:30～18:00
年齢:不問

阿蘇郡高森町大字色見822 保険:雇･労･健･厚
従業員数:66人 月給制　:月額170,000円～200,000円 休日:他 学歴:不問

正社員 43090- 1703511 就業場所:阿蘇郡高森町大字色見822 週休2日制:その他 経験:不問
交替制あり
①7:00～16:30
②10:00～18:30

求人:１人
年齢:不問

阿蘇市内牧115 保険:雇･労･健･厚
従業員数:27人 月給制　:月額149,500円～149,500円 休日:他 学歴:不問

正社員 43090- 1690011 就業場所:阿蘇市内牧115 週休2日制:その他 経験:不問
変形（1年単位）
①7:00～17:00 調理師
②10:00～20:00 あれば尚可

求人:１人 ③11:00～21:00
年齢:64歳以下

阿蘇郡南阿蘇村大字立野461-94 保険:雇･労･健･厚
従業員数:11人 月給制　:月額200,000円～400,000円 休日:他 学歴:不問

正社員 43090- 1674011 就業場所:阿蘇郡南阿蘇村大字立野461-94週休2日制:その他 経験:あれば尚可(調

①7:00～16:00 普通自動車免許
あれば尚可

求人:２人
年齢:不問

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

正社員 43090- 1704411 就業場所:阿蘇郡南阿蘇村河陽2327 週休2日制:その他 経験:不問
交替制あり
①7:00～18:00

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2805-3 保険:雇･労･健･厚
従業員数:8人 月給制　:月額230,000円～290,000円 休日:他 学歴:不問

正社員 43090- 1699411 就業場所:阿蘇郡南小国町大字満願寺2805- 週休2日制:なし 経験:あれば尚可(接

歯科助手

雇用期間の定めなし

(医社)健優会

きよら歯科医院

受付事務

（歯科医院）

雇用期間の定めなし

(医社)健優会

たかもり歯科医院
資格:不問

歯科助手

雇用期間の定めなし

(医社)健優会

たかもり歯科医院
資格:不問

調理（医院）

雇用期間の定めなし

(医社)問端会

問端内科 資格:不問

調理員

（施設給食）

雇用期間の定めなし

(福)立正福祉会

高森寮 資格:不問

レストラン

サービス

雇用期間の定めなし

(有)地獄温泉

清風荘

又は12:00～21:00

の間の8時間程度

調理人

雇用期間の定めなし

(株)栄輝

阿蘇支店

支配人等責任者

（候補）

雇用期間の定めなし

(有)辰己観光

お宿華坊

又は10:00～21:00

の間の7時間程度

お客様のお出迎え／ﾁｪｯｸｲﾝ作業／給仕等

旅館業務全般。ｽﾀｯﾌﾏﾈｰｼﾞﾒﾝﾄ/接客の中心と
なる支配人や支配人業務。
役職等の時期はご相談させてください。
未経験でも能力が伴えば、支配人昇格も
ございます。
まずはお気軽にお問合せ下さい。

＊開店準備・弊店業務
＊配膳補助
＊給仕サービス
＊店内外清掃
＊窓口対応

・南阿蘇温泉『癒しの里』における調理
業務

・宿泊客の食事及びレストラン
（洋・和食）の調理業務全般

＊病院内厨房での調理業務全般
・調理食材の下処理、及び切込み
・調理、盛り付け、配膳
・後片づけ、食器等の洗浄
・厨房内の清掃、及び整理整頓等

・朝・夕：施設入所者４０名分
・昼：施設入所者40名と通所利用者20名
(合計60名分)の食材の切り込みや調理

・盛付/配膳/食器類の洗浄(洗浄機使用)
厨房の清掃などのお仕事です。

・調理ｽﾀｯﾌ４名＋栄養士が業務に従事

＊受付業務
・患者様の受付、予約業務
・カルテの整理整頓
・会計業務及び電話対応
☆自動精算機を導入しましたので、
会計業務が軽減されました。

＊歯科診療の補助業務
・診療準備・ドクターの診療補助
（吸引機の操作・印象材・ｾﾒﾝﾄ塗り等）
・使用器具の洗浄、殺菌消毒及び片づけ
・院内外の清掃等
＊その他補助業務に関する作業

・診療準備・ドクターの診療補助
（吸引器の操作・印象材ｾﾒﾝﾄ塗り等）
・使用器具の洗浄や片付け
・患者さまの送迎・物品の買い出し
・院内外の清掃等
※パートでの応募も可。ご相談下さい。
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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
①7:00～18:00 普通自動車免許

あれば尚可
求人:２人
年齢:59歳以下

阿蘇郡南小国町大字満願寺2805-3 保険:雇･労･健･厚
従業員数:8人 月給制　:月額180,000円～250,000円 休日:他 学歴:不問

正社員 43090- 1663811 就業場所:阿蘇郡南小国町大字満願寺2805- 週休2日制:なし 経験:あれば尚可(接
変形（1ヶ月単位）

求人:２人
年齢:不問 普通自動車免許

雇用期間の定めあり 阿蘇市赤水1600-3 保険:雇･労･健･厚
(４か月未満) 従業員数:74人 時給制　:月額142,760円～142,760円 休日:他 学歴:不問
正社員以外 43090- 1661111 就業場所:阿蘇市赤水1600-3 週休2日制:その他 経験:不問

①8:30～17:00

求人:１人
年齢:不問 普通自動車免許

阿蘇市蔵原235 保険:雇･労･健･厚
従業員数:4人 月給制　:月額195,000円～230,000円 休日:日祝他 学歴:高校以上

正社員 43090- 1681411 就業場所:阿蘇市蔵原235 週休2日制:その他 経験:あれば尚可(農
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 阿蘇市一の宮町宮地3321 保険:雇･労･健･厚
(４か月以上) 従業員数:8人 月給制　:月額165,000円～250,000円 休日:土日他 学歴:不問
正社員以外 43090- 1694111 就業場所:阿蘇市一の宮町宮地3321 週休2日制:毎週 経験:不問

変形（1年単位）
①8:00～16:30

求人:３人
年齢:不問 自動車免許(AT不可)

阿蘇市一の宮町宮地2395番地1 保険:雇･労･健･厚
従業員数:8人 月給制　:月額181,900円～229,614円 休日:他 学歴:不問

正社員 43090- 1695711 就業場所:阿蘇市一の宮町宮地字東石塚4991-1 週休2日制:その他 経験:不問

①8:00～16:30

求人:２人
年齢:不問 普通自動車免許

阿蘇郡高森町大字尾下1155-3 保険:雇･労
従業員数:6人 月給制　:月額200,000円～300,000円 休日:日他 学歴:不問

正社員 43090- 1702211 就業場所:阿蘇郡高森町大字尾下1155-3 週休2日制:なし 経験:不問

①8:00～17:00

求人:１人
年齢:不問 自動車免許(AT不可)

阿蘇市内牧528-12 保険:雇･労･健･厚
従業員数:3人 日給制　:月額166,400円～187,200円 休日:土日他 学歴:不問

正社員 43090- 1654711 就業場所:阿蘇市内牧528-12 週休2日制:毎週 経験:不問

旅館の接客

雇用期間の定めなし

(有)辰己観光

お宿華坊

又は10:00～21:00

の間の7時間程度

作業員（林業）

薬草、ハーブの

生産・加工

阿蘇薬草園(株)

牧場責任者

農園作業員

雇用期間の定めなし

(有)阿蘇蔵農園

蔵原農場

雇用期間の定めなし

(株)下田木材

立木の伐採作業

員

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）

雇用期間の定めなし

(株)林農

雇用期間の定めなし

農事組合法人

甲誠牧場

マスター室

（スタート係）

阿蘇リゾートグラン

ヴィリオホテル阿蘇

リゾートグランヴィ

リオホテルゴルフ場

7:00～18:00の

間の8時間

飲料水の製造工場での業務です。

＊ﾁｪｰﾝｿｰを使っての伐採作業
木の根元に切り方を入れ、矢(くさび)を
打ち、倒します。草刈鎌で草刈作業

・勤務地へは、会社事務所に集合し、
乗り合わせて現場まで移動します。

＊林業の作業員：
・木の伐倒
・木の造材
・木の集材 等

＊熊本和牛、あか牛独自ブランド
「あか牛甲誠牛」の繁殖、肥育。
・あか牛の肥育管理
・エサやり
・敷物、わらの交換
・牛舎内の清掃等

＊薬草、ﾊｰﾌﾞを自然農法による生産を
行っており、これに伴う作業全般。

・薬草/ﾊｰﾌﾞの植付け、手入れ管理、収穫
・乾燥、カット作業等
・加工品の管理
・工場内の整理整頓

＊ハウス内で次のようなハウス野菜の
栽培全般に従事：

・苗作り、定植、水やり、収穫
・小型ﾄﾗｸﾀｰでの畝立て、除草作業等
＊ハウス設備のメンテナンス

・キャディバックの積み下ろし
・ゴルフクラブの確認、拭き上げ
・スタート案内
・カート清掃、コース内施設の清掃
・練習場整備（ボール拾い等）
◆ゴルフの知識がない方でも大歓迎。

お客様のお出迎え／ﾁｪｯｸｲﾝ作業／給仕等
旅館のお客様と直接触れ合うこと全般の
お仕事です
※接客にあたりﾏｽｸ着用・ｿｰｼｬﾙﾃﾞｨｽﾀﾝｽ
確保を心がけた対応を実施。食事提供
も簡素化、安心安全を担保できてます
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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
①8:00～17:00
②18:30～3:30

