
この求人情報誌はR4.2.9～R4.2.21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（水）

■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

■農林・保安／輸送・機械運転／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。



 

 

ハローワークの職業相談窓口では、みなさまの就職活動を支援するため、次のようなサービスを行っ

ています。 

 求職活動を全面的にバックアップします。 

求職活動の進め方、求人情報の入手方法や検索方法のアドバイス、応募書類の添削指導など。 

 求人情報を提供します。 

ハローワーク職員が一緒に希望条件に合う求人を探して提供し、きめ細やかな職業相談を行い

ます。また、求人情報は窓口だけでなく、ハローワーク内に設置されたパソコンで検索することも

出来ます。インターネットに接続できる環境があれば、ご自宅のパソコンやタブレット、スマートフォ

ンからも検索できます（ハローワークインターネットサービス）。 

 求人票の条件を確認します。 

 希望する職種に応じて、学歴や経験、資格等の募集条件について確認します。場合によっては

求人条件を緩和・拡充することを求人事業所に提案しています。 

 応募書類の作成や面接に向けた準備への支援を行います。 

 就職のための各種支援セミナーを実施しています。 

 スキルアップのための職業訓練をご案内します。 

 応募する求人事業所に連絡し、ご紹介します（紹介状をお渡しします）。 

 

 

 

求職者マイページもご活用ください！ 

求人検索条件の保存、気になる求人の一時保管など、便利な機能が利用できるようになります。 

          

 

☆ 過去５年の間にハローワークの窓口を利用したことがある方は、ハローワークの窓口でアカウント

登録を行ってから求職者マイページ開設を行ってください。 

☆ ハローワークの窓口を利用したことが無い方は、求職申込みをクリックしお進みください。 

マイページ開設後にハローワーク窓口を利用することで、活用できる機能を増やすことができます。 

 

ハローワーク阿蘇  〒869-2612 阿蘇市一の宮町宮地 2318-3  ℡ 0967-22-8609 

お仕事をさがしている方へ 

ハローワークインターネットサービスをご利用の方へ 



＊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。

3/1 火

2 水

3 木

4 金 ①就職支援セミナー

7 月

8 火 ②医療・福祉事業所説明会

9 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

10 木

11 金

14 月

15 火

16 水 ⑤福祉のお仕事相談会

17 木

18 金

22 火 ②医療・福祉事業所説明会

23 水 ②医療・福祉事業所説明会

24 木

25 金

28 月

29 火

30 水

31 木

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



変形（1年単位）
①8:00～17:30

求人:１人
年齢:64歳以下 自動車免許(AT不可)

熊本市東区尾ノ上4丁目19-4 保険:雇･労･健･厚
従業員数:26人 月給制　:月額261,500円～323,100円 休日:日他 学歴:高校以上

正社員 43010- 6720021 就業場所:市内近郊、阿蘇方面の現場事務所/本社 週休2日制:その他 経験:あれば尚可(業
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-  370521 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(業
１級土木施工管理技士

①8:00～17:00

求人:１人
年齢:不問 自動車免許(AT不可)

雇用期間の定めあり 阿蘇市一の宮町宮地4367番地1 保険:雇･労･健･厚
(４か月未満) 従業員数:23人 月給制　:月額210,000円～260,000円 休日:日祝他 学歴:不問
正社員以外 43090-  354521 就業場所:阿蘇市一の宮町宮地4367番地1 週休2日制:その他 経験:あれば尚可(監

交替制あり 看護師
①8:30～17:00
②16:30～9:00

求人:３人
年齢:18歳～64歳

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

正社員 43090-  392721 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
看護師

①8:00～17:00 准看護師

求人:２人 上記のいずれか
年齢:59歳以下

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172,000円～202,000円 休日:日他 学歴:専修学校以上

正社員 43090-  368021 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(業
交替制あり 准看護師
①8:30～17:00
②16:30～9:00

求人:２人
年齢:18歳～64歳

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

正社員 43090-  393821 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
歯科衛生士

①9:00～18:30
②9:00～13:00

求人:１人
年齢:不問

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

正社員 43090-  386221 就業場所:阿蘇市黒川1563-1 週休2日制:その他 経験:不問

技術職

雇用期間の定めなし

佐藤企業　(株)

施工管理者

（建設業）

クマレキ工業

(株)

看護師（阿蘇

やまなみ病院）

土木施工管理技

士

雇用期間の定めなし

(株)南阿蘇解体

雇用期間の定めなし

(医社)大徳会

介護老人保健施設

ﾘﾊｾﾝﾀｰひばり

准看護師（阿蘇

やまなみ病院）

雇用期間の定めなし

(医)高森会

看護師（正又は

准看護師）

雇用期間の定めなし

(医)芳生会

安光歯科医院

雇用期間の定めなし

(医)高森会

歯科衛生士

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）

・官公庁との協議、折衝等。
・国交省/県/市等公共工事における現場
管理（進捗状況確認/安全管理）業務。

＊その他、上記に付随する業務
＊来春からﾊﾞｯｸﾔｰﾄﾞ強化により書類関係
業務の負担を減らす予定です。

＊阿蘇管内の公共/民間/個人等の一般
土木工事及び解体工事等です。

（道路工事、河川工事、造成工事等）
・見積もりの作成
・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

・人員調整・工程管理・安全管理
・書類作成：エクセル・ワードを使用
・役所対応等
現場管理に勤めて頂きます。

＊若手技術者の指導、教育もお願い
します。

＊看護業務全般にわたっての業務。
・認知症専門介護
・老人看護（身体管理、ﾀｰﾐﾅﾙ）対応
・精神看護（急性期、慢性期）対応

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

＊通所利用者様の看護業務全般
・健康状態の把握（血圧測定、処置）
・身の回りのお世話
（食事、入浴、排泄等）
・病院の指示による薬の投与及び管理

＊歯科衛生士業務全般
・歯科予防処置
歯石除去、フッ素塗布等

・歯科診療の補助
・歯科保健指導、ブラッシング指導
・器械・器具の滅菌

＊幼稚園教諭・保育士

1



職種 求人者名 仕事の内容・賃金 就業時間 資格経験

幼稚園教諭免許
①8:00～17:00 保育士

求人:２人 上記のいずれか
年齢:64歳以下

阿蘇郡小国町大字下城401-3 保険:雇･労･健･厚
従業員数:13人 月給制　:月額210,000円～220,000円 休日:土日祝他 学歴:短大以上

正社員 43090-  347421 就業場所:阿蘇郡小国町大字下城401-3 週休2日制:毎週 経験:不問

フレックス
①9:00～17:30

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 東京都中野区中野4丁目10番2号　中野セントラルパークサウス 保険:雇･労･健･厚
(４か月以上) 従業員数:3,665人 月給制　:月額221,000円～221,000円 休日:土日祝他 学歴:不問
正社員以外 13080-14590221 就業場所:熊本市中央区桜町1-20　西嶋三 週休2日制:毎週 経験:不問

①9:00～18:30
②9:00～13:00

求人:１人
年齢:不問

阿蘇市黒川1563-1 保険:雇･労･健･厚
従業員数:5人 月給制　:月額160,000円～180,000円 休日:日祝他 学歴:不問

正社員 43090-  388421 就業場所:阿蘇市黒川1563-1 週休2日制:その他 経験:不問
変形（1年単位）
①8:15～17:10

求人:１人
年齢:64歳以下

阿蘇郡高森町大字高森2294-3 保険:雇･労･健･厚
従業員数:74人 日給制　:月額136,080円～140,184円 休日:日祝他 学歴:不問

正社員 43090-  365621 就業場所:阿蘇郡高森町大字高森2294-3 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- 1740321 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）
①8:30～17:30

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- 1741621 就業場所:阿蘇市内牧1507-1 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- 1742921 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

保育士又は

幼稚園教諭

雇用期間の定めなし

(学)桐原学園

小国幼稚園

量販店担当ルート

営業（販売促進）

麒麟麦酒(株)

製造事務

雇用期間の定めなし

岩下(株)九州工場

資格:不問

受付

（歯科医院）

雇用期間の定めなし

(医)芳生会　安光

歯科医院 資格:不問

C　事務的職業（総務・一般・経理・受付・医療事務等）

D　販売の職業（小売店・卸売販売印、営業等）
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

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

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

・受付窓口にて患者様の受付、予約受付
・診療費の会計業務、事務、電話対応
・簡単なパソコン入力・院内の清掃等
＊各種研修（接遇・歯科基本知識等）に
参加する際の参加費、出張旅費等は
支払い致します。

・電話応対、来客応対
・製品に関する付属品の発注/在庫管理
（パソコン入力での伝票、帳票作成等）
・その他付帯業務

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）

〇ルート営業
・農業用機械の販売及び修理
・基本は既存顧客への営業、
・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）

・新商品やキャンペーンのご案内
・お取扱い／売場ﾚｲｱｳﾄ等の商談・交渉
・定番ｺｰﾅｰの補充や商品陳列・ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ
・情報収集活動
■「飛び込み営業」「店頭販売」
「商品配送」はありません

＊幼稚園教諭・保育士
・３才児～５才児のクラス担任
・全体60名の園児（１ｸﾗｽ10名～20名）
：年齢により園児数は異なります。
・送迎時のバスへの添乗
週３回程度バスに乗車して頂きます。
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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

①8:30～17:00

求人:２人
年齢:不問

雇用期間の定めあり 阿蘇市一の宮町宮地115-1 保険:雇･労･健･厚
(４か月未満) 従業員数:263人 日給制　:月額143,600円～143,600円 休日:土日祝 学歴:不問
正社員以外 43090-  389321 就業場所:阿蘇市一の宮町宮地115-1 週休2日制:毎週 経験:不問

交替制あり
①8:30～17:00
②16:30～9:00

求人:２人
年齢:18歳～64歳

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

正社員 43090-  391021 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

①9:00～18:30
②9:00～13:00

求人:１人
年齢:不問

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

正社員 43090-  387521 就業場所:阿蘇市黒川1563-1 週休2日制:その他 経験:不問
理容師

①9:00～18:00 美容師

求人:２人 上記のいずれか
年齢:不問 普通自動車免許

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

正社員 40010-12105121 就業場所:阿蘇郡高森町、産山村、西原村 週休2日制:毎週 経験:不問
理容師

①9:00～18:00 美容師

求人:２人 上記のいずれか
年齢:不問 普通自動車免許

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

正社員 40010-12107721 就業場所:阿蘇市/阿蘇郡南小国町/小国町/南阿蘇村 週休2日制:毎週 経験:不問
変形（1年単位）
①6:00～15:00 調理師
②8:00～17:00 普通自動車免許

求人:１人 あれば尚可
年齢:不問

雇用期間の定めあり 熊本市西区城山下代2丁目7番11号 保険:雇･労･健･厚
(４か月以上) 従業員数:240人 月給制　:月額180,000円～230,000円 休日:他 学歴:不問
正社員以外 43010- 6605921 就業場所:阿蘇郡南阿蘇村大字両併2385 週休2日制:その他 経験:不問

変形（1年単位）
①7:50～16:30
②12:20～21:00

求人:１人 ③14:20～23:00
年齢:65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:21人 月給制　:月額160,000円～200,000円 休日:他 学歴:高校以上

正社員 43090-  383021 就業場所:阿蘇市黒川2323 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）

歯科助手 (医)芳生会

安光歯科医院 資格:不問

介護職（阿蘇

やまなみ病院）

(医)高森会

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

資格:不問

福祉理容師

福祉美容師

(株)シルバー

サポートジャパン

雇用期間の定めなし

雇用期間の定めなし

福祉理容師

福祉美容師

(株)シルバー

サポートジャパン

雇用期間の定めなし

調理業務

／湯の里荘

(株)

