
この求人情報誌はR3.1.26～R3.2.8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1日（月）

■新着求人（フルタイム・パート）

■条件ＵＰ！求人

■各種セミナーの開催日程

！

※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。



2/16 火 ②医療・福祉事業所説明会

17 水

18 木

19 金

22 月

24 水 ②医療・福祉事業所説明会

水 ④あそ若者しごと相談会

25 木

26 金

3/1 月

2 火

3 水 ③看護のお仕事相談

4 木

5 金 ①就職支援セミナー

8 月

9 火

10 水 ④あそ若者しごと相談会

11 木

12 金

15 月

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🌸

＊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）予定

・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）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ヶ月単位） 一級建築士
①8:00～17:00 二級建築士

１級建築施工管理技士

求人:１人 上記のいずれか
年齢:不問 自動車免許(AT不可)

阿蘇市一の宮町宮地2223 保険:雇･労･健･厚
従業員数:12人 月給制　:月額250,000円～300,000円 休日:日祝他 学歴:不問

正社員 43090-  206611 就業場所:阿蘇市一の宮町宮地2223 週休2日制:その他 経験:あれば尚可(実
交替制あり 看護師

管理栄養士
介護支援専門員

求人:２人 上記のいずれか
年齢:不問 普通自動車免許

熊本市東区神園2丁目1番1号 保険:雇･労･健･厚
従業員数:220人 月給制　:月額168,000円～240,000円 休日:他 学歴:不問

正社員 43010- 4369111 就業場所:熊本県、福岡県、佐賀県、 週休2日制:毎週 経験:不問
交替制あり 看護師
①8:00～17:00
②9:00～18:00

求人:１人 ③9:20～18:20
年齢:59歳以下

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

正社員 43090-  267111 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
看護師

①8:30～17:00 准看護師

求人:２人 上記のいずれか
年齢:64歳以下

阿蘇市一の宮町宮地1902-1 保険:雇･労･健･厚
従業員数:300人 月給制　:月額250,000円～320,000円 休日:他 学歴:不問

正社員 43090-  251811 就業場所:阿蘇市一の宮町宮地1902-1 週休2日制:その他 経験:あれば尚可(看
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:不問 普通自動車免許

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

正社員 43010- 3642111 就業場所:阿蘇郡小国町大字宮原1493-1 週休2日制:毎週 経験:不問
変形（1ヶ月単位） 看護師
①7:00～16:00
②8:30～17:30

求人:１人 ③11:00～20:00
年齢:60歳以上

雇用期間の定めあり 熊本市東区南町16-8 保険:雇･労･健･厚
(４か月以上) 従業員数:92人 月給制　:月額211,300円～275,470円 休日:他 学歴:不問
正社員以外 43010- 3706611 就業場所:阿蘇市乙姫2142-10 週休2日制:その他 経験:不問

交替制あり 看護師
①8:30～17:00
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:265人 月給制　:月額190,000円～275,005円 休日:他 学歴:不問

正社員 43090-  182311 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

建築現場監督

雇用期間の定めなし

(株)熊本紅屋

看護職

雇用期間の定めなし

(同)ぽっかぽか

ぽっかぽか・

ハートケア阿蘇

正看護師

（外来）

雇用期間の定めなし

(医社)大徳会

（大阿蘇病院）

健康支援スタッフ

雇用期間の定めなし

(株)くまもと健康

支援研究所
9:00～22:00の

間の8時間

看護職／乙姫の家

／６０歳以上専用

(株)

かいごのみらい

看護師（阿蘇

やまなみ病院）

看護業務

／縁がわ小国

雇用期間の定めなし

(特非)

コレクティブ

雇用期間の定めなし

(医)高森会

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）

＊公共/商業/医療/福祉施設、住宅等
の建築工事現場の施工管理/現場監督。

＊パソコンによる施工管理、見積書、
写真管理、図面作成等。

＊現場エリア：主として阿蘇市内及び
熊本市内

・健康に関するセミナーの企画・実施
・運動指導業務
・報告書作成業務

・内科、又は、整形外科での医師の診療
補助業務

・病状観察、バイタル測定、報告
・検査介助、処置等
・採血や点滴等

＊入居者及びﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ利用者においての
介護業務全血圧測定等の健康管理、
配薬等の看護業務
食事介助、入浴介助、排泄介助等

＊病院関係の往診立会

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
＊送迎エリア：小国町、南小国町
（社用車使用）

入浴、排せつ、食事等の介護、その他の
日常のお世話および機能訓練を行う。
看護職として介護/生活支援業務に加え、入
所者の健康管理/服薬管理/看護処置/
協力機関との連携等に携わっていただき
ます。＊６０歳以上の方専用求人です

・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

・利用者の方の健康状態の把握及び管理

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） 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:79人 月給制　:月額165,000円～200,000円 休日:他 学歴:不問

正社員 43090-  177111 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
変形（1ヶ月単位） 看護師
①7:00～16:00
②8:00～17:00

求人:１人 ③11:30～20:30
年齢:59歳以下

熊本市東区南町16-8 保険:雇･労･健･厚
従業員数:92人 月給制　:月額211,300円～275,470円 休日:他 学歴:不問

正社員 43010- 3328911 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 准看護師
①8:00～17:00
②9:00～18:00

求人:１人 ③9:20～18:20
年齢:59歳以下

阿蘇市一の宮町宮地5833 保険:雇･労･健･厚
従業員数:364人 月給制　:月額190,000円～215,000円 休日:他 学歴:不問

正社員 43090-  269811 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 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:265人 月給制　:月額160,000円～225,000円 休日:他 学歴:不問

正社員 43090-  183611 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

①9:00～18:00
②9:00～13:00

求人:２人
年齢:59歳以下 普通自動車免許

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

正社員 43090-  207911 就業場所:阿蘇郡南小国町赤馬場144-1 週休2日制:その他 経験:不問
変形（1ヶ月単位） 歯科衛生士
①9:00～19:30
②9:00～13:00

求人:１人
年齢:59歳以下

阿蘇郡高森町大字高森1973-3 保険:雇･労･健
従業員数:7人 月給制　:月額190,000円～210,000円 休日:日祝 学歴:専修学校以上

正社員 43090-  190311 就業場所:阿蘇郡高森町大字高森1973-3 週休2日制:なし 経験:不問
その他の福祉・介護関係資格

①9:00～18:00

求人:１人
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:82人 月給制　:月額200,000円～240,000円 休日:他 学歴:不問

正社員 43090-  245411 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(障
その他の福祉・介護関係資格

①9:00～18:00

求人:１人
年齢:64歳以下 普通自動車免許

阿蘇郡南阿蘇村久石2721-2 保険:雇･労･健･厚
従業員数:82人 月給制　:月額200,000円～240,000円 休日:他 学歴:不問

正社員 43090-  246011 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(障

雇用期間の定めなし

(福)昭寿会

（特別養護老人

ホーム　悠清苑）

看護職／乙姫の家

看護職

（介護施設）

雇用期間の定めなし

(医社)大徳会

（大阿蘇病院）

准看護師（阿蘇

やまなみ病院）

雇用期間の定めなし

(株)

かいごのみらい

准看護師

（外来）

雇用期間の定めなし

(医)社団　健優会

きよら歯科医院

歯科衛生士

雇用期間の定めなし

(医)高森会

歯科衛生士

雇用期間の定めなし

(株)南阿蘇

ケアサービス

又は8:30～17:30の

間の8時間

サービス

管理責任者

雇用期間の定めなし

みもり歯科医院

相談支援専門員

雇用期間の定めなし

(株)南阿蘇

ケアサービス

又は8:30～17:30の

間の8時間

・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

入浴、排せつ、食事等の介護、その他の日
常のお世話および機能訓練を行う。
看護職として介護/生活支援業務に加え、入
所者の健康管理・服薬管理・看護処置
・協力機関との連携等に携わっていただ
きます。

・内科、又は、整形外科での医師の診療
補助業務
・病状観察、バイタル測定、報告
・検査介助、処置等
・採血や点滴等

＊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）

＊ドクターのサポート、治療補助
＊患者様の歯磨きの指導等の実施
＊ＰＭＴＣ患者様の歯石除去やｸﾘｰﾆﾝｸﾞ等
＊患者さまの送迎/物品の買い出し業務等
※パートでの応募も可能です。
ご相談下さい。

＊口腔衛生指導、虫歯の予防処置を行い
医師の診療補助も行ってもらいます。

＊歯周疾患の予防のための歯石除去及び
フッ素処理等

＊歯磨きなどの口腔清掃法及び衛生指導
＊衛生指導には力を入れています。

・障がいのある方やそのご家族様との
相談業務

・障がい児、障がい者のサービス等利用
計画の作成やモニタリング

・サービス担当者会議の招集、開催
・福祉情報提供など

・障がいのある方との面談及び個別
サービス計画書の作成

・利用者家族に対する個別支援計画説明
と交付

・利用者の作業サポートの支援
・行政への提出所の作成等

１．介護予防ケアマネジメント業務
2



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
①8:30～17:15

求人:１人
年齢:59歳以下 普通自動車免許

阿蘇郡高森町高森1258ー1　高森町芙蓉館内 保険:雇･労･健･厚
従業員数:16人 月給制　:月額187,000円～192,000円 休日:土日祝他 学歴:大学以上

正社員 43090-  259111 就業場所:阿蘇郡高森町高森2168　高森町役場内 週休2日制:毎週 経験:不問
変形（1ヶ月単位） 介護支援専門員
①8:30～17:30

求人:１人
年齢:59歳以下 普通自動車免許

阿蘇郡南阿蘇村大字一関1282 保険:雇･労･健･厚
従業員数:66人 月給制　:月額196,080円～309,100円 休日:他 学歴:高校以上

正社員 43090-  222611 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
変形（1ヶ月単位） 介護支援専門員
①7:00～16:00
②9:00～18:00

求人:１人 ③10:00～19:00
年齢:18歳以上 普通自動車免許

阿蘇市内牧117 保険:雇･労･健･厚
従業員数:27人 月給制　:月額196,000円～325,000円 休日:他 学歴:不問

正社員 43090-  187811 就業場所:阿蘇市内牧117 週休2日制:その他 経験:不問

①8:30～17:15

求人:１人
年齢:35歳以下 普通自動車免許

阿蘇郡高森町高森1258ー1　高森町芙蓉館内 保険:雇･労･健･厚
従業員数:16人 月給制　:月額187,000円～192,000円 休日:土日祝 学歴:大学以上

正社員 43090-  260211 就業場所:阿蘇郡高森町高森1258-1　高森町芙蓉館内 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 福岡県久留米市高野1-2-2 保険:雇･公･健･厚
(４か月以上) 従業員数:3,900人 日給制　:月額146,830円～183,111円 休日:土日祝他 学歴:高校以上
正社員以外 40050- 1982211 就業場所:阿蘇郡小国町大字黒渕5827-3 週休2日制:毎週 経験:必須(業務での

①8:30～17:30

求人:１人
年齢:59歳以下 普通自動車免許

阿蘇郡西原村大字鳥子3072番地 保険:雇･労･健･厚
従業員数:48人 月給制　:月額188,700円～254,200円 休日:他 学歴:不問

正社員 43011-  527811 就業場所:阿蘇市乙姫1600番地1 週休2日制:毎週 経験:不問
変形（1年単位）
①8:30～17:15

求人:１人
年齢:不問 普通自動車免許

熊本市北区弓削4丁目1番64号　マルソービル206 保険:雇･労･健･厚
従業員数:35人 時給制　:月額173,492円～173,492円 休日:土日他 学歴:高校以上