求人:２人
年齢:18歳以上

雇用期間の定めあり 熊本市東区西原3丁目1番35号　ＯＮＯビル5階 保険:雇･労･健･厚
(４か月未満) 従業員数:40人 時給制　:月額180,600円～180,600円 休日:他 学歴:不問
有期雇用派遣労働 43010-27411311 就業場所:阿蘇郡南阿蘇村大字河陰3032 週休2日制:毎週 経験:不問

①9:00～18:00

求人:２人
年齢:44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 月給制　:月額180,000円～300,000円 休日:日祝他 学歴:不問

正社員 43090- 1705011 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年単位） 大型自動車免許
①8:00～17:00

求人:１人
年齢:不問 普通自動車免許

阿蘇市竹原390 保険:雇･労･健･厚
従業員数:12人 日給制　:月額184,800円～207,900円 休日:日祝他 学歴:不問

正社員 43090- 1701811 就業場所:阿蘇市竹原390 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:65歳以下 自動車免許(AT不可)

上益城郡御船町滝川1651-1 保険:雇･労･健･厚
従業員数:5人 月給制　:月額242,000円～420,000円 休日:日他 学歴:不問

正社員 43011- 2872111 就業場所:阿蘇郡南小国町大字満願寺6834- 週休2日制:その他 経験:不問
変形（1ヶ月単位）

①9:00～17:00

求人:２人
年齢:不問 普通自動車免許

雇用期間の定めあり 神奈川県横浜市港北区樽町4-16-21 保険:雇･労･健･厚
(４か月以上) 従業員数:30人 月給制　:月額200,000円～319,000円 休日:他 学歴:不問
正社員以外 14150-15931311 就業場所:阿蘇郡南小国町大字満願寺1982週休2日制:毎週 経験:不問

①8:00～17:00 普通自動車免許
あれば尚可

求人:２人
年齢:不問

阿蘇郡高森町大字高森2205-2 保険:雇･労･健･厚
従業員数:10人 月給制　:月額174,000円～200,000円 休日:日 学歴:不問

正社員 43090- 1706311 就業場所:阿蘇郡高森町大字高森2205-2 週休2日制:その他 経験:不問

①8:00～17:00

求人:３人
年齢:不問 普通自動車免許

球磨郡錦町西140-5 保険:雇･労･健･厚
従業員数:5人 日給制　:月額206,000円～247,200円 休日:土日他 学歴:不問

正社員 43070- 3513711 就業場所:阿蘇市西湯浦 週休2日制:毎週 経験:あれば尚可(型

飲料水の製造・

検査

サポートグループ

(株)
資格:不問

大型運転手

雇用期間の定めなし

(有)栄産業

自動車整備士

(未経験者向け)

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）

施工スタッフ

(リフォーム事業)

(株)新日本環境

又は8:00～18:00の

間の7時間以上

土木作業員

作業員及び

運転手

雇用期間の定めなし

(有)ウエダホーム

雇用期間の定めなし

千里工業　(株)

雇用期間の定めなし

(有)古寺工務店

土木作業員

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）

＊災害復興等に伴う土木工事/公共工事

・防護柵設置/撤去・足場組立/解体
・生コン打設・躯体（建築物の構造体）
のケレン仕上げ（コンクリート枠清掃）

・基礎型枠の組立・基礎掘削及び床付け
・基礎地中梁埋め戻し
・その他一般土木作業

＊土木工事現場における次のような業務
・基礎工事
・舗装工事
・草刈り
・その他

・指導のもと、大工仕事から覚えていき
次第に水道/電気/ガスなど幅広く自社
施工が出来る様準備をしていきます。

・電気工事士の資格など資格取得支援は
もちろん取得後には手当もつきます。

・図面や見積作成/打合せやﾒｰｶｰとの調整

○住宅及び店舗の作業員
＜主要な業務＞
・住宅及び店舗の作業員
・３ｔ・４ｔダンプ運転手及び作業員
※未経験の方でも応募可能です。

＊重機、各種砂石等の運搬(主として阿蘇
市～南阿蘇村)産業廃棄物、収集運搬、
農機具運搬等

＊道路・河川等の土木作業、家屋解体の
現場作業＊重機ｵﾍﾟﾚｰﾀｰ等

＊運転前後の大型車の点検、整備

＊軽自動車～中型ﾄﾗｯｸまでの全ﾒｰｶｰ、
車検・点検・修理していただきます。
未経験の方でもOJTによる教育制度を
用意していますのでご安心下さい。
整備士資格も働きながら取得可能です。

飲料水の製造工場での業務です。
・飲料水製造のライン作業
・商品の検査、ボトルへの投入、製造
ロボットの点検、製品梱包

・出荷手配、積み込み作業
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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:65歳以下 自動車免許(AT不可)

阿蘇郡高森町大字高森656-1 保険:雇･労･健･厚
従業員数:7人 日給制　:月額163,100円～233,000円 休日:日他 学歴:不問

正社員 43090- 1676611 就業場所:阿蘇郡高森町大字高森656-1 週休2日制:その他 経験:不問

①8:10～17:20

求人:１人
年齢:64歳以下 普通自動車免許

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

正社員 43090- 1684611 就業場所:阿蘇郡高森町高森1231 週休2日制:その他 経験:必須(スマート
８トン限定

①8:00～17:00 中型自動車免許

求人:２人
年齢:59歳以下 自動車免許(AT不可)

阿蘇市蔵原889 保険:雇･労･健･厚
従業員数:4人 月給制　:月額200,000円～250,000円 休日:土日 学歴:高校以上

正社員 43090- 1688811 就業場所:阿蘇市蔵原889 週休2日制:毎週 経験:不問

①8:30～17:15

求人:１０人
年齢:不問

雇用期間の定めあり 阿蘇市一の宮町宮地4429 保険:雇･労･健･厚
(４か月未満) 従業員数:860人 時給制　:月額155,000円～155,000円 休日:土日祝 学歴:不問
正社員以外 43090- 1679711 就業場所:阿蘇市一の宮町宮地4429 週休2日制:毎週 経験:不問

看護師
准看護師

求人:２人
年齢:59歳以下

阿蘇郡高森町大字高森3175 保険:雇･労
従業員数:134人 時給制　:時給1,020円～1,220円 休日:他 学歴:不問

パート労働者 43090- 1713011 就業場所:阿蘇郡高森町大字高森3175 週休2日制:毎週 経験:不問
歯科衛生士

①14:30～18:30
②9:30～13:00

求人:１人
年齢:不問

阿蘇市一の宮町宮地1963-5 保険:雇･労
従業員数:58人 時給制　:時給1,200円～1,400円 休日:日祝他 学歴:専修学校以上

パート労働者 43090- 1670811 就業場所:阿蘇市一の宮町宮地1963-5 週休2日制:その他 経験:不問
保育士

①9:00～18:00 幼稚園教諭免許

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 阿蘇郡高森町大字上色見2746-5 保険:雇･労･健･厚
(４か月以上) 従業員数:12人 時給制　:時給1,000円～1,000円 休日:月土日祝他 学歴:不問
パート労働者 43090- 1683311 就業場所:阿蘇郡高森町大字上色見1388-1週休2日制:毎週 経験:不問

土木作業員

雇用期間の定めなし

(名)豊前屋本店

(阿蘇ﾏﾙｷﾁ醤油)

自動販売機の

ルートサービス

雇用期間の定めなし

(株)高梢

ルート配送員

雇用期間の定めなし

(株)松尚商店

倉庫内での部品の

品出しスタッフ

オーティーティー

ロジスティクス(株)

九州事業部

阿蘇営業所

資格:不問

歯科衛生士

雇用期間の定めなし

(医社)健優会

たかもり歯科医院

又は9:30～18:30の

間の1時間以上

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
9:00～18:00の

間の5時間程度

パート

保育士 (社)ｓｏｌ

又は9:00～18:00の

間の6時間以上

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）

・デザイン入力/デザインを起こし/修正

・子ども達やｽﾀｯﾌと学びつつ保育業務に
従事していただきます。

・野外活動が中心なので森周辺を散策。
・送迎業務：高森町・南阿蘇村
＊未就学のお子さんをお持ちの方は、
一緒に通勤、勤務可能です。

＊ドクターのサポート・治療補助
＊患者さんの歯磨きの指導等の実施
＊ＰＭＴＣ・患者さんの歯石除去や
フッ素処理やクリーニング等

・利用者の方の健康状態の観察及び把握
・疾病の予防、及び管理
・早期発見治療に努める
・病院との連絡、連携
・医師の指示による服薬の管理等

工場内で製品を造る為に必要な部品を
倉庫からﾋﾟｯｷﾝｸﾞして生産ﾗｲﾝへ部品を
供給するための準備作業を中心にお任せ
します。丁寧に教えますので倉庫や工場
で初めてお仕事される方でも安心して覚
えて頂けます。

・商品配達、季節毎の商品入れ替え、
在庫管理、棚卸 業務

・保守/点検/整備/盗難予防措置/機械の
簡単な清掃/空き缶やﾍﾟｯﾄﾎﾞﾄﾙ等の回収

・現金回収、売上日報の記入
・新規得意先の訪問、市場開拓

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

・得意先へ新商品等のご案内、ご説明
※ノルマ等はありません。

＊災害復興等に伴う土木工事/公共工事
・道路補修工事
・道路改善工事
・その他作業に伴う各種工事
・現場で使用した道具などの整理整頓
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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

①9:00～16:00

求人:２人
年齢:64歳以下

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- 1687711 就業場所:阿蘇市竹原610-6 週休2日制:毎週 経験:不問

①8:45～17:45

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 阿蘇郡小国町宮原2322-1 保険:雇･労
(４か月未満) 従業員数:13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- 1657511 就業場所:阿蘇郡小国町宮原2322-1 週休2日制:毎週 経験:あれば尚可(会