南九州ニチダン

フロント及び

レストラン

(株)おがさわら

雇用期間の定めなし

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

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

＊フロント業務全般
・お客様のチェックイン・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

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

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

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

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

・宿泊予約等の電話対応

3



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
①7:00～21:00
②8:00～21:00

求人:２人 ③10:00～21:00
年齢:59歳以下

阿蘇郡南小国町大字満願寺6548 保険:雇･労･健･厚
従業員数:36人 時給制　:月額170,565円～174,675円 休日:他 学歴:不問

正社員 43090-  349621 就業場所:阿蘇郡南小国町大字満願寺6548 週休2日制:その他 経験:不問

①8:00～17:00

求人:２人
年齢:18歳以上

熊本市中央区帯山4丁目18-11 保険:雇･労･健･厚
従業員数:580人 日給制　:月額153,202円～203,849円 休日:土日 学歴:不問

正社員 43010- 6492821 就業場所:阿蘇郡高森町近郊 週休2日制:毎週 経験:不問

①8:00～17:00

求人:２人
年齢:18歳以上

熊本市中央区帯山4丁目18-11 保険:雇･労･健･厚
従業員数:580人 日給制　:月額153,202円～203,849円 休日:土日 学歴:不問

正社員 43010- 6499121 就業場所:阿蘇市近郊 週休2日制:毎週 経験:不問

①8:00～17:00

求人:３人
年齢:18歳以上

熊本市中央区帯山4丁目18-11 保険:雇･労･健･厚
従業員数:580人 日給制　:月額153,202円～203,849円 休日:土日 学歴:不問

正社員 43010- 6489621 就業場所:阿蘇郡小国町・南小国町近郊 週休2日制:毎週 経験:不問
交替制あり 原動機付自転車免許
①8:00～17:00
②21:00～6:00

求人:２人
年齢:18歳以上

雇用期間の定めあり 大分県大分市大字中尾501番地4 保険:雇･労･健･厚
(４か月以上) 従業員数:254人 日給制　:月額181,500円～181,500円 休日:他 学歴:不問
正社員以外 44010- 4976421 就業場所:竹田・三重・久住方面・阿蘇郡産山村 週休2日制:その他 経験:あれば尚可

求人:１人
年齢:不問 自動車免許(AT不可)

宮崎県日向市大字富高6276番地111 保険:雇･労･健･厚
従業員数:5人 日給制　:月額208,000円～208,000円 休日:他 学歴:不問

正社員 45030-  863421 就業場所:阿蘇市波野大字中江732番地 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)

阿蘇郡高森町大字色見1895ー1 保険:雇･労･健･厚
従業員数:0人 日給制　:月額160,300円～251,900円 休日:日 学歴:不問

正社員 43090-  351721 就業場所:阿蘇郡高森町大字色見1895ー1 週休2日制:その他 経験:あれば尚可

雇用期間の定めなし

(有)いこい旅館

（お宿野の花） 資格:不問

フロント

（旅館）

警備係隊長候補

／阿蘇地区

九州警備保障

(株) 資格:不問

雇用期間の定めなし

警備係／小国・

南小国地区

九州警備保障

(株)

林業作業員

雇用期間の定めなし

山藤(株)

鶏舎管理全般

（阿蘇農場）

雇用期間の定めなし

(株)中村養鶏場

7:00～18:00の

間の8時間程度

F　保安の職業（警備員等）

G　農林漁業の職業（農業、林業、漁業）

交通警備員（豊肥

地区・阿蘇地区）

大分総合警備管理

(株)

資格:不問

雇用期間の定めなし

警備係／

阿蘇・高森地区

九州警備保障

(株) 資格:不問

雇用期間の定めなし

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

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

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

・宿泊予約等の電話対応
・事務：ﾁｪｯｸｲﾝ入力（ﾊﾟｿｺﾝ操作あり）
・宿泊のお客様のお部屋案内及び対応
＊お風呂の受付やご案内
＊庭の掃除や布団の上げ敷き等
※住み込み可

○交通誘導警備
・工事現場・イベント会場 他
現場により夜勤や残業があります。

＊夜勤の出来ない方は日勤勤務での相談
に応じます＊夜勤のみの勤務も可

（ご相談下さい。相談のうえ決定します）

養鶏場（ブロイラー）での、鶏の管理
及び作業。
舎内の清掃業務及び環境整備業務
（水洗い等の作業）
その他、付随する業務。

＊山林や開発現場等でチェンソー・
刈払機を使った木材伐採作業

※現在の主な現場は芦北方面になり、
ご自宅から直行もしくは事業所から
一緒に現場まで移動します。
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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

①8:15～17:15

求人:１人
年齢:44歳以下

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149,732円～170,000円 休日:土日他 学歴:不問

正社員 43090-  373621 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:不問

①8:45～17:30

求人:３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:130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-  717521 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）
①8:45～17:30

求人:１０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:169人 時給制　:月額225,600円～240,000円 休日:土日祝他 学歴:不問
有期雇用派遣労働 43030- 1796221 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

①9:00～17:00

求人:３人
年齢:20歳～44歳 自動車免許(AT不可)

阿蘇郡高森町大字高森1537-2 保険:雇･労･健･厚
従業員数:9人 月給制　:月額155,000円～200,000円 休日:他 学歴:高校以上

正社員 43090-  350021 就業場所:阿蘇郡高森町大字高森1537-2 週休2日制:その他 経験:不問
１級建設機械施工技士

①8:00～17:00 ２級建設機械施工技士

求人:１人 上記のいずれか
年齢:不問 自動車免許(AT不可)

雇用期間の定めあり 阿蘇市一の宮町宮地4367番地1 保険:雇･労･健･厚
(４か月未満) 従業員数:23人 月給制　:月額190,000円～240,000円 休日:日祝他 学歴:不問
正社員以外 43090-  357621 就業場所:阿蘇市一の宮町宮地4367番地1 週休2日制:その他 経験:あれば尚可(監

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168,000円～210,000円 休日:土日他 学歴:不問

正社員 43090-  371421 就業場所:阿蘇郡高森町高森1550-8 週休2日制:毎週 経験:不問

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 阿蘇市一の宮町宮地4367番地1 保険:雇･労･健･厚
(４か月未満) 従業員数:23人 月給制　:月額160,000円～190,000円 休日:日祝 学歴:不問
正社員以外 43090-  356321 就業場所:阿蘇市一の宮町宮地4367番地1 週休2日制:その他 経験:不問

製造作業員 (株)九州ﾄﾘｯｸｽ

高森工場 資格:不問

雇用期間の定めなし

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

エコ商品の組立・

検査・梱包

大津電子(株)

資格:不問

運転士

雇用期間の定めなし

南阿蘇鉄道(株)

土木作業員 (株)南阿蘇解体

雇用期間の定めなし

一般作業員

（建設業）

クマレキ工業

(株)

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）

重機オペレーター

（建設業）

クマレキ工業

(株)

＊量産部品のプレス加工、その他製造に
関する軽作業

・自動車用板金部分の製造作業
・プレス/スポット溶接/タップ/レーザー
カット加工、部品の外観検査、その他
軽作業。

○エコ商品（機械）の製造業務です。
小さな部品のユニットの組立や検査、
完成品の検査・梱包。

＊入社後は充実した研修がありますので
未経験者も大歓迎です。

＊一般土木工事（舗装工事等）における
作業を担当して頂きます。

・主に道路維持作業・点検業務
・その他の補助作業
＊冬場は、除雪作業もあります。

＊阿蘇管内の公共/民間/個人等の一般
土木工事及び解体工事等です。

（道路工事、河川工事、造成工事等）
・見積もりの作成
・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

＊重機を使用して、土砂の掘削・運搬
＊舗装現場において、敷均し、締め固め
作業等を担当して頂きます。

＊鉄道業務に係る全般業務。
主に運転業務を担当していただきます。
＊６月～１０月迄北九州で動力操縦運転
免許資格取得の為訓練（費用は会社負担）
資格取得後は４ヶ月程度ＪＲ九州管内での
見習い実習、その後は南阿蘇鉄道勤務

○ソーラー機器の組立（立位作業）
○組立前の準備
各パーツを必要数量毎に準備する作業

○梱包作業 など
※トレーニングを受けて頂き、適性を
見た上で主となる業務を決定します。
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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:１人
年齢:64歳以下 自動車免許(AT不可)

熊本市中央区大江6丁目24-19 保険:雇･労･健･厚
従業員数:1,000人 月給制　:月額140,000円～140,000円 休日:土日祝他 学歴:不問

正社員 43010- 6082521 就業場所:阿蘇市黒川881-4 週休2日制:毎週 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135,362円～135,362円 休日:日祝他 学歴:不問

正社員 43010- 5802421 就業場所:阿蘇市内牧1153-1 週休2日制:その他 経験:不問

①8:15～17:15

求人:２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3958-2 保険:雇･労･健･厚
従業員数:27人 月給制　:月額170,000円～170,000円 休日:土日他 学歴:不問

正社員 43090-  363421 就業場所:阿蘇郡南阿蘇村大字河陽3958-2 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1,050円～1,475円 休日:土日祝他 学歴:不問
パート労働者 43010- 6131621 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

①9:00～15:00

求人:１人
年齢:59歳以下

阿蘇郡南阿蘇村大字吉田2044番地2 保険:雇･労
従業員数:364人 時給制　:時給1,150円～1,300円 休日:日他 学歴:不問

パート労働者 43090-  372321 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: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か月未満) 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- 6569121 就業場所:阿蘇郡小国町　　ゆけむり茶屋 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か月未満) 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- 6552021 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

学校給食の配送

及び調理補助

雇用期間の定めなし

九州綜合サービス

(株)

熊本県新型ｺﾛﾅｳｨﾙｽ

対策関係嘱託職員

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

清掃（阿蘇温泉

病院）

雇用期間の定めなし

熊本綜合管理

(株) 資格:不問

廃棄物収集・

運搬業務

(有)上村商会

雇用期間の定めなし

看護師（正又は

准看護師）

雇用期間の定めなし

(医社)大徳会

介護老人保健施設

ﾘﾊｾﾝﾀｰひばり
又は8:00～17:00の

間の5時間程度

資格:不問

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

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

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）

パート

＊ごみの集配作業、及び廃品回収等。
・ドライバーの補助作業
・日報の報告等
・集配、回収エリア：阿蘇郡内
＊浄化槽の清掃及び、し尿汲み取り作業

・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

・参加者の体調管理
・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。
見学も可能です。

＊主に１歳～２歳児の保育。

＊通所利用者様の看護業務全般
・健康観察（血圧測定、処置）
・身の回りのお世話
（食事、入浴、排泄）

・疫学調査
・健康観察等

（会計年度任用職員）

・病院での清掃業務全般
外来、病棟、廊下、階段、トイレ、
浴室等

＊モップがけ、ゴミ処理などの作業を
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。

・学校給食配送
・調理補助
（食材の切り込み、食器洗浄、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

幼稚園教諭免許
①8:00～14:00 保育士
②10:00～16:00

求人:２人 ③11:00～17:00 上記のいずれか
年齢:64歳以下

阿蘇郡小国町大字下城401-3 保険:雇･労
従業員数:13人 時給制　:時給1,250円～1,250円 休日:日祝他 学歴:短大以上

パート労働者 43090-  348321 就業場所:阿蘇郡小国町大字下城401-3 週休2日制:毎週 経験:あれば尚可(経

①8:30～14:30
②10:00～16:00

求人:１人 ③13:00～17:30
年齢:不問 普通自動車免許

阿蘇市一の宮町宮地5816 保険:雇･労
従業員数:9人 時給制　:時給950円～1,000円 休日:土日祝他 学歴:不問

パート労働者 43090-  369721 就業場所:阿蘇市一の宮町宮地5816 週休2日制:毎週 経験:あれば尚可(Ｐ

①16:00～18:00 普通自動車免許
あれば尚可

求人:１人
年齢:不問

雇用期間の定めあり 阿蘇郡南阿蘇村大字一関1282 保険:労
(４か月以上) 従業員数:71人 時給制　:時給1,100円～1,200円 休日:他 学歴:不問
パート労働者 43090-  398621 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:あれば尚可(介