無期雇用派遣労働者 43010- 3687811 就業場所:阿蘇郡高森町大字高森2141-3 週休2日制:毎週 経験:不問

雇用期間の定めなし

(福)高森町

社会福祉協議会

介護支援専門員

（ｹｱﾏﾈｰｼﾞｬｰ）

介護支援専門員

雇用期間の定めなし

(医)社団　問端会

グル－プホーム

といはた

生活支援

ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ

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

ｹｱﾏﾈｰｼﾞｬｰ

事務員

（あそ上寿園）

雇用期間の定めなし

(福)致知会

雇用期間の定めなし

(福)高森町

社会福祉協議会

事務補助 九州地方整備局

筑後川ダム

統合管理事務所

資格:不問

現場事務

雇用期間の定めなし

(株)セレナ

C　事務的職業（総務・一般・経理・受付・医療事務等）

１．介護予防ケアマネジメント業務
２．総合相談支援及び権利擁護業務
３．認知症高齢者及び家族への支援業務等

・居宅介護支援事業所でのｹｱﾌﾟﾗﾝ作成
・サービス事業所との調整
・ご利用者やご家族の相談対応
・介護給付費の管理（給付管理）
・宿直が月３回程度あります
未就学児がいれば宿直は免除です。

・ケアプランに必要な業務と書類作成
・入居者の管理
・入退居の支援と書類作成
・職員の業務支援
・ご家族の相談
・ホーム運営の様々な業務等

＊地域住民のニーズに合わせた福祉
サービスの開発や人材育成：
１．地域資源の把握・発掘
２．地域課題の抽出
３．住民の参加のきっかけづくり

○電話対応、受付業務、資料整理
○その他、指示に基づく国土交通行政
事務の補助

（ﾃﾞｰﾀ入力、資料作成、表計算）

１．一般事務作業
（入出金業務、来客・電話対応等）

２．入所者の金銭管理
３．簡単な会計業務ができれば、

なお可です。

マシニングにて加工されたプラステック
製品の受注部番等から検査項目等の加工
品に関する項目の入力業務がメインの
お仕事です。

・出勤簿の管理・給料計算

3



職種 求人者名 仕事の内容・賃金 就業時間 資格経験

①8:30～17:30

求人:２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:140人 月給制　:月額155,000円～190,000円 休日:土日 学歴:不問

正社員 43090-  176911 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

①8:30～17:15

求人:１人
年齢:不問 普通自動車免許

雇用期間の定めあり 阿蘇市一の宮町宮地6029番地1 保険:雇･労･健･厚
(４か月以上) 従業員数:20人 日給制　:月額134,860円～155,900円 休日:他 学歴:高校以上
正社員以外 43090-  258911 就業場所:阿蘇市一の宮町宮地6029番地1 週休2日制:毎週 経験:不問

①8:30～17:15

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3574番地 保険:雇･公･健･厚
(４か月以上) 従業員数:3,900人 日給制　:月額146,100円～182,200円 休日:土日祝他 学歴:高校以上
正社員以外 43090-  185111 就業場所:阿蘇郡南阿蘇村大字河陽3574番地 週休2日制:毎週 経験:必須(業務での

①8:30～17:15

求人:１人
年齢:不問

雇用期間の定めあり 熊本市北区弓削5丁目1番17号 保険:雇･労･健･厚
(４か月未満) 従業員数:500人 月給制　:月額148,800円～148,800円 休日:土日祝他 学歴:不問
有期雇用派遣労働者 43010- 3921511 就業場所:阿蘇市黒川1266 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 熊本市北区弓削5丁目1番17号 保険:雇･労･健･厚
(４か月未満) 従業員数:500人 月給制　:月額148,800円～148,800円 休日:土日祝他 学歴:不問
有期雇用派遣労働者 43010- 3922411 就業場所:阿蘇市黒川1266 週休2日制:毎週 経験:必須(事務経験

変形（1ヶ月単位） 登録販売者（一般医薬品）

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:10,086 月給制　:月額145,000円～250,000円 休日:他 学歴:高校以上

正社員 41010- 1940711 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）

①7:30～15:15
②12:45～20:30

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5936 保険:雇･労･健･厚
(４か月未満) 従業員数:2,031人 時給制　:月額136,612円～149,940円 休日:他 学歴:不問
正社員以外 43090-  231911 就業場所:阿蘇市一の宮町宮地5936 週休2日制:その他 経験:不問

一般事務

（介護施設）

雇用期間の定めなし

(福)やまなみ会

なでしこの里

公立病院での

外来受付事務

(株)リフティング

ブレーン 資格:不問

事業補佐員 (独)国立青少年教育

振興機構　国立阿蘇

青少年交流の家

事務補助 国土交通省

九州地方整備局

熊本復興事務所

資格:不問

登録販売者

（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

公立病院での

病院事務

(株)リフティング

ブレーン 資格:不問

売店業務

（ホテル）

日本郵政　(株)

かんぽの宿 阿蘇 資格:不問

D　販売の職業（小売店・卸売販売印、営業等）

・出勤簿の管理・給料計算
・経理事務及び決算処理業務
・各種書類作成（パソコン入力）
・金融機関への手続
・郵便物の受付及び発送業務
・事務所内の整理整頓や清掃

・施設利用団体の窓口・電話受付業務
・施設事業に係る運営補助業務
・利用者データ等の入力業務
・ワード／エクセル等による資料作成

・書類整理・電話交換・旅費関係事務
・その他、指示に基づく国土交通行政
事務の補助 データ入力、資料作成

（各種システム入力作業・表計算ソフト
・ワープロソフト等）

外来患者さんの受付・案内に関わる事務職
〈午前〉
外来患者様の受付・案内業務全般
〈午後〉
事務処理業務

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

○一般薬品（第二類・第三類）、
健康食品、化粧品等の管理・販売

○お客様対応（医療品等の商品説明・
レジ業務等）

○医療品・一般商品の陳列、補充業務
○棚卸業務

＊ホテル売店での接客業務全般
・仕入れ・発注業務等

○ヤマダＨＤグループ九州テックランド
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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）

①10:00～19:00

求人:１人
年齢:不問

雇用期間の定めあり 鹿児島県鹿児島 保険:雇･労･健･厚
(４か月以上) 従業員数:546人 月給制　:月額161,600円～219,400円 休日:他 学歴:高校以上
正社員以外 46010- 5498111 就業場所:阿蘇市西町864 週休2日制:毎週 経験:不問

①8:30～17:45
②14:30～23:00

求人:２人
年齢:不問

雇用期間の定めあり 福岡県朝倉市一ツ木1148-1 保険:雇･労･健･厚
(４か月以上) 従業員数:6,262人 時給制　:月額146,880円～155,520円 休日:他 学歴:不問
正社員以外 40150- 1119411 就業場所:阿蘇郡南小国町大字赤馬場1283- 週休2日制:その他 経験:不問

①9:00～18:00

求人:１人
年齢:64歳以下 自動車免許(AT不可)

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

正社員 43090-  268711 就業場所:阿蘇郡南阿蘇村大字河陽2873 週休2日制:その他 経験:不問
変形（1年単位）
①8:30～17:30

求人:１人
年齢:59歳以下 自動車免許(AT不可)

東京都中央区日本橋3-12-2　朝日ビルヂング7Ｆ 保険:雇･労･健･厚
従業員数:8,659人 月給制　:月額168,100円～287,990円 休日:日祝他 学歴:高校以上

正社員 13010- 9009511 就業場所:阿蘇市黒川字横井ノ本1536-2 週休2日制:その他 経験:あれば尚可(経
変形（1年単位）
①9:00～17:40

求人:１人
年齢:59歳以下 自動車免許(AT不可)

福岡県筑後市大字一条535番地2 保険:雇･労･健･厚
従業員数:3,986人 月給制　:月額146,000円～210,000円 休日:日祝他 学歴:高校以上

正社員 40140-  577711 就業場所:阿蘇市一の宮町宮地2407 週休2日制:その他 経験:不問
変形（1年単位）
①9:00～17:40

求人:１人
年齢:59歳以下 自動車免許(AT不可)

福岡県筑後市大字一条535番地2 保険:雇･労･健･厚
従業員数:3,986人 月給制　:月額146,000円～210,000円 休日:日祝他 学歴:高校以上

正社員 40140-  578811 就業場所:阿蘇郡南小国町赤馬場141-1 週休2日制:その他 経験:不問
変形（1年単位）
①8:30～17:30

求人:１人
年齢:59歳以下 自動車免許(AT不可)

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

正社員 43030- 1406011 就業場所:阿蘇郡小国町大字宮原1810 週休2日制:その他 経験:あれば尚可(整
変形（1年単位）
①8:30～17:30

求人:１人
年齢:59歳以下 自動車免許(AT不可)

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

正社員 43030- 1407311 就業場所:阿蘇市内牧1507-1 週休2日制:その他 経験:不問

店内販売業務

［阿蘇店］

(株)九州テックラ

ンド　鹿児島支社 資格:不問

一般家電の販売

及び設置

雇用期間の定めなし

(有)ウエダ電器

販売員

（小国店）

(株)ドラッグスト

アモリ 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

営業

（阿蘇営業所）

雇用期間の定めなし

(株)アクティオ

ルート営業

（小国営業所）

雇用期間の定めなし

(株)中九州クボタ

営業職

（南小国支店）

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

ルート営業

（阿蘇営業所）

雇用期間の定めなし

(株)中九州クボタ

○ヤマダＨＤグループ九州テックランド
阿蘇店において家電製品、ＯＡ機器、
情報機器等の販売を行う。

※正社員登用制度あり
＊地域限定社員制度あり
※研修期間があります。

・商品の商品出し/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＊（１）（２）の
いずれかをお選び頂きその時間帯での
固定。入社後別の時間帯への変更も可。

「街の電気屋さん」として幅広い年齢層
の方の「お困り事」に親切に対応してい
ます。入社後は丁寧に指導します。機会
あるごとに、研修会等に参加して頂き、
資格取得や技術向上していただく事が
出来ます。

ｾﾞﾈｺﾝ・建設会社等に対し、現場で使用
するﾚﾝﾀﾙ機械を提案、提供する営業です。
ＢｔｏＢの営業経験や、機械の知識資格
がある方は特技を活かせるます。入社後
の研修で必要なｽｷﾙを身につけることができ
資格取得も会社でﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟしています。

ﾄﾗｸﾀなどの農業用機械の販売およびｱﾌﾀｰ
ｻｰﾋﾞｽ。入社後、一定期間は先輩社員が
お客様訪問に同行するなどして指導いた
します。機械の取り扱い、ﾒﾝﾃﾅﾝｽ技術は
社内研修や先輩社員から指導を行い、
資格取得も出来ます。

ﾄﾗｸﾀなどの農業用機械の販売およびｱﾌﾀｰ
ｻｰﾋﾞｽ。入社後、一定期間は先輩社員が
お客様訪問に同行するなどして指導いた
します。機械の取り扱い、ﾒﾝﾃﾅﾝｽ技術は
社内研修や先輩社員から指導を行い、
資格取得も出来ます。

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
5



職種 求人者名 仕事の内容・賃金 就業時間 資格経験

変形（1年単位）
①8:30～17:30

求人:１人
年齢:59歳以下 自動車免許(AT不可)

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

正社員 43030- 1410711 就業場所:阿蘇郡高森町大字高森2187 週休2日制:その他 経験:あれば尚可(整
変形（1年単位）
①8:00～17:00

求人:１人
年齢:59歳以下 自動車免許(AT不可)

天草市港町16-13 保険:雇･労･健･厚
従業員数:160人 月給制　:月額180,000円～300,000円 休日:日祝他 学歴:高校以上

正社員 43060-  690011 就業場所:阿蘇市的石1537 週休2日制:その他 経験:不問

介護福祉士
①8:30～17:00

求人:２人
年齢:64歳以下 普通自動車免許

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

正社員 43090-  250711 就業場所:阿蘇市一の宮町宮地1902-1 週休2日制:その他 経験:不問
変形（1ヶ月単位）

①8:30～17:30
②7:00～16:00

求人:１人 ③10:00～19:00
年齢:18歳～59歳 普通自動車免許

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

正社員 43011-  526711 就業場所:阿蘇市乙姫1600番地1 週休2日制:毎週 経験:不問
変形（1ヶ月単位）

①8:30～17:30
②11:30～20:30

求人:２人 ③14:00～0:00
年齢:不問 普通自動車免許

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

正社員 43010- 3641911 就業場所:阿蘇郡小国町宮原1493-1 週休2日制:その他 経験:不問
変形（1ヶ月単位）

①7:00～16:00
②8:30～17:30

求人:１人 ③11:00～20:00
年齢:60歳以上

雇用期間の定めあり 熊本市東区南町16-8 保険:雇･労･健･厚
(４か月以上) 従業員数:92人 月給制　:月額157,500円～216,520円 休日:他 学歴:高校以上
正社員以外 43010- 3704011 就業場所:阿蘇市乙姫2142-10 週休2日制:その他 経験:不問