①8:30～12:00
②14:00～18:00

求人:１人 ③8:30～12:30
年齢:不問

阿蘇市黒川1499-4 保険:雇･労
従業員数:5人 時給制　:時給950円～950円 休日:日祝他 学歴:高校以上

パート労働者 43090- 1689211 就業場所:阿蘇市黒川1499-4 週休2日制:毎週 経験:不問

①8:30～17:30
②8:30～16:30

求人:１人
年齢:64歳以下

菊池郡菊陽町大字津久礼616 保険:雇･労
従業員数:4人 時給制　:時給900円～1,200円 休日:他 学歴:不問

パート労働者 43030- 8699911 就業場所:阿蘇郡南阿蘇村大字長野2514-20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830円～850円 休日:他 学歴:不問

パート労働者 43090- 1672511 就業場所:阿蘇郡小国町西里2917 週休2日制:毎週 経験:不問

①9:00～13:00
②9:00～12:30

求人:１人
年齢:59歳以下

熊本市中央区黒髪1丁目3番13 保険:雇･労
従業員数:38人 時給制　:時給830円～860円 休日:日祝他 学歴:高校以上

パート労働者 43010-27556211 就業場所:阿蘇郡高森町大字高森2186番地1週休2日制:その他 経験:不問

①9:00～15:30
②9:30～16:00

求人:１人
年齢:不問

雇用期間の定めあり 熊本市中央区水前寺6丁目29-20 保険:労
(４か月以上) 従業員数:1,337人 時給制　:時給890円～930円 休日:土日祝他 学歴:高校以上
パート労働者 43010-27466711 就業場所:阿蘇郡小国町大字宮原1784-1 週休2日制:毎週 経験:あれば尚可(銀

雇用期間の定めなし

(有)阿南

オーダーマーク 資格:不問

グラフィック

デザイン

雇用期間の定めなし

(医)育栄会

たくもと小児科

クリニック

資格:不問

一般事務職 ふるさと熱電(株)

受付事務

接客及び清掃

雇用期間の定めなし

(株)豊礼

7:30～17:00の

間の5時間程度

資格:不問

美術館スタッフ

雇用期間の定めなし

(有)やまびこ塾

「風の丘美術館」 資格:不問

銀行店頭業務／

小国支店

(株)熊本銀行

資格:不問

医療事務

／熊本調剤薬局

雇用期間の定めなし

キヤマ

アポテイク(株) 資格:不問

C　事務的職業（総務・一般・経理・受付・医療事務等）

・営業店後方での伝票の仕訳・集計や

・営業店後方での伝票の仕訳・集計や
端末機操作による事務処理

・営業店窓口での預金受入・支払、
振込、税金払込等の事務処理

・ロビー案内

調剤薬局における事務員としての仕事
・パソコン入力
・受付業務
・薬剤師の補助

・日帰り温泉、ご宿泊の受付及び精算
・コインの両替（家族風呂使用）
・簡単なパソコン入力（指導致します）
・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

［美術館スタッフ］
・館内の案内、誘導 ・受付、監視
・チケット販売 ・館内外の美化清掃
・庭のお手入れ

＊受付に付随する下記業務：
・外来患者様の対応
・電話対応・会計
・院内の清掃等

・SNSﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ業務：Web媒体などを活用
した小国町/当社事業内容などの紹介

・ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ活用業務：地域を取材し写真
撮影、記事作成等を行い対外的に発信

・会社広報補助業務：ﾌﾟﾚｽﾘﾘｰｽ配信作業
メディアからの取材ｽｹｼﾞｭｰﾙ対応等

・デザイン入力/デザインを起こし/修正
したりしての加工

・パソコンから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

8



職種 求人者名 仕事の内容・賃金 就業時間 資格経験

①9:00～17:00

求人:１人
年齢:不問

雇用期間の定めあり 熊本市中央区水前寺6丁目29-20 保険:雇･労･健･厚
(４か月以上) 従業員数:1,337人 時給制　:時給890円～930円 休日:土日祝他 学歴:高校以上
パート労働者 43010-27526311 就業場所:阿蘇郡小国町大字宮原1784-1 週休2日制:毎週 経験:あれば尚可(銀

変形（1ヶ月単位）

①8:30～16:00

求人:１人
年齢:不問

雇用期間の定めあり 阿蘇郡南阿蘇村大字久石2784 保険:雇･労･健･厚
(４か月未満) 従業員数:1,430人 時給制　:時給1,000円～1,000円 休日:他 学歴:不問
パート労働者 43090- 1697211 就業場所:阿蘇郡南阿蘇村大字久石2784 週休2日制:毎週 経験:不問

求人:２人
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
従業員数:134人 時給制　:時給850円～1,020円 休日:他 学歴:不問

パート労働者 43090- 1712411 就業場所:阿蘇郡高森町大字高森3175 週休2日制:毎週 経験:不問
交替制あり
①8:20～17:30
②15:00～0:00

求人:１人 ③23:50～8:50
年齢:18歳以上

雇用期間の定めあり 阿蘇市黒川1365 保険:雇･労･健･厚
(４か月以上) 従業員数:44人 月給制　:時給1,375円～1,497円 休日:他 学歴:不問
パート労働者 43090- 1678111 就業場所:阿蘇市黒川1365 週休2日制:毎週 経験:不問

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･健･厚
(４か月以上) 従業員数:57人 時給制　:時給860円～910円 休日:他 学歴:不問
パート労働者 43090- 1680511 就業場所:阿蘇市小池9番地 週休2日制:その他 経験:不問

①9:00～18:30

求人:１人
年齢:不問

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

パート労働者 43090- 1710211 就業場所:阿蘇郡高森町大字高森3175 週休2日制:毎週 経験:不問

①10:00～18:30

求人:１人
年齢:不問

阿蘇市内牧115 保険:雇･労
従業員数:27人 時給制　:時給821円～830円 休日:他 学歴:不問

パート労働者 43090- 1691311 就業場所:阿蘇市内牧115 週休2日制:毎週 経験:不問

資格:不問

銀行店頭業務／

小国支店

(株)熊本銀行

資格:不問

介護職

（福祉施設）

特別養護老人ホーム

阿蘇みやま荘（阿蘇

広域行政事務組合）
資格:不問

介護職

（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
8:30～17:30の

間の5時間程度

調理（医院）

雇用期間の定めなし

(医社)問端会

問端内科 資格:不問

調理

（福祉施設）

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

資格:不問

E　サービスの職業（介護、看護助手、調理、接客・給仕、管理人）

D　販売の職業（小売店・卸売販売印、営業等）

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

アウトドア用品

の販売

(株)ベルカディア

モンベル南阿蘇店

鮮魚の調理及びパック詰め

＊病院内厨房での調理業務全般
・調理食材の下処理、及び切込み
・調理、盛り付け、配膳
・後片づけ、食器等の洗浄
・厨房内の清掃、及び整理整頓等

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

・作業は分担制により行います。

＊「特定施設入居者生活介護」での
介護業務全般

・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
丁寧に指導いたします。

＊入所者の方の身の回りのお世話及び
介護業務全般（食事/入浴/排泄介助）

＊介護スタッフ３１名
＊介護業務の初心者の方でも担当職員が
付いて各種業務を初歩から指導、研修
致します。

・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）

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

・営業店後方での伝票の仕訳・集計や
端末機操作による事務処理

・営業店窓口での預金受入・支払、
振込、税金払込等の事務処理

・ロビー案内
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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

①8:00～13:00

求人:２人
年齢:59歳以下

大分県佐伯市野岡町2丁目1番10号 保険:労
従業員数:80人 時給制　:時給830円～850円 休日:他 学歴:不問

パート労働者 44060- 4139611 就業場所:阿蘇郡小国町大字宮原字柿ノ木 週休2日制:その他 経験:不問

①10:00～15:00

求人:２人
年齢:不問

阿蘇市赤水1815-1 保険:雇･労
従業員数:298人 時給制　:時給900円～900円 休日:他 学歴:不問

パート労働者 43090- 1671211 就業場所:阿蘇市赤水1815-1 週休2日制:毎週 経験:不問
交替制あり
①7:00～16:00

求人:２人
年齢:不問

阿蘇郡南小国町大字満願寺2805-3 保険:雇･労
従業員数:8人 時給制　:時給850円～1,100円 休日:他 学歴:不問

パート労働者 43090- 1662711 就業場所:阿蘇郡南小国町大字満願寺2805- 週休2日制:その他 経験:あれば尚可(接

①8:30～17:30

求人:４人
年齢:不問 自動車免許(AT不可)

雇用期間の定めあり 熊本市東区月出1丁目7-13　大森ビル 保険:雇･労･健･厚
(４か月未満) 従業員数:470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 43010-27638411 就業場所:阿蘇郡南阿蘇村大字河陽4657番4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:労
従業員数:4人 時給制　:時給900円～950円 休日:他 学歴:不問

パート労働者 43090- 1692611 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

①9:00～17:00

求人:１人
年齢:不問

阿蘇郡南阿蘇村大字河陽5542-1 保険:雇･労･健･厚
従業員数:13人 時給制　:時給830円～850円 休日:他 学歴:不問

パート労働者 43090- 1693911 就業場所:阿蘇郡南阿蘇村大字河陽5542-1 週休2日制:毎週 経験:不問

①8:30～10:00
②15:30～17:00

求人:１人
年齢:59歳以下 自動車免許(AT不可)

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

パート労働者 43090- 1714311 就業場所:阿蘇郡高森町大字高森3175 週休2日制:毎週 経験:不問

レストラン

ホールスタッフ

雇用期間の定めなし

(株)あつまるホール

ディングス　阿蘇ｺﾞﾙ

ﾌ場事業部あつまる

阿蘇赤水ｺﾞﾙﾌ倶楽部

資格:不問

鮮魚担当

（小国店）

雇用期間の定めなし

(株)マルミヤ水産

資格:不問

別荘地管理 大森産業　(株)