①9:00～15:00

求人:３人
年齢:不問

雇用期間の定めあり 阿蘇市一の宮町宮地115-1 保険:雇･労
(４か月未満) 従業員数:263人 時給制　:時給910円～910円 休日:土日祝 学歴:不問
パート労働者 43090-  390121 就業場所:阿蘇市一の宮町宮地115-1 週休2日制:毎週 経験:不問

介護福祉士
①9:00～15:00

求人:２人
年齢:不問

雇用期間の定めあり 阿蘇市一の宮町宮地115-1 保険:雇･労
(４か月未満) 従業員数:263人 時給制　:時給1,200円～1,200円 休日:土日祝 学歴:不問
パート労働者 43090-  394221 就業場所:阿蘇市一の宮町宮地121 週休2日制:毎週 経験:不問

介護職員初任者研修修了者

①9:30～15:30 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 阿蘇市小池9番地 保険:労
(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-  355421 就業場所:阿蘇市小池9番地 週休2日制:毎週 経験:不問

理容師
①9:00～18:00 美容師

求人:２人 上記のいずれか
年齢:不問 普通自動車免許

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

パート労働者 40010-12121021 就業場所:阿蘇郡高森町、産山村、西原村 週休2日制:毎週 経験:不問

福祉理容師

福祉美容師

(株)シルバー

サポートジャパン

又は9:00～18:00の

間の2時間以上
雇用期間の定めなし

雇用期間の定めなし

(学)桐原学園

小国幼稚園

保育士又は

幼稚園教諭

経理事務 (特非)九州バイオ

マスフォーラム

又は8:30～17:00の

間の5時間程度
雇用期間の定めなし

入浴介助員 (有)ふきの企興

小規模多機能型

居宅介護つどい

介護職員 (福)白久寿会

特別養護老人

ホーム　水生苑

介護職（阿蘇

やまなみ病院）

(医)高森会

資格:不問

又は9:00～15:00の

間の3時間程度

介護福祉士（阿蘇

グリーンヒル）

(医)高森会

C　事務的職業（総務・一般・経理・受付・医療事務等）

E　サービスの職業（介護、看護助手、調理、接客・給仕、管理人）

＊パソコンを使用しての事務作業
・伝票作成
・会計ソフト入力
・給与計算ソフト入力
・資料作成

・認知症病棟における生活支援
（介護支援）
・老人介護、精神介護の補助
・生活全般（入浴、食事、排泄）の
介護及び支援

・入所者のﾚｸﾚｰｼｮﾝ補助・ｹｱﾌﾟﾗﾝ作成等

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

個人宅・病院・デイサービスセンター・

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

＊「特定施設入居者生活介護」入居者の
入浴のお手伝いをしていただきます。

・更衣・見守り・洗身等
＊１日５名程度ですが利用者様の状態に
より２名で介助も行います。

特別養護老人ホーム水生苑（定員・入所
３０人、短期入所１０人）で、夕食前後
の介護サービスを提供いただきます。
・入所食堂への移動
・配膳、食事介助、下膳、口腔ケア等
食事前後の業務など

＊主に１歳～２歳児の保育。
全体で６０名程度の園児

（１クラス１０～２０名）のクラス担任
補助として子供たちの教育や生活習慣
の業務を担当して頂きます。

※土曜勤務可能な方を希望します。
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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

理容師
①9:00～18:00 美容師

求人:２人 上記のいずれか
年齢:不問 普通自動車免許

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

パート労働者 40010-12122721 就業場所:阿蘇市、阿蘇郡南小国町、小国町、南阿蘇村 週休2日制:毎週 経験:不問
交替制あり
①5:30～10:30

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821円～821円 休日:他 学歴:不問
パート労働者 43090-  376021 就業場所:阿蘇郡南阿蘇村大字下野135-1 週休2日制:毎週 経験:不問

①6:00～9:00
②8:30～14:30

求人:１人 ③13:00～18:00
年齢:不問

雇用期間の定めあり 熊本市西区城山下代2丁目7番11号 保険:労
(４か月以上) 従業員数:240人 時給制　:時給950円～1,000円 休日:他 学歴:不問
パート労働者 43010- 5741621 就業場所:阿蘇郡南阿蘇村大字両併2385 週休2日制:毎週 経験:不問

交替制あり
①5:30～10:30
②5:30～14:30

求人:２人
年齢:不問

雇用期間の定めあり 阿蘇郡南阿蘇村大字久石4411-9 保険:雇･労
(４か月以上) 従業員数:125人 時給制　:時給821円～821円 休日:他 学歴:不問
パート労働者 43090-  375121 就業場所:阿蘇郡南阿蘇村大字久石4411-9週休2日制:毎週 経験:不問

交替制あり

求人:２人
年齢:不問

雇用期間の定めあり 阿蘇郡南阿蘇村大字下野147-10 保険:労
(４か月以上) 従業員数:150人 時給制　:時給821円～821円 休日:他 学歴:不問
パート労働者 43090-  378821 就業場所:阿蘇郡南阿蘇村大字下野135-1 週休2日制:その他 経験:不問

求人:１人
年齢:不問

阿蘇市一の宮町宮地2396-1 保険:雇･労
従業員数:20,000 時給制　:時給1,000円～1,000円 休日:他 学歴:不問

パート労働者 43090-  352821 就業場所:阿蘇市一の宮町宮地2396-1 週休2日制:毎週 経験:不問

求人:２人
年齢:不問

阿蘇市一の宮町宮地3075-1 保険:雇･労
従業員数:8人 時給制　:時給900円～1,000円 休日:金他 学歴:不問

パート労働者 43090-  381921 就業場所:阿蘇市黒川14-3 週休2日制:毎週 経験:不問

求人:２人
年齢:不問

阿蘇市一の宮町宮地3075-1 保険:雇･労
従業員数:8人 時給制　:時給900円～1,000円 休日:火他 学歴:不問

パート労働者 43090-  382121 就業場所:阿蘇市一の宮町宮地3075-1 週休2日制:毎週 経験:不問

10:00～16:00の

間の4時間程度

雇用期間の定めなし

又は9:00～18:00の

間の2時間以上
雇用期間の定めなし

「どんどこ湯」

お湯はり・清掃

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

資格:不問10:00～21:00の

間の3時間以上

9:00～2:00の間

の4時間程度

雇用期間の定めなし

福祉理容師

福祉美容師

(株)シルバー

サポートジャパン

調理補助業務／

湯の里荘

(株)

南九州ニチダン 資格:不問

接客及び

調理補助

あか牛丼専門店

ごとう屋 資格:不問10:00～16:00の

間の4時間程度

雇用期間の定めなし

接客及び

調理補助

あか牛丼専門店

ごとう屋 資格:不問

調理補助

（ホテル）

ホテルグリーンピア

南阿蘇（(株)南阿蘇

カントリークラブ）
資格:不問

調理(ファミリー

レストラン)

(株)ジョイフル

西九州

阿蘇一の宮店

資格:不問

施設内レストラン

の調理補助作業

アーデンホテル阿蘇

（(株)南阿蘇

カントリークラブ）

＊お風呂の湯はりや施設内清掃作業、
その他付帯作業を行っていただきます。

＊老若男女問わず募集中です。

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

＊お食事処での接客、及び調理補助業務
・メニューの注文受け
・お料理、飲み物等の提供
・レジ業務
・皿洗い、及び厨房の補助
・食事処の清掃等

＊お食事処での接客、及び調理補助業務
・メニューの注文受け
・お料理、飲み物等の提供
・レジ業務
・皿洗い、及び厨房の補助
・食事処の清掃等

＊調理全般
・各種メニューによる仕込み
・ハンバーグ、魚等の焼成
・揚げ物・サラダの盛り付け
・調理器具、皿等の洗い
・厨房内の清掃等

＊「どんどこ湯」にあるレストランで
調理補助作業。

・セルフサービスになっていますので、
主に調理場内の勤務となります。

・簡単な調理やﾃｰﾌﾞﾙｾｯﾃｨﾝｸﾞ業務
未経験者でもご活躍いただけます。

＊調理長の下
・日帰りのお客様、ご宿泊のお客様へ
提供する料理の調理補助業務全般

・朝食の簡単な調理と盛り付け

・料理、飲料等の注文受け

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

阿蘇市一の宮町宮地2396-1 保険:雇･労
従業員数:20,000 時給制　:時給1,000円～1,000円 休日:他 学歴:不問

パート労働者 43090-  353221 就業場所:阿蘇市一の宮町宮地2396-1 週休2日制:毎週 経験:不問

求人:２人
年齢:不問

雇用期間の定めあり 阿蘇市一の宮町坂梨631-6 保険:
(４か月未満) 従業員数:1人 時給制　:時給1,200円～1,200円 休日:他 学歴:不問
パート労働者 43090-  345221 就業場所:阿蘇市一の宮町坂梨蓑田 週休2日制:その他 経験:不問

求人:１人
年齢:不問

雇用期間の定めあり 阿蘇市一の宮町坂梨631-6 保険:
(４か月以上) 従業員数:1人 時給制　:時給1,200円～1,200円 休日:他 学歴:不問
パート労働者 43090-  346521 就業場所:阿蘇市一の宮町坂梨蓑田 週休2日制:その他 経験:不問

求人:１人
年齢:不問

阿蘇郡小国町大字下城4726-4 保険:雇･労
従業員数:3人 時給制　:時給821円～900円 休日:他 学歴:不問

パート労働者 43090-  384721 就業場所:阿蘇郡小国町大字下城4726-4 週休2日制:毎週 経験:不問

①9:00～15:00
②9:00～16:00

求人:１人
年齢:不問

雇用期間の定めあり 阿蘇郡高森町大字高森2141-4 保険:雇･労･健･厚
(４か月未満) 従業員数:95人 時給制　:時給902円～902円 休日:土日他 学歴:不問
パート労働者 43090-  374921 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:不問

求人:３人
年齢:不問

阿蘇市内牧224 保険:雇･労
従業員数:13人 時給制　:時給1,000円～1,000円 休日:火他 学歴:高校以上

パート労働者 43090-  367121 就業場所:阿蘇市内牧224 週休2日制:毎週 経験:不問

①10:00～16:00

求人:２人
年齢:不問 自動車免許(AT不可)

阿蘇市一の宮町宮地166-3 保険:雇･労
従業員数:0人 時給制　:時給860円～900円 休日:日他 学歴:不問

パート労働者 43090-  397321 就業場所:阿蘇市一の宮町宮地166-3 週休2日制:毎週 経験:不問

9:00～2:00の間

の4時間程度

雇用期間の定めなし

牛の飼育補助 菅原牧場(同)

資格:不問9:00～19:00の

間の4時間程度

雇用期間の定めなし

接客係（ファミ

リーレストラン）

(株)ジョイフル

西九州

阿蘇一の宮店

資格:不問

製造作業員 (株)九州ﾄﾘｯｸｽ　高

森工場
資格:不問

農作業：トマト

（収穫）

松永農園

6:00～12:00の

間の3時間以上

資格:不問

農作業：トマト

（収穫・手入れ）

松永農園

6:00～17:00の

間の3時間以上

資格:不問

製造補助 (有)お菓子の味幸

資格:不問9:00～17:00の

間の3時間以上

雇用期間の定めなし

食肉製品製造補助

及び販売

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)阿蘇

クララファーム

・料理、飲料等の注文受け
・デザート、簡単な料理の盛り付け
・お料理等の提供
・精算、レジ業務
・後片付け
・レストラン内の清掃等

＊乳牛７０頭の飼育補助業務
・牛舎内の糞清掃・餌やり・ﾌﾞﾗｯｼﾝｸﾞ
・仔牛用ミルク作り・セッティング・
回収・容器の洗浄等

初心者の方には丁寧に指導いたします。
※障害をお持ちの方の応募歓迎致します

＊店内に於いての製造補助作業
・洋菓子やクッキーの製造補助
・簡単な仕込み（オーブンでシューや
パイを焼成）

・クッキーや付随する雑貨等の袋詰め
・店舗内や店舗前駐車場の清掃

＊量産部品のプレス加工、その他製造に
関する軽作業

・自動車用板金部分の製造作業
・プレス/スポット溶接/タップ/レーザー
カット加工、部品の外観検査、その他
軽作業。

・仕上げ（ベビー用品・肌着・下着等の

＊ハム・ﾍﾞｰｺﾝ・ｳｲﾝﾅｰ等の製造補助
・包装作業・機械の洗浄、片づけ
・その他の補助業務（軽作業）等
・店内での販売業務・レジ業務
＊可能な方に食品加工品等の配達を
お願いする場合があります（社用車）

