
この求人情報誌はR2.12.23～R３.1.10までにハローワークで受け付けた求人で、

就業場所が阿蘇市、小国町、南小国町、産山村、高森町、南阿蘇村のものを掲載しています。

●仕事内容の欄は、文字数の関係ですべて表示されていないものもあります。

詳細はハローワーク求人票をご確認下さい。

●応募希望の求人がありましたら、ハローワークで紹介状を交付しますので、是非お越

しください。

●この求人情報誌に掲載した後に、募集内容の変更、募集が終了している場合があります

ので、あらかじめご了承ください。

●事業所への直接のお問い合わせはご遠慮下さい。

ハローワーク

インターネットサービス

求人情報誌PDF版を

公開してます↓

※土日祝日と重なる場合は、
ずれこむことがあります。

次回発行予定日

2月1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

■就職支援セミナーなど

！

※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。



4 月

5 火

6 水

7 木

8 金

12 火

13 水 ②医療・福祉事業所説明会

④あそ若者しごと相談会

14 木

15 金

18 月

19 火 ②医療・福祉事業所説明会

20 水

21 木

22 金

25 月

26 火 ②医療・福祉事業所説明会

27 水 ②医療・福祉事業所説明会

④あそ若者しごと相談会

28 木

29 金

窓口にお尋ね・またはお電話ください。

＊就職支援セミナー受講希望の方は

🌸ハローワーク阿蘇　1月の予定🌸

①就職支援セミナー
・約2時間（14時～16時程度まで）

・ハローワーク阿蘇2階 会議室

定員：約20名（先着順）

☆内容☆仕事探しのポイント。
応募書類作成・面接の事前準備・
想定問答など

☆雇用保険受給者の方は、

求職活動にカウントされます。

②医療・福祉事業所説明会
・毎週火・水（9：00～11：00）

・ハローワーク阿蘇２階会議室

☆雇用保険受給者の方は、

求職活動にカウントされます。

③看護のお仕事相談
・第1水曜日（10：30～15：00）

・ハローワーク阿蘇１階

☆仕事探し、進路、資格取得、

仕事の悩み、技術研修等など

【熊本県看護協会熊本県ﾅｰｽｾﾝﾀｰ】

④あそ若者しごと相談会
・第2・4水曜日（10：00～15：30）

・ハローワーク阿蘇１階

★仕事・就職に関するご相談

★職場見学・体験ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ利用

たまな若者サポートステーション

⑤福祉のお仕事相談会
・第３水曜日（10：30～15：00）
・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） 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:1人 月給制　:月額230,000円～410,000円 休日:日他 学歴:不問

正社員 43090- 1979301 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

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:1人 月給制　:月額180,000円～350,000円 休日:他 学歴:不問

正社員 43090-    5111 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: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:1人 月給制　:月額180,000円～250,000円 休日:他 学歴:不問

正社員 43090-   14711 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
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:59歳以下 普通自動車免許

阿蘇郡産山村田尻618番地2 保険:雇･労･健･厚
従業員数:1人 月給制　:月額187,000円～225,000円 休日:他 学歴:不問

正社員 43090-   76011 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
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 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:1人 月給制　:月額182,000円～295,000円 休日:日他 学歴:不問
正社員以外 43090-   79911 就業場所:阿蘇市内牧353 週休2日制:毎週 経験:不問

交替制あり 看護師
①8:30～18:00 准看護師
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2022-3 保険:雇･労･健･厚
従業員数:1人 月給制　:月額171,000円～220,000円 休日:日祝他 学歴:不問

正社員 43090-   94311 就業場所:阿蘇郡高森町高森2022-3 週休2日制:なし 経験:必須(看護経験

土木技術者

（ー級）

雇用期間の定めなし

(株)藤本建設工業

自動車整備士

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）

自動車鈑金・塗装

工（ぺインター）

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）

訪問看護ｽﾃｰｼｮﾝの

看護職員

(株)ワンバイワン

看護師

（正または准）

看護師（介護

老人福祉施設）

雇用期間の定めなし

(福)やまなみ会

なでしこの里

雇用期間の定めなし

(医)社団　清流会

渡邉総合内科クリ

ニック

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）

・医師の指導の下による診療補助
・医療器具のメンテナンスと準備
・患者様の生活改善に関する指導
・患者様の観察と身体状況の把握
・往診、訪問診療の介助等

＊軽自動車～中型トラック全メーカー、
車検・点検・修理していただきます。
未経験でもプロになる様、協力します
ので安心して下さい。整備士資格も働
きながら取得可能です。

・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

＊自動車鈑金・塗装の塗装をメインで作業
してもらいます。
未経験の方は、塗料メーカー等の研修が
ありますので、ご安心下さい。

・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

ご利用者のご自宅へ訪問し、看護ケアを
行います。退院後の生活再建、社会参加
への支援、ターミナルケアを中心に在宅
生活の支援。訪問看護計画書及び訪問看
護報告書などの書類を作成いたします。



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
①7:30～17:00 准看護師
②7:30～12:30

求人:１人 上記のいずれか
年齢:59歳以下 普通自動車免許

阿蘇郡高森町大字高森2022-3 保険:雇･労･健･厚
従業員数:1人 月給制　:月額171,000円～220,000円 休日:日祝他 学歴:不問

正社員 43090-   95611 就業場所:阿蘇郡南阿蘇村大字河陰4667 週休2日制:なし 経験:あれば尚可(内
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:18～59歳

阿蘇市一の宮町宮地5833 保険:雇･労･健･厚
従業員数:1人 月給制　:月額227,000円～308,000円 休日:他 学歴:不問

正社員 43090-   63711 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

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:1人 月給制　:月額178,475円～279,500円 休日:他 学歴:不問

正社員 43090-    1011 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
看護師

①8:30～18:00
②8:30～12:30

求人:１人
年齢:不問

阿蘇市一の宮町宮地4735-6 保険:雇･雇･厚
従業員数:1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-   24211 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
①8:00～17:00
②10:15～19:15

求人:１人 ③16:30～0:30
年齢:18～59歳

阿蘇市一の宮町宮地5833 保険:雇･労･健･厚
従業員数:1人 月給制　:月額185,000円～245,000円 休日:他 学歴:不問

正社員 43090-   64811 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
准看護師

①8:30～18:00
②8:30～12:30

求人:１人
年齢:不問

阿蘇市一の宮町宮地4735-6 保険:雇･雇･厚
従業員数:1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-   25511 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
理学療法士

①8:00～17:00

求人:１人
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:1人 月給制　:月額233,000円～285,000円 休日:日他 学歴:不問

正社員 43090-   66511 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

雇用期間の定めなし

(医)社団　清流会

渡邉総合内科クリ

ニック

正看護師

（病棟）

看護師

（正または准）

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

(医)社団　大徳会

（大阿蘇病院）

看護師

（日勤）

雇用期間の定めなし

(医)社団　大徳会

（大阿蘇病院）

准看護師

雇用期間の定めなし

松見内科

クリニック

准看護師

（病棟）

雇用期間の定めなし

(医)社団　大徳会

（大阿蘇病院）

雇用期間の定めなし

松見内科クリニッ

ク

理学療法士

＊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/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

・医師の指導の下による診療補助
・医療器具のメンテナンスと準備
・患者様の生活改善に関する指導
・患者様の観察と身体状況の把握

＊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、昼食時の対応
・ﾚｸﾚｰｼｮﾝ対応・機能訓練の対応
・記録等の作成等＊宿直が月２回程度。
・食事/入浴/排泄等介助・医療処置

＊検査/手術/ﾘﾊﾋﾞﾘ等への患者の移送/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.身体検査の介助

＊採血や点滴、ﾅｰｽｺｰﾙの対応

＊看護業務一般（内科・小児科外来）
・外来診療補助、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

・運動機能向上訓練
・日常生活動作業訓練
・運動指導
・介助方法指導
・記録及び計画書作成 等

・運動機能向上訓練



職種 求人者名 仕事の内容・賃金 就業時間 資格経験

作業療法士
①8:00～17:00

求人:１人
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:1人 月給制　:月額233,000円～285,000円 休日:日他 学歴:不問

正社員 43090-   67411 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:1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-   70111 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
歯科衛生士