旅館の接客

雇用期間の定めなし

(有)辰己観光

お宿華坊

又は13:00～20:00

の間の6時間程度

資格:不問

農作業

雇用期間の定めなし

(有)阿蘇健康農園

資格:不問

農作業

雇用期間の定めなし

山室農園

又は8:00～18:00の

間の5時間程度

資格:不問

送迎運転手

（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

梅香苑

F　保安の職業（警備員等）

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）

＊飲料水の製造工場での物流関連業務：

・自動車の乗り降りの際の介助等
・自動車使用前の安全点検
・送迎自動車の清掃、及び洗車
＊入所者様の病院、通院の運転
（１０時頃より週２回程度）

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

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

＊主にﾄﾙｺｷｷｮｳ（年間）が中心。季節に
よりﾌﾞﾛｯｺﾘｰ(2ﾍｸﾀｰﾙ)の野菜の栽培。

・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

・給水・温泉供給施設の維持管理
・別荘の鍵の保管・管理
・車での敷地内の巡回点検
・共有地の草刈り業務
・ごみの分別
・その他軽作業

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

・簡単なポータブル操作
・機械で注文を取り込み、厨房へデータ
送信する

・接客
・配膳・下膳・清掃・洗い場作業
＊スタッフは４～５名で対応します

鮮魚の調理及びパック詰め
寿司の製造
接客、販売、清掃業務
「定年以上で応募の方は相談に応じます」
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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

フォークリフト運転
①10:00～17:00 技能者

求人:１人
年齢:不問 普通自動車免許

雇用期間の定めあり 阿蘇郡南阿蘇村大字河陰3032 保険:雇･労･健･厚
(４か月未満) 従業員数:39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- 1682011 就業場所:阿蘇郡南阿蘇村大字河陰3032 週休2日制:その他 経験:不問

①8:00～17:00 普通自動車免許
あれば尚可

求人:２人
年齢:不問

阿蘇郡高森町大字高森2205-2 保険:雇･労･健･厚
従業員数:10人 時給制　:時給1,500円～2,000円 休日:日 学歴:不問

パート労働者 43090- 1707611 就業場所:阿蘇郡高森町大字高森2205-2 週休2日制:その他 経験:不問

①8:00～17:00

求人:１人
年齢:不問 自動車免許(AT不可)

阿蘇市一の宮町坂梨2449-4 保険:雇･労
従業員数:8人 時給制　:時給1,000円～1,000円 休日:日他 学歴:不問

パート労働者 43090- 1675311 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:あれば尚可(経

①8:30～13:00
②7:30～9:30

求人:１人
年齢:69歳以下

阿蘇市黒川字尾西2138-1 保険:労
従業員数:6,000人 時給制　:時給830円～830円 休日:他 学歴:不問

パート労働者 43090- 1708911 就業場所:阿蘇郡南阿蘇村河陽4463 週休2日制:毎週 経験:不問

①10:30～14:30

求人:１人
年齢:69歳以下

阿蘇市黒川字尾西2138-1 保険:雇･労
従業員数:6,000人 時給制　:時給830円～830円 休日:他 学歴:不問

パート労働者 43090- 1709111 就業場所:阿蘇市小里834-2 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 熊本市中央区本荘5丁目10番26号 保険:雇･労･健･厚
(４か月以上) 従業員数:65人 時給制　:時給930円～930円 休日:土日祝他 学歴:不問
パート労働者 43010-27892911 就業場所:阿蘇市黒川1266 週休2日制:毎週 経験:不問

土木作業員

物流業務係

（リフトマン）

ﾊｲｺﾑｳｫｰﾀｰ(株)

南阿蘇村工場

土木作業員

雇用期間の定めなし

星光ビル管理(株)

阿蘇事務所
資格:不問

雇用期間の定めなし

(株)佐藤建設

清掃

（陽ノ丘荘）

医療材料の小分け

管理/院内ﾃﾞﾘﾊﾞﾘｰ

(株)八尾ムトウ

資格:不問

清掃

（旅館：入船）

雇用期間の定めなし

星光ビル管理(株)

阿蘇事務所
資格:不問

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）

雇用期間の定めなし

(有)古寺工務店

＊病院で使用する点滴/注射用の医療材料
を必要な数だけ揃えて、院内ﾃﾞﾘﾊﾞﾘｰ等
行うお仕事です

＊他、データ入力業務等ＰＣを使用した
付帯業務もあります

・客室の清掃
・客室のベッドメイク
・アメニティー等の補充
・廊下・トイレ等の清掃

・居室・廊下の清掃
・洗濯業務
・居室のベッドメイク
・食堂の後片付け

公共工事、民間工事の土木作業、産廃
中間処理業に関する作業
＊現場移動は事業所に集合し社用車を
使用する。

＊資格等の取得希望者については、
講習費用を会社が負担します。

＊土木工事現場における次のような業務
・基礎工事
・舗装工事
・草刈り
・その他

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

・商品在庫管理
・工場内の整理整頓
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職種 求人者名 仕事の内容・賃金 就業時間 資格経験

変形（1ヶ月単位）

①6:30～15:30 日商簿記３級
②7:00～16:00 あれば尚可

求人:２人 ③7:30～16:30
年齢:35歳以下

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

正社員 43010-22208411 就業場所:阿蘇郡南阿蘇村大字河湯5992-2週休2日制:その他 経験:不問
変形（1年単位）
①8:30～17:30

求人:１人
年齢:59歳以下 普通自動車免許

菊池郡大津町大字引水789番地1 保険:雇･労･健･厚
従業員数:345人 月給制　:月額160,000円～250,000円 休日:日祝他 学歴:高校以上

正社員 43030- 7878511 就業場所:阿蘇市一の宮町宮地4507ー7 週休2日制:その他 経験:あれば尚可(経

①8:15～17:15

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2141-4 保険:雇･労･健･厚
従業員数:95人 月給制　:月額147,408円～147,408円 休日:土日他 学歴:不問

正社員 43090- 1479111 就業場所:阿蘇郡高森町大字高森2141-4 週休2日制:毎週 経験:基本的なPC操
変形（1ヶ月単位）

①8:15～17:15

求人:１人
年齢:44歳以下

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

正社員 43090- 1452111 就業場所:阿蘇郡高森町高森　1978-2 週休2日制:その他 経験:不問

①8:00～17:00

求人:１人
年齢:44歳以下 普通自動車免許

阿蘇郡南阿蘇村大字中松3290-1 保険:雇･労･健･厚
従業員数:6人 月給制　:月額149,400円～180,000円 休日:他 学歴:不問

正社員 43090- 1360011 就業場所:阿蘇郡南阿蘇村大字中松3290-1 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 普通自動車免許

阿蘇郡南阿蘇村大字中松3290-1 保険:雇･労･健･厚
従業員数:6人 月給制　:月額149,400円～180,000円 休日:他 学歴:不問

正社員 43090- 1354611 就業場所:阿蘇郡南阿蘇村大字中松3290-1 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 熊本市北区弓削5丁目1番17号 保険:雇･労･健･厚
(４か月以上) 従業員数:500人 月給制　:月額155,000円～155,000円 休日:土日祝他 学歴:不問
有期雇用派遣労働 43010-22442311 就業場所:阿蘇市黒川1266 週休2日制:毎週 経験:事務経験

フルタイム
総合職／熊本阿蘇

カントリークラブ

(株)

ドゥ・ヨネザワ

雇用期間の定めなし

一般事務

（阿蘇営業所）

(株)中九州クボタ

雇用期間の定めなし

事務職 (株)九州ﾄﾘｯｸｽ

高森工場

雇用期間の定めなし

一般事務 協同組合

高森ショッピング

センター

雇用期間の定めなし

事務兼巫女業務 (宗)阿蘇白水龍神

權現

雇用期間の定めなし

神職補助業務 (宗)阿蘇白水龍神

權現

雇用期間の定めなし

公立病院での

病院事務

(株)リフティング

ブレーン
資格:不問

事務･販売特集

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

・伝票処理（起票、入力、その他）
・電話応対、来客対応・小口現金管理
・営業サポートシステム入力
・銀行業務⇒外出有り
（自家用車：ガソリン代別途支給）
・その他、上記に付随する業務

・部品材料の受注、発注業務
・台帳入力業務・在庫管理
・部品梱包/出荷業務・来客、電話応対
・事務所内外の清掃等
＊山鹿、大津方面へ納品をお願いする
事もあります。（社用車を使用）

＊経理事務業務
会計ｿﾌﾄを使用した売上金の伝票処理
各種預かり金の現金管理

＊書類作成
パソコン操作、ﾜｰﾄﾞ・ｴｸｾﾙを使用

・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
・祭式補助
・参拝者の応対

・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

・面会者受付対応と案内
・病室のネームプレート作成
・入院患者の受け入れ対応業務
・患者データのチェックと入力
・書類整理 等
◎無資格ＯＫ！医療業界未経験ＯＫ！

・書類整理・電話/来客対応・支払業務
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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

変形（1年単位）
①8:00～17:00

求人:１人
年齢:64歳以下 普通自動車免許

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

正社員 43090- 1473511 就業場所:阿蘇郡南阿蘇村大字河陽3377-1 週休2日制:その他 経験:あれば尚可(・
日商簿記２級

①8:30～17:00 日商簿記３級
②8:30～12:00

求人:１人 上記のいずれか
年齢:不問 普通自動車免許

阿蘇市一の宮町宮地1452-2 保険:雇･労･健･厚
従業員数:6人 月給制　:月額160,000円～190,000円 休日:日祝他 学歴:不問

正社員 43090- 1421211 就業場所:阿蘇市一の宮町宮地1452-2 週休2日制:その他 経験:あれば尚可(経

①8:30～17:15

求人:１人
年齢:不問

雇用期間の定めあり 阿蘇郡高森町大字高森2141-3 保険:雇･労･健･厚
(４か月以上) 従業員数:120人 時給制　:月額159,650円～159,650円 休日:土日他 学歴:高校以上
正社員以外 43090- 1475011 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

