
この求人情報誌はR4.12.23～R5.1.9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。

詳細は下部ＱＲコード [ハローワークインターネットサービス]またはハローワークで求人票

をご確認ください。

●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、窓口までお越しく

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ください。

ハローワーク

インターネットサービス
求人情報誌PDF版を

公開してます↓

■新着求人（フルタイム・パート）

■医療・福祉事業所説明会の開催について

※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ません。

各種給付金や助成金において、ハローワークの紹介による就職が条件となっている場合、

それを満たしたことになりませんので、ご注意ください。

R5.1月16日

※土日祝日と重なる場合は、
前後することがあります。

次回発行予定日

2月1日（水）



＊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。

1/16 月

17 火 ②医療・福祉事業所説明会

18 水 ⑤福祉のお仕事相談会

19 木

20 金

23 月

24 火 ②医療・福祉事業所説明会

25 水 ②医療・福祉事業所説明会

水 ④あそサポステ就労相談会

26 木

27 金

30 月

31 火 ②医療・福祉事業所説明会

2/1 水 ③看護のお仕事相談

2 木

3 金 ①就職支援セミナー

6 月

7 火

8 水 ④あそサポステ就労相談会

9 木

10 金

13 月

14 火

15 水

 ハローワーク阿蘇　相談会などの予定 

①就職支援セミナー
・約2時間（14時～16時程度まで）
・ハローワーク阿蘇2階 会議室
定員：約20名（先着順）

☆内容☆仕事探しのポイント。
応募書類作成・面接の事前準備・
想定問答など

☆雇用保険受給者の方は、
求職活動にカウントされます。

②医療・福祉事業所説明会
・毎週火・水（9：00～11：00）
・ハローワーク阿蘇２階会議室

☆雇用保険受給者の方は、
求職活動にカウントされます。

③看護のお仕事相談
・第1水曜日（10：30～15：00）
・ハローワーク阿蘇１階
☆仕事探し、進路、資格取得、
仕事の悩み、技術研修等など
【熊本県看護協会熊本県ﾅｰｽｾﾝﾀｰ】

⑤福祉のお仕事相談会
・第３水曜日（10：30～15：00）奇数月
ハローワーク阿蘇１階
☆福祉の仕事の内容
資格取得についてなど

熊本県社会福祉協議会
熊本県福祉人材・研修センター

④あそサポステ就労相談会
・第2・第4水曜日（10：00～15：00）
・ハローワーク阿蘇１階
★仕事・就職に関するご相談
★職場見学・体験ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ利用
たまな若者サポートステーション

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

お問い合わせ先

0967-22-8609



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:65人 月給制　:月額226,000円～329,100円 休日:他 学歴:不問

正社員 43090-   42331 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
看護師

①8:30～18:00
②8:30～12:30

求人:１人
年齢:59歳以下

阿蘇市一の宮町宮地4735-6 保険:雇･労･厚
従業員数:7人 月給制　:月額231,000円～249,000円 休日:日祝他 学歴:不問

正社員 43090-    6831 就業場所:阿蘇市一の宮町宮地4735-6 週休2日制:なし 経験:不問
変形（1ヶ月単位） 看護師
①8:00～17:00
②8:30～17:30

求人:１人 ③9:00～18:00
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:69人 月給制　:月額197,900円～272,000円 休日:他 学歴:不問

正社員 43090-   30231 就業場所:阿蘇郡南阿蘇村大字一関1282 週休2日制:その他 経験:不問
交替制あり 看護師
①8:30～18:00 准看護師

求人:１人 上記のいずれか
年齢:18歳～64歳

阿蘇郡高森町大字高森2132番地1 保険:雇･労･健･厚
従業員数:45人 月給制　:月額160,000円～230,000円 休日:他 学歴:不問

正社員 43090- 2636221 就業場所:阿蘇郡高森町大字高森2132番地1 週休2日制:毎週 経験:不問
変形（1ヶ月単位） 看護師
①8:30～17:30 准看護師

求人:２人 上記のいずれか
年齢:64歳以下 普通自動車免許

阿蘇市黒川431 保険:雇･労･健･厚
従業員数:140人 月給制　:月額204,000円～250,000円 休日:他 学歴:不問

正社員 43090- 2633021 就業場所:阿蘇市黒川431 週休2日制:その他 経験:あれば尚可(経
准看護師

①8:30～18:00
②8:30～12:30

求人:１人
年齢:59歳以下

阿蘇市一の宮町宮地4735-6 保険:雇･労･厚
従業員数:7人 月給制　:月額208,000円～226,000円 休日:日祝他 学歴:不問

正社員 43090-    4131 就業場所:阿蘇市一の宮町宮地4735-6 週休2日制:なし 経験:不問
変形（1ヶ月単位） 栄養士
①8:30～17:45
②15:30～0:00

求人:１人
年齢:35歳以下 普通自動車免許

福岡県朝倉市一木1148番地の1 保険:雇･労･健･厚
従業員数:7,374人 月給制　:月額176,000円～238,000円 休日:他 学歴:専修学校以上

正社員 40150-  128731 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

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）

栄養士（正・小国

店・地域専任職）

雇用期間の定めなし

(株)ドラッグストア

モリ

又は8:30～0:00の間

の8時間

准看護師

雇用期間の定めなし

松見内科

クリニック

看護師

（正・准）

雇用期間の定めなし

(福)やまなみ会

阿蘇くんわの里

看護師/准看護師

（介護施設）

雇用期間の定めなし

介護保険指定事業所

あそ和楽（ティー

ティーシー(有)）

又は17:00～9:00の

間の8時間

看護師（日勤）

雇用期間の定めなし

(福)白久寿会

特別養護老人

ホーム　水生苑

正看護師

雇用期間の定めなし

松見内科

クリニック

看護師

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

＊看護業務一般（内科・小児科外来）
外来での診療の補助、採血等の検査、
点滴業務
医師の指導により、調剤業務があります。

・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

・ご利用者の健康管理、医療処置（軽微）
・職員の健康診断に関する業務
・利用者送迎、お出迎え、ﾊﾞｲﾀﾙﾁｪｯｸ
・入浴後の処置、昼食時の対応
・ﾚｸﾚｰｼｮﾝ/機能訓練対応/記録等の作成等
＊宿直が月２回程度あります。

グループホーム（３ユニット）及び
デイサービス（利用者：１日２５名程度）
の看護業務全般及び介護業務全般。

＊障害者施設における看護業務全般：
・障害者の健康管理・服薬管理・日々の
健康管理

・日常の機能回復訓練
・介護職員に対する入浴・食事介助指導
・施設利用者様の病院受診時の運転

＊看護業務一般（内科・小児科外来）
・外来での診療の補助、採血等の検査、
点滴業務

・医師の指導により調剤業務があります。

○栄養士としての専門知識を活かし、
お客様の食生活を含めた栄養面での
アドバイスを行っていただきます。

○商品管理・店舗管理業務（店内レジ、
接客、販売、商品陳列等の業務）

・献立作成（食事管理・栄養指導）

1



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） 栄養士
①8:30～17:30

求人:２人
年齢:64歳以下

阿蘇郡産山村田尻618番地2 保険:雇･労･健･厚
従業員数:140人 月給制　:月額165,000円～175,000円 休日:他 学歴:不問

正社員 43090- 2631921 就業場所:阿蘇郡産山村田尻618番地2 週休2日制:その他 経験:不問
社会福祉士

①8:30～17:30 介護福祉士
その他の福祉・介護関係資格

求人:１人 上記のいずれか
年齢:59歳以下 普通自動車免許

阿蘇郡高森町大字色見822 保険:雇･労･健･厚
従業員数:70人 月給制　:月額194,500円～234,500円 休日:土日 学歴:不問

正社員 43090-   44931 就業場所:阿蘇郡高森町大字色見822 週休2日制:毎週 経験:必須(相談支援
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:70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-   39831 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ヶ月単位） 社会福祉士あれば尚可

