
この求人情報誌はR4.4.25～R4.5.9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↓

■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

■輸送・機械運転／建設・土木／運搬清掃

※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。

5月16日号

※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

6月1日（水）



 

 

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。
5/16 月

17 火

18 水 ②医療・福祉事業所説明会

水 ⑤福祉のお仕事相談会

19 木

20 金

23 月

24 火 ②医療・福祉事業所説明会

25 水 ②医療・福祉事業所説明会

水 ④あそサポステ就労相談会

26 木

27 金

30 月

31 火 ②医療・福祉事業所説明会

6/1 水 ③看護のお仕事相談

2 木

3 金 ①就職支援セミナー

6 月

7 火

8 水 ④あそサポステ就労相談会

9 木

10 金

13 月

14 火

15 水

ハローワーク阿蘇　相談会などの予定

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

☆内容☆仕事探しのポイント。
応募書類作成・面接の事前準備・
想定問答など

☆雇用保険受給者の方は、
求職活動にカウントされます。

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

☆雇用保険受給者の方は、
求職活動にカウントされます。

③看護のお仕事相談
・第1水曜日（10：30～15：00）
・ハローワーク阿蘇１階
☆仕事探し、進路、資格取得、
仕事の悩み、技術研修等など

【熊本県看護協会熊本県ﾅｰｽｾﾝﾀｰ】

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

熊本県社会福祉協議会
熊本県福祉人材・研修センター

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

0967-22-8609

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



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:60歳以下 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:15人 月給制　:月額300,000円～340,000円 休日:日祝他 学歴:不問

正社員 43090-  946021 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
変形（1ヶ月単位） 看護師
①8:15～17:30 准看護師
②16:00～9:00

求人:２人 上記のいずれか
年齢:18歳～64歳 普通自動車免許

阿蘇市三久保715番地 保険:雇･労･健･厚
従業員数:67人 月給制　:月額205,000円～303,100円 休日:他 学歴:不問

正社員 43090-  969921 就業場所:阿蘇市三久保715番地 週休2日制:その他 経験:必須(正看護師
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:95人 月給制　:月額215,800円～279,970円 休日:他 学歴:不問

正社員 43010-14996921 就業場所:阿蘇市乙姫2142-10 週休2日制:その他 経験:不問
変形（1ヶ月単位） 看護師
①7:00～16:00
②8:00～17:00

求人:１人 ③11:30～20:30
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:95人 月給制　:月額215,800円～279,970円 休日:他 学歴:不問
正社員以外 43010-15000421 就業場所:阿蘇市乙姫2142-10 週休2日制:その他 経験:不問

変形（1ヶ月単位） 看護師
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-  950621 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） 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185,000円～250,000円 休日:他 学歴:不問

正社員 43090-  947721 就業場所:阿蘇市一の宮町宮地121 週休2日制:その他 経験:不問
変形（1ヶ月単位） 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-  948821 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（阿蘇

やまなみ病院）

雇用期間の定めなし

(医)高森会

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

准看護師（阿蘇

グリーンヒル）

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）

雇用期間の定めなし

看護師 (福)蘇幸会

障害者支援施設

たちばな園

雇用期間の定めなし

建築現場監督 (株)熊本紅屋

看護職／乙姫の家 (株)

かいごのみらい

雇用期間の定めなし

看護職／乙姫の家

／６０歳以上専用

(株)

かいごのみらい

＊公共施設、商業施設、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。

＊当施設利用者の看護業務全般
・身体に障害お持ちの７０名の利用者の
健康管理、治療及び看護業務

・看護記録等のﾊﾟｿｺﾝ入力
・生活支援３名と共に夜勤があります。
・利用者様の通院付添・服薬管理等

要介護者であリ認知症高齢者のご利用者
が少人数（ユニット１８名）共同生活
住居において、スタッフと共に家庭的な
環境と地域住民との交流の下で入浴、
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

要介護者であリ認知症高齢者のご利用者
が少人数（ユニット１８名）共同生活
住居において、スタッフと共に家庭的な
環境と地域住民との交流の下で入浴、
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