変形（1年単位）
①8:00～17:00
②11:00～20:00

求人:１人 ③9:00～18:00
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2丁目27-1 保険:雇･労･健･厚
(４か月以上) 従業員数:180人 月給制　:月額146,000円～146,000円 休日:他 学歴:高校以上
正社員以外 43010-23810711 就業場所:阿蘇市黒川1478番地1 週休2日制:その他 経験:必須(基本的な

変形（1ヶ月単位） 登録販売者
①7:00～16:00 （一般医薬品）
②9:00～18:00

求人:８人 ③13:00～22:00
年齢:59歳以下

佐賀県佐賀市高木瀬町大字長瀬930 保険:雇･労･健･厚
従業員数:10,400 月給制　:月額145,000円～250,000円 休日:他 学歴:高校以上

正社員 41010-10828111 就業場所:（●菊陽店●大津店●東野店●阿 週休2日制:その他 経験:不問
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:308人 時給制　:月額147,586円～173,630円 休日:他 学歴:不問

正社員以外 43090- 1350511 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
①6:00～16:00
②7:00～17:00

求人:４人 ③8:00～18:00
年齢:59歳以下 普通自動車免許

熊本市西区田崎町484 保険:雇･労･健･厚
従業員数:25人 月給制　:月額183,000円～283,000円 休日:他 学歴:不問

正社員 43010-24765311 就業場所:菊池郡大津町1286-1「ダイレッ 週休2日制:その他 経験:不問

①9:00～18:00

求人:１人
年齢:40歳以下

阿蘇郡南小国町大字満願寺6602 保険:雇･労･健･厚
従業員数:4人 月給制　:月額170,000円～180,000円 休日:他 学歴:不問

正社員 43090- 1383211 就業場所:阿蘇郡南小国町大字満願寺6602 週休2日制:その他 経験:不問

経理事務

／一般事務

(株)藤本建設工業

雇用期間の定めなし

税務会計事務 渡邉澄雄

税理士事務所

雇用期間の定めなし

営業事務

（内勤）

(株)伊澤製作所

資格:不問

営業事務

／阿蘇駅前店

(株)トヨタ

レンタリース熊本

登録販売者

（熊本中ｴﾘｱ）

ダイレックス

(株)

又は7:00～22:00の

間の8時間程度
雇用期間の定めなし

販売職（みやはら

一の宮店鮮魚部）

(株)みやはら

資格:不問

雇用期間の定めなし

鮮魚製造販売 福和水産　(株)

雇用期間の定めなし

軽飲食の提供と

物販レジ

黒川温泉　湯音

資格:不問

雇用期間の定めなし

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

＊顧客（２０件程度）の毎月の経理を
会計専用パソコン等でまとめ試算表を
作成し決算期に決算を行って頂きます。

・通帳等からの振替伝票作成
・振替伝票から会計ソフトへの入力
・書類作成等

・取引先(得意先/仕入れ先)との電話応対
・得意先からの受注処理/納品の回答業務
・仕入れ先からの発注及び納期確認業務
・社内製造、外注製造品への手配作成
及び送付

・得意先への納品準備業務

・レンタカーの貸出や返却応対の接客
・電話応対
・予約のパソコン入力等のカウンター業務
・車両の洗車、回送、配集車
・その他、付随する業務

○店舗での一般薬品（第二類・第三類）、
健康食品、化粧品等の管理・販売

○お客様対応
（医療品等の商品説明・レジ業務等）
○医療品・一般商品の陳列、補充業務
○棚卸業務

＊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。

魚を使った商品作りをしていただきます。
寿司ロボットで作られたシャリの上にネタ
をのせる作業や売り場での商品陳列、値付
けなどの仕事もあります。
＊未経験の方でも、丁寧指導いたします。

＊店内にてｿﾌﾄｸﾘｰﾑ、ｺﾛｯｹ、ｿﾌﾄﾄﾞﾘﾝｸの
提供及び物販のレジのお仕事です。

＊黒川温泉街にある小さなお店（店内
座席５席）のためﾃｲｸｱｳﾄが多いです。

＊物販は地元産品を主に販売、地域貢献
の一助となっています。

＊給油所での接客をして頂きます。
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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）

①7:30～16:00
②9:30～18:00

求人:１人 ③10:30～19:00
年齢:不問 普通自動車免許

雇用期間の定めあり 阿蘇市一の宮町宮地387-5 保険:雇･労･健･厚
(４か月以上) 従業員数:457人 時給制　:月額140,906円～140,906円 休日:日祝他 学歴:高校以上
正社員以外 43090- 1462811 就業場所:阿蘇市一の宮町宮地1808-1 週休2日制:その他 経験:不問

変形（1ヶ月単位）

①7:00～15:30
②9:00～17:30

求人:２人 ③10:30～19:00
年齢:不問 普通自動車免許

雇用期間の定めあり 阿蘇市一の宮町宮地387-5 保険:雇･労･健･厚
(４か月以上) 従業員数:457人 時給制　:月額140,906円～140,906円 休日:日祝他 学歴:高校以上
正社員以外 43090- 1463211 就業場所:阿蘇郡南阿蘇村大字久石2642-2週休2日制:その他 経験:不問

変形（1ヶ月単位）

①7:30～16:00
②9:30～18:00

求人:１人 ③10:30～19:00
年齢:不問 普通自動車免許

雇用期間の定めあり 阿蘇市一の宮町宮地387-5 保険:雇･労･健･厚
(４か月以上) 従業員数:457人 時給制　:月額140,906円～140,906円 休日:日祝他 学歴:不問
正社員以外 43090- 1464511 就業場所:阿蘇郡高森町大字高森1969-1 週休2日制:その他 経験:不問

変形（1ヶ月単位）

①8:30～17:00
②8:30～12:00

求人:１人
年齢:不問 自動車免許(AT不可)

雇用期間の定めあり 阿蘇市一の宮町宮地387-5 保険:雇･労･健･厚
(４か月以上) 従業員数:457人 時給制　:月額140,906円～140,906円 休日:日祝他 学歴:不問
正社員以外 43090- 1459311 就業場所:阿蘇郡　小国町大字宮原2300 週休2日制:その他 経験:不問

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:11,740 月給制　:月額180,000円～232,000円 休日:他 学歴:高校以上

正社員 15070- 8378111 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:11,740 月給制　:月額180,000円～232,000円 休日:他 学歴:高校以上

正社員 15070- 8380511 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:11,740 月給制　:月額180,000円～232,000円 休日:他 学歴:高校以上

正社員 15070- 8381411 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:11,740 月給制　:月額180,000円～232,000円 休日:他 学歴:高校以上

正社員 15070- 8382011 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

給油所スタッフ

（一の宮給油所）

阿蘇農業協同組合

給油所スタッフ

（久木野給油所）

阿蘇農業協同組合

給油所スタッフ

（高森給油所）

阿蘇農業協同組合

購買店舗スタッフ

(小国郷中央支所)

阿蘇農業協同組合

販売・店舗運営職 (株)コメリ

雇用期間の定めなし

販売・店舗運営職 (株)コメリ

雇用期間の定めなし

販売・店舗運営職 (株)コメリ

雇用期間の定めなし

販売・店舗運営職 (株)コメリ

雇用期間の定めなし

・品出し、補充

まずはﾎｰﾑｾﾝﾀｰでの接客/販売/売場づくり
商品管理、店長代行業務等を通じて知識
と技術を習得して頂きます。商品知識
勉強会や店長候補研修、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/売場づくり
商品管理、店長代行業務等を通じて知識
と技術を習得して頂きます。商品知識
勉強会や店長候補研修、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/売場づくり
商品管理、店長代行業務等を通じて知識
と技術を習得して頂きます。商品知識
勉強会や店長候補研修、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/売場づくり
商品管理、店長代行業務等を通じて知識
と技術を習得して頂きます。商品知識
勉強会や店長候補研修、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。

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

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

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

・肥料、農薬、資材等の販売及び接客
・レジ業務
・ﾊﾟｿｺﾝ使用による伝票入力・電話応対
・各種商品の整理整頓
・お客様の注文により配達をお願いする
事もあります。
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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

①8:30～17:45
②14:30～23:00

求人:２人
年齢:不問

雇用期間の定めあり 福岡県朝倉市一ツ木1148-1 保険:雇･労･健･厚
(４か月以上) 従業員数:7,352人 時給制　:月額146,880円～155,520円 休日:他 学歴:不問
正社員以外 40150- 5437311 就業場所:阿蘇郡南小国町大字赤馬場1283- 週休2日制:その他 経験:不問

①9:00～18:00

求人:１人
年齢:64歳以下 自動車免許(AT不可)

阿蘇郡南阿蘇村大字河陽2873 保険:雇･労･健･厚
従業員数:6人 月給制　:月額180,000円～220,000円 休日:日祝他 学歴:不問

正社員 43090- 1401611 就業場所:阿蘇郡南阿蘇村大字河陽2873 週休2日制:その他 経験:不問

①9:00～18:00

求人:１人
年齢:59歳以下 普通自動車免許

京都府京都市中京区河原町通二条下る二丁目下丸屋町403番地 保険:雇･労･健･厚
従業員数:4人 月給制　:月額240,000円～300,000円 休日:土日祝他 学歴:不問

正社員 26010-20568811 就業場所:阿蘇郡高森町高森3095 週休2日制:毎週 経験:不問
変形（1年単位）
①8:30～17:30

求人:１人
年齢:59歳以下 自動車免許(AT不可)