ホームヘルパー２級
①7:30～16:30
②9:30～18:30

求人:１人
年齢:64歳以下

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

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

ルート営業

（高森営業所）

雇用期間の定めなし

(株)中九州クボタ

介護職

雇用期間の定めなし

(同)ぽっかぽか

ぽっかぽか・

ハートケア阿蘇

営業

（阿蘇出張所）

雇用期間の定めなし

三和コンクリート

工業　(株)

介護職

／縁がわ小国

雇用期間の定めなし

(特非)

コレクティブ

生活支援員

（あそ上寿園）

雇用期間の定めなし

(福)致知会

介護職

（介護施設）

雇用期間の定めなし

(株)泰星会

（喜笑楽）

介護職／乙姫の家

／６０歳以上専用

(株)

かいごのみらい 資格:不問

E　サービスの職業（介護、看護助手、調理、接客・給仕、管理人）

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）

＊ｺﾝｸﾘｰﾄ二次製品の営業。
側溝、ﾌﾞﾛｯｸなど（最初は先輩営業員
との同行営業になります）

・主に業者間の営業 エリア：県内一円
・営業には社用車を使用します
・携帯電話を支給します

＊住宅有料老人ﾎｰﾑ入居者のﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ
利用者、入所者の介護 全般

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

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

小規模多機能型居宅介護事業所での
介護業務
・食事、入浴、トイレ介助
・身の回りのお世話・送迎（添乗） 等
＊利用者：２８名
＊日勤のみの勤務も可

入浴、排せつ、食事等の介護、その他の
日常のお世話および機能訓練を行うこと
により、ご利用者が有する能力に応じ
自立した日常生活を営むことが出来る様
支援するものです。
＊６０歳以上の方専用求人です

・食事の介助
・入浴の介助
・排泄の介助
・モーニングケア
・食事の配膳、及び下膳等

・食事の介助・入浴介助/着替えの介助
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職種 求人者名 仕事の内容・賃金 就業時間 資格経験

交替制あり
①7:00～16:30
②8:00～17:30

求人:１人 ③8:00～18:00
年齢:18歳以上

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･健･厚
(４か月以上) 従業員数:66人 時給制　:月額154,400円～178,590円 休日:他 学歴:高校以上
正社員以外 43090-  224111 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

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か月以上) 従業員数:265人 日給制　:月額133,450円～133,450円 休日:土日祝 学歴:不問
正社員以外 43090-  181011 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:18～64歳

阿蘇市一の宮町宮地115-1 保険:雇･労･健･厚
従業員数:265人 月給制　:月額136,500円～179,000円 休日:他 学歴:不問

正社員 43090-  184911 就業場所:阿蘇市一の宮町宮地115-1 週休2日制:その他 経験:不問
変形（1ヶ月単位） 介護福祉士
①7:00～16:00
②9:00～18:00

求人:１人 ③10:00～19:00
年齢:18歳以上

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

正社員 43090-  188211 就業場所:阿蘇市内牧117 週休2日制:その他 経験:不問
変形（1ヶ月単位）

①7:00～16:00
②9:00～18:00

求人:２人 ③10:00～19:00
年齢:18歳以上

阿蘇市内牧117 保険:雇･労･健･厚
従業員数:27人 月給制　:月額166,900円～247,400円 休日:他 学歴:不問

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

①7:00～16:00
②8:00～17:30

求人:２人 ③9:30～18:30
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･健･厚
(４か月以上) 従業員数:79人 月給制　:月額153,000円～185,000円 休日:他 学歴:不問
正社員以外 43090-  179811 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

変形（1ヶ月単位）

①7:00～16:00
②8:00～17:00

求人:２人 ③11:30～20:30
年齢:59歳以下

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

正社員 43010- 3327611 就業場所:阿蘇市乙姫2142-10 週休2日制:その他 経験:不問

①9:00～18:00
②9:00～13:00

求人:２人
年齢:59歳以下 普通自動車免許

阿蘇郡南小国町赤馬場144-1 保険:雇･労･健･厚
従業員数:58人 月給制　:月額160,000円～200,000円 休日:日祝他 学歴:不問

正社員 43090-  219211 就業場所:阿蘇郡南小国町赤馬場144-1 週休2日制:その他 経験:あれば尚可(歯

介護職（阿蘇

やまなみ病院）

(医)高森会

資格:不問

介護職員

（福祉施設）

(福)白久寿会

特別養護老人

ホーム　水生苑

資格:不問

介護福祉士

雇用期間の定めなし

(医)社団　問端会

グル－プホーム

といはた
又は16:00～10:00

の間の8時間

介護職（阿蘇

やまなみ病院）

雇用期間の定めなし

(医)高森会

資格:不問

介護職員

（介護施設）

(福)昭寿会

（特別養護老人

ホーム　悠清苑）

介護職

雇用期間の定めなし

(医)社団　問端会

グル－プホーム

といはた

資格:不問

歯科助手

雇用期間の定めなし

(医)社団　健優会

きよら歯科医院

介護職／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

・食事の介助・入浴介助/着替えの介助
・排泄介助等※夜勤は月３回～５回程度。
※介護福祉士の有資格者は試用期間後
正社員登用の道もあります。

※介護の資格の無い方でも最初から指導
しますので資格取得も可能です。

・入浴（衣服の脱着・洗身・洗髪）
・食事（食事のセッティング・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。

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

・食事介助・入浴介助・排泄介助
・認知症の進行を遅くする為の援助
例：ﾚｸﾚｰｼｮﾝ（折り紙・歌・外出
会話・調理・その他）

＊夜勤が出来ない方、パート希望の方の
相談も可能です。

・食事介助・入浴介助・排泄介助
・認知症の進行を遅くする為の援助
※例：ﾚｸﾚｰｼｮﾝ（折り紙・歌・外出・
会話・調理・その他）

＊夜勤が出来ない方、パート希望の方の
相談も可能です。

＊入所者の方の身の回りのお世話及び
介護全般

・食事介助・入浴介助
・着替えの介助・トイレ介助等

入浴、排せつ、食事等の介護、その他の
日常のお世話および機能訓練を行うこと
により、ご利用者が有する能力に応じ
自立した日常生活を営むことが出来る様
支援するものです。

・診療準備・ドクターの診療補助
（吸引器の操作・印象材セメント塗り等）
・使用器具の洗浄や片付け
・患者さまの送迎・物品の買い出し
・院内外の清掃等
※パートでの応募も可能です。

・患者様の受付・清算業務・ｶﾙﾃ整理
7



職種 求人者名 仕事の内容・賃金 就業時間 資格経験

①8:00～17:30
②8:00～12:00

求人:１人 ③8:00～15:30
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:2人 月給制　:月額137,000円～142,000円 休日:日祝他 学歴:高校以上

正社員 43090-  220011 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

①8:40～19:00
②8:40～13:00

求人:１人
年齢:59歳以下

阿蘇郡高森町大字高森1973-3 保険:雇･労･健
従業員数:7人 月給制　:月額152,000円～165,000円 休日:日祝他 学歴:高校以上

正社員 43090-  191611 就業場所:阿蘇郡高森町大字高森1973-3 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港1丁目2番18号 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- 8194111 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
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港1丁目2番18号 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- 8196811 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
変形（1ヶ月単位） 調理師
①8:00～20:00
②10:00～20:00

求人:２人
年齢:不問 普通自動車免許

阿蘇市一の宮町宮地1873 保険:雇･労･健･厚
従業員数:7人 月給制　:月額180,000円～250,000円 休日:他 学歴:不問

正社員 43090-  240111 就業場所:阿蘇市一の宮町宮地1873 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)

熊本市中央区大江6丁目24-19 保険:雇･労･健･厚
従業員数:1,092人 月給制　:月額180,000円～180,000円 休日:土日祝他 学歴:不問

正社員 43010- 4994011 就業場所:阿蘇市黒川881-4 週休2日制:毎週 経験:不問
交替制あり
①8:30～17:30
②9:15～18:15

求人:１人
年齢:不問

雇用期間の定めあり 阿蘇郡小国町大字宮原751-3 保険:雇･労･健･厚
(４か月以上) 従業員数:200人 月給制　:月額149,600円～149,600円 休日:他 学歴:不問
正社員以外 43090-  252211 就業場所:阿蘇郡小国町大字宮原751-3 週休2日制:毎週 経験:あれば尚可(調

交替制あり
①5:00～14:30
②8:30～18:00

求人:２人
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:46,779 時給制　:月額192,800円～244,640円 休日:他 学歴:不問
正社員以外 43010- 3694711 就業場所:阿蘇市黒川1266 週休2日制:毎週 経験:不問

歯科助手

雇用期間の定めなし

みもり歯科医院

資格:不問

受付および

歯科助手

雇用期間の定めなし

児玉歯科医院

資格:不問

福祉理容師

福祉美容師

雇用期間の定めなし

(株)シルバー

サポートジャパン

福祉理容師

福祉美容師

雇用期間の定めなし

(株)シルバー

サポートジャパン

学校給食調理及

び施設管理業務

雇用期間の定めなし

九州綜合サービス

(株)

調理師

（和食・旅館）

雇用期間の定めなし

(有)つるや旅館

調理員 (福)小国町

社会福祉協議会

悠和の里
又は6:30～15:30の

間の8時間程度

調理業務（阿蘇

医療センター）

日清医療食品

(株)南九州支店 資格:不問

・患者様の受付・清算業務・ｶﾙﾃ整理
・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/殺菌消毒/片付け
・院内外の清掃

・患者さんの誘導
・診療器具・備品等整理整頓
・診療器具等の準備、片付け、洗浄
・パソコン入力・院内外の清掃等
＊経験の無い方は丁寧に指導致します。

個人宅・病院・ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ・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・ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ・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。

・宿泊客、宴会客に提供する料理や弁当
・仕出しの調理
・仕込み・盛り付け
・食材の仕入れ（発注・検品）、管理
・食器等の洗浄、管理
★住込みも可能です★

・学校給食センター
調理（切り込み等）
配送
ボイラーの管理等の設備管理

施設内での調理業務全般
切込調理、盛り付け、配膳、洗浄等
※提供食数 １日各５０食

病院厨房内での調理業務
＊朝・昼・夕 各９０食
スタッフ体制

（朝３名・昼６名・夕３名）

＊施設内入所者の給食の調理/関連業務
8



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
①6:00～15:30
②7:00～16:45

求人:２人 ③8:30～18:00
年齢:59歳以下

阿蘇郡南阿蘇村大字一関1282 保険:雇･労･健･厚
従業員数:66人 月給制　:月額140,500円～152,500円 休日:他 学歴:中学・義務教育

正社員 43090-  221311 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
変形（1ヶ月単位）

①8:15～18:00
②6:00～15:30

求人:１人
年齢:不問

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･健･厚
(４か月以上) 従業員数:79人 日給制　:月額143,654円～147,560円 休日:他 学歴:不問
正社員以外 43090-  178711 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

変形（1ヶ月単位）

①6:00～13:45
②10:30～14:15

求人:１人 ③16:00～20:00
年齢:不問

雇用期間の定めあり 阿蘇市一の宮町宮地5936 保険:雇･労･健･厚
(４か月未満) 従業員数:2,031人 時給制　:月額136,612円～153,272円 休日:他 学歴:不問
正社員以外 43090-  230611 就業場所:阿蘇市一の宮町宮地5936 週休2日制:その他 経験:不問