＊主にハウス内での大玉トマトの収穫と
芽かぎ、誘引等の手入れ作業をして
いただきます。

＊雇用開始は３月の上旬から５月下旬に
なる予定です。＊雇用開始、就業時間
については、相談に応じます。

＊主にﾊｳｽ内での大玉トマトの収穫作業
＊雇用開始は６月の上旬から７月上旬に
なる予定です。

＊雇用開始、就業時間については、
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

交替制あり

求人:３人
年齢:64歳以下

阿蘇郡高森町大字高森2294-3 保険:雇･労
従業員数:74人 時給制　:時給830円～870円 休日:土日祝他 学歴:不問

パート労働者 43090-  366921 就業場所:阿蘇郡高森町大字高森2294-3 週休2日制:毎週 経験:不問

大型自動車免許
①7:15～9:15
②16:15～18:15

求人:１人
年齢:不問

雇用期間の定めあり 阿蘇市赤水846-56 保険:雇･労
(４か月以上) 従業員数:78人 月給制　:時給965円～965円 休日:土日祝他 学歴:不問
パート労働者 43090-  385821 就業場所:阿蘇市赤水846-56 週休2日制:毎週 経験:不問

①9:30～14:00

求人:２人
年齢:不問

阿蘇郡小国町黒渕530-14 保険:雇･労
従業員数:10人 時給制　:時給850円～1,000円 休日:他 学歴:不問

パート労働者 43090-  396421 就業場所:阿蘇郡南小国町満願寺黒川6608週休2日制:毎週 経験:不問
交替制あり

求人:１人
年齢:18歳以上

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821円～821円 休日:他 学歴:不問
パート労働者 43090-  377721 就業場所:阿蘇郡南阿蘇村大字下野135-1 週休2日制:毎週 経験:不問

①8:15～17:15

求人:２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3958-2 保険:雇･労･健･厚
従業員数:27人 日給制　:時給1,067円～1,067円 休日:土日他 学歴:不問

パート労働者 43090-  364321 就業場所:阿蘇郡南阿蘇村大字河陽3958-2 週休2日制:毎週 経験:不問

園バス運転手 (福)熊本YMCA

福祉会

赤水保育園

施設内レストラン

業務・清掃業務

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8:00～23:00の

間の3時間以上

廃棄物収集・

運搬業務

(有)上村商会

雇用期間の定めなし

雇用期間の定めなし

清掃

雇用期間の定めなし

九州環境美装

資格:不問

仕上検査

（べビー用品）

岩下(株)

九州工場
8:15～17:10の

間の5時間程度

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）

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）

・仕上げ（ベビー用品・肌着・下着等の
検査後のタグ付け、袋入れ等）

＊初心者の方には丁寧に指導いたします
ので、安心してご応募ください。

・園バスによる登園・降園の運転業務
・園バスの点検・保守に関する業務
・春、秋、お別れ遠足等の運転に関する
業務（他園の遠足を含む）

・その他園長が必要と認め依頼する運転
業務

＊ごみの集配作業、及び廃品回収等。
・ドライバーの補助作業
・日報の報告等
・集配、回収エリア：阿蘇郡内
＊浄化槽の清掃及び、し尿汲み取り作業

＊レストラン接客業務全般
・テーブル等のセッティング
・お客様のご案内
・後片付けや清掃
＊施設内の清掃業務（どんどこ湯等）

＊掃除機かけ/拭き掃除/洗面台やﾄｲﾚ清掃
ｱﾒﾆﾃｨ準備/ﾍﾞｯﾄﾞﾒｲｷﾝｸﾞ等の作業があり
ますが希望作業を相談の上決定します
また勤務時間延長希望の方には、ゆう
ｽﾃｰｼｮﾝのﾄｲﾚ清掃もありますのでご相談
下さい。部屋の浴室清掃はありません
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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

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

福岡県福岡市南 保険:雇･労･健･厚
従業員数:40人 月給制　:月額350,000円～500,000円 休日:土日祝他 学歴:高校以上

正社員 40180-  244921 就業場所:内直行直帰 週休2日制:毎週 経験:必須(土木経験
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-  173721 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
１級土木施工管理技士

①8:30～17:15 ２級土木施工管理技士

求人:１人 上記のいずれか
年齢:59歳以下 普通自動車免許

熊本市東区西原1丁目13番5号　冨永ビル201号 保険:雇･労･健･厚
従業員数:178人 月給制　:月額268,000円～420,000円 休日:土日祝他 学歴:高校以上

正社員 43010- 1820021 就業場所:白川/緑川下流/緑川上流/熊本復興事務所 週休2日制:毎週 経験:必須(官公庁で
１級土木施工管理技士

①8:30～17:15 ２級土木施工管理技士

求人:１人 上記のいずれか
年齢:59歳以下 普通自動車免許

熊本市東区西原1丁目13番5号　冨永ビル201号 保険:雇･労･健･厚
従業員数:178人 月給制　:月額268,000円～420,000円 休日:土日祝他 学歴:高校以上

正社員 43010- 1834321 就業場所:阿蘇砂防事務所または熊本復興事務所 週休2日制:毎週 経験:あれば尚可(土
獣医師

①8:00～17:00

求人:１人
年齢:不問

阿蘇市三久保47-1 保険:雇･労･健･厚
従業員数:69人 月給制　:月額300,000円～500,000円 休日:他 学歴:大学以上

正社員 43090-   70421 就業場所:阿蘇市三久保47-1 週休2日制:毎週 経験:あれば尚可(家
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･雇･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-  227921 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

獣医師 (有)阿部牧場

雇用期間の定めなし

正看護師 松見内科

クリニック

雇用期間の定めなし

土木技術者（工事

監督支援業務）

ジェイエイシー

エンジニアリング

(株)中九州営業所

雇用期間の定めなし

土木技術者（行政

事務補助業務）

ジェイエイシー

エンジニアリング

(株)中九州営業所

雇用期間の定めなし

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

フルタイム
土木技術者 日栄プランニング

(株)

専門･技術特集

・土木施工管理
・土木現場技術
・直行直帰が基本（社用車あり）
・不可能な場合は費用全額会社負担の
単身用宿舎あり

＊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

工事実施のために監督職員の支援。
１）工事の履行に必要な資料作成等
２）工事の施工状況の照合等
３）地元及び関係機関との協議・調整に

必要な資料作成
４）工事検査・監督への臨場

国土交通省 阿蘇砂防事務所等の行政
事務補助業務（事業調査業務）において
発注者の指示に基づき関係機関との協議
や地元説明等の資料作成を行います。
※未経験可

・大動物（乳牛）の診療・治療
・人工授精業務
・受精卵移植業務
・妊娠鑑定業務
＊経産牛450頭、育成牛250頭の牧場内
での診療を行っていただきます。

＊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。

・利用者の健康管理

1月受理の求人特集です
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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

看護師
①8:00～17:00 准看護師

求人:１人 上記のいずれか
年齢:59歳以下 自動車免許(AT不可)

阿蘇郡南阿蘇村大字河陽5390番地2 保険:雇･労･健･厚
従業員数:10人 月給制　:月額190,000円～220,000円 休日:日他 学歴:不問

正社員 43090-  237021 就業場所:阿蘇郡南阿蘇村大字河陽5390番地2 週休2日制:毎週 経験:不問
看護師

①8:30～17:00

求人:１人 上記のいずれか
年齢:64歳以下 自動車免許(AT不可)

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

正社員 43090-  220721 就業場所:阿蘇市黒川1178 週休2日制:毎週 経験:不問
変形（1ヶ月単位） 看護師
①8:00～17:00 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- 3187421 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
交替制あり 看護師
①8:30～18:00 准看護師

求人:２人 上記のいずれか
年齢:18歳以上

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-  191221 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 看護師
①8:30～17:30
②16:00～0:30

求人:２人 ③0:00～9:00
年齢:18歳～64歳

阿蘇市内牧1153-1 保険:雇･労･健･厚
従業員数:440人 月給制　:月額200,000円～230,000円 休日:他 学歴:不問

正社員 43090-  184521 就業場所:阿蘇市内牧1153-1 週休2日制:その他 経験:不問
看護師

①8:30～17:15 保健師

求人:１人 上記のいずれか
年齢:44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:120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-  159521 就業場所:阿蘇市内牧976番地の2 週休2日制:毎週 経験:不問
変形（1ヶ月単位） 看護師
①8:30～17:30 准看護師

求人:１人 上記のいずれか
年齢:不問

阿蘇郡南小国町大字満願寺5854-1 保険:雇･労･健･厚
従業員数:78人 月給制　:月額165,000円～200,000円 休日:他 学歴:不問

正社員 43090-  112121 就業場所:阿蘇郡南小国町大字満願寺5854-1 週休2日制:その他 経験:不問
交替制あり 看護師
①8:30～17:30
②9:00～18:00

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一関1282 保険:雇･労･健･厚
従業員数:71人 月給制　:月額197,900円～272,000円 休日:他 学歴:不問

正社員 43090-    7621 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

看護職

（介護施設）

(福)昭寿会

（特別養護老人

ホーム　悠清苑）

雇用期間の定めなし

看護師（日勤） (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

看護師 (医社)坂梨会

（阿蘇温泉病院、

愛・ライフ内牧）

雇用期間の定めなし

看護師又は

保健師

(福)阿蘇市

社会福祉協議会

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

看護師及び

准看護師

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
雇用期間の定めなし

看護師／

准看護師

デイサービス

センターたいぼう

（(同)大望）

雇用期間の定めなし

訪問看護師 阿蘇郡市医師会立

訪問看護

ステーション

雇用期間の定めなし

・利用者の健康管理
（ﾊﾞｲﾀﾙ測定、状態観察、緊急時の対応）
・利用者の機能訓練（ﾘﾊﾋﾞﾘ専門職作成の
計画に沿って実施）・服薬管理

・看護記録及び機能訓練記録の作成
・入浴、排泄、食事、移動等の介護

＊管理者候補募集＊在宅での看護業務
・病状や健康生活を守り、適切なケアと
ｱﾄﾞﾊﾞｲｽで自立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
・在宅ケアサービスの紹介、申請手伝い

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
＊送迎：小国町/南小国町（社用車使用）
※定年年齢以上の方も経験/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。ご相談ください。

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。

＊診療の補助、採血等の検査、点滴業務
患者様の看護、病棟業務

＊月に４回程度の夜勤あり。
（４回未満、希望の方でも可能です）
＊夜勤の出来る方が望ましいが日勤のみ
の勤務についても相談に応じます。

１）ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽにおける看護業務全般及び
介護業務。

・排泄・食事・入浴・着替え等の介助
・通所者送迎・体操・ﾚｸﾚｰｼｮﾝの指導
２）地域包括支援ｾﾝﾀｰにおける介護予防
・日常生活支援総合業務。

・利用者の方の健康状態の把握及び管理
・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

・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＊宿直が月２回程度

＊介護施設における看護業務。
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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 看護師
①8:00～17:30 准看護師
②9:00～18:30

求人:２人 上記のいずれか
年齢:59歳以下 普通自動車免許

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

正社員 43090-   14321 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 看護師
①8:00～17:00
②10:15～19:15

求人:１人 ③16:30～0:30
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227,000円～308,000円 休日:他 学歴:不問

正社員 43090-   20521 就業場所:阿蘇市一の宮町宮地5833 週休2日制:その他 経験:不問
変形（1ヶ月単位） 看護師
①8:30～17:30 准看護師
②9:30～18:30