東京都中央区日本橋3丁目12-2　朝日ビルヂング7Ｆ 保険:雇･労･健･厚
従業員数:8,393人 月給制　:月額168,100円～287,990円 休日:日祝他 学歴:高校以上

正社員 13010-63798711 就業場所:阿蘇市黒川字横井ノ本1536-2 週休2日制:その他 経験:あれば尚可(経
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:3,986人 月給制　:月額146,000円～210,000円 休日:日祝他 学歴:高校以上

正社員 40140- 3534011 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
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:3,986人 月給制　:月額146,000円～210,000円 休日:日祝他 学歴:高校以上

正社員 40140- 3538111 就業場所:阿蘇郡南小国町赤馬場141-1 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:59歳以下 自動車免許(AT不可)

菊池郡大津町大字引水789番地1 保険:雇･労･健･厚
従業員数:345人 月給制　:月額155,000円～250,000円 休日:日祝他 学歴:高校以上

正社員 43030- 7799411 就業場所:阿蘇郡小国町大字宮原1810 週休2日制:その他 経験:あれば尚可(整
変形（1年単位）
①8:30～17:30

求人:１人
年齢:59歳以下 自動車免許(AT不可)

菊池郡大津町大字引水789番地1 保険:雇･労･健･厚
従業員数:345人 月給制　:月額150,000円～250,000円 休日:日祝他 学歴:高校以上

正社員 43030- 7800711 就業場所:阿蘇市内牧1507-1 週休2日制:その他 経験:不問

販売員

（小国店）

(株)ドラッグスト

アモリ 資格:不問

一般家電の販売

及び設置

(有)ウエダ電器

雇用期間の定めなし

乾燥野菜の食品

加工所の拠点担当

(株)hakken

雇用期間の定めなし

営業

（阿蘇営業所）

(株)アクティオ

雇用期間の定めなし

営業職

（阿蘇支店）

ヤンマーアグリ

ジャパン(株)

九州支社

雇用期間の定めなし

営業職

（南小国支店）

ヤンマーアグリ

ジャパン(株)

九州支社

雇用期間の定めなし

ルート営業

（小国営業所）

(株)中九州クボタ

雇用期間の定めなし

ルート営業

（阿蘇営業所）

(株)中九州クボタ

雇用期間の定めなし

〇農業用機械の販売及び修理

〇農業用機械の販売及び修理
・基本は既存顧客への営業訪問
・その他、調子伺い訪問、点検訪問
・上記に付随する業務
※社用車貸与（ＭＴ車）

〇農業用機械の販売及び修理
・基本は既存顧客への営業訪問
・その他、調子伺い訪問、点検訪問
・上記に付随する業務
※社用車貸与（ＭＴ車）

ﾄﾗｸﾀなどの農業用機械の販売/ｱﾌﾀｰｻｰﾋﾞｽ。
入社後、一定期間は先輩社員がお客様
訪問に同行するなどして指導いたします。
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。

ﾄﾗｸﾀなどの農業用機械の販売/ｱﾌﾀｰｻｰﾋﾞｽ。
入社後、一定期間は先輩社員がお客様
訪問に同行するなどして指導いたします。
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。

ｾﾞﾈｺﾝ・建設会社等に対し、現場で使用
するﾚﾝﾀﾙ機械を提案、提供する営業です。
BtoBの営業経験や、機械の知識・資格が
ある方は特技を活かせる職場です。
未経験の方も、入社後の研修で必要な
スキルを身につけることができます。

・野菜回収計画作成や回収作業
・野菜の乾燥作業
・自治体、ＪＡ、農業法人、ＯＥＭ先を
はじめとした各所とのｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ

・ﾊﾟｰﾄｽﾀｯﾌの管理・その他付随する業務
＜希望があれば＞・商品企画及び開発等

＊家電製品の販売から住宅設備の設置、
ﾒﾝﾃﾅﾝｽ、入れ替え、ﾘﾌｫｰﾑ等、ニーズに
合った提案など。

・丁寧に指導します。機会あるごとに、
研修会等に参加していただき資格取得
や技術向上していただく事が出来ます。

・品出し、補充
・陳列棚の整理
・在庫商品の管理（賞味期限のﾁｪｯｸ、
在庫の確認）

・接客、販売・レジ業務
・フロア清掃など
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職種 求人者名 仕事の内容・賃金 就業時間 資格経験

変形（1年単位）
①8:30～17:30

求人:１人
年齢:59歳以下 自動車免許(AT不可)

菊池郡大津町大字引水789番地1 保険:雇･労･健･厚
従業員数:345人 月給制　:月額155,000円～250,000円 休日:日祝他 学歴:高校以上

正社員 43030- 7801811 就業場所:阿蘇郡高森町大字高森2187 週休2日制:その他 経験:あれば尚可(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)

天草市港町16-13 保険:雇･労･健･厚
従業員数:157人 月給制　:月額220,000円～350,000円 休日:日祝他 学歴:高校以上

正社員 43060- 3105211 就業場所:阿蘇市的石1537 週休2日制:その他 経験:不問

求人:１人
年齢:不問 普通自動車免許

雇用期間の定めあり 阿蘇市一の宮町宮地5816 保険:雇･労
(４か月以上) 従業員数:8人 時給制　:時給840円～1,050円 休日:土日祝他 学歴:不問
パート労働者 43090- 1438811 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

求人:１人
年齢:不問 普通自動車免許

阿蘇市波野大字小園623 保険:雇･労
従業員数:13人 時給制　:時給850円～850円 休日:土日他 学歴:不問

パート労働者 43090- 1393511 就業場所:阿蘇市波野大字小園623 週休2日制:毎週 経験:あれば尚可(経

①17:00～22:00
②13:00～18:00

求人:４人
年齢:不問

雇用期間の定めあり 阿蘇郡高森町大字高森2216 保険:雇･労
(４か月以上) 従業員数:125人 時給制　:時給900円～900円 休日:他 学歴:不問
パート労働者 43090- 1403111 就業場所:阿蘇郡高森町大字高森2216 週休2日制:毎週 経験:不問

①8:45～13:00
②12:45～17:00

求人:２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:11,740 時給制　:時給867円～1,074円 休日:他 学歴:高校以上
パート労働者 40030- 6624811 就業場所:阿蘇郡南阿蘇村大字下野字山田 週休2日制:毎週 経験:不問

①8:45～13:45
②13:00～18:00

求人:２人 ③9:00～18:00
年齢:不問

雇用期間の定めあり 阿蘇市黒川1440-1 保険:雇･労
(４か月以上) 従業員数:22人 時給制　:時給900円～1,000円 休日:他 学歴:高校以上
パート労働者 43090- 1388611 就業場所:阿蘇市黒川1440-1 週休2日制:毎週 経験:不問

ルート営業

（高森営業所）

(株)中九州クボタ

雇用期間の定めなし

営業

（阿蘇出張所）

三和コンクリート

工業　(株)

雇用期間の定めなし

パート
一般事務 (特非)九州バイオ

マスフォーラム
8:30～17:00の

間の5時間程度

事務職 (株)丸山農園

8:00～17:00の

間の5時間程度

雇用期間の定めなし

レジ係 (株)熊本フレイン

高森店
資格:不問

販売員（ﾊｰﾄﾞｱﾝﾄﾞ

ｸﾞﾘｰﾝ長陽店）

(株)コメリ

九州ストア

サポートセンター
資格:不問

販売（レジ）

業務

NPO法人 ASO

田園空間博物館 資格:不問

又は9:00～18:00の

間の5時間程度

○ホームセンターでの商品の陳列・補充

＊ＪＲ阿蘇駅横（道の駅阿蘇）の売店
主に店内の接客業務、レジ業務
他に商品の補充及び陳列、陳列棚の
清掃等

＊土、日、祝日勤務可能な方希望
＊正社員への登用あり

○ホームセンターでの商品の陳列・補充
・整理、レジ係、清掃等の作業

・レジ業務・商品の補充及び陳列
・贈答品の包装・ｶｰﾄ、ｶｺﾞ等の整理整頓
＊レジの足元にはマットを敷いて、
身体の負担軽滅を図っております。

＊時間、日数、曜日はできる限り相談に
応じます。

＊会計業務
＊入金・出金に関する銀行業務
＊外国人実習生の管理業務
＊電話受付
＊その他の事務一般

＊パソコンを使用しての事務作業
・窓口対応・補助金・助成金申請補助
・注文受付（薪、野草など）
・イベント企画・運営・環境教育補助
・調査補助、資料作成・データ入力
・議事録作成・報告書作成

・ｺﾝｸﾘｰﾄ二次製品の営業 側溝/ﾞﾛｯｸなど
（最初は先輩営業員との同行営業）
・主に業者間の営業 エリア：県内一円
・営業には社用車を使用します
・携帯電話を支給します
＊未経験者大歓迎（研修制度があります）

〇農業用機械の販売及び修理
・基本は既存顧客への営業訪問
・その他、調子伺い訪問、点検訪問
・上記に付随する業務
※社用車貸与（ＭＴ車）
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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

①8:45～13:00
②12:45～17:00

求人:２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:11,740 時給制　:時給900円～900円 休日:他 学歴:高校以上
パート労働者 40030- 6625211 就業場所:阿蘇郡南小国町大字赤馬場1784- 週休2日制:毎週 経験:不問

①8:45～13:00
②12:45～17:00

求人:３人 ③15:30～19:45
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:11,740 時給制　:時給867円～1,074円 休日:他 学歴:高校以上
パート労働者 40030- 6626511 就業場所:阿蘇郡南小国町大字赤馬場字杉田 週休2日制:毎週 経験:不問