施設における（療養棟）看護職
夜勤は月に５回程度で３名勤務。
利用者の身体管理
・健康観察
・内服処理
・医療措置

＊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）

通所リハビリテーションにおける
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職種 求人者名 仕事の内容・賃金 就業時間 資格経験

准看護師
①8:30～17:00

求人:２人
年齢:64歳以下

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190,000円～255,000円 休日:土日 学歴:不問

正社員 43090-  955821 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
歯科衛生士

①9:30～18:00
②9:30～13:00

求人:１人
年齢:不問

阿蘇市内牧1076-13 保険:雇･労･健
従業員数:5人 月給制　:月額180,000円～240,000円 休日:日祝他 学歴:不問

正社員 43090-  975321 就業場所:阿蘇市内牧1076-13 週休2日制:その他 経験:あれば尚可(歯
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-  963821 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）
①8:30～17:30

求人:１人
年齢:69歳以下 普通自動車免許

阿蘇市黒川1753-2 保険:雇･労･健･厚
従業員数:40人 月給制　:月額180,000円～200,000円 休日:日他 学歴:不問

正社員 43090-  928921 就業場所:阿蘇市黒川1753-2 週休2日制:その他 経験:不問

変形（1ヶ月単位）

①7:00～22:00

求人:２人
年齢:40歳以下

阿蘇郡小国町大字下城4223番地 保険:雇･労･健･厚
従業員数:90人 月給制　:月額300,000円～300,000円 休日:他 学歴:不問

正社員 43090-  971821 就業場所:阿蘇郡小国町大字下城4223番地 週休2日制:その他 経験:不問

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-  961021 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ヶ月単位）

①9:15～17:00

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3321 保険:雇･労･健･厚
(４か月以上) 従業員数:8人 時給制　:月額127,260円～141,400円 休日:土日祝他 学歴:不問
正社員以外 43090-  915221 就業場所:阿蘇市一の宮町宮地3321 週休2日制:その他 経験:不問

准看護師（阿蘇

グリーンヒル）

(医)高森会

雇用期間の定めなし

事務係

（精算業務等）

(株)杖立観光

ホテル ひぜんや 資格:不問

資格:不問

雇用期間の定めなし

歯科衛生士

雇用期間の定めなし

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

歯科衛生士

雇用期間の定めなし

江藤建設　(有)ドローン・

オペレーター

雇用期間の定めなし

そのだ歯科医院

一般事務 阿蘇薬草園(株)

C　事務的職業（総務・一般・経理・受付・医療事務等）

(医)芳生会

安光歯科医院

通所リハビリテーションにおける
看護職に従事していただきます。
※利用者の身体管理等

＊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

＊ドローンを使用した測量と補助的業務
・ドローンの操作
・ﾊﾟｿｺﾝを使用した資料・報告書等の作成
・付随する事務作業 等

＊お客様のﾁｪｯｸｲﾝ､ｱｳﾄの請求書、
領収書発行

＊日計表、統計表、税務関連申告書の
作成、精算業務等

＊クレジットカードの取扱い、及び集計
＊フロント業務補助。・車の移動他

・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

＊ドクターのサポート及び治療補助
＊患者様の健康指導
患者様の歯磨きの指導等の実施

＊歯科予防処置
患者様の歯石除去やフッ素塗布及び
クリーニング等

・雇用関係手続・勤怠管理、ｼﾌﾄ表作成
・受注、発注による伝票作成、及び管理
・請求書、見積書作成、必要書類の作成
・電話応対（商品注文、問い合わせ対応）
・事務所内外の清掃等＊近隣への配達を
お願いします。（週１回程度）

・電話による注文受付・発注
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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