①8:30～18:00 精神福祉士あれば尚可

②5:00～14:00 介護福祉士あれば尚可

求人:２人 ③6:00～15:00
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:70人 月給制　:月額195,000円～215,000円 休日:他 学歴:高校以上

正社員 43090-   40431 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ヶ月単位） 介護支援専門員
①7:00～16:00
②8:00～17:00

求人:１人 ③11:30～20:30
年齢:59歳以下

熊本市東区南町16-8 保険:雇･労･健･厚
従業員数:95人 月給制　:月額216,300円～263,900円 休日:他 学歴:高校以上

正社員 43010-  799431 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）

①9:30～18:10

求人:１人
年齢:不問 普通自動車免許

雇用期間の定めあり 熊本市南区日吉2丁目10番1号 保険:雇･労･健･厚
(４か月以上) 従業員数:300人 時給制　:月額137,256円～137,256円 休日:火他 学歴:不問
正社員以外 43010-42728521 就業場所:阿蘇市一の宮町宮地4507-7 週休2日制:その他 経験:不問

医療事務・医療事務作業補助

①8:30～17:30 の資格があれば尚可

求人:１人
年齢:59歳以下

熊本市中央区花畑町1-7　ＭＹ熊本ビル5Ｆ 保険:雇･労･健･厚
従業員数:88,000 月給制　:月額149,240円～152,520円 休日:土日祝他 学歴:不問

無期雇用派遣労働 43010-  930531 就業場所:阿蘇市黒川1266 週休2日制:毎週 経験:不問

C　事務的職業（総務・一般・経理・受付・医療事務等）

雇用期間の定めなし

(株)ニチイ学館

熊本支店

一般事務

（阿蘇店）

熊本トヨタ自動車

(株)

医師事務作業補助

阿蘇医療センター

計画作成担当者／

乙姫の家

雇用期間の定めなし

(株)

かいごのみらい

生活支援員

雇用期間の定めなし

(福)立正福祉会

高森寮

地域活動支援

センター支援員

雇用期間の定めなし

(福)立正福祉会

高森寮

相談支援専門員

雇用期間の定めなし

(福)立正福祉会

高森寮

栄養士

雇用期間の定めなし

(福)やまなみ会

なでしこの里

・献立作成（食事管理・栄養指導）
・調理指示（調理盛付、配膳）
・食材発注・管理業務（厨房内人事管理、
食材費管理、衛生管理）

・調理業務（検収、切り込み、調理、
盛付、配膳、下膳等）

１．サービス等利用計画の作成
２．定期的に状況を確認するﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞや

担当者会議の出席
３．市町村担当課、福祉ｻｰﾋﾞｽ機関との

連携・調整
４．サービスに関する相談業務

・朝・夕の送迎・日中活動（クッキング
・ウォーキング・生け花等）
・昼食・間食の提供支援
・後片付け・入浴介助支援
＊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
・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)
緊急時の対応、排せつ介助等
３名体制で１８０分の休憩あり。

・18人の認知症高齢者が家庭的な雰囲気
の中で共同生活を送るｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑです。

・１ユニット（９人）の介護計画作成、
ご家族や関係機関との相談・調整・
ケアカンファレンス・モニタリング等

・利用者の介護業務及び生活支援業務

・お客様応対
・電話応対
・出納業務
・ＳＮＳ発信
・その他店舗関連業務全般

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

＊受付、窓口会計事務、パソコンによる

2



職種 求人者名 仕事の内容・賃金 就業時間 資格経験

医療事務資格あれば尚可

①8:30～18:00
②8:30～12:30

求人:１人
年齢:59歳以下

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

正社員 43090-    8531 就業場所:阿蘇市一の宮町宮地4735-6 週休2日制:なし 経験:必須(医療事務
変形（1年単位） パソコン操作の可能な方

①8:00～17:00 （エクセル・ワード）

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4530-2 保険:雇･労･健･厚
従業員数:32人 月給制　:月額160,000円～250,000円 休日:日祝他 学歴:不問

正社員 43090- 2638421 就業場所:阿蘇市一の宮町宮地4530-2 週休2日制:その他 経験:あれば尚可(出

①8:45～17:30

求人:２人
年齢:59歳以下

上益城郡益城町広崎1630-3 保険:雇･労･健･厚
従業員数:190人 月給制　:月額230,000円～300,000円 休日:土日祝他 学歴:不問

正社員 43011-   41931 就業場所:阿蘇市-の宮町宮地4429 週休2日制:毎週 経験:あれば尚可(電
変形（1ヶ月単位）

①9:00～21:00

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北黒川6554 保険:雇･労･健･厚
従業員数:55人 月給制　:月額180,000円～210,000円 休日:他 学歴:高校以上

正社員 43090-   28631 就業場所:阿蘇郡南小国町大字満願寺北黒川6554 週休2日制:その他 経験:不問

交替制あり
①7:00～16:00
②6:00～15:00

求人:１人
年齢:64歳以下

阿蘇市内牧966 保険:雇･労･健･厚
従業員数:294人 時給制　:月額149,322円～156,267円 休日:他 学歴:不問

正社員以外 43090-   45131 就業場所:阿蘇市内牧966 週休2日制:その他 経験:不問
変形（1ヶ月単位）

①7:00～16:00
②9:00～18:00

求人:８人 ③13:00～22:00
年齢:59歳以下

佐賀県佐賀市高木瀬町大字長瀬930 保険:雇･労･健･厚
従業員数:10,876 月給制　:月額147,300円～250,000円 休日:他 学歴:高校以上

正社員 41010-  366731 就業場所:（●菊陽店●大津店●東野店●阿 週休2日制:その他 経験:不問
変形（1ヶ月単位） 登録販売者（一般医薬品）

①8:30～17:45
②15:30～0:00

求人:１人
年齢:59歳以下 普通自動車免許

福岡県朝倉市一木1148番地の1 保険:雇･労･健･厚
従業員数:7,374人 月給制　:月額181,000円～287,000円 休日:他 学歴:高校以上

正社員 40150-  602631 就業場所:阿蘇郡南小国町赤馬場1283-1 週休2日制:その他 経験:不問

D　販売の職業（小売店・卸売販売印、営業等）

登録販売者

雇用期間の定めなし

(株)ドラッグストア

モリ

又は8:30～0:00の間

の8時間程度

店舗社員

（熊本中エリア）

雇用期間の定めなし

ダイレックス

(株)

又は7:00～22:00の

間の8時間程度

資格:不問

販売職

雇用期間の定めなし

(株)みやはら

資格:不問

備品管理業務

雇用期間の定めなし

湯峡の響き 優彩

((株)瀬の本

　観光ホテル)

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

雇用期間の定めなし

(株)熊阿建設工業

製造工程の

管理業務

雇用期間の定めなし

松見内科

クリニック

一般事務

受付・医療事務

（経験者）

＊受付、窓口会計事務、パソコンによる
保険請求事務

・患者様のカルテの整理及び管理
・診察室への案内
・院内備品の整理等

※総務部で会計処理（建設業経理）、
社会保険関係、パソコンへの入力等。

・会計伝票作成とパソコンへの入力
・社会保険関係の書類作成
・官公庁・銀行等への書類提出
・来客対応、電話対応 等

電子機械製造工程の管理業務です。
太陽光発電機器の製造工程における、
設備・材料・作業手順・人材等を効率的
に管理し運用していただきます。

・ホテル・レストランに係る備品類の
管理・発注（食材・飲料等）

・飲み物等の管理・清掃の補助
・在庫管理（アメニティ等）
・仕入、製品の選定
・各種手配（清掃員の手配・配置を行う）

スーパーの青果部門
－商品作り、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

商品管理（食品/生活必需品等）、販売
お客様対応、棚卸業務等店舗の運営に
かかわるお仕事です。＜転勤＞初任地は
自宅から通える店舗となりますがその後
は全国転勤の可能性があります。転勤に
関しては、特記事項をご参照ください。