求人:１人
年齢:64歳以下 普通自動車免許

阿蘇郡産山村田尻618番地2 保険:雇･労･健･厚
従業員数:140人 月給制　:月額187,000円～225,000円 休日:他 学歴:不問

正社員 43090-   50721 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
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-  229021 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
交替制あり 准看護師
①8:30～17:30
②16:00～0:30

求人:２人 ③0:00～9:00
年齢:18歳～64歳

阿蘇市内牧1153-1 保険:雇･労･健･厚
従業員数:440人 月給制　:月額161,000円～190,000円 休日:他 学歴:不問

正社員 43090-  183221 就業場所:阿蘇市内牧1153-1 週休2日制:その他 経験:不問
准看護師

①8:30～17:15

求人:１人
年齢:44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:120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-  158221 就業場所:阿蘇市内牧976番地の2 週休2日制:毎週 経験:不問
交替制あり 准看護師
①8:00～17:00
②10:15～19:15

求人:１人 ③16:30～0:30
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185,000円～245,000円 休日:他 学歴:不問

正社員 43090-   21421 就業場所:阿蘇市一の宮町宮地5833 週休2日制:その他 経験:不問
変形（1ヶ月単位） 理学療法士
①8:30～17:30
②8:30～12:30

求人:１人
年齢:59歳以下 普通自動車免許

阿蘇郡高森町大字高森2186-1 保険:雇･労･健･厚
従業員数:14人 月給制　:月額211,400円～314,200円 休日:日祝他 学歴:専修学校以上

正社員 43090-  155021 就業場所:阿蘇郡高森町大字高森2186-1 週休2日制:その他 経験:不問

准看護師

（病棟）

(医社)大徳会

（大阿蘇病院）

雇用期間の定めなし

理学療法士 南郷谷

リハビリテーション

クリニック

雇用期間の定めなし

准看護師 (医社)坂梨会

（阿蘇温泉病院、

愛・ライフ内牧）

雇用期間の定めなし

准看護師 (福)阿蘇市

社会福祉協議会

雇用期間の定めなし

看護師（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

准看護師 松見内科

クリニック

雇用期間の定めなし

看護職

（介護施設）

(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

正看護師

（病棟）

(医社)大徳会

（大阿蘇病院）

雇用期間の定めなし

＊介護施設における看護業務。
利用者の方の健康状態を把握し疾病の
予防、早期発見治療に努める。

＊利用者の方の病院等への外出時の
運転業務。（軽～ワゴン車等）

＊医師の指示による服薬の管理等

＊検査、手術、ﾘﾊﾋﾞﾘ等への移送及び誘導
＊全身清拭や入浴介助、食事介助
＊医師の補助業務や病状の観察、報告、
検温、血圧測定 検体検査の介助

＊採血や点滴、ナースコールの対応
※准夜勤・深夜勤は月4～5回程度

・利用者の方の日々の健康管理
・身体チェック・処置
・服薬管理全般
・日常の機能回復訓練・病院への送迎
＊介護支援全般
・食事介助・衣服の着脱・排泄介助

＊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。

・外来及び病棟においての診療の補助、
採血等の検査

・点滴業務、患者様の看護、病棟業務。
＊月に４回程度の夜勤有
夜勤のできる方優遇。

・排泄・食事・入浴介助
・着替え等の介助
・通所者の方の送迎
・体操・レクレーションの指導
＊雇用開始は、令和４年４月１日以降

＊検査、手術、ﾘﾊﾋﾞﾘ等への移送及び誘導
＊全身清拭や入浴介助、食事介助
＊医師の補助業務や病状の観察、報告、
検温、血圧測定 検体検査の介助

＊採血や点滴、ナースコールの対応
※准夜勤・深夜勤は月4～5回程度

（こども発達サポートセンターびーぶる）

生活自立支援を目指し、当クリニックに
おける外来リハビリテーション及び介護
保険での通所・訪問リハビリテーション
の実施。
上記に関わる書類作成・入力業務等
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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

交替制あり 理学療法士
①8:30～17:30 作業療法士
②9:00～18:00 言語聴覚士

求人:１人 上記のいずれか
年齢:不問 普通自動車免許

雇用期間の定めあり 阿蘇市内牧353 保険:雇･労･健･厚
(４か月以上) 従業員数:26人 月給制　:月額210,000円～300,000円 休日:土日他 学歴:不問
正社員以外 43090-  100521 就業場所:阿蘇市内牧353 週休2日制:毎週 経験:あれば尚可(児

交替制あり 理学療法士
①8:30～17:30 作業療法士

求人:１人 上記のいずれか
年齢:不問 普通自動車免許

雇用期間の定めあり 阿蘇市内牧353 保険:雇･労･健･厚
(４か月以上) 従業員数:26人 月給制　:月額205,000円～270,000円 休日:日他 学歴:不問
正社員以外 43090-  105121 就業場所:阿蘇市内牧353 週休2日制:毎週 経験:不問

作業療法士
①8:15～17:00 理学療法士

求人:１人 上記のいずれか
年齢:59歳以下

阿蘇郡小国町宮原1743番地 保険:公･健･厚
従業員数:138人 月給制　:月額177,400円～188,400円 休日:土日祝他 学歴:短大以上

正社員 43090-   35821 就業場所:阿蘇郡小国町宮原1742-1 週休2日制:毎週 経験:あれば尚可(経
変形（1ヶ月単位） 作業療法士
①8:30～17:30
②8:30～12:30

求人:１人
年齢:59歳以下 普通自動車免許

阿蘇郡高森町大字高森2186-1 保険:雇･労･健･厚
従業員数:14人 月給制　:月額211,400円～314,200円 休日:日祝他 学歴:専修学校以上

正社員 43090-  160321 就業場所:阿蘇郡高森町大字高森2186-1 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:59歳以下

阿蘇郡南阿蘇村下野158-48 保険:雇･労･健･厚
従業員数:4人 月給制　:月額180,000円～190,000円 休日:日祝他 学歴:専修学校以上

正社員 43090-  147021 就業場所:阿蘇郡南阿蘇村下野158-48 週休2日制:なし 経験:不問
変形（1ヶ月単位） 歯科衛生士
①8:30～18:45
②8:30～13:00

求人:１人
年齢:不問

阿蘇郡高森町大字高森1943-1 保険:雇･労･健･厚
従業員数:8人 月給制　:月額180,000円～186,000円 休日:日祝他 学歴:専修学校以上

正社員 43090-   36221 就業場所:阿蘇郡高森町大字高森1943-1 週休2日制:その他 経験:不問
変形（1ヶ月単位） 栄養士
①8:30～17:45
②14:30～23:00

求人:１人
年齢:35歳以下 普通自動車免許

福岡県朝倉市一木1148-1 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-  677821 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） 栄養士
①8:30～17:30

求人:１人
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165,000円～175,000円 休日:他 学歴:不問

正社員 43090-   53521 就業場所:阿蘇市黒川431 週休2日制:その他 経験:不問

栄養士（小国店・

地域専任職）

(株)

ドラッグストアモリ

又は8:30～23:00の

間の8時間
雇用期間の定めなし

栄養士 (福)やまなみ会

阿蘇くんわの里

雇用期間の定めなし

歯科衛生士 あい歯科

クリニック

雇用期間の定めなし

歯科衛生士 片山歯科医院

雇用期間の定めなし

作業療法士、また

は理学療法士

小国町外一ヶ町

公立病院組合

小国公立病院

雇用期間の定めなし

作業療法士 南郷谷

リハビリテーション

クリニック

雇用期間の定めなし

セラピスト (株)ワンバイワン

リハビリ職員 (株)ワンバイワン

（こども発達サポートセンターびーぶる）
保育士・機能訓練ｽﾀｯﾌと身体面、精神面、
環境面などあらゆる側面から支援を行う
・日常生活等の生活支援・社会性や集団
生活への適応、ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝの形成支援

・送迎業務（社用車（軽・普通車）使用）

（デイサービス阿蘇ふれあい）
体の痛みに適切な処理を施すことで体調
をやわらげ、作業療法士・理学療法士等
により機能訓練で維持改善を図る。１人
ひとりの個別訓練を行い機能低下の予防
を図る役割を担っていただきます。

＊おぐに老人保健施設
・運動機能向上訓練
・日常生活動作訓練
・運動指導・介助方法指導
・機械器具、及び装置保全の管理
・記録、及び計画書作成等

生活自立支援を目指し、当クリニックに
おける外来リハビリテーション及び介護
保険での通所・訪問リハビリテーション
の実施。
上記に関わる書類作成・入力業務等

・ドクターのサポート及び治療補助
・歯周疾患の予防の為の歯石除去及び
フッ素処理等

・歯磨きなどの口腔清掃法及び衛生指導
・空き時間は受付等をお願いする事も
あります。

・除石、ブラッシング指導
・歯のクリーニング、治療補助
・器具などの減菌、消毒等
・診療室内清掃等
＊パートでの応募も可能です。勤務日数
及び勤務時間は相談に応じます。

○栄養士としての専門知識を活かし、
食生活を含めた栄養面でのアドバイス。

○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）

＊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。

・献立作成（食事管理、栄養指導）
・調理指示（調理盛り付け、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、切込み、調理、配膳、下膳等）

＊特別養護老人ホーム内における
14



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） 管理栄養士
①8:30～17:30

求人:１人
年齢:不問 普通自動車免許

阿蘇郡南小国町大字満願寺5854-1 保険:雇･労･健･厚
従業員数:78人 月給制　:月額200,000円～220,000円 休日:他 学歴:短大以上

正社員 43090-  109221 就業場所:阿蘇郡南小国町大字満願寺5854-1 週休2日制:その他 経験:あれば尚可(栄
管理栄養士

①8:00～17:00

求人:１人
年齢:不問

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190,000円～195,000円 休日:他 学歴:不問

正社員 43090-   73921 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(業
変形（1ヶ月単位） 管理栄養士
①8:00～17:00 栄養士

求人:１人 上記のいずれか
年齢:不問 普通自動車免許

雇用期間の定めあり 阿蘇市乙姫1776番地 保険:雇･労･健･厚
(４か月以上) 従業員数:100人 月給制　:月額147,300円～202,000円 休日:他 学歴:不問
正社員以外 43090-   74121 就業場所:阿蘇市乙姫1776番地 週休2日制:その他 経験:あれば尚可(経

変形（1ヶ月単位） 管理栄養士
①8:30～17:45
②14:30～23:00

求人:１人
年齢:35歳以下 普通自動車免許

福岡県朝倉市一木1148-1 保険:雇･労･健･厚
従業員数:7,352人 月給制　:月額204,000円～246,000円 休日:他 学歴:専修学校以上

正社員 40150-  352021 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
管理栄養士

①9:00～18:00

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175,000円～195,000円 休日:土日 学歴:短大以上

正社員 43090-   13421 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
変形（1年単位） 社会福祉士
①8:30～17:30 精神保健福祉士

公認心理師
求人:１人 上記のいずれか
年齢:64歳以下 普通自動車免許

阿蘇市内牧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-  225321 就業場所:阿蘇市内牧182-1 週休2日制:その他 経験:必須(１－２年
交替制あり 社会福祉士
①8:00～17:00 精神保健福祉士
②8:30～17:30 介護福祉士

求人:１人 上記のいずれか
年齢:64歳以下 普通自動車免許

阿蘇市乙姫1776番地 保険:雇･労･健･厚
従業員数:100人 月給制　:月額190,675円～233,780円 休日:他 学歴:不問

正社員以外 43090-   77821 就業場所:阿蘇市乙姫1776番地 週休2日制:その他 経験:あれば尚可(相
交替制あり 保育士
①8:00～17:30 作業療法士
②8:30～18:00 社会福祉士