変形（1ヶ月単位）

①7:00～10:30
②17:00～21:30

求人:１人
年齢:59歳以下

阿蘇郡南小国町満願寺6430-1 保険:雇･労･健･厚
従業員数:31人 月給制　:月額162,000円～230,000円 休日:他 学歴:不問

正社員 43090-  214611 就業場所:阿蘇郡南小国町満願寺6430-1 週休2日制:その他 経験:不問
交替制あり
①9:00～18:00

求人:３人
年齢:不問 普通自動車免許

阿蘇郡高森町大字草部750 保険:雇･労･健･厚
従業員数:7人 月給制　:月額160,000円～180,000円 休日:他 学歴:不問

正社員 43090-  266911 就業場所:阿蘇郡高森町大字草部750又は 週休2日制:なし 経験:不問
変形（1年単位）

求人:２人
年齢:59歳以下

熊本市西区田崎町430-11 保険:雇･労･健･厚
従業員数:128人 月給制　:月額250,000円～400,000円 休日:他 学歴:高校以上

正社員 43010- 4174111 就業場所:阿蘇市一の宮町宮地2395-1 週休2日制:その他 経験:あれば尚可(経
変形（1ヶ月単位）

①6:30～10:00
②16:00～20:30

求人:１人
年齢:59歳以下

阿蘇郡南小国町満願寺6430-1 保険:雇･労･健･厚
従業員数:31人 月給制　:月額172,000円～240,000円 休日:他 学歴:不問

正社員 43090-  212011 就業場所:阿蘇郡南小国町満願寺6430-1 週休2日制:その他 経験:あれば尚可(調

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-  249911 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

調理員

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

調理補助

（ホテル）

日本郵政　(株)

かんぽの宿 阿蘇 資格:不問

調理員

（介護施設）

(福)昭寿会

（特別養護老人

ホーム　悠清苑）

資格:不問

ｷｯﾁﾝ/ﾎｰﾙ/食品

加工/養殖業補助

雇用期間の定めなし

(有)木郷滝

自然つりセンター

調理補助

（旅館）

雇用期間の定めなし

(株)夢龍胆

資格:不問

調理人（旅館）

雇用期間の定めなし

(株)夢龍胆

調理スタッフ（よ

かよか亭宮地店）

雇用期間の定めなし

(株)三協

ダイニング
10:00～21:00の

間の8時間程度

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

＊施設内入所者の給食の調理/関連業務
・ご利用者に合う食材の切り込み、
調理、盛り付け

・配膳、下膳・食器洗浄
・厨房内清掃

・栄養士の指導の下で朝食、夕食、
おやつ作り

・配食サービス用弁当作り・調理
・調理器具、器等の洗浄、及び整理整頓
・厨房内の清掃等

＊朝食【ﾊﾞｲｷﾝｸﾞ】・夕食【会席料理】
の補助業務

・食材の洗い/器の準備/片づけ/盛り付け
・厨房の整理整頓及び清掃
【生ごみの処理等】
＊調理器具の洗浄はありません。

＊調理長の指導の下での調理補助
・簡単な食材の洗い、切り込み、下処理
・仕込み、簡単な調理、盛り付け
・調理器具、器の洗いもの
・生ゴミ等の処理
・厨房の清掃等

＊食材仕込み、簡単な調理、
食器洗い・清掃・片付け

＊接客/配膳/レジ/後片付け/食品等販売
＊食品加工：甘露煮、ｻｰﾓﾝの袋詰め等
＊養殖業補助：季節により補助的な業務
あり

□調理スタッフ業務
※ホールスタッフ業務を含みます。
＊洋食、和食、中華、製菓ジャンルを
問いません。

＊調理長の指導の下での調理：
・食材の洗い、切り込み
・夕食・朝食の調理・食材の発注/管理
・メニューの作成
・サービスの指導・厨房の清掃等

・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

□店舗における接客業務全般
9



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）

求人:１人
年齢:59歳以下

熊本市西区田崎町430-11 保険:雇･労･健･厚
従業員数:128人 月給制　:月額186,000円～300,000円 休日:他 学歴:不問

正社員 43010- 4175711 就業場所:阿蘇市一の宮町宮地2395-1 週休2日制:その他 経験:あれば尚可(経
変形（1ヶ月単位）

①13:15～21:00

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5936 保険:雇･労･健･厚
(４か月未満) 従業員数:2,031人 時給制　:月額136,612円～149,940円 休日:他 学歴:不問
正社員以外 43090-  232111 就業場所:阿蘇市一の宮町宮地5936 週休2日制:その他 経験:不問

交替制あり
①6:30～15:10
②7:50～16:30

求人:１人 ③12:20～21:00
年齢:18歳～65歳 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175,000円～195,000円 休日:他 学歴:高校以上

正社員 43090-  265611 就業場所:阿蘇市黒川2323 週休2日制:その他 経験:必須(フロント
変形（1ヶ月単位）

①7:00～15:45
②7:30～16:15

求人:４人 ③13:15～22:00
年齢:不問

雇用期間の定めあり 阿蘇市一の宮町宮地5936 保険:雇･労･健･厚
(４か月未満) 従業員数:2,031人 時給制　:月額168,175円～201,810円 休日:他 学歴:不問
正社員以外 43090-  229411 就業場所:阿蘇市一の宮町宮地5936 週休2日制:その他 経験:不問

交替制あり
①7:00～15:00
②9:00～17:00

求人:１人 ③14:00～22:00
年齢:59歳以下 普通自動車免許

阿蘇郡南小国町満願寺6430-1 保険:雇･労･健･厚
従業員数:31人 月給制　:月額162,000円～230,000円 休日:他 学歴:高校以上

正社員 43090-  215911 就業場所:阿蘇郡南小国町満願寺6430-1 週休2日制:その他 経験:不問
交替制あり
①7:00～16:00
②10:00～19:00

求人:２人 ③14:00～22:00
年齢:不問

阿蘇市一の宮町宮地1873 保険:雇･労･健･厚
従業員数:7人 時給制　:月額172,800円～172,800円 休日:他 学歴:不問

正社員 43090-  241711 就業場所:阿蘇市一の宮町宮地1873 週休2日制:その他 経験:不問
変形（1ヶ月単位）

①7:30～11:30
②17:00～21:00

求人:１人
年齢:59歳以下

阿蘇郡南小国町満願寺6430-1 保険:雇･労･健･厚
従業員数:31人 月給制　:月額162,000円～230,000円 休日:他 学歴:高校以上

正社員 43090-  213311 就業場所:阿蘇郡南小国町満願寺6430-1 週休2日制:その他 経験:不問

ﾌﾛｱｽﾀｯﾌ（よか

よか亭宮地店）

雇用期間の定めなし

(株)三協

ダイニング
10:00～21:00の

間の8時間程度

資格:不問

レストラン業務

（ホテル）

日本郵政　(株)

かんぽの宿 阿蘇 資格:不問

フロント

雇用期間の定めなし

(株)夢龍胆

フロント

（ホテル）

日本郵政　(株)

かんぽの宿 阿蘇 資格:不問

接客係（旅館）

雇用期間の定めなし

(株)夢龍胆

資格:不問

接客・配膳

（旅館）

雇用期間の定めなし

(有)つるや旅館

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

□店舗における接客業務全般

＊ご宿泊のお客様のレストラン等での
料理の配膳・下膳及び接客業務。

・夕食（会席料理）
レストランおよび宴会場での料理の
配膳、下膳、片付け清掃等。

・お客様のチェックインによる受付
・お部屋へのご案内
・チェックアウト時の対応・会計等
・電話応対
＊レストランにおいての接客・配膳・
片づけ等

・チェックイン/アウト時のお客様対応
・フロントにおける収納業務
・チェックアウト対応及び精算業務
・お客様利用予約管理
・電話対応
・パソコンによる予約入力等

・チェックイン、アウト時の受付
・パソコンによる入力・精算業務
・車の移動・予約管理及び顧客管理
・電話応対
＊時間帯によっては、お食事処の接客、
布団敷き等の補助もあります。

・チェックイン、アウト業務
・客室等へのご案内・食事の提供・片付け
・宴会場の準備（ﾃｰﾌﾞﾙ等のｾｯﾃｨﾝｸﾞ）
・片づけ・宴会時の接客、配膳・下膳等
・ﾚｽﾄﾗﾝでの接客や料理だし/レジ
★住込みも可能です★

・お部屋へのご案内及び館内の説明
・お部屋食、お食事処の準備
・夕食、朝食の提供及び下膳、後片付け
・布団の敷き、布団上げ・お見送り
・お部屋の清掃
・お茶ｾｯﾄ、ｱﾒﾆﾃｨｰ等の入れ込み等
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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

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141,050円～203,849円 休日:土日 学歴:不問

正社員 43010- 4538911 就業場所:阿蘇市内牧963-11 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141,050円～203,849円 休日:土日 学歴:不問

正社員 43010- 4560311 就業場所:阿蘇市内牧963-11 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141,050円～203,849円 休日:土日 学歴:不問

正社員 43010- 4562911 就業場所:阿蘇市内牧963-11 週休2日制:毎週 経験:不問
変形（1ヶ月単位）

①8:00～17:00
②17:15～8:30

求人:２人 ③8:30～8:29
年齢:18歳～59歳

熊本市中央区帯山4丁目18-1 保険:雇･労･健･厚
従業員数:940人 時給制　:月額138,400円～190,300円 休日:他 学歴:不問

正社員 43010- 3688211 就業場所:阿蘇市黒川1266 週休2日制:その他 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141,050円～203,849円 休日:土日 学歴:不問

正社員 43010- 4558211 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
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176,000円～176,000円 休日:他 学歴:不問
正社員以外 44010- 2978611 就業場所肥地区(竹田/三重/久住方面)阿蘇地区(阿蘇郡産山村) 週休2日制:その他 経験:あれば尚可

①8:30～17:00

求人:２人
年齢:不問 普通自動車免許

阿蘇市蔵原474-3 保険:労･健･厚
従業員数:0人 月給制　:月額195,000円～225,000円 休日:日祝他 学歴:高校以上

正社員 43090-  172411 就業場所:阿蘇市蔵原474-3 週休2日制:その他 経験:あれば尚可(農

警備係／阿蘇・

高森地区

雇用期間の定めなし

九州警備保障

(株) 資格:不問

警備係隊長候補

／阿蘇地区

雇用期間の定めなし

九州警備保障

(株) 資格:不問

施設常駐警備員

雇用期間の定めなし

(株)キューネット

資格:不問

警備係／阿蘇・

高森地区

雇用期間の定めなし

九州警備保障

(株) 資格:不問

農園作業員

雇用期間の定めなし

(有)つじ農園

（農業法人）

交通警備員（豊肥

地区・阿蘇地区）

大分総合警備管理

(株)

警備係／小国・

南小国地区

雇用期間の定めなし

九州警備保障

(株) 資格:不問

F　保安の職業（警備員等）

G　農林漁業の職業（農業、林業、漁業）

・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」

・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」

・駐車場巡回・電話対応
・夜間救急窓口対応
・料金授受・立哨
＊同一エリア内の他契約先で
イベント等、勤務の可能性あり

＊６０歳以上の方も歓迎

・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」

○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。
（現場の勤務スケジュールに準じる）
＊夜勤の出来ない方は日勤勤務での相談
に応じます＊夜勤のみの勤務可能です

・苗作り、定植、水やり、収穫、箱詰め、
出荷及び出荷管理等

・小型ﾄﾗｸﾀｰでの畝立て、除草作業等
＊数人のﾒﾝﾊﾞｰで各作業を分担／担当した
り、一緒に作業したりという形になり
ます。

ﾛﾎﾞｯﾄ搾乳120頭/乳牛の搾乳作業約100頭
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職種 求人者名 仕事の内容・賃金 就業時間 資格経験

交替制あり
①8:30～17:30
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:5人 月給制　:月額203,000円～215,500円 休日:他 学歴:不問

正社員 43090-  238011 就業場所:阿蘇市黒川732 週休2日制:なし 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-  239311 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）
①8:00～17:00