○商品管理・店舗管理業務（店内レジ、
接客、販売、商品陳列等の業務）

＊教育ｼｽﾃﾑも充実してますので未経験者
もしっかりと知識・資格を取得し成長
して頂けます。

＊未経験の方も歓迎いたします。

○商品管理・店舗管理業務（店内レジ、

3



職種 求人者名 仕事の内容・賃金 就業時間 資格経験

変形（1ヶ月単位） 登録販売者（一般医薬品）

①8:30～17:45
②15:30～0:00

求人:１人
年齢:59歳以下 普通自動車免許

福岡県朝倉市一木1148番地の1 保険:雇･労･健･厚
従業員数:7,374人 月給制　:月額181,000円～287,000円 休日:他 学歴:高校以上

正社員 40150-  603931 就業場所:阿蘇市一の宮町宮地4522番地 週休2日制:その他 経験:不問
変形（1年単位）
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:3,984人 月給制　:月額151,000円～300,000円 休日:日祝他 学歴:高校以上

正社員 40140-  153131 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ヶ月単位）

①7:00～16:00
②8:00～17:00

求人:２人 ③11:30～20:30
年齢:59歳以下

熊本市東区南町16-8 保険:雇･労･健･厚
従業員数:95人 月給制　:月額162,500円～221,520円 休日:他 学歴:高校以上

正社員 43010-  797231 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） 介護職員初任者研修修了者

①16:30～9:30 ホームヘルパー２級

求人:１人 上記のいずれか
年齢:不問

雇用期間の定めあり 熊本市東区南町16-8 保険:雇･労･健･厚
(４か月以上) 従業員数:95人 月給制　:月額165,420円～221,520円 休日:他 学歴:高校以上
正社員以外 43010-  798531 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 ホームヘルパー２級あれば尚可

①8:30～18:00 介護職員初任者研修修了者

　　　　あれば尚可

求人:１人
年齢:18歳～64歳

阿蘇郡高森町大字高森2132番地1 保険:雇･労･健･厚
従業員数:45人 月給制　:月額147,500円～212,500円 休日:他 学歴:不問

正社員 43090- 2637521 就業場所:阿蘇郡高森町大字高森2132番地1 週休2日制:毎週 経験:不問

①8:00～17:30
②8:00～15:30

求人:２人 ③8:00～12:00
年齢:59歳以下

阿蘇郡小国町宮原1701 保険:雇･労･健･厚
従業員数:3人 月給制　:月額154,000円～154,000円 休日:日祝他 学歴:高校以上

正社員 43090-   43631 就業場所:阿蘇郡小国町宮原1701 週休2日制:その他 経験:不問
変形（1年単位） 調理師
①5:30～16:00
②12:00～20:30

求人:２人
年齢:59歳以下

阿蘇郡南阿蘇村大字下野147-10 保険:雇･労･健･厚
従業員数:150人 月給制　:月額208,400円～280,100円 休日:他 学歴:不問

正社員 43090-   22831 就業場所:阿蘇郡南阿蘇村大字下野147-10 週休2日制:その他 経験:不問

E　サービスの職業（介護、看護助手、調理、接客・給仕、管理人）

調理師

（ホテル）

雇用期間の定めなし

アーデンホテル阿蘇

（(株)南阿蘇

カントリークラブ）

歯科助手

および受付

雇用期間の定めなし

児玉歯科医院

資格:不問

介護職

（介護施設）

雇用期間の定めなし

介護保険指定事業所

あそ和楽（ティー

ティーシー(有)）

又は17:00～9:00の

間の8時間

介護職／グループ

ホーム乙姫の家

(株)

かいごのみらい

介護職／グループ

ホーム乙姫の家

雇用期間の定めなし

(株)

かいごのみらい 資格:不問

営業職

（阿蘇支店）

雇用期間の定めなし

ヤンマーアグリ

ジャパン(株)

九州支社

登録販売者

雇用期間の定めなし

(株)ドラッグストア

モリ

又は8:30～0:00の間

の8時間程度

○商品管理・店舗管理業務（店内レジ、
接客、販売、商品陳列等の業務）

＊教育ｼｽﾃﾑも充実してますので未経験者
もしっかりと知識・資格を取得し成長
して頂けます。

＊未経験の方も歓迎いたします。

トラクタなどの農業用機械の販売および
アフターサービス。入社後、一定期間は
先輩社員がお客様訪問に同行する等して
指導致します。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。

要介護者であり認知症高齢者のご利用者
に共同生活住居において入浴、排せつ、
食事等の介護、その他の日常のお世話
及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。

・就寝介助、起床介助等
・就寝中の利用者の見守り、ﾄｲﾚ誘導等
・排泄、食事、更衣、整容介助等
・清掃業務
・朝食の準備
・介護記録等の事務業務

グループホームにおける利用者の身の
まわりの世話、食事、排泄、入浴介助等
の介護全般。
＊グループホームの夜勤は月５～６回
程度です。

＊・診療準備・ドクターの診療補助
（吸引機の操作、セメント練り等）
・使用器具等の洗浄、および殺菌消毒
及び片付け

・患者様の受付・清算業務
・カルテ等の整理・院内外の清掃

調理長の指導・指示の下での仕事です。
・宿泊のお客様への料理提供
・立ち寄りのお客様へのランチの提供
・宴会（婚礼、法事、忘年会等）料理の
提供

・厨房での後片付け、整理整頓、清掃等

病院での給食調理業務
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職種 求人者名 仕事の内容・賃金 就業時間 資格経験

交替制あり 調理師あれば尚可
①6:30～15:30
②8:30～17:30 普通自動車運転免許

求人:１人 ③10:30～19:30 あれば尚可
年齢:不問

熊本市北区貢町780-10 保険:雇･労･健･厚
従業員数:369人 時給制　:月額268,000円～268,000円 休日:他 学歴:不問

正社員以外 43010-   96331 就業場所:阿蘇郡南阿蘇村大字立野185-1 週休2日制:その他 経験:不問
変形（1年単位）
①6:30～15:30
②8:30～17:30

求人:１人 ③10:30～19:30
年齢:59歳以下

熊本市北区貢町780-10 保険:雇･労･健･厚
従業員数:369人 月給制　:月額240,000円～300,000円 休日:他 学歴:不問

正社員 43010-  130231 就業場所:阿蘇郡南阿蘇村大字立野185-1 週休2日制:その他 経験:不問
変形（1年単位）
①6:15～15:15
②9:45～18:45

求人:１人
年齢:不問

熊本市北区貢町780-10 保険:雇･労･健･厚
従業員数:369人 時給制　:月額155,520円～164,160円 休日:他 学歴:不問

正社員以外 43010-  149531 就業場所:阿蘇郡小国町大字宮原1743 週休2日制:その他 経験:不問
交替制あり 調理師あれば尚可
①6:00～15:00 専門調理師・調理技能士

②9:00～18:00 　　　　あれば尚可
求人:１人 ③10:30～19:30
年齢:不問

雇用期間の定めあり 熊本市中央区辛島町6-7　いちご熊本ビル4階 保険:雇･労･健･厚
(４か月以上) 従業員数:49,976 時給制　:月額172,800円～190,080円 休日:他 学歴:不問
正社員以外 43010-  658231 就業場所:阿蘇市一の宮町宮地121 週休2日制:毎週 経験:あれば尚可(病