①9:00～18:30
②9:00～13:00

求人:１人
年齢:不問

阿蘇郡小国町大字宮原1774-1 保険:雇･労
従業員数:1人 月給制　:月額200,000円～220,000円 休日:日祝他 学歴:専修学校以上

正社員 43090-   23811 就業場所:阿蘇郡小国町大字宮原1774-1 週休2日制:その他 経験:不問
変形（1ヶ月単位） 栄養士
①8:30～17:30

求人:１人
年齢:59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:1人 月給制　:月額165,000円～175,000円 休日:他 学歴:不問

正社員 43090-   74511 就業場所:阿蘇市黒川431 週休2日制:その他 経験:不問
交替制あり 栄養士
①6:30～15:30
②8:00～17:00

求人:１人 ③10:00～19:00
年齢:59歳以下

阿蘇郡小国町大字宮原425ー5 保険:雇･労･健･厚
従業員数:1人 月給制　:月額140,000円～170,000円 休日:他 学歴:高校以上

正社員 43090-   40511 就業場所:阿蘇郡小国町大字宮原425ー5 週休2日制:毎週 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:59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:2人 月給制　:月額155,000円～190,000円 休日:他 学歴:不問

正社員 43090-   53911 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ヶ月単位）

①8:30～17:30

求人:１人
年齢:59歳以下 普通自動車免許

阿蘇郡産山村大利657-5 保険:雇･労･健･厚
従業員数:1人 月給制　:月額155,000円～190,000円 休日:他 学歴:不問

正社員 43090-   60611 就業場所:阿蘇郡産山村大利657-5 週休2日制:その他 経験:不問

作業療法士

雇用期間の定めなし

(医)社団　エスエ

ス会　佐藤歯科

クリニック

歯科衛生士

雇用期間の定めなし

(医)社団　大徳会

（大阿蘇病院）

歯科衛生士

雇用期間の定めなし

(福)やまなみ会

阿蘇くんわの里

栄養士

雇用期間の定めなし

とらたに歯科

栄養士

雇用期間の定めなし

(福)やまなみ会

阿蘇くんわの里

作業指導員・

生活指導員

雇用期間の定めなし

(医)社団大徳会・

リハセンター

みどりの里

生活支援員又は

職業指導員

雇用期間の定めなし

(福)やまなみ会

ウィルアークス

・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
・記録及び計画書作成 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

＊歯科医師の指導のもと、診療の補助、
患者さまの歯および口腔を 予防する
処置

＊歯の病気にかからないための口腔内の
衛生指導などを担当していただきます。

・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（厨房内の人事
管理/食材費/衛生管理）・調理業務

（検収、切込み、調理、配膳、下膳等）

・介護付き有料老人ホームとｻｰﾋﾞｽ付き
高齢者向け住宅/ ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽの食事提供
にかかる食材の発注、献立作成などの
ﾃﾞｽｸﾜｰｸとなります。

（朝夕が約５０食、昼食が約１５０食）

・生活支援(入浴介助/洗濯/買い物等外出)
・職業支援（一緒に作業（箱折り/袋詰め/
化粧品作り/土産品の制作）を行いなが
ら支援）・商品/請負品/材料の運搬

・通所者の送迎をお願いする事もあります。

＊障がい者の方への支援業務
・作業指導・相談業務
・支援業務
＊印刷作業
＊粉砕作業、仕分け
＊農業作業、清掃作業、除草作業

居宅介護支援事業所において、居宅介護に



職種 求人者名 仕事の内容・賃金 就業時間 資格経験

介護支援専門員
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 阿蘇郡小国町大字宮原1530-2 保険:雇･労･健･厚
(４か月以上) 従業員数:1人 時給制　:月額180,000円～180,000円 休日:土日祝 学歴:不問
正社員以外 43090-   82211 就業場所:阿蘇郡小国町大字宮原1530-2 週休2日制:毎週 経験:不問

介護支援専門員
①9:00～18:00

求人:１人 上記のいずれか
年齢:64歳以下

阿蘇郡南阿蘇村久石2721-2 保険:雇･労･健･厚
従業員数:1人 月給制　:月額215,113円～275,113円 休日:土日 学歴:不問

正社員 43090-   33411 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(経
介護支援専門員

①8:30～17:30

求人:２人
年齢:64歳以下 普通自動車免許

阿蘇郡小国町大字宮原11番地の3 保険:雇･労･健･厚
従業員数:2人 月給制　:月額150,000円～153,000円 休日:土日祝他 学歴:不問

正社員 43090- 1986001 就業場所:阿蘇郡小国町大字宮原11番地の3 週休2日制:毎週 経験:必須(基本的な
変形（1年単位）
①8:30～17:30

求人:１人
年齢:59歳以下

阿蘇市内牧182-1 保険:雇･労･健･厚
従業員数:1人 月給制　:月額160,000円～170,000円 休日:他 学歴:不問

正社員 43090-   75411 就業場所:阿蘇市内牧182-1 週休2日制:その他 経験:必須(福祉関係

①8:00～17:00

求人:１人
年齢:59歳以下 普通自動車免許

阿蘇市西町927-3 保険:雇･労･健･厚
従業員数:1人 月給制　:月額147,000円～147,000円 休日:水日 学歴:高校以上

正社員 43090-   93011 就業場所:阿蘇市西町927-3 週休2日制:毎週 経験:不問

①8:15～17:15

求人:１人
年齢:44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:1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- 1983801 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:必須(基本的な
変形（1ヶ月単位）

①8:30～18:00
②8:30～12:30

求人:１人
年齢:不問

阿蘇市一の宮町宮地4735-6 保険:雇･雇･厚
従業員数:1人 月給制　:月額171,000円～189,000円 休日:日祝他 学歴:高校以上

正社員 43090-   22711 就業場所:阿蘇市一の宮町宮地4735-6 週休2日制:その他 経験:必須(医療事務

介護支援又は主任

介護支援専門員

雇用期間の定めなし

(株)南阿蘇ケア

サービス

介護支援専門員 (福)小国町

社会福祉協議会

相談支援専門員

（福祉施設）

雇用期間の定めなし

(福)やまなみ会

阿蘇総合支援セン

ター

介護支援専門員

（ｹｱﾏﾈｰｼﾞｬｰ）

雇用期間の定めなし

(株)翔祐　（デイ

サービス　みなみだ

祥苑・デイサービス

みなみだ荘）

事務職

雇用期間の定めなし

(株)九州トリック

ス　高森工場

一般事務

雇用期間の定めなし

アサヒフーズ

(株)

受付・医療事務

雇用期間の定めなし

松見内科クリニッ

ク 資格:不問

C　事務的職業（総務・一般・経理・受付・医療事務等）

居宅介護支援事業所において、居宅介護に
必要な支援業務
・ケアプランの作成
・介護保険業務手続き代行
・医療機関やｻｰﾋﾞｽ事業所との連絡や調整
・ご家族様との相談支援業務等

＊居宅介護に必要な支援業務
・介護保険業務手続き代行
・ｹｱﾌﾟﾗﾝの作成、周知
・施設サービス担当者との会議
・ご家族様との相談業務等
＊地域から頼れるｹｱﾏﾈｰｼﾞｬｰ募集します。

・主に居宅においての介護支援計画の作成
・要介護認定申請代行
・パソコン入力によるレセプト請求作業等
のケアマネジャー業務

・各種相談業務、自宅訪問（社用車使用）
・地域との連携への取り組み等

＊障害がある人や又は環境上の理由により
日常生活を営むのに支障がある方の日常
生活の自立に関する相談、助言、指導及
びその他の支援等を行う。

・計画書の作成・障害福祉サービスにおけ
る利用計画書、モニタリング業務

＊一般事務業務のお仕事です。
・伝票発行
・売掛や買掛伝票のパソコン入力業務
・電話対応
・銀行業務（社用車使用）
・清掃業務等

・部品材料の受注、発注業務
・台帳入力業務・在庫管理
・部品の梱包/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。

＊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

・書類整理・電話対応・来客対応



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:1人 月給制　:月額163,000円～210,000円 休日:日他 学歴:不問

正社員 43090- 1980101 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(・
変形（1年単位）
①8:15～17:10

求人:１人
年齢:35歳以下 自動車免許(AT不可)