変形（1年単位） 一級建築士
①8:00～17:30 二級建築士

２級建築施工管理技士

求人:２人 上記のいずれか
年齢:不問

阿蘇郡小国町大字宮原1978 保険:雇･労･健･厚
従業員数:24人 月給制　:月額300,000円～385,000円 休日:日他 学歴:不問

正社員 43090- 1489811 就業場所:阿蘇郡小国町大字宮原1978 週休2日制:その他 経験:あれば尚可(建
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:121人 月給制　:月額220,000円～370,000円 休日:日祝他 学歴:高校以上
正社員以外 46010-26720511 就業場所:熊本市/八代市/阿蘇市付内のいずれか 週休2日制:毎週 経験:必須(＊土木工

２級土木施工管理技士

①8:30～17:15 １級土木施工管理技士

求人:１人 上記のいずれか
年齢:不問 普通自動車免許

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:121人 月給制　:月額270,000円～470,000円 休日:日祝他 学歴:高校以上
正社員以外 46010-26721411 就業場所:熊本市/八代市/阿蘇市付内のいずれか 週休2日制:毎週 経験:必須(＊土木工

変形（1年単位） ２級土木施工管理技士

①8:00～17:00

求人:１人
年齢:67歳以下 自動車免許(AT不可)

阿蘇郡高森町高森1550-8 保険:雇･労･健･厚
従業員数:7人 日給制　:月額279,600円～326,200円 休日:日祝他 学歴:不問

正社員 43090- 1498211 就業場所:阿蘇郡高森町高森1550-8 週休2日制:その他 経験:あれば尚可
変形（1年単位） １級土木施工管理技士

①8:00～17:00

求人:１人
年齢:64歳以下 自動車免許(AT不可)

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

正社員 43090- 1472211 就業場所:阿蘇郡南阿蘇村大字河陽3377-1 週休2日制:その他 経験:不問

販売員（ﾊｰﾄﾞｱﾝﾄﾞ

ｸﾞﾘｰﾝ南小国店）

(株)コメリ

九州ストア

サポートセンター
資格:不問

販売員（ﾊｰﾄﾞｱﾝﾄﾞ

ｸﾞﾘｰﾝ南小国店）

(株)コメリ

九州ストア

サポートセンター
資格:不問

フルタイム
建築技術者 (株)橋本建設

雇用期間の定めなし

土木技術者

（経験者）

(株)コバルト技建

鹿児島支店

土木技術者

（経験者）

(株)コバルト技建

鹿児島支店

土木施工管理技

士

(株)南阿蘇解体

雇用期間の定めなし

土木技術者

（ー級）

(株)藤本建設工業

雇用期間の定めなし

○ホームセンターでの商品の陳列・補充
・整理、レジ係、清掃等の作業

○ホームセンターでの商品の陳列・補充
・整理、レジ係、清掃等の作業

専門･技術特集

＊建築工事現場事務所にて工事の管理
・基礎～仕上がりまでの管理
＊監督/施工図や工事関係の書類を作成
・官公庁や機関への提出建築書類の作成
（提出書類等はパソコン使用となります）

○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

＊阿蘇管内の公共事業、民間企業、個人
等の一般土木工事、及び解体工事等。

（道路工事、河川工事、造成工事等）
・見積もりの作成・パソコン入力による
行政等提出書類の作成、及び提出

・現場監督/進歩管理・安全、品質管理等

＊土木工事の施工管理全般
・土木工事（公共工事）に関する現場
での施工管理、及び監督

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

＊土木工事の施工管理、土木工事（公共
17



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） １級土木施工管理技士

①8:00～17:00 ２級土木施工管理技士

求人:２人 上記のいずれか
年齢:不問 自動車免許(AT不可)

阿蘇郡南阿蘇村大字一関801-1 保険:雇･労･健･厚
従業員数:34人 月給制　:月額250,000円～300,000円 休日:日他 学歴:不問

正社員 43090- 1446811 就業場所:阿蘇郡南阿蘇村大字一関801-1 週休2日制:その他 経験:あれば尚可(経
２級土木施工管理技士

①8:30～17:30

求人:１人
年齢:59歳以下 普通自動車免許

熊本市中央区安政町4-19　ＴＭ10ビル8Ｆ 保険:雇･労･健･厚
従業員数:2,000人 月給制　:月額214,480円～372,320円 休日:土日祝他 学歴:高校以上

正社員 43010-23001611 就業場所:「熊本河川国道事務所」及び出張所のいずれか 週休2日制:毎週 経験:必須(土木工事
１級土木施工管理技士

①8:30～17:30 ２級土木施工管理技士

求人:２人 上記のいずれか
年齢:不問 普通自動車免許

雇用期間の定めあり 熊本市中央区安政町4-19　ＴＭ10ビル8Ｆ 保険:雇･労･健･厚
(４か月以上) 従業員数:2,000人 月給制　:月額290,600円～432,500円 休日:土日祝他 学歴:高校以上
正社員以外 43010-23005811 就業場所:「熊本河川国道事務所」及び出張所のいずれか 週休2日制:毎週 経験:あれば尚可(土

①9:00～18:00

求人:１人
年齢:59歳以下 普通自動車免許

阿蘇市黒川1567-2 保険:雇･労･健･厚
従業員数:11人 月給制　:月額250,000円～350,000円 休日:日祝他 学歴:不問

正社員 43090- 1465411 就業場所:阿蘇市黒川1567-2 週休2日制:その他 経験:あれば尚可(経

①9:00～18:00

求人:２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 月給制　:月額250,000円～300,000円 休日:日祝他 学歴:不問

正社員 43090- 1466011 就業場所:阿蘇市黒川1567-2 週休2日制:その他 経験:あれば尚可(自
変形（1ヶ月単位） 看護師
①8:00～17:00 准看護師
②9:00～18:00

求人:２人 ③12:00～21:00 上記のいずれか
年齢:59歳以下 普通自動車免許

熊本市東区戸島西1丁目23-63 保険:雇･労･健･厚
従業員数:67人 月給制　:月額186,000円～394,000円 休日:他 学歴:高校以上

正社員 43010-24359411 就業場所:阿蘇郡小国町大字宮原1493-1 週休2日制:その他 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- 1402911 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
交替制あり 看護師
①8:30～17:30
②8:30～12:30

求人:２人 ③15:00～9:00
年齢:18歳以上

阿蘇市小里249-2 保険:雇･労･健･厚
従業員数:70人 月給制　:月額192,000円～232,000円 休日:他 学歴:不問

正社員 43090- 1396311 就業場所:阿蘇市小里249-2 週休2日制:その他 経験:不問

土木施工管理 (株)丸立

雇用期間の定めなし

土木設計施工

管理技術者

(株)ティーネット

ジャパン

熊本営業所

雇用期間の定めなし

土木設計施工

管理技術者

(株)ティーネット

ジャパン

熊本営業所

自動車鈑金・

塗装工(経験者)

(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

自動車整備士

（経験者）

(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

看護業務

／縁がわ小国

(特非)

コレクティブ

雇用期間の定めなし

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

看護師（病院） (医)坂梨ハート会

坂梨ハートクリ

ニック

雇用期間の定めなし

＊土木工事の施工管理、土木工事（公共
工事）に関する現場での施工管理。

・工事の安全管理、パソコン等での工程、
品質、出来形などの書類作成等

＊工事現場は阿蘇管内、大津、菊陽方面、
熊本市内

請負工事の履行に必要となる資料作成や
施工状況の照会及び確認、工事検査等へ
の臨場、設計図書と工事現場の照会等。
庁舎内のﾃﾞｽｸﾜｰｸ及び工事現場の発注者側
監督の支援作業であり、土木作業は行い
ません。

請負工事の履行に必要となる資料作成や
施工状況の照会及び確認、工事検査等へ
の臨場、設計図書と工事現場の照会等。
庁舎内のﾃﾞｽｸﾜｰｸ及び工事現場の発注者側
監督の支援作業であり、土木作業は行い
ません。

＊自動車鈑金・塗装の塗装がﾒｲﾝ。小さい
キズ・凹み～事故車修理まで対応。
※ジグ式修正機、高張力鋼板対応ｽﾎﾟｯﾄ
溶接機、ＭＩＧ溶接機（アルミ可）、
ﾌﾟｯｼｭﾌﾟﾙ式熱源付きﾌﾞｰｽﾄ等々、設備
完備してます。

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

小規模多機能型居宅介護事業所における
・介護及び看護業務・送迎
＊ｴﾘｱ：小国町、南小国町（社用車使用）
※定年年齢以上の方も経験や体力面を
確認の上ではありますが、求人票と
同一条件での採用が可能です。

・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
(阿蘇市内/熊本市内方面)・服薬管理等

・患者の観察、状況の把握
・医師診察の補助
・注射、採血、検査等の処置及び準備等
・カルテ、処方箋等の整理
・薬剤等の管理他
※当直（夜勤）が月に２～４回程度

入浴、排せつ、食事等の介護、その他の
18



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:59歳以下

熊本市東区南町16-8 保険:雇･労･健･厚
従業員数:90人 月給制　:月額211,300円～275,470円 休日:他 学歴:不問

正社員 43010-22229711 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
①7:00～16:00
②8:30～17:30

求人:１人 ③11:00～20:00
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:90人 月給制　:月額211,300円～275,470円 休日:他 学歴:不問
正社員以外 43010-22232011 就業場所:阿蘇市乙姫2142-10 週休2日制:その他 経験:不問

交替制あり 看護師
①8:00～17:00
②9:00～18:00

求人:１人 ③9:20～18:20
年齢:59歳以下

阿蘇市一の宮町宮地5833 保険:雇･労･健･厚
従業員数:364人 月給制　:月額222,000円～262,000円 休日:他 学歴:不問

正社員 43090- 1348111 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） 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- 1356111 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
栄養士