変形（1ヶ月単位） 調理師あれば尚可
①7:30～16:30
②8:30～17:30

求人:２人 ③10:00～19:00
年齢:64歳以下

阿蘇郡産山村田尻618番地2 保険:雇･労･健･厚
従業員数:140人 月給制　:月額155,000円～170,000円 休日:他 学歴:不問

正社員 43090- 2632121 就業場所:阿蘇郡産山村田尻618番地2 週休2日制:その他 経験:不問
変形（1ヶ月単位）

①7:00～21:00

求人:１人
年齢:59歳以下

阿蘇郡南小国町大字満願寺5956 保険:雇･労･健･厚
従業員数:25人 時給制　:月額172,000円～194,360円 休日:他 学歴:不問

正社員 43090-   37131 就業場所:阿蘇郡南小国町大字満願寺5956 週休2日制:その他 経験:不問
交替制あり

求人:３人
年齢:64歳以下 普通自動車免許

熊本市中央区出水7丁目57-3 保険:雇･労･健･厚
従業員数:15人 時給制　:月額220,300円～309,500円 休日:他 学歴:高校以上

無期雇用派遣労働 43010-  699031 就業場所:熊本市中央区出水7丁目57-3 週休2日制:毎週 経験:不問
変形（1年単位）
①5:30～14:30
②10:00～19:00

求人:１人
年齢:59歳以下

阿蘇郡南阿蘇村大字久石4411-9 保険:雇･労･健･厚
従業員数:127人 月給制　:月額208,400円～250,000円 休日:他 学歴:不問

正社員 43090-   18731 就業場所:阿蘇郡南阿蘇村大字久石4411-9 週休2日制:その他 経験:あれば尚可(同

料飲部門

スタッフ

雇用期間の定めなし

ホテルグリーンピア

南阿蘇（(株)南阿蘇

カントリークラブ）
資格:不問

配膳業務・営業

雇用期間の定めなし

(株)さと家

8:30～22:00の

間の8時間程度

雇用期間の定めなし

(有)あらい

（静寂な森の宿

　　　山しのぶ）

資格:不問

雇用期間の定めなし

(福)やまなみ会

なでしこの里

調理補助

（旅館）

調理員／阿蘇

グリーンヒル

日清医療食品

(株)南九州支店

調理員

給食調理

（小国公立病院）

雇用期間の定めなし

(株)九州フード

サプライセンター
資格:不問

給食調理

（阿蘇立野病院）

雇用期間の定めなし

(株)九州フード

サプライセンター
資格:不問

給食調理

（阿蘇立野病院）

雇用期間の定めなし

(株)九州フード

サプライセンター

病院での給食調理業務
・調理全般、配膳、洗浄 など

病院での給食調理業務
・調理全般、配膳、洗浄 など

＊提供食数：各３５食程度

病院での給食調理業務
・給食調理全般、配膳、洗浄、片づけ

＊５０～６０食程度（４名体制）

料理のチカラで、医療・福祉を支える
お仕事です。
・施設内での給食業務全般
（調理・配膳・洗浄・切込等）
朝・昼・夕 各食６０食程度

・食材の下処理、切り込み、調理、盛り
付け、配膳、食器洗浄、
厨房内の整理、食品管理等

・朝食３５食、昼食５０食、夕食３５食
をｽﾀｯﾌ3人の交代制で対応しています。

・調理器具やお皿の準備
・野菜の皮むき、魚の三枚おろしなど
下ごしらえ

・簡単な盛り付け
・後片付け、皿洗い 等

・派遣契約による有名なホテルや旅館等
での料理の配膳や片付け、テーブル・
イス等の設営や片付け

・(株)さと家の派遣先への営業訪問、
新規派遣先の開拓（ＴＥＬワーク、
訪問）

＊ご宿泊のお客様のレストラン、宴会場
ご利用においての接客業務全般。

・テーブル等のセッティング
・テーブル席へのご案内
・お料理、飲み物の提供及び接客
・下膳・後片付け及び清掃等

・メニューの注文受け
5



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:不問

阿蘇郡南小国町赤馬場3220 保険:雇･労･健･厚
従業員数:9人 月給制　:月額180,000円～220,000円 休日:他 学歴:不問

正社員 43090-   16531 就業場所:阿蘇郡南小国町赤馬場3220 週休2日制:その他 経験:不問
変形（1年単位）
①6:00～15:00
②10:00～19:00

求人:１人 ③11:00～20:00
年齢:59歳以下

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

正社員 43090-   20131 就業場所:阿蘇郡南阿蘇村大字下野147-10 週休2日制:その他 経験:あれば尚可(業
変形（1ヶ月単位）

①8:30～17:30
②9:00～18:00

求人:１人
年齢:64歳以下 普通自動車免許

阿蘇市内牧145-1 保険:雇･労･健･厚
従業員数:30人 月給制　:月額200,000円～250,000円 休日:他 学歴:高校以上

正社員 43090-    1331 就業場所:阿蘇市内牧145-1 週休2日制:その他 経験:あれば尚可(日
変形（1年単位）
①7:50～16:30
②12:20～21:00

求人:２人 ③14:20～23:00
年齢:44歳以下 普通自動車免許

阿蘇市黒川2323 保険:雇･労･健･厚
従業員数:24人 月給制　:月額181,540円～228,300円 休日:他 学歴:高校以上

正社員 43090-   17431 就業場所:阿蘇市黒川2323 週休2日制:その他 経験:不問
変形（1年単位）
①7:00～19:00
②12:00～21:00

求人:１人 ③14:00～23:00
年齢:18歳～59歳

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

正社員 43090-   23231 就業場所:阿蘇郡南阿蘇村大字下野147-10 週休2日制:その他 経験:あれば尚可(業
交替制あり
①22:00～7:00
②22:30～7:30

求人:２人
年齢:18歳～59歳 普通自動車免許

阿蘇郡南小国町大字満願寺北黒川6554 保険:雇･労･健･厚
従業員数:55人 月給制　:月額180,000円～210,000円 休日:他 学歴:高校以上

正社員 43090-   29931 就業場所:阿蘇郡南小国町大字満願寺北黒川6554 週休2日制:その他 経験:あれば尚可(経
変形（1ヶ月単位）

①8:30～21:00

求人:１人
年齢:59歳以下 自動車免許(AT不可)

阿蘇郡南小国町大字満願寺5956 保険:雇･労･健･厚
従業員数:25人 日給制　:月額182,750円～215,000円 休日:他 学歴:不問

正社員 43090-   36931 就業場所:阿蘇郡南小国町大字満願寺5956 週休2日制:その他 経験:不問

F　保安の職業（警備員等）

営繕（旅館）

雇用期間の定めなし

(有)あらい

（静寂な森の宿

　　　山しのぶ）

夜間警備

（フロント）

雇用期間の定めなし

湯峡の響き 優彩

（(株)瀬の本

     観光ホテル）

フロント

（ホテル）

雇用期間の定めなし

アーデンホテル阿蘇

（(株)南阿蘇

カントリークラブ）
資格:不問

フロント及び

レストラン

雇用期間の定めなし

(株)おがさわら

フロント

雇用期間の定めなし

(資)蘇山郷

料飲部門スタッフ

（ホテル）

雇用期間の定めなし

アーデンホテル阿蘇

（(株)南阿蘇

カントリークラブ）
資格:不問

接客および

調理補助

雇用期間の定めなし

(有)吾亦紅

資格:不問

・メニューの注文受け
・料理、飲み物等の提供・レジ業務
・下膳、及び後片づけ
・厨房での補助業務（食材の洗い、
切込み、盛り付け、皿洗い等）

・店内外の清掃等

・テーブル等のセッティング
・テーブル席へのご案内
・お料理、飲み物の提供及び接客
・下膳
・後片付け及び清掃等

・チェックイン、チェックアウト受付
・接客部門の補助（朝食、夕食のご提供）
・宿泊予約・顧客管理・電話対応
・客室案内補助・パソコン操作
（ワード・エクセルを使って簡単な
定型フォームへの入力)・メールの返信

＊フロント業務全般
・チェックイン・アウトによる受付
・お部屋へのご案内
・電話応対
＊レストランにおいての接客・配膳
・片づけ等

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

・２２時以降のフロント補助業務
（電話、お客様の対応）
・ﾎﾃﾙ館内の施錠、見回り（２時間ごと）
・夜間の緊急時の対応（火災・救急等）
・客室係の夜朝 近隣女子寮への送迎
（社用車）・朝でのフロントへの引継ぎ