阿蘇郡高森町大字高森2294-3 保険:雇･労･健･厚
従業員数:1人 日給制　:月額180,160円～180,160円 休日:日祝他 学歴:高校以上

正社員 43090-    6711 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）
①8:00～17:00

求人:２人
年齢:40歳以下

阿蘇市一の宮町宮地2313 保険:雇･労･健･厚
従業員数:2人 月給制　:月額155,000円～175,000円 休日:日祝他 学歴:高校以上

正社員 43090-   17511 就業場所:阿蘇市一の宮町宮地2313 週休2日制:その他 経験:不問

①9:00～17:00

求人:２人
年齢:不問 普通自動車免許

阿蘇市黒川808-6 保険:雇･労･健･厚
従業員数:2人 月給制　:月額136,000円～150,000円 休日:他 学歴:不問

正社員 43090-   30811 就業場所:阿蘇市黒川808-6 週休2日制:毎週 経験:不問

介護福祉士
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 阿蘇市内牧353 保険:雇･労･健･厚
(４か月以上) 従業員数:1人 月給制　:月額145,000円～200,000円 休日:日他 学歴:不問
正社員以外 43090-   81811 就業場所:阿蘇市内牧353 週休2日制:その他 経験:不問

理学療法士
①8:30～17:30 作業療法士

求人:１人 上記のいずれか
年齢:59歳以下 普通自動車免許

阿蘇郡小国町大字宮原2033-4 保険:雇･労･健･厚
従業員数:1人 月給制　:月額228,000円～298,000円 休日:日他 学歴:不問

正社員 43090-   90211 就業場所:阿蘇郡小国町大字宮原2033-4 週休2日制:毎週 経験:あれば尚可(業

生産管理

雇用期間の定めなし

岩下(株)九州工場

経理事務

／一般事務

雇用期間の定めなし

(株)藤本建設工業

販売/喫茶業務

雇用期間の定めなし

(有)阿蘇山上茶店

営業事務

雇用期間の定めなし

(株)古木常七商店

資格:不問

雇用期間の定めなし

(株)ＢＥＳＴ　ＲＥ

ＶＥ リハビリ特化

型デイサービス リ

スタ

介護職

（ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ）

(株)ワンバイワン

リハビリ職員

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）

・書類整理・電話対応・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。

生産管理に関する以下のような業務を担
当・製品の生産管理計画立案
・生産進捗管理
・設備の準備／メンテナンス
・外注先訪問・打ち合わせ／設備ﾒﾝﾃﾅﾝｽ

・営業のサポート/電話・来客対応
・見積書・受注書等の作成
・パソコンによるデータ入力
（受注、発注、売上げ処理）
・請求書のﾁｪｯｸ・商品の問い合わせに
関する電話・来客対応

＊２月中旬に開店予定販売業務
・お土産品の販売・レジ
・商品管理/喫茶業務
・ソフトクリーム・飲み物等の提供
・レジ

・主に食事・入浴・排泄介助です。
・理学療法士と連携して、午前・午後の
集団体操、ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝを行います。

・利用者の送迎
・通所介護計画書等の書類作成の指導
＊資格取得を応援します。

・リハビリ業務
・利用者の送迎業務
・各種書類作成 等

＊「みどりの里」デイサービスセンター



職種 求人者名 仕事の内容・賃金 就業時間 資格経験

変形（1ヶ月単位） 介護職員初任者研修修了者

①8:00～17:00 ホームヘルパー２級

求人:１人
年齢:59歳以下 普通自動車免許

阿蘇郡小国町大字宮原425ー5 保険:雇･労･健･厚
従業員数:1人 月給制　:月額173,000円～173,000円 休日:他 学歴:不問

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

求人:１人 ③7:30～16:30
年齢:18歳～59歳

阿蘇市一の宮町宮地5833 保険:雇･労･健･厚
従業員数:1人 月給制　:月額187,000円～187,000円 休日:他 学歴:不問

正社員 43090-   65211 就業場所:阿蘇市一の宮町宮地5833 週休2日制:毎週 経験:不問
交替制あり
①8:00～17:00
②16:30～9:00

求人:１人 ③7:30～16:30
年齢:18歳～59歳

阿蘇市一の宮町宮地5833 保険:雇･労･健･厚
従業員数:1人 月給制　:月額162,000円～162,000円 休日:他 学歴:不問

正社員 43090-   68011 就業場所:阿蘇市一の宮町宮地5833 週休2日制:毎週 経験:不問
変形（1ヶ月単位）

①8:30～17:30

求人:１人
年齢:59歳以下 普通自動車免許

阿蘇郡産山村大利657-2 保険:雇･労･健･厚
従業員数:1人 月給制　:月額155,000円～190,000円 休日:日他 学歴:不問

正社員 43090-   50011 就業場所:阿蘇郡産山村大利657-2 週休2日制:その他 経験:不問
交替制あり 看護師
①9:00～18:00 准看護師
②10:00～19:00 介護福祉士

求人:１人 ③16:00～10:00 上記のいずれか
年齢:18歳～64歳

阿蘇郡南阿蘇村久石2721-2 保険:雇･労･健･厚
従業員数:1人 月給制　:月額257,012円～302,012円 休日:他 学歴:不問

正社員 43090-   35311 就業場所:阿蘇郡南阿蘇村久石2721-2 週休2日制:その他 経験:必須(介護業務
交替制あり 看護師
①9:00～18:00 准看護師
②10:00～19:00 介護福祉士

求人:１人 ③16:00～10:00 上記のいずれか
年齢:18歳～64歳

阿蘇郡南阿蘇村久石2721-2 保険:雇･労･健･厚
従業員数:1人 月給制　:月額197,012円～232,012円 休日:他 学歴:不問

正社員 43090-   36611 就業場所:阿蘇郡南阿蘇村久石2721-2 週休2日制:その他 経験:不問
交替制あり
①9:00～18:00
②10:00～19:00

求人:１人 ③16:00～10:00
年齢:18歳～64歳

阿蘇郡南阿蘇村久石2721-2 保険:雇･労･健･厚
従業員数:1人 月給制　:月額162,012円～177,012円 休日:他 学歴:不問

正社員 43090-   37911 就業場所:阿蘇郡南阿蘇村久石2721-2 週休2日制:その他 経験:不問

介護職

（福祉施設）

雇用期間の定めなし

(医)社団 大徳会

（大阿蘇病院）

介護職（病棟）

雇用期間の定めなし

(医)社団大徳会･

リハセンター

みどりの里

介護福祉士

（病棟）

介護職員

（介護施設）

雇用期間の定めなし

(福)やまなみ会

ほっと館

雇用期間の定めなし

(医)社団 大徳会

（大阿蘇病院） 資格:不問

介護職員

（介護施設）

雇用期間の定めなし

(株)南阿蘇

ケアサービス

介護職員（介護施

設）リーダー候補

雇用期間の定めなし

(株)南阿蘇

ケアサービス

介護職員

（介護施設）

雇用期間の定めなし

(株)南阿蘇

ケアサービス 資格:不問

＊「みどりの里」デイサービスセンター
における介助、介護全般。

・食事介助、排泄介助、入浴介助。
・物療機器の操作、及びリハビリ機器の
操作、並びに見守り等。・送迎業務

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

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

・食事、入浴、排せつ等の介助
・活動中の見守りやﾚｸﾚｰｼｮﾝ等の支援
・利用者の送迎
＊送迎車は、普通乗用車から９人乗り乗用
車まで数種類あります。使用する車は、
運転技能に応じてお願いしています。