求人:１人
年齢:40歳以下 自動車免許(AT不可)

阿蘇市一の宮町宮地2313 保険:雇･労･健･厚
従業員数:48人 月給制　:月額160,000円～200,000円 休日:日祝他 学歴:高校以上

正社員 43090-  237411 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

①8:30～17:15

求人:５人
年齢:不問

雇用期間の定めあり 熊本市東区長嶺東6丁目8-6 保険:雇･労･健･厚
(４か月未満) 従業員数:15人 時給制　:月額156,800円～156,800円 休日:土日祝他 学歴:不問
有期雇用派遣労働者 43010- 4738311 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）
①8:20～17:00

求人:２人
年齢:59歳以下

阿蘇市一の宮町宮地4613-14 保険:雇･労･健･厚
従業員数:1,300人 日給制　:月額137,670円～137,670円 休日:日祝他 学歴:不問

正社員 43090-  227211 就業場所:阿蘇市一の宮町宮地4613-14 週休2日制:その他 経験:あれば尚可(経
変形（1年単位）
①8:30～17:30

求人:１人
年齢:64歳以下

阿蘇市内牧1034-1 保険:雇･労･健･厚
従業員数:23人 時給制　:月額138,240円～155,520円 休日:日他 学歴:不問

正社員 43090-  208111 就業場所:阿蘇市内牧1034-1 週休2日制:その他 経験:あれば尚可(下
変形（1年単位）
①8:30～17:15

求人:１人
年齢:不問

雇用期間の定めあり 阿蘇郡高森町大字高森2141-3 保険:雇･労･健･厚
(４か月以上) 従業員数:100人 時給制　:月額159,650円～159,650円 休日:土日他 学歴:高校以上
正社員以外 43090-  256311 就業場所:阿蘇郡高森町大字高森2141-3 週休2日制:毎週 経験:不問

乳牛の飼育と

牧草の収穫

雇用期間の定めなし

(株)洞田貫牧場

太陽光パネルに

関わる製品組立

．

(資)エフピーシー

資格:不問

ｶﾞﾗｽ工事等の配送

及び施工スタッフ

雇用期間の定めなし

(株)古木常七商店

プラスチック

製品の製造

(株)伊澤製作所

資格:不問

婦人下着の

縫製業務

雇用期間の定めなし

(株)マルキ

熊本工場 資格:不問

ｿｰｲﾝｸﾞｽﾀｯﾌ

雇用期間の定めなし

(有)阿蘇

ソーイング 資格:不問

H　生産工程の職業（金属加工、製品製造、機械の組立等）

林業作業員

雇用期間の定めなし

工藤木材

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
・エサやり・管理
（早朝の勤務の時は朝、通常の勤務の時
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

＊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

・新築のガラスサッシの搬入・施工
・ガラスの割れ替え・鍵の取り替え
・窓や玄関ドアのリフォーム等に係る
搬入・施工・軽ﾄﾗｯｸ（又は２ｔﾄﾗｯｸ）
での配送＊未経験者の方には、基本的
なところから丁寧にお教えします。

・ソーラー機器の組立・検査・梱包
・太陽光パネルに関わる製品の組立
＊入社後教育指導を実施します。
＊女性/男性問わず多数活躍されています。
＊簡単に出来る作業です。

＊幼稚園から高校までの制服の縫製及び
下手間作業等。

・縫い上げた物の検査

※未経験の方には丁寧に指導いたします。

工業用ミシンで婦人用ショーツ・
インナーを縫製します。
＊経験の有る方は、縫製指導員も募集
しています。

＊工作機械（ﾏｼﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰやNC旋盤）へ
工具や治具/材料をセットし部品製造。

・工作機械（自動）を操作し材料を切削
加工、ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ部品を製造・出来上がっ
た切削加工品のバリ取り/仕上げ作業

・工場内の整理整頓

◎車載用のヘッドライト部品の製造。
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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
②17:00～2:00

求人:１人
年齢:18歳以上

雇用期間の定めあり 菊池市泗水町吉富205番地4 保険:雇･労･健･厚
(４か月未満) 従業員数:139人 時給制　:月額172,800円～172,800円 休日:土日 学歴:不問
有期雇用派遣労働者 43030-  978411 就業場所:阿蘇郡南阿蘇村大字吉田211 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 熊本市東区月出7丁目1番8号1Ｆ 保険:雇･労･健･厚
(４か月未満) 従業員数:750人 時給制　:月額176,000円～176,000円 休日:土日祝他 学歴:不問
有期雇用派遣労働者 43010- 4740811 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） 中型自動車免許
①8:30～17:30

求人:１人
年齢:59歳以下

東京都中央区日本橋3-12-2　朝日ビルヂング7Ｆ 保険:雇･労･健･厚
従業員数:8,659人 月給制　:月額168,100円～287,990円 休日:日祝他 学歴:高校以上

正社員 13010- 9436711 就業場所:阿蘇市黒川字横井ノ本1536-2 週休2日制:その他 経験:あれば尚可(経
変形（1年単位）
①8:30～17:15

求人:１人
年齢:不問

雇用期間の定めあり 阿蘇郡高森町大字高森2141-3 保険:雇･労･健･厚
(４か月以上) 従業員数:100人 時給制　:月額159,650円～159,650円 休日:土日他 学歴:高校以上
正社員以外 43090-  255011 就業場所:阿蘇郡高森町大字高森2141-3 週休2日制:毎週 経験:不問

交替制あり
①6:00～14:30
②14:20～22:50

求人:１人
年齢:18歳以上

雇用期間の定めあり 熊本市北区武蔵ケ丘9丁目3-21　ルアナビル2階 保険:雇･労･健･厚
(４か月未満) 従業員数:13,728 時給制　:月額165,191円～165,191円 休日:土日他 学歴:不問
有期雇用派遣労働者 43010- 4023511 就業場所:阿蘇市永草2089 週休2日制:毎週 経験:不問

交替制あり
①6:00～14:30
②14:20～22:50

求人:１人
年齢:18歳以上

雇用期間の定めあり 熊本市北区武蔵ケ丘9丁目3-21　ルアナビル2階 保険:雇･労･健･厚
(４か月未満) 従業員数:13,728 時給制　:月額165,191円～165,191円 休日:土日他 学歴:不問
有期雇用派遣労働者 43010- 3974611 就業場所:阿蘇市永草2089 週休2日制:毎週 経験:不問

変形（1年単位）
①9:00～18:00

求人:１人
年齢:44歳以下 自動車免許(AT不可)

阿蘇市黒川1567-2 保険:雇･労･健･厚
従業員数:10人 月給制　:月額180,000円～300,000円 休日:他 学歴:不問

正社員 43090-  264311 就業場所:阿蘇市黒川1567-2 週休2日制:その他 経験:不問

機械整備

（阿蘇営業所）

雇用期間の定めなし

(株)アクティオ

電子機器（ﾊﾟﾜｰｺﾝ

ﾃﾞｨｼｮﾅｰ）の組立

(株)MUSASHI

熊本支店 資格:不問

ゴム製品の検査・

チェック業務

(株)ワールド

インテック

熊本営業所

資格:不問

ゴム製品の検査・

チェック業務

(株)ワールド

インテック

熊本営業所

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）
ロードサービス

作業員

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）

ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製品の

検査/出荷業務

(株)伊澤製作所

資格:不問

◎小物パーツの

取付け

サンワアルティス

(株) 資格:不問

◎車載用のヘッドライト部品の製造。
・型の決められた箇所に小物ﾊﾟｰﾂを
はめ込む

・電動ドﾗｲﾊﾞｰで決められた箇所をﾈｼﾞで
締める等の簡単なくり返し作業です。

・台車に乗った機器を手元で組立。
・電動ﾄﾞﾗｲﾊﾞｰを使用し部品を取付けます
・作業はﾏﾆｭｱﾙ化されているので安心です
・流れ作業ではありませんが黙々と作業
をされるのが好きな方に向いています

・他、付帯業務あり

建設現場などで使用するﾚﾝﾀﾙ機械を修理
・点検・ﾒﾝﾃﾅﾝｽする仕事です。機械整備
の経験や資格がある方は特技を活かせる
職場です。未経験の方も、入社後の研修
で必要なｽｷﾙを身につけることができ、
資格取得も会社でﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟしています。

＊プラスチック製造品の最終検査業務
・測定器や計測器を使用して、良否判定
を行って頂きます

＊倉庫内の整理整頓及び管理
＊お得意様への出荷業務
＊丁寧に指導致します＊

・ゴム生地を型に流し込み熱や圧力をかけ
て成形。（主に機械操作になります。）
・仕上げ工程で、製品とならない部分と
製品を見分け、選別していきます。

・検査機にかけたり目視で最終チェック
する場合もあります。

・材料をﾌﾟﾚｽ機にｾｯﾄしﾎﾞﾀﾝを押します。
・はみ出し部分（バリ）を取る作業
・目で見る検査：変形やキズ、はみ出し
を確認する。

＊細かい指導をもらえるので、初めて
でも安心です。

・路上にて故障車、事故車の移動・運搬
・ガス欠自動車の給油作業
・タイヤ交換、簡単な整備等
＊研修期間中は、同行による研修を実施
します。

保養所の常駐管理
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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）

①9:00～18:00

求人:１人
年齢:59歳以下 普通自動車免許

熊本市中央区本荘6丁目17番21号　株式会社九電工熊本支店ビル4階 保険:雇･労･健･厚
従業員数:4,400人 月給制　:月額153,100円～226,100円 休日:他 学歴:不問

正社員 43010- 3204611 就業場所:阿蘇郡南阿蘇村大字河陰5番35 週休2日制:毎週 経験:あれば尚可(経

第二種電気工事士
①8:30～17:30

求人:１人
年齢:不問 普通自動車免許

阿蘇市一の宮町宮地4555-48 保険:雇･労
従業員数:4人 月給制　:月額160,000円～250,000円 休日:日他 学歴:不問

正社員 43090-  262411 就業場所:阿蘇市一の宮町宮地4555-48 週休2日制:なし 経験:必須(実務経験
変形（1ヶ月単位）

①8:00～17:00

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2223 保険:雇･労･健･厚
従業員数:12人 月給制　:月額180,000円～200,000円 休日:日祝他 学歴:高校以上

正社員 43090-  210511 就業場所:阿蘇市一の宮町宮地2223 週休2日制:その他 経験:不問
中型自動車免許

①8:00～17:00

求人:１人
年齢:不問 自動車免許(AT不可)

阿蘇郡小国町宮原1536-6 保険:雇･労･健･厚
従業員数:7人 日給制　:月額200,000円～200,000円 休日:土日 学歴:不問

正社員 43090-  193111 就業場所:阿蘇郡小国町宮原1536-6 週休2日制:その他 経験:あれば尚可(作

変形（1ヶ月単位） 大型自動車免許
①8:00～17:00

求人:１人
年齢:59歳以下

阿蘇市蔵原885-1 保険:雇･労･健･厚
従業員数:96人 日給制　:月額211,850円～211,850円 休日:日祝他 学歴:高校以上

正社員以外 43090-  247311 就業場所:阿蘇郡高森町高森2823-2 週休2日制:その他 経験:不問
交替制あり
①7:00～16:00
②9:00～18:00

求人:３人
年齢:不問 普通自動車免許

阿蘇郡南阿蘇村大字河陰3886-1 保険:採用後加入
従業員数:0人 月給制　:月額185,000円～260,000円 休日:土日祝 学歴:不問

正社員 43090-  261511 就業場所:阿蘇郡南阿蘇村大字河陰3886-1 週休2日制:毎週 経験:不問
変形（1ヶ月単位）

①8:00～17:00

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2223 保険:雇･労･健･厚
従業員数:12人 月給制　:月額180,000円～185,000円 休日:日祝他 学歴:高校以上