求人:２人 上記のいずれか
年齢:59歳以下 普通自動車免許

阿蘇郡南阿蘇村大字久石3516 保険:雇･労･健･厚
従業員数:35人 月給制　:月額161,000円～186,000円 休日:他 学歴:不問

正社員 43090-  200621 就業場所:阿蘇郡南阿蘇村大字久石3516 週休2日制:その他 経験:あれば尚可(経

生活相談員

（介護施設）

(福)世和会

仁和の里

雇用期間の定めなし

指導員 (社)こども

サポートセンター

あそら

雇用期間の定めなし

管理栄養士 (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

ケースワーカー

（児童福祉施設）

(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

管理栄養士また

は栄養士

(福)世和会

仁和の里

管理栄養士（小国

店・地域専任職）

(株)

ドラッグストアモリ

又は8:30～23:00の

間の8時間
雇用期間の定めなし

管理栄養士 (福)昭寿会（特別

養護老人ホーム

悠清苑）

雇用期間の定めなし

管理栄養士

（介護施設）

(医社)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

＊特別養護老人ホーム内における
管理栄養士業務全般

・栄養ケアマネジメント業務
・ご利用者の身体、栄養状態の管理
・食事管理等

○栄養士としての専門知識を活かし、
食生活を含めた栄養面でのアドバイス。

○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）

＊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。

＊利用者の身体状態による献立作成
（食事管理、栄養指導）
＊厨房内の統括管理(食材費/衛生管理等)
＊栄養管理及び栄養状況等の報告書作成
＊調理補助（検収/切込み/調理/配膳等）
＊朝/昼/夕 各25食（平日昼に10追加）

・身体状態/栄養管理に基づいた献立作成
・食事管理、栄養指導
・厨房内統括管理（食材費/衛生管理等）
・栄養管理/栄養状況等会議/報告書作成
・調理の補助業務
（検収、切込み、調理、配膳等）

＊児童発達支援の管理業務
＊個別支援計画の作成
＊発達障がい児に対する見守り/療育支援
その他、利用者の送迎/請求書入力作業
パソコン（簡単なエクセル/ワード）を
使用しての書類作成及び整理整頓等

・提供票の作成、居宅との連絡、
利用者の受入れ、送迎

・定期的なｶﾝﾌｧﾚﾝｽ開催、利用者・
家族への相談援助業務

・ｹｱﾏﾈｰｼﾞｬｰ、家族、関係機関との連絡
＊介護業務（補助）も含みます。

◎児童家庭支援センター「ふわり」
＊児童に関する家庭等との相談/支援業務
・家庭、学校訪問による面談
・支援計画、報告書の作成
・市町村、児童相談所との連絡・調整
※家庭／学校訪問等で業務車両を使用。

・栄養ケアマネジメント
・食材の発注
・献立の作成
・入所者の栄養管理一般
・利用者の嗜好調査等

・食事作り、食材の購入：施設の車使用
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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
①6:30～20:00

求人:１人
年齢:60歳以上 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:他 学歴:不問

正社員 43090-   67021 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
交替制あり
①8:00～17:30
②8:30～18:00

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久石3516 保険:雇･労･健･厚
従業員数:35人 月給制　:月額227,000円～251,000円 休日:他 学歴:不問

正社員 43090-    2821 就業場所:菊池郡大津町大字引水114-5 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

求人:２人
年齢:64歳以下 普通自動車免許

阿蘇郡産山村大利657番地3 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:高校以上

正社員 43090-   44221 就業場所:阿蘇郡産山村大利657番地3 週休2日制:その他 経験:不問
交替制あり
①8:30～17:30
②7:00～16:00

求人:２人 ③12:00～21:00
年齢:64歳以下 自動車免許(AT不可)

阿蘇市黒川431 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-   56621 就業場所:阿蘇市黒川431 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-  226621 就業場所:阿蘇市黒川406 週休2日制:その他 経験:不問
交替制あり 幼稚園教諭免許

保育士

求人:３人 上記のいずれか
年齢:64歳以下

阿蘇郡高森町大字高森1949-1 保険:雇･労･健･厚
従業員数:21人 月給制　:月額220,500円～282,500円 休日:日祝他 学歴:高校以上

正社員 43090-  116221 就業場所:阿蘇郡高森町大字高森1949-1 週休2日制:毎週 経験:あれば尚可(幼
交替制あり
①8:30～17:30
②9:00～18:00

求人:１人
年齢:不問 普通自動車免許

雇用期間の定めあり 阿蘇市内牧353 保険:雇･労･健･厚
(４か月以上) 従業員数:26人 月給制　:月額168,000円～210,000円 休日:土日他 学歴:不問
正社員以外 43090-   72621 就業場所:阿蘇市内牧353 週休2日制:毎週 経験:あれば尚可(児

介護支援専門員
①8:30～17:15

求人:１人
年齢:59歳以下 普通自動車免許

阿蘇市内牧976番地の2 保険:雇･労･健･厚
従業員数:120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-  156721 就業場所:阿蘇市一の宮町宮地505-6 週休2日制:毎週 経験:不問

児童指導員 (株)ワンバイワン

介護支援専門員 (福)阿蘇市

社会福祉協議会

雇用期間の定めなし

保育士又は

児童指導員

(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

幼稚園教諭・

保育士

(学)高森学園

認定こども園

高森幼稚園
7:30～18:30の

間の8時間

雇用期間の定めなし

支援員 (福)やまなみ会

インターワーク

雇用期間の定めなし

生活支援員又は

職業指導員

(福)やまなみ会

阿蘇くんわの里

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

児童発達支援管

理責任者

(社)こども

サポートセンター

あそら

雇用期間の定めなし

＊児童発達支援の管理業務
＊個別支援計画の作成
＊発達障がい児に対する見守り/療育支援
その他、利用者の送迎/請求書入力作業
パソコン（簡単なエクセル/ワード）を
使用しての書類作成及び整理整頓等

・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

＊身体的な介護業務はありません。
【高年齢者専用求人】

・知的障害/身体障害者の方への職業支援
（箱作り等）
・商品の納品（大津町へ）
・企業からの受注による打ち合わせ等
＊納品は、社用車の軽トラック使用です。

・生活面の支援：（入浴介助・洗濯・
買い物等の外出）

・職業支援：（一緒に作業・箱折り、
袋詰め等を行いながらの支援）

・商品、請負品、材料の運搬
・通所者送迎をお願いする事もあります。

１．食事・排泄等、身辺自立の発達支援。
２．ｹﾞｰﾑを通しﾙｰﾙ/約束を守れるよう支援
３．関わりを通してｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝの発達支援４．
送迎〈公用車使用（普通車）〉
５．データ入力＊経験や資格のない方は

上記等の補助業務となります。

＊認定こども園の業務全般
・乳幼児の教育・保育が主で、
０～５歳児の教育、保育。

・預かり保育業務

（こども発達サポートセンターびーぶる）
保育士・機能訓練ｽﾀｯﾌと身体面、精神面、
環境面などあらゆる側面から支援を行う
・日常生活等の生活支援・社会性や集団
生活への適応、ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝの形成支援

・送迎業務（社用車（軽・普通車）使用）

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

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

・施設ｹｱﾏﾈｰｼﾞｬｰ
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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） 介護支援専門員
①8:00～17:00
②9:00～18:00

求人:１人
年齢:64歳以下 普通自動車免許

阿蘇市乙姫1776番地 保険:雇･労･健･厚
従業員数:100人 月給制　:月額222,625円～269,017円 休日:他 学歴:不問

正社員以外 43090-   79521 就業場所:阿蘇市乙姫1776番地 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:不問 普通自動車免許

阿蘇市黒川396 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-   58121 就業場所:阿蘇市黒川396 週休2日制:その他 経験:不問

保健師
①8:30～17:15 助産師

看護師
求人:１人 上記のいずれか
年齢:不問 普通自動車免許

雇用期間の定めあり 阿蘇市一の宮町宮地504番地1 保険:雇･公･健･厚
(４か月未満) 従業員数:391人 時給制　:時給1,208円～1,289円 休日:土日祝 学歴:不問
パート労働者 43090-  162921 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

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-  228121 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

①8:30～17:15 准看護師

求人:１人 上記のいずれか
年齢:不問 普通自動車免許

雇用期間の定めあり 阿蘇市一の宮町宮地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1,186円～1,208円 休日:土日祝 学歴:不問
パート労働者 43090-  232421 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

看護師
①9:00～18:00 准看護師

求人:１人 上記のいずれか
年齢:不問

阿蘇郡南阿蘇村久石2721-2 保険:雇･労
従業員数:88人 時給制　:時給1,200円～1,500円 休日:他 学歴:不問

パート労働者 43090-  130721 就業場所:阿蘇郡南阿蘇村久石2721-2 週休2日制:毎週 経験:不問
変形（1ヶ月単位） 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 阿蘇郡南小国町大字満願寺5854-1 保険:雇･労
(４か月以上) 従業員数:78人 時給制　:時給1,000円～1,300円 休日:他 学歴:不問
パート労働者 43090-  115821 就業場所:阿蘇郡南小国町大字満願寺5854-1 週休2日制:その他 経験:不問

看護職員 (福)昭寿会（特別

養護老人ホーム

悠清苑）
8:30～17:30の

間の4時間以上

看護師／准看護師

（ほけん課）

阿蘇市役所

看護師

（正、准）

(株)南阿蘇

ケアサービス

雇用期間の定めなし

パート
保健師

（ほけん課）

阿蘇市役所

正看護師 松見内科

クリニック

雇用期間の定めなし

介護支援専門員

（介護施設）

(福)世和会

仁和の里

雇用期間の定めなし

職業指導員・

生活支援員

(福)やまなみ会

くんわ技研

雇用期間の定めなし

・施設ｹｱﾏﾈｰｼﾞｬｰ
・入居者のｹｱﾌﾟﾗﾝ（介護支援計画）作成
・暫定ﾌﾟﾗﾝの作成・初回と定期的ｶﾝﾌｧﾚﾝｽ
開催

・経過記録後の入力/病院受診時の付添い
・病院との連絡、連携＊介護業務全般

＊障がい者の作業指導及び相談業務や
支援業務

・畳やふすま替え、新調
・除草作業や農作業
・清掃作業 等

・母子保健事業（乳幼児健診、育児相談）
・特定健診等の保健指導
・家庭訪問の実施
・報告書作成業務等
・その他関連する事業の事務補助

＊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。

・新型コロナウイルスワクチン接種に
関する看護職としての事務補助

・接種後の相談等に関する電話/窓口対応
・接種者のｼｽﾃﾑ入力や接種状況の確認
・その他接種に関する事務補助
・その他関連する事務補助

＊訪問看護ステーション（２４時間介護
看護サービスはな）要介護高齢者の
支援を行います。

・看護業務（病院対応/処置/服薬管理等）
・介護業務（食事、入浴、排泄等）も
お願いします。

・利用者の方の健康状態の把握及び管理
・疾病の予防、及び管理
・病院との連絡、連携
・医師の指示による服薬の管理等

＊外来患者の看護全般
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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

看護師
①8:30～12:00 准看護師
②14:00～18:00

求人:１人 ③8:30～12:30 上記のいずれか
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1,400円～1,700円 休日:日祝他 学歴:高校以上

パート労働者 43090-  106021 就業場所:阿蘇市黒川1499-4 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
従業員数:71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-    5421 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
従業員数:71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-    8921 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
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 時給制　:時給1,100円～1,500円 休日:他 学歴:不問

パート労働者 43090-   54421 就業場所:阿蘇郡産山村田尻618番地2 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: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 時給制　:時給1,100円～1,500円 休日:他 学歴:不問

パート労働者 43090-   57921 就業場所:阿蘇市黒川431 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-  230221 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
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
従業員数:71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-    9121 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
交替制あり 理学療法士

作業療法士
言語聴覚士

求人:１人 上記のいずれか
年齢:不問 普通自動車免許

雇用期間の定めあり 阿蘇市内牧353 保険:雇･労
(４か月以上) 従業員数:26人 時給制　:時給1,000円～2,000円 休日:土日他 学歴:不問
パート労働者 43090-   99621 就業場所:阿蘇市内牧353 週休2日制:毎週 経験:あれば尚可(児