＊リーダー候補 緊急募集！
管理業務未経験者でも応募可！

□グループホームや小規模多機能といった
小規模施設での管理業務

・介護業務全般・管理業務（人材育成、
チーム作り、労務管理等）

＊要介護高齢者を対象とし、身の回りの
お世話及び介護業務全般に従事します。

・食事介助、お食事の配膳、下膳
・入浴/清拭/着替え・排泄介助
・機能訓練、健康管理相談等の業務
・ケアプラン作成

＊要介護高齢者を対象とし、身の回りの
お世話及び介護業務全般に従事します。

・食事介助、お食事の配膳、下膳
・入浴、清拭、着替の介助
・排泄介助

＊「みどりの里」デイサービスにおける



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） 介護福祉士
①8:00～17:00

求人:１人
年齢:59歳以下 普通自動車免許

阿蘇郡小国町大字宮原425ー5 保険:雇･労･健･厚
従業員数:1人 月給制　:月額158,000円～158,000円 休日:他 学歴:不問

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

①8:30～17:30

求人:１人
年齢:64歳以下 普通自動車免許

阿蘇郡小国町大字宮原11番地の3 保険:雇･労･健･厚
従業員数:1人 月給制　:月額132,000円～132,000円 休日:土日祝他 学歴:不問

正社員 43090- 1988601 就業場所:阿蘇郡小国町大字宮原11番地の3 週休2日制:毎週 経験:あれば尚可(介
理学療法士

①8:30～17:30 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･健･厚
(４か月以上) 従業員数:1人 月給制　:月額210,000円～300,000円 休日:日他 学歴:不問
正社員以外 43090-   80711 就業場所:阿蘇市内牧353 週休2日制:毎週 経験:不問

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:1人 月給制　:月額155,000円～185,000円 休日:日祝他 学歴:高校以上

正社員 43090-   46111 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:あれば尚可(歯

①9:00～18:30
②9:00～13:00

求人:１人
年齢:不問

阿蘇郡小国町大字宮原1774-1 保険:雇･労
従業員数:1人 月給制　:月額150,000円～170,000円 休日:日祝他 学歴:高校以上

正社員 43090-   28311 就業場所:阿蘇郡小国町大字宮原1774-1 週休2日制:その他 経験:不問
変形（1ヶ月単位）

①5:30～14:30
②7:30～16:30

求人:２人 ③10:00～19:00
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:2人 月給制　:月額147,000円～150,000円 休日:他 学歴:不問

正社員 43090-   62111 就業場所:阿蘇市一の宮町宮地5833 週休2日制:その他 経験:あれば尚可(調
交替制あり
①6:00～15:00
②8:30～17:30

求人:２人 ③10:00～19:00
年齢:59歳以下

阿蘇市黒川431 保険:雇･労･健･厚
従業員数:2人 月給制　:月額155,000円～170,000円 休日:他 学歴:不問

正社員 43090-   73211 就業場所:阿蘇市黒川431 週休2日制:その他 経験:不問

介護職

（ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ）

雇用期間の定めなし

(株)翔祐　（デイ

サービス　みなみだ

祥苑・デイサービス

みなみだ荘）

介護福祉士

（福祉施設）

雇用期間の定めなし

(医)社団大徳会･

リハセンター

みどりの里

雇用期間の定めなし

(医)社団　エスエ

ス会　佐藤歯科

クリニック

資格:不問

訪問看護ｽﾃｰｼｮﾝの

訪問ﾘﾊﾋﾞﾘｽﾀｯﾌ

(株)ワンバイワン

歯科助手及び

受付業務

調理員

雇用期間の定めなし

(福)やまなみ会

阿蘇くんわの里

調理

（病院内厨房）

雇用期間の定めなし

(医)社団 大徳会

（大阿蘇病院）

歯科助手/受付

雇用期間の定めなし

とらたに歯科

資格:不問

＊「みどりの里」デイサービスにおける
介助、介護全般

・ご利用者様の食事介助、排泄介助、
入浴介助

・物療機器の操作、及びリハビリ機器の
操作、並びに見守り等・送迎業務

＊身の回りのお世話及び介護業務全般
・デイケアの送迎業務 社用車
（軽自動車～普通車）を使用します。
・食事の配膳、下膳・食事/入浴/排泄介助
・レクレーション参加等
＊１日の利用定員１０名まで

＊ご利用者のご自宅へ訪問し、リハビリ
テーションをご提供いたします。

・退院後の生活再建、社会参加への支援、
ﾀｰﾐﾅﾙｹｱを中心に 在宅生活の支援

・訪問看護計画書及び訪問看護報告書
などの書類を作成

・受付・診療におけるｶﾙﾃ、器具等の準備
・ドクターの診療補助
（吸引機の操作、セメント塗り等）
・器具の洗浄、殺菌消毒/片付け・精算
・事務処理/カルテ/器具等の整理整頓
・院内外の清掃

＊歯科業務全般
・歯科医や歯科衛生士の補助業務
・患者さまの受付業務
その他、付随する補助や業務など

＊病院内厨房での調理業務全般
・調理食材の下処理、及び切り込み。
・調理、盛り付け、配膳等のお仕事が
中心になります。

・その他、食器の洗浄、厨房内の整理等。

＊食材の下処理、切込み、調理、盛付、
配膳、下膳、食器洗浄、厨房内の整理、
食品等管理等

＊朝食４０食・昼食９０食・夕食４０食
程度をｽﾀｯﾌ４人の交替制で対応。

＊朝・夕食各７０食、昼食１００食程度



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
①6:00～15:00
②9:00～18:00

求人:１人 ③9:30～18:30
年齢:64歳以下

阿蘇郡南阿蘇村久石2721-2 保険:雇･労･健･厚
従業員数:1人 月給制　:月額163,113円～183,238円 休日:他 学歴:不問

正社員 43090-   34011 就業場所:阿蘇郡南阿蘇村久石2721-2 週休2日制:その他 経験:不問

①7:00～16:00

求人:３人
年齢:64歳以下

阿蘇郡南阿蘇村河陽2327 保険:雇･労･健･厚
従業員数:3人 月給制　:月額160,000円～380,000円 休日:他 学歴:不問

正社員 43090-    9511 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

①8:30～17:15

求人:１人
年齢:不問

雇用期間の定めあり 阿蘇市内牧267番地7 保険:雇･労･健･厚
(４か月未満) 従業員数:1人 月給制　:月額141,000円～141,000円 休日:火他 学歴:不問
正社員以外 43090-   16211 就業場所:阿蘇市内牧261-1 週休2日制:毎週 経験:必須(簡単な修

①8:00～17:00

求人:２人
年齢:不問

阿蘇郡南阿蘇村河陽429-3 保険:雇･労･健･厚
従業員数:2人 時給制　:月額134,832円～135,680円 休日:土日他 学歴:不問

正社員 43090-   88911 就業場所:阿蘇郡南阿蘇村河陽429-3 週休2日制:毎週 経験:不問

①8:00～17:00

求人:１人
年齢:不問 普通自動車免許

阿蘇市今町384 保険:雇･労･健･厚
従業員数:1人 月給制　:月額180,000円～250,000円 休日:他 学歴:不問

正社員 43090-   38111 就業場所:阿蘇市山田345 週休2日制:なし 経験:不問

①8:00～17:00

求人:１人
年齢:不問 普通自動車免許

阿蘇市今町384 保険:雇･労･健･厚
従業員数:1人 月給制　:月額280,000円～350,000円 休日:他 学歴:不問

正社員 43090-   48811 就業場所:阿蘇市山田345 週休2日制:なし 経験:必須(養豚業実

①8:00～17:00

求人:１人
年齢:59歳以下 普通自動車免許

阿蘇市一の宮町坂梨2764 保険:雇･労･健･厚
従業員数:1人 月給制　:月額200,000円～200,000円 休日:他 学歴:不問

正社員 43090-   12911 就業場所:阿蘇市一の宮町坂梨2764 週休2日制:毎週 経験:不問

施設管理

（あそ☆ビバ）

(株)ＡＳＯ

ワークネット 資格:不問

フロント業務

雇用期間の定めなし

(有)地獄温泉

清風荘

調理員

（介護施設）

雇用期間の定めなし

(株)南阿蘇

ケアサービス 資格:不問

豚の飼育管理

（経験者）

雇用期間の定めなし

(有)やまとん

ファーム

豚の飼育管理

雇用期間の定めなし

(有)やまとん

ファーム

栽培/

採取作業員

雇用期間の定めなし

ＣｕｏｒｅＦａｒ

ｍ　(株) 資格:不問

飼育管理

（繁殖課）

雇用期間の定めなし

(株)阿蘇高原

ファーム

G　農林漁業の職業（農業、林業、漁業）

＊朝・夕食各７０食、昼食１００食程度
（職員含む）及び宅配弁当（１日２０～
３０食程度）を４～５名体制で調理。

・入所者の方の身体状況等により調理方法
が異なります。・食材の洗い、切込み

・調理・器具、器等洗浄/整理整頓/清掃等

＊チェックイン・チェックアウト業務
＊案内業務
＊予約受付
＊電話対応
＊窓口対応

＊ファミリーパーク「あそ☆ビバ」場内の
清掃・除草作業
施設・遊具のメンテナンス等

＊小さい子供を対象としたﾊﾞｯﾃﾘｰｶｰ
（ゴーカート）の受付・案内等

＊ﾋﾞﾆｰﾙﾊｳｽ内でのアクアリウム（観賞用）
水草約２００種類の栽培、管理、採取作業
・小さい水草の除草、間引き、選別、増殖
・肥料やり、及び管理
＊初心者の方は丁寧に指導いたします。