①9:00～18:00

求人:１人
年齢:不問

阿蘇郡南阿蘇村久石2721-2 保険:雇･労･健･厚
従業員数:88人 月給制　:月額224,591円～254,591円 休日:他 学歴:不問

正社員 43090- 1410911 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(集
変形（1ヶ月単位）

①8:15～17:30
②7:00～16:00

求人:２人 ③16:00～9:00
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188,400円～249,000円 休日:他 学歴:高校以上

正社員 43090- 1434611 就業場所:阿蘇市三久保715番地 週休2日制:その他 経験:不問
交替制あり
①6:30～20:00
②6:30～20:30

求人:１人 ③12:00～21:00
年齢:59歳以下 普通自動車免許

阿蘇郡高森町大字色見822 保険:雇･労･健･厚
従業員数:66人 月給制　:月額180,000円～200,000円 休日:他 学歴:不問

正社員 43090- 1430511 就業場所:阿蘇郡高森町大字色見822 週休2日制:その他 経験:あれば尚可(調
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

阿蘇郡高森町大字色見822 保険:雇･労･健･厚
従業員数:66人 月給制　:月額180,000円～200,000円 休日:日他 学歴:高校以上

正社員 43090- 1431411 就業場所:阿蘇郡高森町大字色見822 週休2日制:その他 経験:不問

看護職／乙姫の家 (株)

かいごのみらい

雇用期間の定めなし

看護職／乙姫の家

／６０歳以上専用

(株)

かいごのみらい

正看護師

（内科外来）

(医社)大徳会

（大阿蘇病院）

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

雇用期間の定めなし

栄養士

（介護施設）

(株)南阿蘇

ケアサービス

雇用期間の定めなし

生活支援員 (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

ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ世話人

・生活支援員

(福)立正福祉会

高森寮

雇用期間の定めなし

指導員（地域活動

支援センター）

(福)立正福祉会

高森寮

雇用期間の定めなし

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。
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、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。
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。

・内科、又は、整形外科での医師の
診療補助業務

・病状観察、バイタル測定、報告
・検査介助、処置等
・採血や点滴等

・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

・献立作成・食材発注、食材費管理
・食事管理/栄養管理等の日誌/報告書作成
・調理補助業務
＊朝、夕食、各７０食、昼食９０食程度
(職員含む)/宅配弁当(1日20～30食程度）

＊当施設において利用者の介護全般。
・身体に障がいをお持ちの70名の利用者
様の食事・入浴・排泄等のお世話。

（介護記録等のパソコン入力有り）
・利用者様の買物の代行にて普通車を
使用します。

・食事作り、食材の購入：施設の車使用
・食事提供・入浴、洗濯支援
・外出(外食/喫茶等/買い物)の付き添い
＊利用されている方は、男女共に年齢30
歳～60歳位迄の方です 身体的な介護
業務はありません。

・朝・夕の送迎
・日中活動(ｸｯｷﾝｸﾞ・ｳｫｰｷﾝｸﾞ・生け花等)
・昼食・間食の提供支援
・後片付け・入浴介助支援
＊利用される方の地域生活支援や相談に
応じてｶｳﾝｾﾘﾝｸﾞや助言を行います。

・入浴、食事等の介助
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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

交替制あり 社会福祉士
①8:30～18:00 精神保健福祉士
②5:00～14:00 介護福祉士

求人:２人 ③6:00～15:00 あれば尚可
年齢:18歳～59歳

阿蘇郡高森町大字色見822 保険:雇･労･健･厚
従業員数:66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- 1432011 就業場所:阿蘇郡高森町大字色見822 週休2日制:その他 経験:不問
変形（1年単位）
①7:30～16:30
②8:30～17:30

求人:１人 ③9:00～18:00
年齢:64歳以下 普通自動車免許

阿蘇市内牧182-1 保険:雇･労･健･厚
従業員数:140人 月給制　:月額155,000円～190,000円 休日:他 学歴:不問

正社員 43090- 1414211 就業場所:阿蘇市黒川406 週休2日制:その他 経験:不問
介護支援専門員

①8:30～17:30

求人:１人
年齢:不問

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

正社員 43090- 1492311 就業場所:阿蘇市内牧1214-32 週休2日制:毎週 経験:必須(介護業務
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:68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- 1357711 就業場所:阿蘇郡南阿蘇村大字一関1282 週休2日制:その他 経験:不問

交替制あり 看護師
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 熊本市東区神園2丁目1番1号 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 43010-23857011 就業場所:阿蘇郡小国町/阿蘇郡高森町 週休2日制:毎週 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:不問 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- 1413811 就業場所:阿蘇市黒川1178 週休2日制:毎週 経験:不問
看護師

①8:30～16:30 准看護師

求人:２人 上記のいずれか
年齢:不問

阿蘇市小里249-2 保険:雇･労･健･厚
従業員数:70人 時給制　:時給1,100円～1,350円 休日:他 学歴:高校以上

パート労働者 43090- 1391811 就業場所:阿蘇市小里271-8 週休2日制:毎週 経験:不問

生活支援員 (福)立正福祉会

高森寮

雇用期間の定めなし

児童支援員 (福)やまなみ会

阿蘇総合

支援センター

雇用期間の定めなし

居宅

ケアマネジャー

(同)ゆう　ケア

ステーションゆう

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

パート
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

訪問看護師 阿蘇郡医師会立

訪問看護

ステーション

雇用期間の定めなし

正又は准看護師

（阿蘇山荘）

(医)坂梨ハート会

坂梨ハートクリ

ニック

雇用期間の定めなし

・入浴、食事等の介助
・外出（買い物、ドライブ等）への同行
・歩行訓練リハビリ、音楽活動等の支援
＊夜勤(月/３回程度)＊深夜勤(月/1～2回)
夜勤：緊急時の対応、排せつ介助等
３名体制で１８０分の休憩あり。

１．食事・排泄等、身辺自立の発達支援。
２．ｹﾞｰﾑを通してﾙｰﾙや約束を守れるよう

支援。
３．ｽﾀｯﾌや他児との関わりを通しての

ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝの発達支援。
４．送迎 公用車(普通車) ５．ﾃﾞｰﾀ入力

・ケアマネジャーとして高齢者が可能な
限り在宅での生活が営めるように、
必要な居宅サービス計画を作成し、
生活を支援して行きます。

・居宅介護支援事業所でのｹｱﾌﾟﾗﾝ作成
・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。

認知症グループホームでの介護及び生活

＊デイサービスでの生活相談員業務
・入所者の方の簡単な介護
・マカン食の簡単な調理（月に２～３回）
・デイサービスでの体操、機能訓練補助
・レクレーション
・入所者の方の起床、就寝の介助

・体調管理・運営補助・入浴見守り
・ストレッチや筋力トレーニングの補助
＊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
出来ます。見学も可能です。

・病状や健康生活を守り、適切なケアと
アドバイスで自立した生活がおくれる
よう支援。・病状、身体状況の観察

・在宅療養の支援及び介助
・在宅ｹｱｻｰﾋﾞｽの紹介、申請の手伝い
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職種 求人者名 仕事の内容・賃金 就業時間 資格経験

看護師

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:90人 時給制　:時給1,150円～1,480円 休日:他 学歴:不問
パート労働者 43010-22241311 就業場所:阿蘇市乙姫2142-10 週休2日制:毎週 経験:不問

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 熊本市東区神園2丁目1番1号 保険: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 43010-23885711 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

①6:30～11:30 調理経験
②15:00～20:00 あれば尚可

求人:２人
年齢:不問

雇用期間の定めあり 阿蘇郡高森町大字色見822 保険:雇･労
(４か月以上) 従業員数:66人 時給制　:時給900円～950円 休日:土日祝 学歴:不問
パート労働者 43090- 1429711 就業場所:阿蘇郡高森町大字色見822 週休2日制:毎週 経験:あれば尚可(調

①13:00～18:00

求人:１人
年齢:64歳以下 普通自動車免許

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

パート労働者 43090- 1415511 就業場所:阿蘇市黒川406 週休2日制:毎週 経験:不問

①9:00～18:00
②8:00～16:00

求人:１人
年齢:不問 普通自動車免許

雇用期間の定めあり 阿蘇郡小国町大字宮原1567-1 保険:雇･労･健･厚
(４か月以上) 従業員数:5人 時給制　:時給1,000円～1,000円 休日:月土他 学歴:高校以上
パート労働者 43090- 1426611 就業場所:阿蘇郡小国町大字宮原1567-1 週休2日制:毎週 経験:あれば尚可

看護職／乙姫の家 (株)

かいごのみらい
8:30～17:30の

間の6時間以上

理学療法士・

作業療法士

(株)くまもと

健康支援研究所

又は9:00～17:00の

間の4時間

ラジオ

パーソナリティ

(株)エフエム小国

グループホーム

世話人

(福)立正福祉会

高森寮

又は6:30～21:00の

間の5時間程度

児童支援員 (福)やまなみ会

阿蘇総合

支援センター

雇用期間の定めなし

１．食事・排泄等、身辺自立の発達支援。
２．ｹﾞｰﾑを通してﾙｰﾙや約束を守れるよう

支援。
３．ｽﾀｯﾌや他児との関わりを通しての

ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝの発達支援。
４．送迎 公用車(普通車)５．ﾃﾞｰﾀ入力

＊ラジオ放送業務
・ラジオ生放送出演
・番組作りの準備（取材依頼・アポ取り）
・簡単なパソコン作業
（ワード・エクセル・音源編集など）

・食事作り/食材の購入：施設の車を使用
・食事提供 ・見守り・住居の清掃等
＊主に朝食か夕食の食事提供。
献立は別事業所の栄養士が作成します。

＊身体的な介護業務はありません。

・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

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
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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）

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