＊館内の営繕及び清掃
・外回りの清掃及び草刈、樹木の剪定等
・防虫等の散布・設備、造作物の修理等
＊風呂設備の管理・浴槽等の清掃
・ポンプ等、機器類の管理・温度管理
＊布団の上げ敷き＊皿洗い補助等

・工事現場等における交通誘導
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職種 求人者名 仕事の内容・賃金 就業時間 資格経験

交替制あり
①8:00～17:00
②21:00～6:00

求人:１０人
年齢:18歳以上

熊本市北区龍田2丁目19番1号 保険:雇･労･健･厚
従業員数:33人 日給制　:月額177,620円～214,000円 休日:日他 学歴:不問

正社員以外 43010-  648031 就業場所:阿蘇郡小国町大字宮原1481-6 週休2日制:毎週 経験:不問
変形（1年単位）
①8:00～17:00
②21:00～6:00

求人:１０人
年齢:18歳以上

熊本市南区平田2丁目4番8号 保険:雇･労･健･厚
従業員数:120人 日給制　:月額194,400円～194,400円 休日:日他 学歴:不問

正社員 43010-   11431 就業場所:　熊本市、宇城市、八代市、阿蘇市 週休2日制:その他 経験:不問

①8:30～17:15

求人:２人
年齢:不問 普通自動車免許

雇用期間の定めあり 熊本市西区春日2丁目10-1　熊本地方合同庁舎Ｂ棟4階 保険:雇･公･健･厚
(４か月以上) 従業員数:2,183人 日給制　:月額176,400円～208,800円 休日:土日祝他 学歴:不問
正社員以外 43010-42501221 就業場所:阿蘇市黒川1180 週休2日制:毎週 経験:必須(登山を含

交替制あり
①8:30～17:30
②4:30～13:30

求人:１人
年齢:44歳以下 自動車免許(AT不可)

阿蘇市黒川732 保険:雇･労･健･厚
従業員数:6人 月給制　:月額230,000円～255,000円 休日:他 学歴:不問

正社員 43090-   41731 就業場所:阿蘇市黒川732 週休2日制:なし 経験:不問
変形（1年単位）
①8:00～17:00

求人:１人
年齢:61歳以下 自動車免許(AT不可)

阿蘇市一の宮町坂梨2017-2 保険:雇･労･健･厚
従業員数:18人 月給制　:月額180,000円～350,000円 休日:日他 学歴:高校以上

正社員 43090-   10631 就業場所:阿蘇市一の宮町坂梨2017-2 週休2日制:その他 経験:あれば尚可(造

①9:00～17:30

求人:５人
年齢:不問

雇用期間の定めあり 菊池郡大津町大字大津241 保険:雇･労･健･厚
(４か月未満) 従業員数:189人 時給制　:月額193,750円～193,750円 休日:土日祝他 学歴:不問
正社員以外 43030-11984721 就業場所:阿蘇市一の宮町宮地4429　オム 週休2日制:毎週 経験:不問

変形（1年単位） 大型自動車免許
①8:00～17:00

求人:１人
年齢:64歳以下

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

正社員 43090-   38031 就業場所:阿蘇市波野大字波野4149-6 週休2日制:その他 経験:必須(大型ト

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）
大型トラック

運転手（林業）

雇用期間の定めなし

(有)岩下建設

雇用期間の定めなし

(株)グリーンライフ

コガ

ﾊﾟﾜｰｺﾝﾃﾞｨｼｮﾅｰの

組立/検査/梱包

大津電子(株)

資格:不問

雇用期間の定めなし

(株)洞田貫牧場

造園作業員

自然保護官補佐

（アクティブ・

        レンジャー）

九州地方

環境事務所

乳牛の飼育と

牧草の収穫

警備員

雇用期間の定めなし

ブルーウイング

(株) 資格:不問

警備／小国町

雇用期間の定めなし

(有)アイシー企画

資格:不問

・工事現場等における交通誘導
・駐車場等の交通誘導
・イベント警備
・施設等における室内管理及び案内等
＊直行直帰（定期的に出退勤の書類を
提出していただきます。）

＊施設警備 出入管理や巡回を行います。
＊交通誘導警備 道路工事現場や商業
施設の駐車場で車や歩行者等の誘導。

＊希望の現場や場所を相談しながら
配置を行います。

＊ご自宅～現場まで直行直帰になります。

阿蘇くじゅう国立公園のうち阿蘇地域の
保護管理又は利用に係る国立公園管理官
等の業務を補佐すること。
（詳細はﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞを確認して下さい。）

＊ﾛﾎﾞｯﾄ搾乳120頭、乳牛の搾乳作業
約100頭、子牛からの育成140頭に係る
作業・エサやり・管理（早朝の勤務の
時は朝、通常勤務の時は夕方担当）

・牛舎内の除糞及び清掃
・牧草収穫作業、及び運搬作業

・個人宅・別荘地・旅館・ﾚｽﾄﾗﾝ等での
庭造り、造園工事における現場作業・
材料や素材の品質管理等。

・お客様の庭園管理を行うため草切り、
芝刈り、剪定、消毒等の整備作業も
あります。

・電力商品の組立、検査業務
・製造組立作業
・調整作業、特性検査、外観検査
・梱包作業
・部品供給作業、受入検査

＊山林現場（阿蘇郡市）から木材市場等
（熊本市、大分県（日田・三重）までの
木材運搬業務に従事していただきます。
※木材の積み下ろし業務はありません。

◆熊本県でダンプ（１０ｔ、４ｔ、２ｔ）
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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

大型自動車免許
①8:00～17:00

求人:２人
年齢:不問

三重県南牟婁郡御浜町阿田和4911番地9 保険:雇･労･健･厚
従業員数:9人 日給制　:月額216,000円～280,800円 休日:日他 学歴:不問

正社員 24081-   25431 就業場所:　熊本市,阿蘇市、南阿蘇村他 週休2日制:その他 経験:必須(ダンプ運

①8:00～17:00

求人:３人
年齢:35歳以下 普通自動車免許

阿蘇市乙姫50 保険:雇･労･健･厚
従業員数:49人 月給制　:月額253,000円～420,000円 休日:土日祝他 学歴:高校以上

正社員 43090-    9431 就業場所:阿蘇市乙姫50 週休2日制:毎週 経験:不問
車両系建設機械

①8:00～17:00 （整地・運搬・
積込用及び掘削用）

求人:２人 運転技能者
年齢:不問 自動車免許(AT不可)