セラピスト (株)ワンバイワン

8:30～17:30の

間の4時間以上

准看護師 松見内科

クリニック

雇用期間の定めなし

准看護師

（福祉施設）

(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

雇用期間の定めなし

看護師（介護

老人福祉施設）

(福)やまなみ会

なでしこの里
8:30～17:30の

間の6時間程度

雇用期間の定めなし

看護師

（正・准）

(福)やまなみ会

阿蘇くんわの里
8:30～17:30の

間の6時間程度

雇用期間の定めなし

看護師

（介護施設）

(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

雇用期間の定めなし

看護師／准看護師

【高年齢者専用】

(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

雇用期間の定めなし

正・准看護師 (医)育栄会

たくもと小児科

クリニック

雇用期間の定めなし

＊外来患者の看護全般
・診療の補助、患者様の介護
・検査、注射
・医療器具の消毒等
・その他、付随する業務

・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＊宿直が月２回程度

・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＊宿直が月２回程度

・利用者の方の日々の健康管理
・身体チェック・処置
・服薬管理全般
・日常の機能回復訓練
＊介護支援全般
・衣服の着脱・排泄介助・食事介助等

＊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
＊利用者さまの、病院受診同行時の運転
もあります。

＊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
・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＊特養 看護業務
・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

（こども発達サポートセンターびーぶる）
保育士・機能訓練ｽﾀｯﾌと身体面、精神面、
環境面などあらゆる側面から支援を行う
・日常生活等の生活支援・社会性や集団
生活への適応、ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝの形成支援

・送迎業務（社用車（軽・普通車）使用）

（デイサービス阿蘇ふれあい）
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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

理学療法士
①8:30～17:30 作業療法士

求人:１人 上記のいずれか
年齢:不問

雇用期間の定めあり 阿蘇市内牧353 保険:雇･労
(４か月以上) 従業員数:26人 時給制　:時給1,000円～2,000円 休日:日他 学歴:不問
パート労働者 43090-  104921 就業場所:阿蘇市内牧353 週休2日制:毎週 経験:不問

言語聴覚士
①8:30～17:30 作業療法士

求人:３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 阿蘇郡南阿蘇村大字久石3516 保険:雇･労･健･厚
(４か月以上) 従業員数:35人 日給制　:時給1,000円～1,000円 休日:土日祝他 学歴:不問
パート労働者 43090-    1721 就業場所:菊池郡大津町大字引水114-5 週休2日制:毎週 経験:あれば尚可(経

歯科衛生士

求人:１人
年齢:59歳以下

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

パート労働者 43090-  148721 就業場所:阿蘇郡南阿蘇村下野158-48 週休2日制:その他 経験:不問
歯科衛生士

①17:00～18:45
②8:30～18:00

求人:１人 ③8:30～13:00
年齢:不問

阿蘇郡高森町大字高森1943-1 保険:雇･労･健･厚
従業員数:8人 時給制　:時給900円～1,000円 休日:日祝他 学歴:不問

パート労働者 43090-   26021 就業場所:阿蘇郡高森町大字高森1943-1 週休2日制:毎週 経験:不問

①9:00～17:00

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952円～1,055円 休日:土日祝 学歴:不問
パート労働者 43090-  132221 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:あれば尚可(福

保育士

求人:３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久石3516 保険:雇･労
(４か月以上) 従業員数:35人 時給制　:時給875円～937円 休日:土日祝他 学歴:不問
パート労働者 43090-    3221 就業場所:菊池郡大津町大字引水114-5 週休2日制:毎週 経験:あれば尚可(経

①11:00～15:00

求人:１人
年齢:64歳以下

阿蘇市黒川431 保険:労
従業員数:140人 時給制　:時給900円～1,100円 休日:他 学歴:不問

パート労働者 43090-   55321 就業場所:阿蘇市黒川431 週休2日制:毎週 経験:不問

保育士
幼稚園教諭免許

求人:２人 あれば尚可
年齢:不問

雇用期間の定めあり 阿蘇郡高森町大字高森1949-1 保険:雇･労
(４か月未満) 従業員数:21人 時給制　:時給1,100円～1,100円 休日:土日祝他 学歴:高校以上
パート労働者 43090-  120121 就業場所:阿蘇郡高森町大字高森1949-1 週休2日制:毎週 経験:あれば尚可(幼

保育士及び

保育補助

(学)高森学園

認定こども園

高森幼稚園
8:00～18:30の

間の5時間以上

保育士

（直接支援員）

(社)こども

サポートセンター

あそら
8:30～17:30の

間の5時間以上

生活支援員

（短時間）

(福)やまなみ会

阿蘇くんわの里 資格:不問

雇用期間の定めなし

歯科衛生士 片山歯科医院

雇用期間の定めなし

相談支援員（会計

年度任用職員）

阿蘇市役所

作業療法士・

言語聴覚士

(社)こども

サポートセンター

あそら

歯科衛生士 あい歯科

クリニック
9:00～18:00の

間の6時間程度

雇用期間の定めなし

リハビリ職員 (株)ワンバイワン （デイサービス阿蘇ふれあい）
体の痛みに適切な処理を施すことで体調
をやわらげ、作業療法士・理学療法士等
により機能訓練で維持改善を図る。１人
ひとりの個別訓練を行い機能低下の予防
を図る役割を担っていただきます。

＊児童発達支援の管理業務
＊個別支援計画の作成
＊発達障がい児に対する見守り/療育支援
その他、利用者の送迎/請求書入力作業
パソコン（簡単なエクセル/ワード）を
使用しての書類作成及び整理整頓等

・ドクターのサポート及び治療補助
・歯周疾患の予防の為の歯石除去及び
フッ素処理等

・歯磨きなどの口腔清掃法及び衛生指導
・空き時間は受付等をお願いする事も
あります。

＊歯科衛生士業務
・除石・ブラッシング指導
・歯のクリーニング、治療補助
・滅菌、消毒
・器具の洗浄、消毒
・院内の掃除等

・生活困窮した方への相談支援を行い、
相談者が抱える課題を整理し、その
課題に応じた支援を実施する。

・支援プランの作成/システム入力業務。
・支援に必要な関係機関との連携/調整。
・相談者宅への訪問や同行支援。

＊施設利用の発達障がい児（0～18才）
に対する見守り及び支援 業務補助
その他、利用者の送迎

（就業場所近隣周辺）
書類作成等の事務補助

＊障がい者の支援全般に従事して
いただきます。

・主に入浴介助、洗濯、食事の介助等

（こども発達サポートセンターびーぶる）

＊認定こども園の業務全般
・乳幼児の教育・保育が主で０～５歳児
の教育、保育をしていただきます。

・預かり保育業務
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職種 求人者名 仕事の内容・賃金 就業時間 資格経験

交替制あり

求人:１人
年齢:不問 普通自動車免許

雇用期間の定めあり 阿蘇市内牧353 保険:労
(４か月以上) 従業員数:26人 時給制　:時給821円～1,200円 休日:土日他 学歴:不問
パート労働者 43090-   98321 就業場所:阿蘇市内牧353 週休2日制:毎週 経験:あれば尚可(児

介護支援専門員
①9:00～16:00

求人:１人
年齢:不問 普通自動車免許

阿蘇市波野大字波野3539 保険:雇･労
従業員数:5人 時給制　:時給1,000円～1,200円 休日:土日祝 学歴:高校以上

パート労働者 43090-  167221 就業場所:阿蘇市波野大字波野3539番地 週休2日制:毎週 経験:必須(ケアマ

変形（1ヶ月単位）

①20:00～8:00

求人:１人
年齢:18歳～64歳 普通自動車免許

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146,000円～250,000円 休日:他 学歴:高校以上

正社員 43090-  238721 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:不問
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-  505021 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
原動機付自転車免許

①8:00～17:00
②21:00～6:00

求人:５人
年齢:18歳以上

熊本市東区戸島3丁目8-30 保険:雇･労･健･厚
従業員数:45人 日給制　:月額166,400円～252,845円 休日:日他 学歴:不問

正社員以外 43010- 2990521 就業場所:熊本市東区戸島3丁目8-30 週休2日制:毎週 経験:不問
原動機付自転車免許

①8:00～17:00

求人:５人
年齢:18歳以上

雇用期間の定めあり 熊本市東区戸島3丁目8-30 保険:雇･労
(４か月未満) 従業員数:45人 日給制　:月額187,200円～187,200円 休日:日他 学歴:不問
正社員以外 43010- 2995121 就業場所:熊本市東区戸島3丁目8-30 週休2日制:毎週 経験:不問

①8:00～17:00

求人:３人
年齢:18歳以上

熊本市中央区帯山4丁目18-11 保険:雇･労･健･厚
従業員数:580人 日給制　:月額151,900円～195,300円 休日:土日 学歴:不問

正社員 43010- 1043321 就業場所:阿蘇市近郊 週休2日制:毎週 経験:不問

交通誘導員

（短期）

(株)トラスト熊本

通信設備警備社

員／阿蘇地区

九州警備保障

(株) 資格:不問

雇用期間の定めなし

警備／小国町 (有)アイシー企画

資格:不問

雇用期間の定めなし

交通誘導員 (株)トラスト熊本

雇用期間の定めなし

介護支援専門員 (同)ふきのとう

雇用期間の定めなし

フルタイム
ﾅｲﾄﾌﾛﾝﾄ兼

夜勤ﾒﾝﾃﾅﾝｽｽﾀｯﾌ

(株)

栄輝　阿蘇支店

雇用期間の定めなし

児童指導員 (株)ワンバイワン

8:30～17:30の

間の4時間以上

（こども発達サポートセンターびーぶる）
保育士・機能訓練ｽﾀｯﾌと身体面、精神面、
環境面などあらゆる側面から支援を行う
・日常生活等の生活支援・社会性や集団
生活への適応、ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝの形成支援

・送迎業務（社用車（軽・普通車）使用）

・ケアプラン作成
・書類作成
・お客様の様子観察
・地域包括等へのお客様依頼
・打ち合わせ、研修（月３回程度）

農林･保安特集

＊弊社の併設するハーブ園での管理業務

ＮＴＴ・九電工関連の通信設備工事での
専属警備業務になります。
・光回線等の接続工事中の安全確保を行う
「通行者誘導業務」
・工事関係者の安全確保を行う
「通信設備警備業務」

＊工事現場における車両・歩行者誘導
＊各種イベント警備等
＊巡回・保安業務等
※２ヶ月間の短期雇用です
※エリア：熊本市内を中心とする県内
一円（主に熊本市内）阿蘇エリア

＊工事現場における車両・歩行者誘導
＊各種イベント警備等
＊巡回・保安業務等
※２ヶ月間の短期雇用です
※エリア：熊本市内を中心とする県内
一円（主に熊本市内）阿蘇エリア

・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。）

・チェックイン・アウトの対応
・その他業務として、精算書作成、貸切
風呂の予約管理、電話対応

・予約受付管理（ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ受付含む）
・施設内の見回り、夜間緊急時の対応、
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

①9:00～18:00

求人:１人
年齢:不問 自動車免許(AT不可)

阿蘇郡南阿蘇村大字久石2815 保険:雇･労･健･厚
従業員数:2人 月給制　:月額160,000円～200,000円 休日:他 学歴:高校以上

正社員 43090-  170921 就業場所:阿蘇郡南阿蘇村河陰前川付近の畑または吉田累石付近の畑 週休2日制:その他 経験:あれば尚可(農

①8:00～17:00

求人:１人
年齢:不問 自動車免許(AT不可)

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

正社員 43090-  108821 就業場所:阿蘇郡　高森町大字上色見2299 週休2日制:なし 経験:あれば尚可(刈

①7:00～17:30

求人:１人
年齢:不問 普通自動車免許

福岡県大川市大字幡保56-1 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 40051-  236421 就業場所:阿蘇郡産山村大字大利486-2 週休2日制:その他 経験:不問
変形（1年単位） １級造園施工管理技士