①8:30～17:30

求人:１人
年齢:61歳以下

阿蘇市一の宮町坂梨2017-2 保険:雇･労･健･厚
従業員数:18人 月給制　:月額145,000円～170,000円 休日:土日祝他 学歴:高校以上

正社員 43090-  901621 就業場所:阿蘇市一の宮町坂梨2017-2 週休2日制:毎週 経験:不問

①8:45～17:30

求人:２人
年齢:59歳以下

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

正社員 43011- 1577421 就業場所:阿蘇市-の宮町宮地4429 週休2日制:毎週 経験:実務スキル、管
変形（1ヶ月単位）

①8:30～17:00
②8:30～12:00

求人:１０人
年齢:45歳以下 普通自動車免許

阿蘇市一の宮町宮地387-5 保険:雇･労･健･厚
従業員数:457人 月給制　:月額148,980円～182,580円 休日:日祝 学歴:高校以上

正社員 43090-  919621 就業場所:阿蘇市一の宮町宮地387-5 週休2日制:その他 経験:不問
変形（1ヶ月単位）

①8:30～17:00
②8:30～12:00

求人:１０人
年齢:35歳以下 普通自動車免許

阿蘇市一の宮町宮地387-5 保険:雇･労･健･厚
従業員数:457人 月給制　:月額148,980円～182,580円 休日:日祝 学歴:高校以上

正社員 43090-  904021 就業場所:阿蘇市一の宮町宮地387-5 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:787人 月給制　:月額146,000円～300,000円 休日:日祝他 学歴:高校以上

正社員 40140- 2223421 就業場所:阿蘇郡高森町大字高森字市下 週休2日制:その他 経験:不問
変形（1年単位）
①9:30～18:30

求人:１人
年齢:35歳以下 自動車免許(AT不可)

熊本市中央区十禅寺4丁目1番1号 保険:雇･労･健･厚
従業員数:529人 月給制　:月額197,100円～205,100円 休日:火他 学歴:専修学校以上

正社員 43010-14967221 就業場所:阿蘇市黒川131-5 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- 4485721 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

製造工程の

管理業務

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

一般事務

雇用期間の定めなし

(株)グリーンライフ

コガ
資格:不問

営業スタッフ

（阿蘇店）

ユナイテッド

トヨタ熊本(株)

総合職《令和５年

４月１日採用》

雇用期間の定めなし

阿蘇農業協同組合

総合職《令和４年

１０月１日採用》

雇用期間の定めなし

阿蘇農業協同組合

D　販売の職業（小売店・卸売販売印、営業等）
営業職

（高森支店）

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

雇用期間の定めなし

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

・トヨタの新車、中古車の販売
・顧客管理
・当社車両ユーザーの
アフターメンテナンスと買い替え時期
の最適なご提案をします。

・店頭での接客、お客様宅へ訪問など

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

○金融：貯金貸付等の事務（窓口）
○共済：総合生活保障推進事業/事務等
○購買：物資供給/事務、農業機械修理等
○指導・販売：農産物販売、営農等
○利用：カントリー集荷、選果場等
○特殊：オリジナル商品開発事業

○金融：貯金貸付等の事務（窓口）
○共済：総合生活保障推進事業/事務等
○購買：物資供給/事務、農業機械修理等
○指導・販売：農産物販売、営農等
○利用：カントリー集荷、選果場等
○特殊：オリジナル商品開発事業

ﾄﾗｸﾀ等の農業用機械の販売/ｱﾌﾀｰｻｰﾋﾞｽ。
入社後、一定期間は先輩社員が同行する
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。

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

・電話による注文受付・発注
・伝票作成
・伝票・書類等の整理
・パソコンでのデータ入力・書類作成
・お客様対応

3



職種 求人者名 仕事の内容・賃金 就業時間 資格経験

変形（1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- 4486821 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- 4488521 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ヶ月単位） 介護職員初任者研修修了者

①8:30～17:30
②16:00～1:00

求人:１人 ③0:30～9:30
年齢:18歳以上 普通自動車免許

雇用期間の定めあり 阿蘇市小池9番地 保険:雇･労･健･厚
(４か月以上) 従業員数:56人 月給制　:月額161,000円～177,000円 休日:他 学歴:不問
正社員以外 43090-  978121 就業場所:阿蘇市小池9番地 週休2日制:その他 経験:不問

変形（1ヶ月単位）

①6:30～15:20
②8:30～17:30

求人:２人 ③12:30～21:30
年齢:18歳～64歳 普通自動車免許

阿蘇市乙姫1776 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-  984621 就業場所:阿蘇市乙姫1776 週休2日制:その他 経験:あれば尚可(介
変形（1ヶ月単位）