三重県南牟婁郡御浜町阿田和4911番地9 保険:雇･労･健･厚
従業員数:9人 日給制　:月額259,200円～345,600円 休日:日他 学歴:不問

正社員 24081-   26731 就業場所:　熊本市,阿蘇市、南阿蘇村他 週休2日制:その他 経験:不問

看護師
①8:30～12:30
②14:00～18:00

求人:１人
年齢:59歳以下

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

パート労働者 43090-    5031 就業場所:阿蘇市一の宮町宮地4735-6 週休2日制:毎週 経験:不問
看護師

求人:１人
年齢:不問 普通自動車免許

阿蘇郡南阿蘇村大字一関1282 保険:雇･労･健･厚
従業員数:69人 時給制　:時給1,050円～1,050円 休日:土日祝他 学歴:不問

パート労働者 43090-   31531 就業場所:阿蘇郡南阿蘇村大字一関1282 週休2日制:毎週 経験:不問
看護師
准看護師

求人:１人 上記のいずれか
年齢:60歳以上 普通自動車免許

阿蘇郡南阿蘇村大字一関1282 保険:雇･労･健･厚
従業員数:69人 時給制　:時給1,000円～1,050円 休日:他 学歴:不問

パート労働者 43090-   33731 就業場所:阿蘇郡南阿蘇村大字一関1282 週休2日制:毎週 経験:不問
准看護師

①8:30～12:30
②14:00～18:00

求人:１人
年齢:59歳以下

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

パート労働者 43090-    3931 就業場所:阿蘇市一の宮町宮地4735-6 週休2日制:毎週 経験:不問

パート

准看護師

雇用期間の定めなし

松見内科

クリニック

看護師／准看護師

（介護施設）

雇用期間の定めなし

(福)白久寿会

特別養護老人

ホーム　水生苑
8:30～17:30の

間の6時間程度

看護師

（介護施設）

雇用期間の定めなし

(福)白久寿会

特別養護老人

ホーム　水生苑
8:30～17:30の

間の6時間程度

正看護師

雇用期間の定めなし

松見内科

クリニック

重機

オペレーター

雇用期間の定めなし

(株)工藤重機

B　専門的・技術的職業（各種技術者、看護師、保育士、栄養士等）

電気・

機械技術員

雇用期間の定めなし

(株)東工業

九州事務所

ダンプ運転手

雇用期間の定めなし

(株)工藤重機 ◆熊本県でダンプ（１０ｔ、４ｔ、２ｔ）
による土砂及び産業廃棄物（ｺﾝｸﾘｰﾄｶﾞﾗ、
ｱｽﾌｧﾙﾄｶﾞﾗ等）の運搬作業を行ないます。
運転業務の他、多少土木作業もあります。

＊発電所(風力/火力/原子力)における
電気、機械設備に関する保守点検
サービス業務

・設備の定期検査・ﾁｪｯｸｼｰﾄに従って点検
・不具合対応・設備不具合に対する修理
＊入社後資格取得等の研修を行います。

※工事現場において、主に建設機械
（バックホウ、ブルドーザー等）の運転
作業を行ないます。
・公共工事を主とした耕地//道路/河川等
の土木、掘削、埋め戻し、整地、整形
ﾄﾗｯｸへの土砂等の積み込み等の作業。

＊看護業務一般（内科・小児科外来）
・外来での診療の補助、採血等の検査、
点滴業務

・医師の指導により調剤業務があります。

・ご利用者の健康管理、医療処置（軽微）
・職員の健康診断に関する業務
・利用者送迎、お出迎え、ﾊﾞｲﾀﾙﾁｪｯｸ
・入浴後の処置、昼食時の対応
・レクレーション時の対応
・機能訓練の対応・記録等の作成等

・ご利用者の健康管理、医療処置（軽微）
・職員の健康診断に関する業務
・利用者送迎、お出迎え、ﾊﾞｲﾀﾙﾁｪｯｸ
・入浴後の処置、昼食時の対応
・レクレーション・機能訓練の対応
・記録等の作成等【高年齢者専用求人】

＊看護業務一般（内科・小児科外来）
・外来での診療の補助、採血等の検査、
点滴業務

・医師の指導により調剤業務があります。

・利用者送迎、お出迎え、ﾊﾞｲﾀﾙﾁｪｯｸ
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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

准看護師

求人:１人
年齢:不問 普通自動車免許

阿蘇郡南阿蘇村大字一関1282 保険:雇･労･健･厚
従業員数:69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-   32431 就業場所:阿蘇郡南阿蘇村大字一関1282 週休2日制:毎週 経験:不問
栄養士

①9:00～15:30

求人:１人
年齢:不問

熊本市北区貢町780-10 保険:雇･労
従業員数:369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 43010-  133731 就業場所:阿蘇郡南阿蘇村大字立野185-1 週休2日制:毎週 経験:必須(栄養士)
介護支援専門員

①7:00～16:00

②8:00～17:00

求人:１人 ③11:30～20:30
年齢:不問

雇用期間の定めあり 熊本市東区南町16-8 保険:雇･労･健･厚
(４か月以上) 従業員数:95人 時給制　:時給1,260円～1,540円 休日:他 学歴:不問
パート労働者 43010-  800431 就業場所:阿蘇市乙姫2142-10 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950円～1,043円 休日:土日祝他 学歴:不問
パート労働者 43090-   13031 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

ﾒﾃﾞｨｶﾙｸﾗｰｸまたは

①8:30～12:30 同等の資格があれば尚可

求人:１人
年齢:不問

雇用期間の定めあり 熊本市中央区花畑町1-7　ＭＹ熊本ビル5Ｆ 保険:雇･労･健･厚
(４か月未満) 従業員数:88,000 時給制　:時給910円～930円 休日:土日祝他 学歴:不問
パート労働者 43010-  927931 就業場所:阿蘇市黒川1266 週休2日制:毎週 経験:不問

医療事務資格あれば尚可

①8:30～12:30 PCの基本的操作
②14:00～18:00

求人:１人
年齢:59歳以下

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

パート労働者 43090-    7231 就業場所:阿蘇市一の宮町宮地4735-6 週休2日制:毎週 経験:必須(医療事務
交替制あり
①9:00～15:00

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下野147-10 保険:労
(４か月以上) 従業員数:150人 時給制　:時給853円～900円 休日:他 学歴:不問
パート労働者 43090-   21031 就業場所:阿蘇郡南阿蘇村大字下野147-10 週休2日制:毎週 経験:不問

経理補助 アーデンホテル阿蘇

（(株)南阿蘇

カントリークラブ）
資格:不問

受付　医療事務

雇用期間の定めなし

松見内科

クリニック

医療事務／阿蘇

医療センター

(株)ニチイ学館

熊本支店

計画作成担当者／

乙姫の家

(株)

かいごのみらい

家庭児童相談員事

務補助（福祉課）

阿蘇市役所

資格:不問

C　事務的職業（総務・一般・経理・受付・医療事務等）

栄養士

（阿蘇立野病院）

雇用期間の定めなし

(株)九州フード

サプライセンター

准看護師

（福祉施設）

雇用期間の定めなし

(福)白久寿会

特別養護老人

ホーム　水生苑
8:30～17:30の

間の6時間程度

・利用者送迎、お出迎え、ﾊﾞｲﾀﾙﾁｪｯｸ
・入浴後の処置、昼食事の対応
・レクレーション時の対応
・機能訓練の対応・記録等の作成
・ご利用者の健康管理、医療処置（軽微）
・職員の健康診断に関する業務

病院での給栄養士業務
・検品・発注
・在庫管理

・１８人の認知症高齢者が共同生活を
送るｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑです。（９人×２ﾕﾆｯﾄ）

・１ﾕﾆｯﾄの介護計画作成、ご家族や関係
機関との相談・調整・ｹｱｶﾝﾌｧﾚﾝｽ・
モニタリング等

・利用者の介護業務及び生活支援業務

＊阿蘇市役所(本庁)福祉課子育て支援係
において、家庭児童相談員事務補助
業務に従事していただきます。

・電話対応・関連するパソコン等操作
・その他の事務補助

・患者対応・診療料金計算
・コンピュータ入力・電話対応 等
※未経験、無資格の方もご応募ください。
OJT制度・研修制度があり、ニチイの
先輩達も多数いるので安心してお仕事
できます。

＊受付、窓口会計事務、ﾊﾟｿｺﾝによる
保険請求事務

・患者様のカルテの整理、及び管理
・診察室への案内・院内、備品の整理等
＊医療事務の経験者又は医療事務有資格
あれば尚可

＊ﾎﾃﾙ業務に関する経費管理や各種書類
作成、ﾃﾞｰﾀ入力等、拠点の経理担当
社員の指示のもと、経理業務の補助。

・平日のみ勤務可・1日4Ｈ～5Ｈ勤務可
・作業によっては姉妹ﾎﾃﾙのグリーンピア
南阿蘇勤務が発生する場合があります

営業店後方での伝票の仕訳/集計や端末機操

9



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-  535031 就業場所:阿蘇市内牧258 週休2日制:毎週 経験:あれば尚可(銀