正社員 43090-  209711 就業場所:阿蘇市一の宮町宮地2223 週休2日制:その他 経験:不問

電気工事業

作業員

雇用期間の定めなし

松田電設

施設管理

雇用期間の定めなし

星光ビル管理

(株)熊本営業所

土木作業員

雇用期間の定めなし

(有)おぐに建設

建築工事作業員

雇用期間の定めなし

(株)熊本紅屋

配送／倉庫

作業員

雇用期間の定めなし

(株)たすけあい

運搬作業員

雇用期間の定めなし

阿蘇森林組合

配送

雇用期間の定めなし

(株)熊本紅屋

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）

保養所の常駐管理

電気工事に係る次ぎのような業務：
・電気配線工事
・照明器具取付
・エアコン工事
・弱電工事
・防犯工事 等

・現場へ資材搬入出（木材/ﾎﾞｰﾄﾞ/ﾋﾞｽ等）
・現場内の後片付け/清掃・廃材の搬出
・トラック、ダンプ、ユンボ等の運転も
あります。※他の業務（配送等）の
繁忙時には、応援作業をお願いする
場合があります。

現場作業等：
・土工（人力、補助）、土木作業
・構造物工（補助）、ブロック・側溝等
の組み立て

・車両（２ｔ、４ｔダンプ）運転

・伐採地で２～８ｍの針葉樹/広葉樹を
ﾄﾗｯｸに装備されているｸﾞﾗｯﾌﾟﾙで積み
込み・積み下ろしをする作業です。

・運搬場所は基本的には高森支所ですが、
阿蘇郡市や山都町の場合もあり。場合
により重機を使用する時もあります。

・ﾄﾗｯｸを運転して荷物の配送・集荷作業
・荷物の仕分け、積み下ろし、倉庫内で
トラック会社に引渡し

・お水（保存水）の受注・発送業務

＊阿蘇市内、南阿蘇方面、熊本市内。
＊配達には社用車使用（軽ﾄﾗｯｸ、1t/2t
ﾄﾗｯｸを使用。3tﾀﾞﾝﾌﾟ/ﾕﾆｯｸ車有）

＊荷物の積み下ろし※他の業務（工事
作業等）の繁忙時には、応援作業を
お願いする場合があります。

＊重機や車輛の運転および機械
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職種 求人者名 仕事の内容・賃金 就業時間 資格経験

変形（1ヶ月単位）

①8:30～17:30

求人:２人
年齢:59歳以下 自動車免許(AT不可)

熊本市東区戸島町2874 保険:雇･労･健･厚
従業員数:280人 月給制　:月額202,200円～202,200円 休日:日他 学歴:不問

正社員 43010- 4118711 就業場所:阿蘇市跡ケ瀬177 週休2日制:その他 経験:不問

①8:00～17:00

求人:３人
年齢:59歳以下

阿蘇市永草1318 保険:雇･労･健･厚
従業員数:60人 月給制　:月額180,000円～190,000円 休日:日祝他 学歴:不問

正社員 43090-  204011 就業場所:阿蘇市永草1318 週休2日制:その他 経験:不問

①8:00～17:00

求人:３人
年齢:59歳以下

阿蘇市永草1318 保険:雇･労･健･厚
従業員数:60人 月給制　:月額170,000円～180,000円 休日:日祝他 学歴:不問

正社員 43090-  205311 就業場所:阿蘇市永草1318 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か月以上) 従業員数:391人 時給制　:時給1,207円～1,289円 休日:土日祝 学歴:不問
パート労働者 43090-  257611 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

保健師
①8:30～17:15

求人:１人
年齢:不問 普通自動車免許

雇用期間の定めあり 阿蘇市一の宮町宮地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1,207円～1,288円 休日:土日祝 学歴:不問
パート労働者 43090-  180411 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

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- 4399011 就業場所:阿蘇郡小国町 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:不問

阿蘇市一の宮町宮地4735-6 保険:雇･労
従業員数:6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-  236511 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

工場作業員

雇用期間の定めなし

有価物回収協業

組合 石坂ｸﾞﾙｰﾌﾟ

作業員：

選別作業

雇用期間の定めなし

日本興商(株)

熊本支店 資格:不問

作業員

雇用期間の定めなし

日本興商(株)

熊本支店 資格:不問

保健師：会計年度

任用職員

阿蘇市役所

保健師：会計年度

任用職員

阿蘇市役所

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

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

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

（ほけん課）令和３年４月１日より雇用
・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

（ほけん課）令和３年３月３１日まで雇用
・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

＊重機や車輛の運転および機械
オペレーター

＊廃棄物や有価物の選別作業

＊非鉄金属の収集やﾘｻｲｸﾙするための
選別作業が主になります

・専門機械に、資材を投入していく
作業です。

・構内整理等も行っていただきます

＊非鉄金属の収集やﾘｻｲｸﾙするための
選別作業

・構内整理等も行っていただきます

・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ｸﾞ補助
高齢者の介護予防教室での仕事です。
運動スタッフと一緒に教室が実施される
ため、未経験の方でも安心して仕事が
出来ます。見学も可能です。

＊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。

認知症グループホームでの介護及び生活
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職種 求人者名 仕事の内容・賃金 就業時間 資格経験

看護師

求人:２人
年齢:不問

雇用期間の定めあり 熊本市東区南町16-8 保険:雇･労･健･厚
(４か月以上) 従業員数:92人 時給制　:時給1,150円～1,480円 休日:他 学歴:不問
パート労働者 43010- 3329111 就業場所:阿蘇市乙姫2142-10 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:不問

阿蘇市一の宮町宮地4735-6 保険:雇･労
従業員数:6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-  235211 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

①9:00～17:00 作業療法士

求人:２人 上記のいずれか
年齢:不問

雇用期間の定めあり 熊本市東区神園2丁目1番1号 保険:雇･労
(４か月未満) 従業員数:220人 時給制　:時給1,300円～1,500円 休日:土日祝他 学歴:高校以上
パート労働者 43010- 4400811 就業場所:熊本県内の公共施設 週休2日制:毎週 経験:あれば尚可(経

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946円～1,019円 休日:土日祝他 学歴:不問
パート労働者 43090-  202511 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

中学校教諭免許（専修/１種/２種）

高等学校教諭免許（専修/１種）

求人:１人 上記のいずれか
年齢:不問

雇用期間の定めあり 阿蘇市一の宮町宮地504番地1 保険:雇･労･健･厚
(４か月以上) 従業員数:391人 時給制　:時給1,029円～1,055円 休日:土日祝他 学歴:短大以上
パート労働者 43090-  200811 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

小学校教諭免許（専修/１種/２種）

中学校教諭免許（専修/１種/２種）

高等学校教諭免許（専修/１種）

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1,029円～1,055円 休日:土日祝他 学歴:短大以上
パート労働者 43090-  201211 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

交替制あり
①8:30～16:30
②10:15～18:15

求人:１人 ③8:30～17:15
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946円～1,055円 休日:月祝他 学歴:不問
パート労働者 43090-  199011 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

准看護師

雇用期間の定めなし

松見内科

クリニック

看護職／乙姫の家 (株)

かいごのみらい
8:30～17:30の

間の6時間以上

身体機能・訪問

ｱｾｽﾒﾝﾄ業務

(株)くまもと

健康支援研究所

又は9:00～17:00の

間の4時間

特別支援学級

生活支援員

阿蘇市役所

8:00～17:00の

間の7時間程度

通常学級学習支

援員（教育課）

阿蘇市役所

8:00～17:00の

間の7時間程度

資格:不問

英語教育支援員

（教育課）

阿蘇市役所

8:00～17:00の

間の7時間程度

図書館図書司書

（教育課）

阿蘇市役所

認知症グループホームでの介護及び生活
支援業務に加え、１８名の入所者の健康
管理/服薬管理/看護処置、協力医療機関
との連携等に携わっていただきます。

＊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。

・健康教室における高齢者の
アセスメント業務

・訪問アセスメント業務
（スポット訪問）

（教育課）小・中学校の特別支援学級に
おいて知的障がいや多動症、自閉症等を
もつ、特別に支援を要する児童や生徒の
身の回りのお世話/学校生活の支援業務。
★採用人数については、次年度の予算の
関係により変更となる場合があります

＊児童への英語教育学習支援業務
＊学校内における教育活動の支援
（サポート）
＊英語科及び外国語活動の補助的な授業
支援、授業づくり支援業務（担当校は
複数となる可能性があります）

＊小・中学校において、通常学級に在籍
する学習障害(LD)注意欠如(ADHD)等の
障害がある児童や生徒への学習支援。

・授業時における困り感を持った児童の
学習支援・学校内における教育活動の
支援（ｻﾎﾟｰﾄ）・複式学級の対応あり。

○阿蘇市立図書館において本の貸し出し、
返却、整理、図書館内の清掃等、図書
に関する司書業務全般に従事していた
だきます。

★採用人数については、次年度の予算の
関係により変更となる場合があります
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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

求人:１人
年齢:不問

雇用期間の定めあり 阿蘇市乙姫2052 保険:雇･労･健･厚
(４か月以上) 従業員数:67人 時給制　:時給800円～850円 休日:他 学歴:不問
パート労働者 43090-  186711 就業場所:阿蘇市乙姫2052 週休2日制:毎週 経験:不問

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
従業員数:140人 時給制　:時給900円～1,100円 休日:土日 学歴:不問

パート労働者 43090-  175611 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

①9:00～17:30

求人:１人
年齢:不問

阿蘇郡高森町高森　1978-2 保険:雇･労
従業員数:2人 時給制　:時給800円～1,000円 休日:他 学歴:不問

パート労働者 43090-  174311 就業場所:阿蘇郡高森町高森　1978-2 週休2日制:毎週 経験:必須(基本的な

①9:00～16:00
②9:00～15:00

求人:１人 ③10:00～16:00
年齢:不問 普通自動車免許

雇用期間の定めあり 熊本市中央区水前寺6丁目18-1 保険:雇･公･健･厚
(４か月以上) 従業員数:5,100人 日給制　:時給925円～1,159円 休日:土日祝他 学歴:不問
パート労働者 43010- 3078011 就業場所:阿蘇市一の宮町宮地2402 週休2日制:毎週 経験:不問

①9:00～17:00

求人:１人 上記のいずれか
年齢:不問 普通自動車免許

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951円～1,286円 休日:土日祝 学歴:不問
パート労働者 43090-  243211 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(・

交替制あり
①10:00～18:30
②10:30～19:00

求人:２人
年齢:不問

雇用期間の定めあり 鹿児島県鹿児島 保険:雇･労･健･厚
(４か月以上) 従業員数:546人 時給制　:時給850円～1,050円 休日:他 学歴:高校以上
パート労働者 46010- 5519911 就業場所:阿蘇市西町864 週休2日制:毎週 経験:不問

①17:00～22:00

求人:１人
年齢:不問

雇用期間の定めあり 阿蘇郡小国町大字宮原1851番地 保険:雇･労
(４か月以上) 従業員数:125人 時給制　:時給850円～850円 休日:他 学歴:不問
パート労働者 43090-  216111 就業場所:阿蘇郡小国町大字宮原1851番地 週休2日制:毎週 経験:不問

資格:不問

一般事務

（介護施設）

雇用期間の定めなし

(福)やまなみ会

なでしこの里
9:00～17:30の

間の4時間程度

事務スタッフ 阿蘇ハイランド

開発　(株)
8:00～17:00の

間の7時間程度

熊本県受動喫煙

防止対策嘱託員

熊本県健康福祉部

健康局健康づくり

推進課
又は8:30～17:15の

間の5時間程度

一般事務

雇用期間の定めなし

協同組合　高森

ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰ 資格:不問

消費生活相談員 阿蘇市役所

補助員（ﾚｼﾞ/事務

業務）［阿蘇店］

(株)九州テックラ

ンド　鹿児島支社 資格:不問

レジ係 (株)熊本フレイン

ゆめおぐに店 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）

＊令和３年３月にオープン予定の
「フランピングビレッジ阿蘇」の事務。
・現金の集計
・売上計算、日報作成
・電話及びｲﾝﾀｰﾈｯﾄでの予約受付業務
・その他付随する業務