①7:00～16:00
②8:00～17:00

求人:１人 ③11:30～20:30
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:95人 月給制　:月額162,000円～221,020円 休日:他 学歴:高校以上
正社員以外 43010-14992521 就業場所:阿蘇市乙姫2142-10 週休2日制:その他 経験:不問

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:22人 月給制　:月額140,000円～142,000円 休日:土日祝他 学歴:不問

正社員 43090-  934321 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
介護職員初任者研修修了者

①8:30～17:30 介護福祉士

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 阿蘇郡小国町大字宮原2033-4 保険:雇･労･健･厚
(４か月以上) 従業員数:19人 月給制　:月額160,000円～222,500円 休日:日他 学歴:不問
正社員以外 43090-  935621 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:不問

(株)中九州クボタ

雇用期間の定めなし

介護職員

介護職

（ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ）

(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）

雇用期間の定めなし

介護職員 (株)BEST REVE

リハビリ特化型

ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ リスタ

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

雇用期間の定めなし

E　サービスの職業（介護、看護助手、調理、接客・給仕、管理人）

ルート営業

（小国営業所）

(株)中九州クボタ

ルート営業

（阿蘇営業所）

雇用期間の定めなし

(福)やまなみ会

あその杜

介護職（特定施設

入居者生活介護）

(有)ふきの企興

小規模多機能型

居宅介護つどい

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）

要介護者であリ認知症高齢者のご利用者
が少人数（ユニット１８名）共同生活
住居において、スタッフと共に家庭的な
環境と地域住民との交流の下で入浴、
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

＊デイサービスご利用様の身の回りの
お世話及び介護業務全般

・デイケアの送迎業務 社用車を使用
・食事の配膳、下膳
・食事介助・入浴介助・排泄介助
・レクレーション参加等

＊デイサービスでの介護業務全般
・利用者の入浴/食事/排泄介助/支援等
・リハビリ、体操の補助
・利用者の送迎（片道３０分圏内）

＊入院患者さまの生活全般の支援・援助

＊老人介護
利用者の食事・入浴・排泄等介助・
利用者の送迎（ＡＴ車）を行う。

・特別養護老人ホーム
・ショートステイ
・デイサービス

＊「特定施設入居者生活介護」
・身体介護（食事、入浴、排泄介助）
・生活援助・レクリエーション
＊週に２～３回程度夜勤があります。
（業務に慣れた後の勤務となります）
＊丁寧に指導いたします。
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職種 求人者名 仕事の内容・賃金 就業時間 資格経験

変形（1ヶ月単位）

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-  951921 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
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188,000円～247,750円 休日:他 学歴:不問

正社員 43090-  952121 就業場所:阿蘇市一の宮町宮地121 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: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-  954721 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
①8:30～17:30

求人:１人
年齢:60歳以上 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145,000円～200,000円 休日:日他 学歴:不問
正社員以外 43090-  958421 就業場所:阿蘇市内牧353 週休2日制:毎週 経験:不問

①9:30～18:00
②9:30～13:00

求人:１人
年齢:不問

阿蘇市内牧1076-13 保険:雇･労･健
従業員数:5人 月給制　:月額155,000円～195,000円 休日:日祝他 学歴:高校以上

正社員 43090-  976621 就業場所:阿蘇市内牧1076-13 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-  962721 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ヶ月単位） 調理師
①7:00～10:00
②15:00～20:00

求人:１人
年齢:不問

阿蘇郡南阿蘇村大字河陽4284 保険:雇･労･健･厚
従業員数:11人 月給制　:月額200,000円～280,000円 休日:他 学歴:不問

正社員 43090-  920021 就業場所:阿蘇郡南阿蘇村大字河陽4284 週休2日制:毎週 経験:不問

介護職（阿蘇

やまなみ病院）

(医)高森会

資格:不問

介護福祉士（阿蘇

グリーンヒル）

雇用期間の定めなし

(医)高森会

雇用期間の定めなし

雇用期間の定めなし

(医)芳生会

安光歯科医院

介護職（阿蘇

やまなみ病院）

(医)高森会

雇用期間の定めなし

そのだ歯科医院

資格:不問

歯科助手

資格:不問

歯科助手

資格:不問

介護職【高年齢者

専用求人】

(株)ワンバイワン

調理員

雇用期間の定めなし

(有)小山旅館

＊入院患者さまの生活全般の支援・援助

・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

＊入所者の方の入浴/食事のお世話及び
介護全般

・認知症病棟にて生活支援（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

＊入院患者さまの生活全般の支援・援助
・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

（デイサービス阿蘇ふれあい）定員30名の
ﾘﾊﾋﾞﾘに特化した通所介護事業所

・利用者の方が自宅で自立し心身機能の
維持回復の為生活介助。食事・入浴・
排泄介助。・集団体操、ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ

・利用者の送迎

＊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

・患者さんの誘導
・器具等の準備・片付け
・器具の消毒・滅菌
・備品等の整理整頓
・歯科医師・歯科衛生士のサポート
・院内外の清掃

＊旅館業の調理員として下記の業務：
・お客様への食事の調理
（和食を中心とした懐石料理）
・後片付け
・仕込み 等

＊栄養士の献立に添って調理業務全般
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職種 求人者名 仕事の内容・賃金 就業時間 資格経験

変形（1ヶ月単位）

①6:30～15:30 調理師
②10:00～19:00 あれば尚可

求人:２人
年齢:64歳以下

阿蘇市乙姫1776 保険:雇･労･健･厚
従業員数:140人 月給制　:月額155,000円～170,000円 休日:他 学歴:不問

正社員 43090-  985921 就業場所:阿蘇市乙姫1776 週休2日制:その他 経験:不問
交替制あり
①5:00～14:30
②8:30～18:00

求人:１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:49,852 時給制　:月額192,800円～244,640円 休日:他 学歴:不問
正社員以外 43010-14605921 就業場所:阿蘇市黒川1266 週休2日制:毎週 経験:不問

交替制あり
①6:00～15:00
②10:00～19:00

求人:１人
年齢:不問

雇用期間の定めあり 熊本市北区武蔵ケ丘1丁目15-15　2階 保険:雇･労･健･厚
(４か月以上) 従業員数:33人 時給制　:月額147,560円～173,600円 休日:他 学歴:不問
正社員以外 43010-14128221 就業場所:阿蘇市小池9番地 週休2日制:毎週 経験:不問

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180,000円～180,000円 休日:土日祝他 学歴:不問

正社員 43010-14166921 就業場所:阿蘇市黒川881-4 週休2日制:毎週 経験:不問
変形（1ヶ月単位）

①7:30～16:45 普通自動車免許
②13:00～21:30 あれば尚可

求人:１人
年齢:不問

阿蘇市小里834-2 保険:雇･労･健･厚
従業員数:9人 月給制　:月額180,000円～300,000円 休日:他 学歴:不問

正社員 43090-  959321 就業場所:阿蘇市小里834-2 週休2日制:その他 経験:あれば尚可(英
変形（1ヶ月単位）

求人:３人
年齢:不問

雇用期間の定めあり 上益城郡益城町大字田原1155-8 保険:雇･労･健･厚
(４か月未満) 従業員数:1,500人 時給制　:月額206,400円～206,400円 休日:他 学歴:不問
有期雇用派遣労働 43011- 1779221 就業場所:阿蘇郡南小国町大字満願寺6392- 週休2日制:その他 経験:不問

変形（1ヶ月単位）

①7:00～22:00 普通自動車免許
②7:00～13:00 あれば尚可

求人:２人 ③16:00～22:00
年齢:不問

阿蘇郡南阿蘇村大字河陽4284 保険:雇･労･健･厚
従業員数:11人 月給制　:月額205,000円～230,000円 休日:他 学歴:不問

正社員 43090-  922821 就業場所:阿蘇郡南阿蘇村大字河陽4284 週休2日制:毎週 経験:不問

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

調理員／高齢者

介護施設

雇用期間の定めなし

(福)やまなみ会

あその杜

フロント・接客

（旅館）

雇用期間の定めなし

(有)湯の宿 入船

学校給食調理/

配送/施設管理

雇用期間の定めなし

九州綜合サービス

(株)