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

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

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

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

・母豚へのエサ給与/分娩管理/移動作業
・子豚へのエサ給与、ﾜｸﾁﾝ接種、離乳、
体重の計量

・豚舎内の温度の調整、換気の調整

・肉豚へのエサ給与、ワクチン接種、



職種 求人者名 仕事の内容・賃金 就業時間 資格経験

①8:00～17:00

求人:１人
年齢:59歳以下 普通自動車免許

阿蘇市一の宮町坂梨2764 保険:雇･労･健･厚
従業員数:1人 月給制　:月額200,000円～200,000円 休日:他 学歴:不問

正社員 43090-   13111 就業場所:阿蘇市一の宮町坂梨2764 週休2日制:毎週 経験:不問

①8:00～17:00

求人:１人
年齢:35歳以下 普通自動車免許

阿蘇郡高森町大字上色見552番地 保険:雇･労･健･厚
従業員数:1人 月給制　:月額200,000円～220,000円 休日:日祝他 学歴:高校以上

正社員 43090-   56811 就業場所:阿蘇郡高森町大字上色見552番地 週休2日制:その他 経験:不問

①8:00～17:00

求人:２人
年齢:40歳以下 普通自動車免許

産山村山鹿855 保険:労
従業員数:2人 日給制　:月額202,400円～227,700円 休日:他 学歴:不問

正社員 43090-   91511 就業場所:産山村山鹿855 週休2日制:なし 経験:不問

変形（1年単位）
①8:15～17:10

求人:２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:2人 日給制　:月額134,200円～143,000円 休日:日祝他 学歴:不問

正社員 43090-    7811 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

①8:30～17:15

求人:２人
年齢:59歳以下

阿蘇市一の宮町宮地1479 保険:雇･労･健･厚
従業員数:2人 時給制　:月額132,720円～132,720円 休日:土日祝他 学歴:不問

正社員 43090- 1987301 就業場所:阿蘇市一の宮町宮地1479 週休2日制:毎週 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:3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-   18411 就業場所:阿蘇市乙姫50 週休2日制:毎週 経験:不問
第二種電気工事士

①8:00～17:00

求人:１人
年齢:59歳以下 自動車免許(AT不可)

阿蘇市一の宮町坂梨2764 保険:雇･労･健･厚
従業員数:1人 月給制　:月額200,000円～200,000円 休日:他 学歴:不問

正社員 43090-   11611 就業場所:阿蘇市一の宮町坂梨2764 週休2日制:毎週 経験:必須(電気工事

飼育管理

（肥育課）

雇用期間の定めなし

(株)阿蘇高原

ファーム

林業作業員

雇用期間の定めなし

工藤木材

樹木の

生産作業員

雇用期間の定めなし

(有)大阿蘇造園

電気・機械

技術員

雇用期間の定めなし

(株)東工業

九州連絡所

ライン作業員

雇用期間の定めなし

タッド　(株)

資格:不問

縫製

雇用期間の定めなし

岩下(株)

九州工場 資格:不問

営繕管理

（農場）

雇用期間の定めなし

(株)阿蘇高原

ファーム

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）

・肉豚へのエサ給与、ワクチン接種、
体重の計量

・豚舎内の温度の調整、換気の調整
・除糞作業・通路、エサ箱の水洗い等
・出荷（トラックへの積込）作業

桜、ケヤキ、クヌギを中心とした樹木の
生産に関する業務：
・樹木の掘り取り、出荷準備
・樹木育成に係る管理、剪定、消毒、
刈り取り

＊木を切り出す山で道作り、木を切り道
まで運び出す作業になります。

・周辺の草刈り作業
・就業場所は産山村内

・ミシン縫製業務（ミシンによる紐付け等
で出来るところから縫製作業をして頂き
ます）・機械によるボタン打ち

・製品検査
（商品の目とび、汚れ、規格寸法等）

＊弱電気部品の組立、配線、ハンダ付けの
作業が主になります。 実装部品の前加
工及び組立、検査等もあります。

・部品の受け入れ、出荷作業。
・工場内の整理整頓。

＊発電所（風力・火力・原発）における電
気、機械設備に関する保守点検ｻｰﾋﾞｽ業務
・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・設備修理
＊入社後資格取得等の研修。茨城県日立市
（本社）を拠点。（１～２年間）

＊農場内、豚舎の施設管理及び営繕業務
・豚舎設備の点検、修理、整備
・水道管の修理、溶接等
・電気関係の点検、整備等



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:５人
年齢:不問 普通自動車免許

阿蘇郡南阿蘇村大字河陰381-2 保険:雇･労･健･厚
従業員数:5人 日給制　:月額172,900円～321,100円 休日:日他 学歴:不問

正社員 43090- 1981401 就業場所:阿蘇郡南阿蘇村大字河陰381-2 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 自動車免許(AT不可)

阿蘇市西町744-2 保険:雇･労･健･厚
従業員数:1人 月給制　:月額180,000円～230,000円 休日:土日祝他 学歴:不問

正社員 43090-   58511 就業場所:阿蘇市西町744-2 週休2日制:毎週 経験:不問

①8:00～17:00

求人:１人
年齢:44歳以下 自動車免許(AT不可)

阿蘇市西町744-2 保険:雇･労･健･厚
従業員数:1人 月給制　:月額180,000円～230,000円 休日:土日祝他 学歴:不問

正社員 43090-   69311 就業場所:阿蘇市西町744-2 週休2日制:毎週 経験:不問

①8:00～17:00

求人:１人
年齢:不問 自動車免許(AT不可)

阿蘇郡南小国町赤馬場3438-1 保険:雇･労･健･厚
従業員数:1人 日給制　:月額171,200円～214,000円 休日:日他 学歴:不問

正社員 43090-   45911 就業場所:阿蘇郡南小国町赤馬場3438-1 週休2日制:その他 経験:不問
変形（1年単位）
①8:00～17:00

求人: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3377-1 保険:雇･労･健･厚
従業員数:2人 月給制　:月額180,000円～250,000円 休日:日他 学歴:不問

正社員 43090- 1978001 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

準中型自動車免許
①6:00～15:00

求人:１人
年齢:44歳以下 自動車免許(AT不可)

阿蘇市西町927-3 保険:雇･労･健･厚
従業員数:1人 月給制　:月額225,260円～225,260円 休日:水日他 学歴:高校以上

正社員 43090-   92411 就業場所:阿蘇市西町927-3 週休2日制:毎週 経験:不問
変形（1年単位）
①8:00～17:00

求人:１人
年齢:40歳以下 自動車免許(AT不可)

阿蘇市一の宮町宮地2313 保険:雇･労･健･厚
従業員数:1人 月給制　:月額195,000円～240,000円 休日:日祝他 学歴:高校以上

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

型枠作業員

雇用期間の定めなし

(株)火乃国

土木作業員

雇用期間の定めなし

五領建設　(株)

阿蘇出張所

土木作業員

雇用期間の定めなし

五領建設　(株)

阿蘇出張所

土木技術者候補

雇用期間の定めなし

(株)藤本建設工業

法面緑化作業員

雇用期間の定めなし

(有)小国緑化

プロパンガスの

充填・配送・検針

雇用期間の定めなし

フルキ石油　(株)

営業・配送

雇用期間の定めなし

アサヒフーズ

(株)