・出勤簿の管理・給料計算
・経理事務及び決算処理業務
・各種書類作成（パソコン入力）
・金融機関への手続
・郵便物の受付及び発送業務
・事務所内の整理整頓や清掃

（１）制度周知、広報啓発
（２）県民や施設等からの相談対応
（３）既存特定飲食提供施設からの

届出対応
（４）県民からの苦情/違反施設への対応
＊公用車または自家用車使用

＊経理事務業務
会計ｿﾌﾄを使用した売上金の伝票整理、
各種預り金の現金管理

＊簡単な文書・表計算作成
（パソコンのワード、エクセルを使用）
＊郵便物の発送業務等

・消費生活に係る相談対応/ｼｽﾃﾑ入力業務
・消費生活に係る資料の提供及び情報
収集業務

・出前講座等消費者啓発業務

○ヤマダＨＤグループ九州テックランド
阿蘇店においてﾚｼﾞ/配送手続き/金銭
管理、ｶｳﾝﾀｰ内でのお客様対応等。

※研修期間がありますので未経験の方
でも大丈夫です。

※先輩社員が優しく指導致します。

・購入頂いた商品のレジ打ち
・金銭の受渡し
・品薄になった商品の店頭だし
・商品の簡単な発注業務
・あと片付け及びレジ周辺の整理整頓

・レジ業務・商品の補充及び陳列
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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

①17:00～22:00
②13:00～18:00

求人:４人
年齢:不問

雇用期間の定めあり 阿蘇郡高森町大字高森2216 保険:雇･労
(４か月以上) 従業員数:125人 時給制　:時給850円～850円 休日:他 学歴:不問
パート労働者 43090-  218811 就業場所:阿蘇郡高森町大字高森2216 週休2日制:毎週 経験:不問

求人:１人
年齢:不問

熊本市東区健軍本町53-9 保険:雇･労
従業員数:99人 時給制　:時給800円～900円 休日:他 学歴:不問

パート労働者 43010- 4850611 就業場所:阿蘇市蔵原832-1 週休2日制:その他 経験:不問
交替制あり
①6:00～11:00

求人:２人
年齢:不問

阿蘇市内牧966 保険:雇･労
従業員数:244人 時給制　:時給800円～850円 休日:他 学歴:不問

パート労働者 43090-  195811 就業場所:阿蘇市内牧966 週休2日制:その他 経験:不問

①8:00～13:00

求人:２人
年齢:不問

雇用期間の定めあり 阿蘇郡高森町大字高森2216 保険:雇･労
(４か月以上) 従業員数:125人 時給制　:時給850円～850円 休日:他 学歴:不問
パート労働者 43090-  217711 就業場所:阿蘇郡高森町大字高森2216 週休2日制:毎週 経験:不問

①8:45～13:45
②13:00～18:00

求人:２人 ③9:00～18:00
年齢:不問

雇用期間の定めあり 阿蘇市黒川1440-1 保険:雇･労
(４か月以上) 従業員数:22人 時給制　:時給850円～950円 休日:他 学歴:高校以上
パート労働者 43090-  196211 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
①10:00～18:30
②10:30～19:00

求人:１人
年齢:不問

雇用期間の定めあり 鹿児島県鹿児島 保険:雇･労･健･厚
(４か月以上) 従業員数:546人 時給制　:時給850円～1,050円 休日:他 学歴:高校以上
パート労働者 46010- 5518611 就業場所:阿蘇市西町864 週休2日制:毎週 経験:不問

①8:30～17:00

求人:１人
年齢:59歳以下

阿蘇郡小国町大字宮原1814 保険:雇･労
従業員数:2人 時給制　:時給850円～950円 休日:土日 学歴:高校以上

パート労働者 43090-  242811 就業場所:阿蘇郡小国町大字宮原1814 週休2日制:毎週 経験:あれば尚可(有

①8:45～13:00
②12:45～17:00

求人:９人 ③16:15～19:00
年齢:不問

雇用期間の定めあり 福岡県大牟田市四箇新町1丁目9番　大牟田テクノパーク内 保険:労
(４か月未満) 従業員数:11,306 時給制　:時給900円～950円 休日:他 学歴:高校以上
パート労働者 40030- 1450611 就業場所:阿蘇市一の宮町宮地字高田447-1週休2日制:その他 経験:不問

レジ係 (株)熊本フレイン

高森店 資格:不問

(株)熊本フレイン

高森店 資格:不問

資格:不問

販売職（スーパー

みやはら内牧店）

雇用期間の定めなし

(株)みやはら

又は6:00～17:00の

間の5時間程度

資格:不問

惣菜部スタッフ

雇用期間の定めなし

(株)丸勢

6:00～17:00の

間の3時間以上

販売（レジ） NPO法人　ASO

田園空間博物館

又は9:00～18:00の

間の5時間程度

資格:不問

販売員（ﾊｰﾄﾞｱﾝﾄﾞ

ｸﾞﾘｰﾝ 一の宮店）

(株)コメリ 九州

ストア サポート

センター

資格:不問

ｶﾞｿﾘﾝｽﾀﾝﾄﾞ店員

雇用期間の定めなし

(有)柴尾石油

又は9:00～17:30の

間の7時間以上

補助員（販売）

［阿蘇店］

(株)九州テックラ

ンド　鹿児島支社 資格:不問

販売（鮮魚部）

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

＊希望時間、日数、曜日はできる限り
相談に応じます。

○店内で販売するお惣菜を作り、パック
詰めにして陳列するお仕事です。

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

・ﾊﾟｯｸ詰め/値打ち/商品出し/陳列/整理
・後片づけ、及び清掃
＊就業日数、時間、曜日は出来る限り
相談に応じます。又、ﾌﾙﾀｲﾑ希望の方
も相談に応じます。

＊ＪＲ阿蘇駅横（道の駅阿蘇）の売店に
おいて、販売やレジ業務等を担当。
主に店内の接客業務、レジ業務
他に商品の補充及び陳列、陳列棚の
清掃等

＊土、日、祝日勤務可能な方希望

○ヤマダＨＤグループ九州テックランド
阿蘇店において、店内販売、レジ、
契約業務/品出し/他店内業務を行う。

※研修期間がありますので未経験の方で
も大丈夫です。

・給油車両の誘導
・給油、及び給油補助
・会計、精算業務
・洗車対応
・その他、カー商品等の販売支援

○ホームセンターでの商品の陳列・補充
・整理、レジ係、清掃等の作業に従事
していただきます。

＊週２０時間未満の勤務です。
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職種 求人者名 仕事の内容・賃金 就業時間 資格経験

①9:00～18:00

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:82人 時給制　:時給820円～820円 休日:他 学歴:不問

パート労働者 43090-  244511 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
ホームヘルパー２級

①7:00～9:00
②16:30～18:30

求人:１人
年齢:不問

阿蘇郡南阿蘇村大字一関1850-1 保険:労
従業員数:10人 時給制　:時給1,250円～1,350円 休日:他 学歴:高校以上

パート労働者 43090-  198411 就業場所:阿蘇郡南阿蘇村大字一関1850-1 週休2日制:毎週 経験:不問

求人:２人
年齢:不問

雇用期間の定めあり 熊本市東区南町16-8 保険:雇･労･健･厚
(４か月以上) 従業員数:92人 時給制　:時給910円～1,250円 休日:他 学歴:高校以上
パート労働者 43010- 3330211 就業場所:阿蘇市乙姫2142-10 週休2日制:毎週 経験:不問

①14:30～19:00
②8:40～13:00

求人:１人
年齢:59歳以下

阿蘇郡高森町大字高森1973-3 保険:労
従業員数:7人 時給制　:時給850円～950円 休日:日祝他 学歴:高校以上

パート労働者 43090-  192911 就業場所:阿蘇郡高森町大字高森1973-3 週休2日制:毎週 経験:あれば尚可(経
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港1丁目2番18号 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 学歴:不問

パート労働者 40010- 8140411 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
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港1丁目2番18号 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 学歴:不問

パート労働者 40010- 8141011 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

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･労
(４か月以上) 従業員数:391人 時給制　:時給1,029円～1,055円 休日:土日祝 学歴:短大以上
パート労働者 43090-  203411 就業場所:阿蘇市一の宮町宮地504番地1 週休2日制:その他 経験:不問

清掃及び

生活援助

雇用期間の定めなし

(株)南阿蘇

ケアサービス

又は8:30～17:30の

間の8時間

歯科助手

雇用期間の定めなし

みもり歯科医院

資格:不問

介護職／乙姫の家 (株)

かいごのみらい
8:30～17:30の

間の6時間以上

資格:不問

福祉理容師

福祉美容師

雇用期間の定めなし

(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

福祉理容師

福祉美容師

雇用期間の定めなし

(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

E　サービスの職業（介護、看護助手、調理、接客・給仕、管理人）

学校給食配膳員

（教育課）

阿蘇市役所

8:00～17:00の

間の7時間以上

介護職

（介護施設）

雇用期間の定めなし

(株)泰星会

（喜笑楽）

・患者さんの誘導・診療機器の整理整頓
・診療器具の準備、片付け、洗浄
・備品等の整理整頓・院内外の清掃
◆経験のない方もスタッフが丁寧に
指導いたします。

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。

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。

＊阿蘇市内小学校／中学校での給食配膳
・給食ｾﾝﾀｰより配送された給食の受け
取り、返却・配膳や後片付け

・配膳室・備品等の清掃・消毒、
・食器具等の洗浄
・給食に関する庶務業務

・注文受け・料理、飲み物等の提供

高齢者施設内の清掃/施設利用者の方の
身の回りのお手伝い等。
・各部屋/フロア/トイレ/浴槽等の清掃
・洗濯、衣類たたみ
・食事の配膳手伝い、片づけ
・利用者の方の見守り

・食事の介助
・入浴の介助
・排泄の介助
・モーニングケア
・食事の配膳、及び下膳等

認知症ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑでの介護及び生活支援。認
知症を患った18名の方々の共同生活を
支援します。自分らしく生活していただ
くための認知症ｹｱ・身体介護・ﾒﾝﾀﾙｹｱ・
日常生活支援（炊事・洗濯・掃除等）に
携わっていただきます。
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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

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850円～1,000円 休日:他 学歴:不問

パート労働者 43090-  248611 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

求人:２人
年齢:不問

雇用期間の定めあり 熊本市西区田崎町430-11 保険:雇･労
(４か月以上) 従業員数:128人 時給制　:時給900円～900円 休日:他 学歴:不問
パート労働者 43010- 4176811 就業場所:阿蘇市一の宮町宮地2395-1 週休2日制:その他 経験:あれば尚可(経

①17:00～21:00

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5936 保険:雇･労
(４か月未満) 従業員数:2,031人 時給制　:時給820円～870円 休日:他 学歴:不問
パート労働者 43090-  233711 就業場所:阿蘇市一の宮町宮地5936 週休2日制:毎週 経験:不問

①6:30～13:00
②17:00～22:00

求人:１人
年齢:不問

雇用期間の定めあり 福岡県福岡市博多区博多駅中央街7-6 保険:雇･労
(４か月以上) 従業員数:3,300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 40010- 6305911 就業場所:阿蘇郡南阿蘇村大字河陰5-35 週休2日制:毎週 経験:不問

変形（1ヶ月単位）

求人:１人
年齢:不問

熊本市西区花園1丁目3-1 保険:労
従業員数:15人 時給制　:時給1,000円～1,000円 休日:他 学歴:高校以上

パート労働者 43010- 3611211 就業場所:阿蘇市内牧1038-1　 週休2日制:その他 経験:不問
交替制あり 保育士
①14:30～18:30 幼稚園教諭免許
②7:30～13:30 小学校教諭免許（専修・１種・２種）