①9:00～15:30
②9:30～16:00

求人:１人
年齢:不問

雇用期間の定めあり 熊本市中央区水前寺6丁目29-20 保険:労
(４か月以上) 従業員数:1,337人 時給制　:時給890円～930円 休日:土日祝他 学歴:高校以上
パート労働者 43010-  536831 就業場所:阿蘇市内牧258 週休2日制:毎週 経験:あれば尚可(銀

①9:00～15:30
②9:30～16:00

求人:１人
年齢:不問

雇用期間の定めあり 熊本市中央区水前寺6丁目29-20 保険:労
(４か月以上) 従業員数:1,337人 時給制　:時給890円～930円 休日:土日祝他 学歴:高校以上
パート労働者 43010-  538531 就業場所:阿蘇市一の宮町宮地1871-5 週休2日制:毎週 経験:あれば尚可(銀

交替制あり
①7:00～11:00

求人:１人
年齢:64歳以下

阿蘇市内牧966 保険:雇･労
従業員数:294人 時給制　:時給870円～1,000円 休日:他 学歴:不問

パート労働者 43090-   47831 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
①9:00～13:00
②14:00～18:00

求人:２人
年齢:64歳以下

阿蘇市内牧966 保険:雇･労
従業員数:294人 時給制　:時給860円～900円 休日:他 学歴:不問

パート労働者 43090-   34331 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
①6:00～10:00
②12:00～16:00

求人:２人
年齢:64歳以下

阿蘇市内牧966 保険:雇･労
従業員数:294人 時給制　:時給860円～900円 休日:他 学歴:不問

パート労働者 43090-   27331 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

①8:30～14:30
②13:00～19:00

求人:５人 ③17:00～23:00
年齢:不問

雇用期間の定めあり 福岡県朝倉市一木1148番地の1 保険:労
(４か月以上) 従業員数:7,374人 時給制　:時給875円～950円 休日:他 学歴:不問
パート労働者 40150-  352731 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

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）

銀行店頭業務／

宮地支店

(株)熊本銀行

資格:不問

販売員

（小国店）

(株)ドラッグストア

モリ
資格:不問

販売職

雇用期間の定めなし

(株)みやはら

又は6:00～15:00の

間の4時間程度

資格:不問

販売職

雇用期間の定めなし

(株)みやはら

又は7:30～21:00の

間の4時間程度

資格:不問

販売職

雇用期間の定めなし

(株)みやはら

又は6:00～15:00の

間の4時間程度

資格:不問

銀行店頭業務／

阿蘇支店

(株)熊本銀行

資格:不問

銀行店頭業務／

阿蘇支店

(株)熊本銀行

資格:不問

営業店後方での伝票の仕訳/集計や端末機操
作による事務処理
営業店窓口での預金受入・支払、振込、
税金払込等の事務処理
ロビー案内

営業店後方での伝票の仕訳/集計や端末機操
作による事務処理
営業店窓口での預金受入・支払、振込、
税金払込等の事務処理
ロビー案内

営業店後方での伝票の仕訳/集計や端末機操
作による事務処理
営業店窓口での預金受入・支払、振込、
税金払込等の事務処理
ロビー案内

・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。

・商品金額の打ち込み（バーコード使用）
・レジ廻りの掃除・かごの整理整頓等
・買い物袋の補充・ﾚｼｰﾄ紙の点検と補充
※夏と冬はギフト商品の包装もあります

＊スーパーの惣菜部門
・商品づくり、お弁当や焼き物・フライ
・和え物・寿司など
・商品販売、商品陳列・接客・鮮度確認
・清掃業務、作業場の清掃、店舗の清掃
※立ち仕事になります。

・商品の品出し、補充
・陳列棚の整理
・在庫商品の管理
（賞味期限のチェック、在庫の確認）
・接客、販売
・レジ業務、フロア清掃 など

ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ又はﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰにおける
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職種 求人者名 仕事の内容・賃金 就業時間 資格経験

①9:30～16:30

求人:１人
年齢:64歳以下

阿蘇郡高森町大字高森2132番地1 保険:雇･労･健･厚
従業員数:45人 時給制　:時給860円～900円 休日:水日 学歴:不問

パート労働者 43090- 2635821 就業場所:阿蘇郡高森町大字高森2132番地1 週休2日制:毎週 経験:不問
交替制あり
①7:00～11:00

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下野147-10 保険:雇･労
(４か月以上) 従業員数:150人 時給制　:時給853円～853円 休日:他 学歴:不問
パート労働者 43090-   24531 就業場所:阿蘇郡南阿蘇村大字下野147-10 週休2日制:毎週 経験:不問

①14:00～19:30

求人:１人
年齢:不問

熊本市北区貢町780-10 保険:雇･労
従業員数:369人 時給制　:時給950円～1,000円 休日:他 学歴:不問

パート労働者 43010-  135631 就業場所:阿蘇郡南阿蘇村大字立野185-1 週休2日制:毎週 経験:不問

①9:30～14:30

求人:２人
年齢:不問

雇用期間の定めあり 阿蘇市内牧145-1 保険:雇･労
(４か月以上) 従業員数:30人 時給制　:時給950円～1,000円 休日:他 学歴:不問
パート労働者 43090-    2631 就業場所:阿蘇市内牧145-1 週休2日制:毎週 経験:不問

交替制あり
①9:00～14:00
②12:00～16:00 普通自動車運転免許

求人:１０人 ③18:00～22:00 あれば尚可
年齢:64歳以下

熊本市中央区出水7丁目57-3 保険:雇･労
従業員数:15人 時給制　:時給1,100円～1,400円 休日:他 学歴:不問

無期雇用派遣パー 43010-  703031 就業場所:阿蘇市赤水1600-3 週休2日制:毎週 経験:不問

①7:00～11:00
②10:30～14:30 普通自動車運転免許

求人:５人 ③17:30～21:30 あれば尚可
年齢:64歳以下

熊本市中央区出水7丁目57-3 保険:雇･労
従業員数:15人 時給制　:時給1,100円～1,400円 休日:他 学歴:不問

無期雇用派遣パー 43010-  712831 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:不問

求人:２人
年齢:不問

阿蘇郡南小国町赤馬場3220 保険:雇･労
従業員数:9人 時給制　:時給900円～1,000円 休日:他 学歴:不問

パート労働者 43090-   15231 就業場所:阿蘇郡南小国町赤馬場3220 週休2日制:毎週 経験:不問

F　保安の職業（警備員等）

資格:不問

料理準備/配膳

/片付/洗い場/ﾎｰﾙ

雇用期間の定めなし

(株)さと家

接客および

調理補助

雇用期間の定めなし

(有)吾亦紅

8:00～17:00の

間の5時間程度

料理の準備/配膳

/片付/ﾎｰﾙｽﾀｯﾌ

雇用期間の定めなし

(株)さと家

朝食調理補助 (資)蘇山郷

資格:不問

給食調理

（阿蘇立野病院）

雇用期間の定めなし

(株)九州フード

サプライセンター
資格:不問

「どんどこ湯」

清掃（風呂）

アーデンホテル阿蘇

（(株)南阿蘇

カントリークラブ）
資格:不問

介護職

（介護施設）

雇用期間の定めなし

介護保険指定事業所

あそ和楽（ティー

ティーシー(有)）
資格:不問

ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ又はﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰにおける
入所者、利用者の生活面を中心とした
身のまわりの世話、介護職全般
・食事の配膳及び下膳、食事介助
・排泄介助、入浴介助
・洗濯物の仕分け、ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝの準備等

「どんどこ湯」施設の清掃関連業務：
・脱衣場、浴場等の清掃
・タオル・ゴミの回収
・脱衣カゴ等の整理整頓

病院での給食調理業務
・調理全般、配膳、洗浄 など
＊提供食数：３５食程度

・朝食の調理に係る準備や下ごしらえ
・盛り付け等の簡単な調理補助
・食事後の食器洗浄や後始末

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

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

＊石臼挽きそばと葛料理の店
・メニューの注文受け
・料理、飲み物等の提供・レジ業務
・下膳、及び後片づけ
・調理補助業務（盛り付け、皿洗い等）
・店内外の清掃等

・工事現場や一般道路での交通誘導
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職種 求人者名 仕事の内容・賃金 就業時間 資格経験