①8:00～17:00 ２級造園施工管理技士

求人:１人 上記のいずれか
年齢:59歳以下 自動車免許(AT不可)

阿蘇郡南阿蘇村大字白川1970-1 保険:雇･労･健･厚
従業員数:13人 日給制　:月額212,000円～251,500円 休日:日祝他 学歴:高校以上

正社員 43090-  219921 就業場所:阿蘇郡南阿蘇村大字白川1970-1 週休2日制:その他 経験:必須(造園また
変形（1年単位）
①8:00～17:00

求人:１人
年齢:59歳以下 自動車免許(AT不可)

阿蘇郡南阿蘇村大字白川1970-1 保険:雇･労･健･厚
従業員数:13人 日給制　:月額195,500円～218,500円 休日:日祝他 学歴:高校以上

正社員 43090-  223521 就業場所:阿蘇郡南阿蘇村大字白川1970-1 週休2日制:その他 経験:不問
変形（1年単位）
①8:00～17:00

求人:３人
年齢:59歳以下 自動車免許(AT不可)

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

正社員 43090-  240421 就業場所:阿蘇市小里137-17(現場は阿蘇郡市/菊池郡市) 週休2日制:その他 経験:不問

①8:00～17:00

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-  215521 就業場所:阿蘇市内牧528-12 週休2日制:毎週 経験:不問

①8:00～17:00

求人:１人
年齢:40歳以下 自動車免許(AT不可)

阿蘇郡高森町草部191 保険:雇･労･健･厚
従業員数:10人 月給制　:月額200,000円～250,000円 休日:日他 学歴:不問

正社員 43090-   89421 就業場所:阿蘇郡高森町草部191 週休2日制:その他 経験:不問

立木の

伐採作業員

(株)林農

雇用期間の定めなし

養殖管理 (有)川部養魚場

雇用期間の定めなし

造園土木作業員 白川造園工業(株)

（阿蘇事務所）

雇用期間の定めなし

森林整備作業員 (株)豊誠産業

雇用期間の定めなし

畜産作業員

（阿蘇牧場）

東畜産

雇用期間の定めなし

造園技術者 白川造園工業(株)

（阿蘇事務所）

雇用期間の定めなし

農業従事者 (社)阿蘇

オーガニック協会

雇用期間の定めなし

樹木の生産販売 竹内緑地

雇用期間の定めなし

・魚（ヤマメ、マス）の養殖管理
餌やり・選別・魚卵のふ化作業など

・出荷作業
取引先（飲食店/宿泊施設）等への配達

・水槽などの清掃作業
・施設（水槽・電気設備等）のﾒﾝﾃﾅﾝｽ

＊立木の伐採作業。
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。鎌を使い草刈作業

・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。

・植付作業及び刈払機、チェンソーを
使用した下刈、間伐、主伐作業

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

・植栽作業及び土木作業や舗装業
・個人庭園の総合管理
・剪定・除草・消毒等
・草刈り機を使用した仕事もあります。
：工事現場は熊本市～阿蘇管内が主に
なります。

・植栽作業及び土木作業や舗装作業
・県道、市道の管理作業
（除草・剪定・写真）
・パソコン操作及び写真管理
：工事現場は熊本市～阿蘇管内が
主になります。

○生後１ヶ月～８ヶ月の牛の育成です。
哺乳（子牛のミルクやり）・えさやり
哺乳瓶の洗浄、健康管理・畜舎の清掃

＊体力を要する仕事です。
＊牧場仕事未経験の方も歓迎いたします。
＊勤務日数・時間は相談に応じます。

＊主な仕事として、樹木の苗木の裁植、
栽培を行います。

・苗木を畑に植え２年～３年生育させて
出荷及び販売を行います。

＊個人宅での庭園の剪定作業もあります。

＊弊社の併設するハーブ園での管理業務
・ハーブの苗作り、寄せ植え、水やり、
草取り等が主な仕事になります。

・食品加工など加工作業もあります。
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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

①8:00～17:00

求人:３人
年齢:18歳以上

熊本市中央区帯山4丁目18-11 保険:雇･労･健･厚
従業員数:580人 日給制　:時給1,000円～1,375円 休日:土日他 学歴:不問

パート労働者 43010- 1014721 就業場所:阿蘇・高森近郊 週休2日制:毎週 経験:不問

①9:00～18:00

求人:１人
年齢:不問 自動車免許(AT不可)

阿蘇郡南阿蘇村大字久石2815 保険:雇･労
従業員数:2人 時給制　:時給830円～900円 休日:他 学歴:不問

パート労働者 43090-  171121 就業場所:阿蘇郡南阿蘇村付近の畑/吉田累石付近の畑 週休2日制:その他 経験:あれば尚可(農

求人:１人
年齢:不問 普通自動車免許

福岡県大川市大字幡保56-1 保険:労
従業員数:8人 時給制　:時給850円～950円 休日:他 学歴:不問

パート労働者 40051-  235521 就業場所:阿蘇郡産山村大字大利486-2 週休2日制:毎週 経験:不問

求人:１人
年齢:64歳以下 自動車免許(AT不可)

阿蘇郡高森町大字草部750 保険:雇･労･健･厚
従業員数:7人 時給制　:時給821円～900円 休日:他 学歴:不問

パート労働者 43090-  221821 就業場所:阿蘇郡高森町大字草部750又は 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
①7:30～17:00

求人:１人
年齢:64歳以下

阿蘇郡南小国町大字赤馬場4247-1 保険:雇･労･健･厚
従業員数:7人 日給制　:月額194,400円～216,000円 休日:日他 学歴:不問

正社員 43090-  201921 就業場所:阿蘇郡南小国町大字赤馬場4247-1 週休2日制:その他 経験:あれば尚可(大
交替制あり
①6:00～15:30
②10:30～20:00

求人:３人
年齢:不問 普通自動車免許

阿蘇市狩尾927番地9 保険:
従業員数:0人 月給制　:月額200,000円～400,000円 休日:他 学歴:不問

正社員 43090-  145921 就業場所:阿蘇市狩尾927番地9 週休2日制:その他 経験:不問

フルタイム
ドライバー

（大型）

(株)日和技建

雇用期間の定めなし

軽貨物運送

ドライバー

南九州陸運(株)

雇用期間の定めなし

畜産作業員

（阿蘇牧場）

東畜産

7:00～17:30の

間の2時間以上

雇用期間の定めなし

養殖業補助業務 (有)木郷滝

自然つりセンター
9:00～18:00の

間の6時間以上

雇用期間の定めなし

パート
警備係／阿蘇・

高森地区

九州警備保障

(株) 資格:不問

雇用期間の定めなし

農業従事者 (社)阿蘇

オーガニック協会

雇用期間の定めなし

＊養殖場、管理釣り場の運営で補助的な
業務をしていただきます。

・養殖、出荷、放流、釣り場受付・
案内 等
※20Kg程度の重量物を運搬することが
あります。

○生後１ヶ月～８ヶ月の牛の育成です。
哺乳（子牛のミルクやり）・えさやり
哺乳瓶の洗浄、健康管理・畜舎の清掃

＊体力を要する仕事です。
＊牧場仕事未経験の方も歓迎いたします。
＊勤務日数・時間は相談に応じます。

＊弊社の併設するハーブ園での管理業務
・ハーブの苗作り、寄せ植え、水やり、
草取り等が主な仕事になります。

・食品加工など加工作業もあります。

小規模な工事現場やイベント・スポーツ
施設会場の警備係です。
・小規模な工事現場を育成係の先輩と
業務を行う「通行者誘導業務」

・横断案内や駐車場案内補助を行う
「イベント・スポーツ会場案内業務」

輸送･機械運転特集

・産業廃棄物の引き取り
・砕石の運送・配達
・配送先は主として阿蘇郡市内

＊軽貨物車による一般宅/会社様への配送
・ワンボックスカーを使用
＊大手運送会社様からのﾁｬｰﾀｰとして
薬品等の軽貨物を配送します。

・貨物重量は１個あたり最大2－3Kg程度

＊当社工場で使用する資材運搬業務
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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 大型自動車免許
①8:30～17:30 フォークリフト運転技能者

②9:00～18:00
求人:１人
年齢:59歳以下

阿蘇郡南阿蘇村大字河陰3032 保険:雇･労･健･厚
従業員数:38人 月給制　:月額212,000円～350,000円 休日:他 学歴:不問

正社員 43090-   38421 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:必須(大型ドラ
交替制あり 大型自動車免許
①8:00～20:00 フォークリフト運転技能者

②8:00～15:00
求人:１人 ③8:00～17:00
年齢:59歳以下

阿蘇郡南阿蘇村大字河陰3032 保険:雇･労･健･厚
従業員数:38人 月給制　:月額228,000円～376,000円 休日:土日 学歴:不問

正社員 43090-   39321 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:必須(長距離ド
交替制あり フォークリフト運転技能者

①8:30～17:30
②9:00～18:00

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河陰3032 保険:雇･労･健･厚
従業員数:38人 月給制　:月額212,000円～355,000円 休日:他 学歴:不問

正社員 43090-   37521 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

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-   40121 就業場所:阿蘇市乙姫50 週休2日制:毎週 経験:不問

①8:30～17:30
②8:00～17:00

求人:２人
年齢:不問 自動車免許(AT不可)

雇用期間の定めあり 阿蘇市内牧1153-1 保険:雇･労･健･厚
(４か月以上) 従業員数:440人 時給制　:時給821円～821円 休日:他 学歴:不問
パート労働者 43090-  186321 就業場所:阿蘇市内牧1153-1 週休2日制:毎週 経験:不問

①16:00～20:00

求人:２人
年齢:不問 普通自動車免許

阿蘇市狩尾927番地9 保険:雇･労
従業員数:0人 時給制　:時給1,000円～1,200円 休日:月火祝 学歴:不問

パート労働者 43090-  146121 就業場所:阿蘇市狩尾927番地9 週休2日制:毎週 経験:不問

①9:00～17:00

求人:１人
年齢:不問 普通自動車免許

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-   31921 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

営繕（旅館） (株)宮下観光

蔵迫温泉 さくら

又は9:00～17:00の

間の5時間程度
雇用期間の定めなし

パート
送迎運転手 (医社)坂梨会

（阿蘇温泉病院、

愛・ライフ内牧）

軽貨物

運送ドライバー

南九州陸運(株)

雇用期間の定めなし

物流業務係 ハイコムウォーター

(株)南阿蘇村工場

雇用期間の定めなし

電気・

機械技術員

(株)東工業

九州連絡所

雇用期間の定めなし

大型ドライバー

兼物流業務

ハイコムウォーター

(株)南阿蘇村工場

雇用期間の定めなし

長距離ドライバー

兼物流業務

ハイコムウォーター

(株)南阿蘇村工場

又は9:00～18:00

雇用期間の定めなし

＊当社工場で使用する資材運搬業務
・大型トラックで資材を運搬
（当社工場～熊本県）
＊工場内物流業務
・資材搬入 積込み作業
・商品在庫管理・工場内整理整頓

＊当社工場で使用する資材運搬業務
・月４回 大型トラックで資材を運搬
（熊本県ー山梨県）
・往復移動期間は、４日間を想定
・資材搬入 積み込み作業
・商品在庫管理・工場内整理整頓

＊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

＊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ﾋﾞｽ

・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。

・送迎運転
・自動車への乗降りの際の介助等の補助
＊送迎車は軽自動車・９人乗りの乗用車
・マイクロバスを使用します。
＊週に２回、入浴介助（１０：３０～
１１：３０）があります。

＊軽貨物車による一般宅/会社様への配送
・ワンボックスカーを使用
＊大手運送会社様からのﾁｬｰﾀｰとして
薬品等の軽貨物を配送します。

・貨物重量は１個あたり最大2－3Kg程度

＊コテージ６棟の設備の点検、管理、
整備を行っていただきます。

・風呂・場内および客室の清掃
・コテージ、キャンプ場の見廻り、
草刈など
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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