求人:１人 ③13:00～18:30 上記のいずれか
年齢:不問

阿蘇市内牧182-1 保険:雇･労
従業員数:140人 時給制　:時給900円～1,000円 休日:日祝 学歴:不問

パート労働者 43090-  223911 就業場所:阿蘇市黒川1234-1 週休2日制:毎週 経験:不問

①8:00～17:00

求人:２人
年齢:不問

雇用期間の定めあり 熊本市中央区出水4丁目14-15 保険:雇･労
(４か月未満) 従業員数:120人 時給制　:時給950円～950円 休日:日他 学歴:不問
有期雇用派遣パー 43010- 4334111 就業場所:阿蘇郡高森町大字色見800-1 週休2日制:毎週 経験:不問

ﾌﾛｱｽﾀｯﾌ（よか

よか亭宮地店）

(株)三協

ダイニング
10:00～22:00の

間の4時間以上

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

8:00～17:00の

間の5時間程度

ホール係

レストラン業務

（ホテル）

日本郵政　(株)

かんぽの宿 阿蘇 資格:不問

学童保育指導員

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

雇用期間の定めなし

(株)富士千

9:00～22:00の

間の3時間程度

資格:不問

ﾐﾆﾄﾏﾄの収穫、

出荷、梱包作業

(株)

テクノ・ジャパン

G　農林漁業の職業（農業、林業、漁業）

資格:不問

企業保養所での

ｳｴｲﾀｰ・ｳｴｲﾄﾚｽ

ウオクニ(株)

福岡支店

資格:不問

・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

□店舗における接客業務全般
＊アルバイト等を希望される方も
大歓迎します！

＊ご宿泊のお客様のレストラン等での
料理の配膳・下膳及び接客業務。

・夕食（会席料理）
レストランおよび宴会場での料理の
配膳、下膳、片付け清掃等

保養所内レストランでの接客
・ホールの準備
・料理、飲み物の提供
・後片付け
・食器洗い
・レストランホールの清掃

・店内での接客
・機械等の保守点検

・子ども達の健康管理/情緒の安定確保
・遊びを通じて自主性、社会性、創造性
を培う上での支援及び指導

・自主学習、宿題のサポート
・体力も必要な仕事です
＊【利用児童４２名】常時４名以上保育

ﾋﾞﾆｰﾙﾊｳｽ内でのﾐﾆﾄﾏﾄの管理、収穫、
出荷、梱包作業を行っていただきます。
＊簡単な仕事ですのですぐに覚えられる
と思います。
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職種 求人者名 仕事の内容・賃金 就業時間 資格経験

求人:１人
年齢:不問

阿蘇市一の宮町宮地4613-14 保険:労
従業員数:1,300人 時給制　:時給793円～793円 休日:日祝他 学歴:不問

パート労働者 43090-  228511 就業場所:阿蘇市一の宮町宮地4613-14 週休2日制:その他 経験:不問

求人:３人
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:雇･労･健･厚
(４か月未満) 従業員数:220人 時給制　:時給850円～900円 休日:他 学歴:不問
パート労働者 43010- 4395811 就業場所阿蘇市/小国町/南小国町/合志市 週休2日制:毎週 経験:不問

①7:00～14:00

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:雇･労
(４か月以上) 従業員数:410人 時給制　:時給800円～800円 休日:他 学歴:不問
パート労働者 43010- 4673311 就業場所:阿蘇市一の宮町宮地6029-1 週休2日制:毎週 経験:不問

①10:00～15:00

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5936 保険:雇･労
(４か月未満) 従業員数:2,031人 時給制　:時給820円～870円 休日:他 学歴:不問
パート労働者 43090-  234811 就業場所:阿蘇市一の宮町宮地5936 週休2日制:毎週 経験:不問

①8:00～14:00

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:139人 時給制　:時給800円～800円 休日:他 学歴:不問
パート労働者 43010- 3713311 就業場所:阿蘇市黒川1266 週休2日制:毎週 経験:不問

①8:00～16:00

求人:１人
年齢:不問

雇用期間の定めあり 熊本市中央区渡鹿2丁目11-17 保険:雇･労･健･厚
(４か月以上) 従業員数:139人 時給制　:時給800円～800円 休日:他 学歴:不問
パート労働者 43010- 3719211 就業場所:阿蘇市黒川1266 週休2日制:その他 経験:不問

交替制あり
①8:00～13:00
②12:00～17:00

求人:１人
年齢:不問

雇用期間の定めあり 阿蘇市乙姫2052 保険:雇･労
(４か月以上) 従業員数:67人 時給制　:時給800円～800円 休日:他 学歴:不問
パート労働者 43090-  173011 就業場所:阿蘇市乙姫2052 週休2日制:毎週 経験:不問

資格:不問

送迎運転手

／熊本県内ｴﾘｱ

(株)くまもと

健康支援研究所
9:00～18:00の

間の4時間以上

ｿｰｲﾝｸﾞｽﾀｯﾌ

雇用期間の定めなし

(有)阿蘇

ソーイング
8:30～17:00の

間の3時間以上

清掃員 (株)総美

資格:不問

客室／一般清掃

業務（ホテル）

日本郵政　(株)

かんぽの宿 阿蘇 資格:不問

資格:不問

清掃

（ﾊｳｽｷｰﾊﾟｰ）

阿蘇ハイランド

開発　(株)

又は8:00～17:00の

間の7時間程度

資格:不問

清掃員 (株)総美

資格:不問

清掃及び

ベッドメイク

(株)三勢

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）

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）

・布に番号を書いたり、芯を貼る作業。
・縫い上げた物の片割りアイロンや
フロントのアイロン等の作業

・縫い上げた製品のキズや縫製ミスの
検査

・健康教室に参加する高齢者の送迎業務
・ルート作成等の事務作業
・利用者様への電話かけ
・車両の点検、整備

阿蘇青少年交流の家
・建物共用部分/廊下/階段/ﾄｲﾚの清掃
・利用があった時に講師宿泊棟（洋室）
のベッドメイキング

（２０分～多い時で１時間程度）

・各客室の清掃、床上げ、床敷
・タオル、シーツの交換及びﾍﾞｯﾄﾞﾒｲｷﾝｸﾞ
・ｱﾒﾆﾃｨの補充/交換･お茶ｾｯﾄの交換/準備
・共用部の清掃【トイレ・ホール 等】
・【大浴場・露天風呂 ２ヶ所】の清掃
・館内外清掃・清掃道具の整理整頓等

院内の清掃業務
・フロア、廊下、トイレ等の日常清掃業務

阿蘇リゾートグランヴィリオホテル

院内の清掃作業
・フロア、廊下、トイレ等の日常清掃

・ロビー、お風呂場、トイレ等の清掃
・リネン室での洗濯
・簡易宿泊施設ロッジの清掃と宿泊準備
・その他、付随する業務
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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
①7:00～13:00
②17:00～22:00

求人:１０人
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1,000円～1,100円 休日:他 学歴:不問

無期雇用派遣パー 43010- 3255611 就業場所:阿蘇市赤水1600-3 週休2日制:毎週 経験:不問
交替制あり
①10:00～15:00
②17:00～22:00

求人:５人
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1,000円～1,100円 休日:他 学歴:不問

無期雇用派遣パー 43010- 3256911 就業場所:阿蘇市黒川1230 週休2日制:毎週 経験:不問

変形（1年単位）
①8:00～17:00

求人:１人
年齢:59歳以下

阿蘇市乙姫2052 保険:雇･労･健･厚
従業員数:67人 月給制　:月額156,000円～175,000円 休日:他 学歴:不問

正社員 43090- 1883901 就業場所:阿蘇市乙姫2052 週休2日制:その他 経験:不問
変形（1年単位）
①8:00～17:00

求人:２人
年齢:40歳以下

阿蘇市一の宮町宮地2313 保険:雇･労･健･厚
従業員数:48人 月給制　:月額155,000円～175,000円 休日:日祝他 学歴:高校以上

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

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:4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:16人 月給制　:月額195,000円～240,000円 休日:日祝他 学歴:高校以上

正社員 43090-   19011 就業場所:阿蘇市一の宮町宮地4732ー1 週休2日制:その他 経験:不問
変形（1年単位）
①8:00～17:00
②9:00～18:00

求人:１人 ③16:00～1:00
年齢:18歳～59歳

阿蘇市乙姫2052 保険:雇･労･健･厚
従業員数:67人 月給制　:月額150,000円～160,000円 休日:他 学歴:不問

正社員 43090- 1847001 就業場所:阿蘇市乙姫2052 週休2日制:その他 経験:不問

ﾌﾟﾛﾊﾟﾝｶﾞｽの充填

・配送・検針

フルキ石油　(株)

雇用期間の定めなし

温泉受付・清掃 阿蘇ハイランド

開発　(株) 資格:不問

雇用期間の定めなし

一般事務 (株)古木常七商店

資格:不問

雇用期間の定めなし

豚の飼育管理

（経験者）

(有)やまとん

ファーム

雇用期間の定めなし

条件ＵＰ！　フルタイム
一般事務

（総務、経理）

阿蘇ハイランド

開発　(株) 資格:不問

雇用期間の定めなし

料理の準備・

配膳・片付け

雇用期間の定めなし

(株)さと家

料理の準備・

配膳・片付け

雇用期間の定めなし

(株)さと家

阿蘇リゾートグランヴィリオホテル
◇調理業務はありません。
・ｺｯﾌﾟ/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
・食器片付け（ﾘｰﾀﾞｰから指導あり）

阿蘇の司ビラパークホテル
◇調理業務はありません。
・ｺｯﾌﾟ、皿、ﾌｫｰｸ等の準備配置
・ﾊﾞｲｷﾝｸﾞ料理の準備・不揃いがないか
再確認・食後の食器片付け・各会場の
ﾃｰﾌﾞﾙ/ｲｽ等設置、終了後の片付け/清掃

・現金の集計・売上計算、日報作成
・庶務、労務に関する業務
・電話・来客者の対応及び接客
・金融機関、郵便局等への外出
（社用車使用）
・その他付随する業務

・事務所内での営業スタッフの事務補助
及び電話・来客対応

・見積書・受注書等の作成
・データ入力（受注、発注、売上げ処理）
・請求書のチェック・商品の問い合わせ
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。

・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。
＊未経験者の方には、基本的なところ
から丁寧にお教えします。

＊施設内の温泉『湯ら癒ら』において
受付業務及び清掃を行う仕事です。

・温泉フロントでの受付及び接客
・個室風呂の清掃
・その他、付随する業務
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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

①19:30～22:30

求人:１人
年齢:18歳以上 普通自動車免許

阿蘇市赤水846-34 保険:労
従業員数:4人 時給制　:時給830円～1,000円 休日:他 学歴:不問

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

条件ＵＰ！　パート
ドライバー 阿蘇マッサージ

療院

雇用期間の定めなし

・ﾏｯｻｰｼﾞのご依頼を受けたﾎﾃﾙや旅館等へ
の従業員の送迎。・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）
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この求人情報誌は、以下の場所で配布しております。部数に限りがございますのでご了承ください。

ハローワーク阿蘇

玄関前
阿蘇市役所

阿蘇市

内牧支所

阿蘇市

波野支所

阿蘇市

社会福祉協議会
産山村役場 小国町役場 小国ゆうステーション

南小国町役場 南阿蘇村役場 高森町役場
高森町

観光交流センター

山都町役場

蘇陽支所
山都町役場

南阿蘇村役場

福祉センター

小国暮らしの窓口

（木魂館）

求人情報誌の配布場所

ハローワーク阿蘇のご案内

所在地

〒869-2612

阿蘇市一の宮町宮地2318-3

TEL：0967-22-8609

FAX：0967-22-4775

各種情報

○「月刊 求人情報誌」始めました！

・正社員求人

・学歴、経験、資格不問求人

・宿泊業関係求人

について、毎月1回（おおむね月初め）発行します。

ハローワーク庁舎内で配布しておりますので、ぜひご利用ください。

○「週刊 求人情報誌」も始めました！

毎週火曜日発行。前の週に受理した求人を職種問わずまとめております。

月刊と同じくハローワーク庁舎内で配布しておりますので、ぜひご利用ください。

開庁時間

月曜日～金曜日

（祝日、年末年始を除く）

午前８時３０分～午後５時１５分