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）

・現場において型枠組み立て作業
住宅基礎工事・道路工事・擁壁工事等

＊工事エリア：主に阿蘇郡市・熊本市周辺
＊県外出張あります。希望等をご相談下さ
い。

＊国道５７号線の道路維持作業。
・除草（歩道部、路肩部等）
・清掃（人力で行う清掃等）
・除雪（専用機械による融雪剤散布等）
・緊急作業（災害等による緊急的な作業）

＊国道５７号線の道路維持作業。
・除草（歩道部、路肩部等）
・清掃（人力で行う清掃等）
・除雪（専用機械による融雪剤散布等）
・緊急作業（災害等による緊急的な作業）
・運搬作業・機械、備品用具等の整理整頓

・道路の造成などを行った場合や工事現場
内で盛土した部分、けず り取られた斜面
や法面が風化による落石や崩壊を防ぐ為に
植物の 種や肥料を木のチップ（基材）に
混ぜたものを吹き付け草木を育成する仕事。

＊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
施工管理補助、及び監督補助
・工事に関する書類作成、及び提出等
・現場監督補助

＊主に熊本県内、大分市のお得意様のスー
パー、一般のお店、レストランへの食肉の
配達。（社用車使用）
＊配達の無い時は、工場内で鶏肉、豚肉、
牛肉の仕分け作業を行っていただきます。

＊ﾌﾟﾛﾊﾟﾝｶﾞｽﾎﾞﾝﾍﾞの配達/取り付け業務
・ガス器具の取り付け及び説明
・ガスの検針・集金等
・宿直業務：月５回程度
＊業務エリアは主に阿蘇郡市になります。

・鋸くず製造業務



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

阿蘇郡南阿蘇村大字河陽3215-2 保険:雇･労･健･厚
従業員数:2人 日給制　:月額198,900円～234,000円 休日:日祝他 学歴:不問

正社員 43090- 1991801 就業場所:阿蘇郡南阿蘇村大字河陽3215-2 週休2日制:なし 経験:不問
変形（1ヶ月単位）

①8:15～17:15

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3958-2 保険:雇･労･健･厚
従業員数:1人 月給制　:月額170,000円～170,000円 休日:日他 学歴:不問

正社員 43090- 1985501 就業場所:阿蘇郡南阿蘇村大字河陽3958-2 週休2日制:その他 経験:不問
交替制あり
①8:00～17:00
②17:00～2:00

求人:２人
年齢:18歳～64歳

阿蘇郡小国町黒渕5036-296 保険:雇･労･健･厚
従業員数:2人 月給制　:月額170,000円～170,000円 休日:日祝他 学歴:不問

正社員 43090-   20911 就業場所:阿蘇郡小国町黒渕5036-296 週休2日制:その他 経験:不問

看護師
准看護師

求人:１人
年齢:59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:1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-   77311 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: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:1人 時給制　:時給1,000円～1,500円 休日:日他 学歴:不問
パート労働者 43090-   86311 就業場所:阿蘇市内牧353 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:59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:1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-   54111 就業場所:阿蘇市黒川431 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:1人 時給制　:時給1,050円～1,200円 休日:他 学歴:不問

パート労働者 43090-   41411 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

現場作業員：

製造

雇用期間の定めなし

(株)恒奇通商

熊本営業所

廃棄物収集・

運搬業務

雇用期間の定めなし

(有)上村商会

工場内作業

雇用期間の定めなし

(有)藤田製材所

資格:不問

訪問看護ｽﾃｰｼｮﾝの

看護職員

(株)ワンバイワン

8:30～17:30の

間の4時間程度

看護師（介護

老人福祉施設）

雇用期間の定めなし

(福)やまなみ会

なでしこの里
8:30～17:30の

間の6時間程度

看護師

（正、准）

雇用期間の定めなし

(株)南阿蘇

ケアサービス

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
8:30～17:30の

間の6時間程度

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

・鋸くず製造業務
（機械の中に材木を投入する作業）
・機械操作による結束及び梱包作業
・仕分け作業/２人組（体力を要します）
・製品の天然乾燥による手作業有り
・工場内の片付け、清掃・機材の管理他

＊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

・原料の仕分け、再生ペレットの製造。
・基本的に手作業になる仕分け作業。
＊ユンボ、フォークリフトの有資格者の方
は材料となる廃プラスチックの配置も担当
していただきます。

・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
・衣服の着脱・排泄介助・食事介助等

＊ご利用者のご自宅へ訪問し、看護ケア。
・退院後の生活再建、社会参加への支援、
ﾀｰﾐﾅﾙｹｱを中心に在宅生活の支援。

・訪問看護計画書及び訪問看護報告書
などの書類を作成。

＊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・食事介助の指導
＊利用者さまの、病院受診同行時の運転
もあります。

＊訪問看護ステーション（２４時間介護
看護ｻｰﾋﾞｽはな）において在宅の要介護
高齢者/入所者の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）

・利用者送迎、お出迎え、ﾊﾞｲﾀﾙﾁｪｯｸ



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: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:1人 時給制　:時給1,050円～1,400円 休日:土日祝他 学歴:不問

パート労働者 43090-    3611 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

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:1人 時給制　:時給1,000円～1,350円 休日:日他 学歴:不問

パート労働者 43090-    2311 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
作業療法士

①8:45～17:45 理学療法士

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:1人 時給制　:時給1,200円～1,400円 休日:他 学歴:不問

パート労働者 43090-   43311 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

①11:00～15:00

求人:１人
年齢:59歳以下

阿蘇市黒川431 保険:労
従業員数:1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-   72811 就業場所:阿蘇市黒川431 週休2日制:毎週 経験:不問
介護支援専門員

①9:00～17:00

求人:２人
年齢:64歳以下 普通自動車免許

阿蘇郡小国町大字宮原11番地の3 保険:雇･労･健･厚
従業員数:2人 時給制　:時給795円～1,000円 休日:土日祝他 学歴:不問

パート労働者 43090- 1984201 就業場所:阿蘇郡小国町大字宮原11番地の3 週休2日制:毎週 経験:必須(基本的な

求人:１人
年齢:不問 普通自動車免許

雇用期間の定めあり 阿蘇市黒川1440-1 保険:雇･労
(４か月以上) 従業員数:1人 時給制　:時給1,000円～1,100円 休日:他 学歴:高校以上
パート労働者 43090-   47711 就業場所:阿蘇市黒川1440-1 週休2日制:毎週 経験:不問

交替制あり
①9:00～13:00

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
従業員数:2人 時給制　:時給1,000円～1,000円 休日:祝他 学歴:不問

パート労働者 43090-   15811 就業場所:阿蘇市黒川1567-2 週休2日制:その他 経験:不問

理学療法士又は

作業療法士

雇用期間の定めなし

(株)南阿蘇

ケアサービス

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

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

介護支援専門員

（ｹｱﾏﾈｰｼﾞｬｰ）

雇用期間の定めなし

(株)翔祐　（デイ

サービス　みなみだ

祥苑・デイサービス

みなみだ荘）

生活支援員

（短時間）

雇用期間の定めなし

(福)やまなみ会

阿蘇くんわの里 資格:不問

フロント受付

及び業務事務

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）
又は12:30～18:00

の間の4時間程度

一般事務 NPO法人　ASO

田園空間博物館
9:00～18:00の

間の5時間程度

C　事務的職業（総務・一般・経理・受付・医療事務等）

・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
・食事、排泄、入浴等介助

・利用者送迎、お出迎え、ﾊﾞｲﾀﾙﾁｪｯｸ
・入浴後の措置、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
＊その他付随する業務もお願いします。

＊「デイサービスみなみ阿蘇」において
生活リハビリを中心とした機能訓練を
行って頂きます。

・計画書、記録の作成等
・その他、上記に付随する業務

＊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

・主に居宅においての介護支援計画の作成
・要介護認定申請代行
・パソコン入力によるレセプト請求作業等
のケアマネージャー業務

・各種相談業務、自宅訪問（社用車使用）
・地域との連携への取り組み等

・パソコンでの商品入力
・簡単な会計ソフトの入力
・総務事務

・車検、点検、一般整備等、業務受付と
接客が主な仕事です。

・ＤＭ等の書類作成及び発送
・お客様のお車の引取・納車等
（時々発生）

＊受付、窓口会計事務、パソコンによる



職種 求人者名 仕事の内容・賃金 就業時間 資格経験

①8:30～12:30
②14:00～18:00

求人:１人
年齢:不問

阿蘇市一の宮町宮地4735-6 保険:雇･労
従業員数:1人 時給制　:時給950円～1,050円 休日:日祝他 学歴:高校以上

パート労働者 43090-   26411 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
①6:00～11:00
②9:00～14:00