変形（1ヶ月単位） 普通自動車運転免許
あれば尚可
原付でも可

求人:１０人
年齢:18歳以上

雇用期間の定めあり 熊本市中央区本山2丁目6-2　田代ビル2Ｆ 保険:雇･労･健･厚
(４か月以上) 従業員数:48人 日給制　:時給1,125円～1,125円 休日:他 学歴:不問
パート労働者 43010- 1152531 就業場所:県北（菊池・山鹿・合志）および阿蘇方面 週休2日制:毎週 経験:不問

求人:２人
年齢:不問

雇用期間の定めあり 福岡県北九州市門司区黄金町6-28 保険:雇･労
(４か月未満) 従業員数:350人 時給制　:時給855円～855円 休日:他 学歴:不問
パート労働者 40062-   61031 就業場所:阿蘇郡高森町大字高森1978-2 週休2日制:毎週 経験:不問

①8:00～12:00

求人:１人
年齢:不問

雇用期間の定めあり 熊本市中央区渡鹿2丁目11-17 保険:労
(４か月以上) 従業員数:103人 時給制　:時給853円～853円 休日:他 学歴:不問
パート労働者 43010-  177631 就業場所:阿蘇市黒川1266 週休2日制:毎週 経験:不問

①9:00～14:00

求人:１人
年齢:69歳以下

阿蘇市一の宮町宮地4518-4 保険:雇･労
従業員数:16人 時給制　:時給853円～900円 休日:他 学歴:不問

パート労働者 43090-   19331 就業場所:阿蘇市一の宮町宮地4518-4 週休2日制:毎週 経験:不問
交替制あり
①9:00～17:30

求人:２人
年齢:不問

雇用期間の定めあり 阿蘇市一の宮町三野白木山　2305番地の1 保険:労
(４か月以上) 従業員数:15人 時給制　:時給900円～1,200円 休日:他 学歴:不問
パート労働者 43090-   25431 就業場所:阿蘇市一の宮町三野白木山　2305番地の1 週休2日制:毎週 経験:あれば尚可(客

①9:30～11:30
②8:30～13:50

求人:１人
年齢:不問

雇用期間の定めあり 熊本市中央区帯山3丁目8-44 保険:労
(４か月以上) 従業員数:436人 時給制　:時給900円～900円 休日:土日 学歴:不問
パート労働者 43010-42587421 就業場所:阿蘇市/大津町 週休2日制:毎週 経験:不問

①18:00～20:30

求人:２人
年齢:64歳以下

阿蘇郡小国町大字下城4223番地 保険:労
従業員数:90人 時給制　:時給860円～860円 休日:他 学歴:不問

パート労働者 43090-   49531 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

H　生産工程の職業（金属加工、製品製造、機械の組立等）

布団敷き

（ホテル）

雇用期間の定めなし

(株)杖立観光

ホテル ひぜんや 資格:不問

入院セット院内

配送等業務

(株)三勢

資格:不問

宿泊清掃・ﾚｽﾄﾗﾝ

ﾎｰﾙ・厨房補助

(株)フロンティア

ホースグループ

又は13:00～20:30

の間の4時間以上

資格:不問

清掃係

（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

資格:不問

清掃員

／半日勤務

(株)総美

資格:不問

K　運搬・清掃・包装等の職業（配達員、倉庫作業員、清掃作業員、軽作業）

調理補助 大阪惣菜　(株)

7:00～13:00の

間の5時間程度

資格:不問

警備スタッフ (株)ダイニング

リゾート

エアーズロック
8:00～18:00の

間の8時間程度

・工事現場や一般道路での交通誘導
・商業施設などの警備（駐車場）
・イベント警備
・葬儀場の駐車場警備（※４時間）
＜主に阿蘇方面＞＊入社後、教育研修
プログラムを受けて頂きます。

＊商品の前出し、お弁当の盛付け
＊おにぎり、お稲荷の製造
＊和え物などのお惣菜等、時間帯に
合ったお仕事をして頂きます。

＊お客様の笑顔のため仕事が大変でも
皆さん楽しく頑張っています。

院内の清掃作業
・フロア、廊下、トイレ等の日常清掃

・客室清掃、ベットメイキング
・アメニティーの補充（歯ﾌﾞﾗｼ、ﾀｵﾙ等）
・部屋着の入れ込み
・湯のみセット、ポットの入れ込み
・洗濯物の仕分け
・共用部の清掃（廊下、トイレ等

どうすればお客様がより快適に良い時間
を過ごしていただけるか、前向きにｱｲﾃﾞｱを
考えたり実行出来る方を歓迎します。
夜間対応可能な方歓迎しますのでご相談
ください。働き方（日数や時間）は柔軟
に相談に応じることが可能です。

阿梨花病院大津・阿蘇温泉病院において
・入院セット（タオル・病衣等）の配布
回収業務・上記付帯業務

水・金：阿梨花病院大津（大津町）
月・火・木：阿蘇温泉病院（内牧）
（タブレット入力作業あり）

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

★２人１組での作業になります

◇調理業務はありません。

12



職種 求人者名 仕事の内容・賃金 就業時間 資格経験

交替制あり
①10:00～15:00
②17:00～22:00 普通自動車運転免許

求人:５人 あれば尚可
年齢:不問

熊本市中央区出水7丁目57-3 保険:雇･労
従業員数:15人 時給制　:時給1,100円～1,400円 休日:他 学歴:不問

無期雇用派遣パー 43010-  705231 就業場所:阿蘇市黒川1230 週休2日制:毎週 経験:不問

求人:２人
年齢:64歳以下 普通自動車免許

阿蘇郡小国町大字下城4223番地 保険:雇･労
従業員数:90人 時給制　:時給900円～1,000円 休日:他 学歴:不問

パート労働者 43090-   48231 就業場所:阿蘇郡小国町大字下城4223番地 週休2日制:毎週 経験:不問

ゴミ処理／運搬

係（ホテル）

雇用期間の定めなし

(株)杖立観光

ホテル ひぜんや
10:00～17:00の

間の5時間程度

料理の準備・

配膳・片付け

雇用期間の定めなし

(株)さと家 ◇調理業務はありません。
・コップ、皿、フォーク等の準備配置
・バイキング料理の準備
・不揃いの品物がないか再確認
・食後の食器片付け・各会場のテーブル
・イス等設置、終了後の片付け・清掃

・ホテル内ゴミ捨て場、調理室等から
各種ゴミの搬出・仕分け（生ｺﾞﾐの場合
10Kg程度の重量になることがあり）

・ホテル所有ゴミ回収車（２ｔ程度／
リフト付）へゴミ積込み、車輌運転／
処理施設への運搬等
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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。

阿蘇市役所
阿蘇市

内牧支所

阿蘇市

波野支所

阿蘇市

社会福祉協議会

産山村役場 小国町役場 小国ゆうステーション 南小国町役場

南阿蘇村役場 高森町役場
高森町

観光交流センター

山都町役場

蘇陽支所

山都町役場
南阿蘇村役場

福祉センター

小国暮らしの窓口

（木魂館）

高森町

社会福祉協議会

求人情報誌の配布場所

ハローワーク阿蘇のご案内

所在地

〒869-2612

阿蘇市一の宮町宮地2318-3

TEL：0967-22-8609

FAX：0967-22-4775

各種情報

《お知らせ》

月刊・週刊の求人情報誌はR5年1月から廃止となります。

今後は月2回発行しております当求人情報誌、「60歳からの就職応援求人」を

ハローワーク庁舎内で配布、「未経験者/就職氷河期世代歓迎求人」を掲示し

ておりますので、ぜひご活用ください。

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