求人:２人
年齢:不問

阿蘇市内牧966 保険:雇･労
従業員数:2人 時給制　:時給800円～850円 休日:他 学歴:不問

パート労働者 43090-   32511 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

①8:30～17:30

求人:１人
年齢:59歳以下 普通自動車免許

阿蘇郡産山村大利657-2 保険:雇･労･健･厚
従業員数:1人 時給制　:時給900円～1,100円 休日:日他 学歴:不問

パート労働者 43090-   51311 就業場所:阿蘇郡産山村大利657-2 週休2日制:毎週 経験:あれば尚可(介

①7:00～9:00
②13:00～19:00

求人:１人
年齢:59歳以下 普通自動車免許

阿蘇郡産山村大利657-6 保険:雇･労･健･厚
従業員数:1人 時給制　:時給900円～1,100円 休日:日他 学歴:不問

パート労働者 43090-   52611 就業場所:阿蘇郡産山村大利657-6 週休2日制:毎週 経験:不問

求人:１人
年齢:不問 普通自動車免許

阿蘇郡南阿蘇村久石2721-2 保険:雇･労
従業員数:1人 時給制　:時給850円～900円 休日:他 学歴:不問

パート労働者 43090-   42011 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

求人:１人 上記のいずれか
年齢:不問 普通自動車免許

阿蘇郡南阿蘇村久石2721-2 保険:雇･労
従業員数:1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-   44611 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
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:労
(４か月以上) 従業員数:1人 時給制　:時給2,400円～4,000円 休日:日他 学歴:不問
パート労働者 43090-   83511 就業場所:阿蘇市内牧353 週休2日制:毎週 経験:不問

販売職

雇用期間の定めなし

(株)みやはら

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 資格:不問

介護職員

（介護施設）

雇用期間の定めなし

(福)やまなみ会

ほっと館

介護職

（介護施設）

雇用期間の定めなし

(株)南阿蘇

ケアサービス
7:30～19:00の

間の8時間

介護職

（介護施設）

雇用期間の定めなし

(株)南阿蘇

ケアサービス
7:30～19:00の

間の8時間

訪問看護ｽﾃｰｼｮﾝの

訪問ﾘﾊﾋﾞﾘｽﾀｯﾌ

(株)ワンバイワン

8:30～17:30の

間の1時間以上

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）

世話人

雇用期間の定めなし

社会福社法人　や

まなみ会　グルー

プホーム草原の風

＊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
＊医療事務の経験者又は医療事務有資格
あれば尚可

・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。

・食事、入浴、排せつ等の介助
・活動中の見守りやﾚｸﾚｰｼｮﾝ等の支援
・利用者の送迎
※送迎車は、普通乗用車から９人乗り乗用
車まで数種類あります。使用する車は、
運転技能に応じてお願いしています。

＊障がい者（知的・身体・精神）への
食事の提供/食等の購入/調理業務等。

＊利用者の生活全般の支援（病院受診・
買い物の付き添い等）をおこなって
いただきます。

・身体介護（食事、入浴、排泄介助、
レクレーション、体操）

・日々の記録・送迎業務
・訪問介護
（送迎準備/服薬確認/安否確認等）

＊小規模多機能型居宅介護施設ご利用の
方の身の回りのお世話/介護業務全般

・身体介護（食事、入浴、排泄介助、
レクレーション、体操）・日々の記録

・送迎業務・訪問介護（送迎準備、服薬
確認、安否確認等）

＊ご自宅へ訪問しﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝを提供。
基本的に直行直帰になります。

・退院後の生活再建、社会参加への支援、
ﾀｰﾐﾅﾙｹｱを中心に在宅生活の支援

・訪問看護計画書及び訪問看護報告書
などの書類を作成

・退院後の生活再建、社会参加への支援、



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
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:1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-   84411 就業場所:阿蘇市内牧353 週休2日制:毎週 経験:不問

歯科衛生士
①8:30～13:00
②14:30～18:30

求人:２人
年齢:不問

阿蘇郡小国町大字宮原1774-1 保険:労
従業員数:2人 時給制　:時給800円～1,000円 休日:日祝他 学歴:高校以上

パート労働者 43090-   27011 就業場所:阿蘇郡小国町大字宮原1774-1 週休2日制:毎週 経験:不問

①6:00～12:00
②9:00～16:00

求人:２人 ③13:00～19:00
年齢:59歳以下

阿蘇市黒川431 保険:雇･労
従業員数:2人 時給制　:時給800円～900円 休日:他 学歴:不問

パート労働者 43090-   61911 就業場所:阿蘇市黒川431 週休2日制:毎週 経験:不問
交替制あり
①6:30～16:00
②12:00～21:30

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河陽4369-1 保険:雇･労･健･厚
(４か月未満) 従業員数:2人 時給制　:時給890円～1,200円 休日:他 学歴:不問
パート労働者 43090- 1989901 就業場所:阿蘇郡南阿蘇村大字河陽4369-1 週休2日制:毎週 経験:あれば尚可(接

①21:00～6:30

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河陽4369-1 保険:雇･労･健･厚
(４か月未満) 従業員数:2人 時給制　:時給1,200円～1,200円 休日:他 学歴:高校以上
パート労働者 43090- 1990701 就業場所:阿蘇郡南阿蘇村大字河陽4369-1 週休2日制:毎週 経験:あれば尚可(接

求人:１人
年齢:不問

阿蘇郡南阿蘇村河陽429-3 保険:労
従業員数:1人 時給制　:時給795円～800円 休日:土日他 学歴:不問

パート労働者 43090-   87611 就業場所:阿蘇郡南阿蘇村河陽429-3 週休2日制:毎週 経験:不問

①8:00～17:00

求人:５人
年齢:不問

雇用期間の定めあり 阿蘇郡高森町色見800-4 保険:雇･労･健･厚
(４か月以上) 従業員数:5人 時給制　:時給840円～840円 休日:他 学歴:不問
パート労働者 43090-    8211 就業場所:阿蘇郡高森町色見800-4 週休2日制:毎週 経験:不問

訪問看護ｽﾃｰｼｮﾝの

訪問ﾘﾊﾋﾞﾘｽﾀｯﾌ

(株)ワンバイワン

8:30～17:30の

間の4時間以上

ﾚｽﾄﾗﾝｻｰﾋﾞｽｽﾀｯﾌ

（ホテル）

東急ﾘｿﾞｰﾂ＆ｽﾃｨ(株)

阿蘇東急ゴルフクラ

ブ『阿蘇キャニオン

テラス＆ロッジ』 又は6:30～21:30の

間の4時間以上

資格:不問

調理員

雇用期間の定めなし

(福)やまなみ会

阿蘇くんわの里 資格:不問

資格:不問

農場作業員 (有)土の文化

ファーム南阿蘇農

場

観賞用水草の

栽培、出荷作業

雇用期間の定めなし

ＣｕｏｒｅＦａｒ

ｍ　(株)
9:00～17:00の

間の3時間以上

ナイトフロント

（ホテル）

東急ﾘｿﾞｰﾂ＆ｽﾃｨ(株)

阿蘇東急ゴルフクラ

ブ『阿蘇キャニオン

テラス＆ロッジ』

資格:不問

G　農林漁業の職業（農業、林業、漁業）

歯科衛生士又は

歯科助手

雇用期間の定めなし

とらたに歯科

・退院後の生活再建、社会参加への支援、
ﾀｰﾐﾅﾙｹｱを中心に在宅生活の支援

・訪問看護計画書及び訪問看護報告書
などの書類を作成

＊現在、訪問看護ステーションの立上げ
準備をしております

（歯科衛生士の場合）＊診療の補助、歯/ 
口腔疾患の予防処置、口腔内の衛生指導な
ど（歯科助手の場合）＊診療器具の消毒や
機械準備。診療時には歯科医師に指示
された器具を手渡すなど診療の補助業務。

＊障害者施設内での調理全般
＊献立作成の補助
＊調理全般（切込み、盛り付け、配膳、
食器洗い等）

＊食材の発注、検品の補助
＊厨房内の清掃及び整理整頓

＊２０２１．３月上旬オープン予定
『阿蘇キャニオンテラス＆ロッジ』
・お食事のｵｰﾀﾞｰ・配膳・片付け、洗い物
・調理補助・ホール清掃

＊２０２１．３月上旬オープン予定
・宿泊のお客様のﾁｪｯｸｲﾝ・ｱｳﾄ業務
・客室・外線電話対応
・館内巡回/大浴場のリネン回収/整理整頓
・施設案内・緊急時の対応

屋外及びビニールハウス内で、観賞用水草
（約２００種）の栽培作業（植込み、除草
間引きなど）及び水洗い、束ね、ビニール
袋詰め等の出荷作業。観賞用の水草を取り
扱うため細かい手作業になります。

＊農作物の生産・出荷に関する業務全般
・熊本産ｶﾗﾌﾙﾐﾆﾄﾏﾄ等の栽培管理、収穫
業務・選果、箱詰め、出荷作業等

＊豚舎の清掃全般



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 自動車免許(AT不可)

雇用期間の定めあり 阿蘇市一の宮町坂梨2764 保険:雇･労･健･厚
(４か月以上) 従業員数:2人 時給制　:時給1,000円～1,000円 休日:他 学歴:不問
パート労働者 43090-   10311 就業場所:阿蘇市一の宮町坂梨2764 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
(４か月未満) 従業員数:1人 時給制　:時給888円～888円 休日:土日他 学歴:不問
パート労働者 43090- 1982701 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:１人
年齢:64歳以下 普通自動車免許

阿蘇市竹原610-6 保険:雇･労･健･厚
従業員数:1人 時給制　:時給850円～1,000円 休日:土日祝他 学歴:不問

パート労働者 43090-   29611 就業場所:阿蘇市竹原610-6 週休2日制:毎週 経験:不問

①8:00～10:00
②15:45～17:45

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一関1282 保険:雇･労
(４か月以上) 従業員数:1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-    4911 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

①19:30～22:30

求人:１人
年齢:18歳以上 普通自動車免許

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

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

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･健･厚
従業員数:1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-   21111 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
交替制あり
①8:00～17:30

求人:３人
年齢:不問

雇用期間の定めあり 阿蘇郡南阿蘇村大字河陽4369-1 保険:雇･労･健･厚
(４か月未満) 従業員数:3人 時給制　:時給890円～890円 休日:他 学歴:不問
パート労働者 43090- 1992201 就業場所:阿蘇郡南阿蘇村大字河陽4369-1 週休2日制:毎週 経験:あれば尚可(接

製造作業員 (株)九州トリック

ス　高森工場 資格:不問

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）

プリント加工

雇用期間の定めなし

(有)阿南

オーダーマーク
9:00～18:00の

間の6時間程度

営繕（旅館）

雇用期間の定めなし

(株)宮下観光

蔵迫温泉 さくら

又は9:00～17:00の

間の5時間程度

ドライバー

雇用期間の定めなし

阿蘇マッサージ療

院

客室清掃ｽﾀｯﾌ

（ホテル）

東急ﾘｿﾞｰﾂ＆ｽﾃｨ(株)

阿蘇東急ゴルフクラ

ブ『阿蘇キャニオン

テラス＆ロッジ』 又は8:00～17:30の

間の4時間以上

資格:不問

運転士

（介護施設）

(福)白久寿会

特別養護老人

ホーム　水生苑

豚舎の清掃 (株)阿蘇高原

ファーム

H　生産工程の職業（金属加工、製品製造、機械の組立等）

＊豚舎の清掃全般
・豚を出荷した後の豚舎の清掃作業
（高圧洗浄機を使用しての水洗い作業）
・除糞作業・通路・エサ箱の水洗い等
・農場内の清掃美化活動

＊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
・ﾌﾟﾚｽ加工、ｽﾎﾟｯﾄ溶接加工、ﾀｯﾌﾟ加工、
ﾚｰｻﾞｰｶｯﾄ加工/部品の外観検査/その他
軽作業。

○プリント原板に液を流し込み、ハケで
プリントする仕事です。

＊イベント用のＴシャツ、他スポーツ
用品等のゼッケン等のプリント加工

＊工場内の整理整頓及び清掃等
＊まれに配送業務あり

＊施設ご利用のﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽの方の送迎業務
（朝、夕）・車イスのまま乗れるリフト
車または軽自動車の運転

・送迎車の清掃および洗浄
・デイホール等の掃除

・従業員の送迎を行います。
・その他、来院されたお客様の集計、
電話対応、使用済みタオルの洗濯、
片づけ等・院内の掃除もお願いします。

＊社用車を使用（普通自動車のＡＴ車）

＊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

＊２０２１．３月上旬オープン予定
・客室の清掃、掃除機かけ、衛生管理
・アメニティ・寝具の準備
・シーツ・枕カバーの交換
・浴室及び共有部清掃・備品準備



変形（1年単位）
①8:00～17:00

求人:２人
年齢:40歳以下

阿蘇市一の宮町宮地2313 保険:雇･労･健･厚
従業員数:2人 月給制　:月額155,000円～175,000円 休日:日祝他 学歴:高校以上

正社員 43090-   17511 就業場所:阿蘇市一の宮町宮地2313 週休2日制:その他 経験:不問

①8:00～17:00

求人:１人
年齢:不問 普通自動車免許

阿蘇市今町384 保険:雇･労･健･厚
従業員数:1人 月給制　:月額280,000円～350,000円 休日:他 学歴:不問

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

求人:１人
年齢:40歳以下 自動車免許(AT不可)

阿蘇市一の宮町宮地2313 保険:雇･労･健･厚
従業員数:1人 月給制　:月額195,000円～240,000円 休日:日祝他 学歴:高校以上

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

①19:30～22:30

求人:１人
年齢:18歳以上 普通自動車免許

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

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

豚の飼育管理

（経験者）

雇用期間の定めなし

(有)やまとん

ファーム

営業事務

雇用期間の定めなし

(株)古木常七商店

資格:不問

プロパンガスの

充填・配送・検針

雇用期間の定めなし

フルキ石油　(株)

ドライバー

雇用期間の定めなし

阿蘇

マッサージ療院

条件ＵＰ！　パート

条件ＵＰ！　フルタイム

職種 求人者名 仕事の内容・賃金 就業時間 資格経験

・営業のサポート/電話来客対応
・見積書・受注書等の作成
・パソコンによるデータ入力
（受注、発注、売上げ処理）
・請求書のﾁｪｯｸ・商品の問い合わせに
関する電話・来客対応

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

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

＊プロパンガスボンベの配達及び取り
付け業務

・ガス器具の取り付け及び説明
・ガスの検針・集金等
・宿直業務：月５回程度
＊業務エリアは主に阿蘇郡市になります。

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

・院内の掃除もお願いします。
＊社用車を使用（普通自動車のＡＴ車）



この求人情報誌は、以下の場所で配布しております。部数に限りがございますのでご了承ください。

ハローワーク阿蘇

玄関前
阿蘇市役所

阿蘇市

内牧支所

阿蘇市

波野支所

阿蘇市

社会福祉協議会
産山村役場 小国町役場 小国ゆうステーション

南小国町役場 南阿蘇村役場 高森町役場
高森町

観光交流センター

山都町役場

蘇陽支所
山都町役場

南阿蘇村

移住定住支援センター

小国暮らしの窓口

（木魂館）

求人情報誌の配布場所

ハローワーク阿蘇のご案内

所在地

〒869-2612

阿蘇市一の宮町宮地2318-3

TEL：0967-22-8609

FAX：0967-22-4775

各種情報

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

・職業訓練に関する相談・申し込み

・自分の適職が分からない場合の相談

・担当者制による就職までの支援サービスの実施

・応募書類（履歴書、ジョブカード、職務経歴書）に関する相談

・面接の受け方に関する相談

・各種セミナーの開催

○熊本県最低賃金

時間額793円（令和２年10月１日から）

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

開庁時間

月曜日～金曜日

（祝日、年末年始を除く）

午前８時３０分～午後５時１５分