調理スタッフ 九州パートナー

フーズ　(株) 資格:不問

仲居（旅館）

雇用期間の定めなし

(有)小山旅館

温泉旅館での

仲居業務

(株)アヴェイル

7:00～22:00の

間の8時間

資格:不問

＊栄養士の献立に添って調理業務全般
・食材の下処理、切込、調理、盛付、
配膳/下膳、食器洗浄、厨房内の整理、
食品管理等

・朝３０食、昼５０食、夕３０食程度を
ｽﾀｯﾌ５人の交替制で対応しています。

・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

料理のチカラで医療・福祉を支える
お仕事です。
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）

・高齢者施設における調理業務全般
・３０から４０食程度の食事を準備して

いただきます。
＊親切、丁寧に教えさせていただきます
ので初心者の方も歓迎します。

＊フロント業務全般
・お客様のチェックインによる受付
・ﾁｪｯｸｱｳﾄ時の対応（会計、お見送り等）
・パソコ入力・予約受付、顧客管理
・お食事提供、及び片付け等
＊未経験者の方も丁寧に指導致します。

・お客様のお出迎えや案内
・食事の配膳業務
・館内の掃除など中居業務全般。
＊寮や食事も無料ですので、経済的にも
節約して働けます。

＊旅館業の仲居として下記の業務：
・お客様対応／ご案内
・客室布団敷き
・お食事出し／下膳
・簡単な清掃など
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職種 求人者名 仕事の内容・賃金 就業時間 資格経験

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 43010-15558421 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: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 43010-15574421 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: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 43010-15578121 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 44010-11833521 就業場所:竹田/三重/久住方面か阿蘇郡産山村 週休2日制:その他 経験:あれば尚可

①8:30～17:30

求人:２人
年齢:59歳以下 普通自動車免許

阿蘇郡小国町大字北里1441-1 保険:雇･労･健･厚
従業員数:5人 月給制　:月額200,000円～250,000円 休日:他 学歴:不問

正社員 43090-  964221 就業場所:阿蘇郡小国町大字北里1441-1 週休2日制:毎週 経験:不問

①8:00～16:30

求人:２人
年齢:不問 普通自動車免許

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

正社員 43090-  900321 就業場所:阿蘇郡高森町大字尾下1155-3 週休2日制:なし 経験:不問

①8:15～17:15

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-  939721 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

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

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

作業員（林業）

雇用期間の定めなし

(株)下田木材

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

F　保安の職業（警備員等）

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）

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)

農業・養殖業・

畜産業スタッフ

雇用期間の定めなし

(株)

町おこしアグリ

＊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、タップ加工
ﾚｰｻﾞｰｶｯﾄ加工/部品外観検査/他軽作業。

電子部品・基盤のはんだ付け、組み立て

○交通誘導警備
・工事現場
・イベント会場 他

一般道及びイベント・スポーツ会場施設。
・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

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」

＊熱水を利用した農業/養殖業/馬の飼育
農産物の栽培や収穫/エビやしじみの放卵実
験、水質管理、養殖、馬の肥育など。
色々な事にチャレンジ出来ます。
やる気のある方大歓迎。

・木の伐倒
・木の造材
・木の集材 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

①8:30～17:15

求人:１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･健･厚
(４か月未満) 従業員数:120人 時給制　:月額195,840円～195,840円 休日:土日祝他 学歴:不問
有期雇用派遣労働 43010-15009521 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

変形（1年単位）
①8:00～16:50

求人:３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219,240円～219,240円 休日:土日他 学歴:不問
有期雇用派遣労働 43030- 4146821 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）
①6:00～14:30
②14:20～22:50

求人:２人
年齢:18歳以上

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212,388円～212,388円 休日:土日他 学歴:不問
有期雇用派遣労働 43030- 4147221 就業場所:阿蘇市永草2089 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 普通自動車免許

阿蘇市一の宮町坂梨1435-1 保険:雇･労･健･厚
従業員数:10人 月給制　:月額180,000円～180,000円 休日:火水他 学歴:不問

正社員 43090-  917421 就業場所:阿蘇市一の宮町坂梨1435-1 週休2日制:毎週 経験:不問
変形（1年単位）
①8:20～17:00

求人:１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143,360円～143,360円 休日:日祝他 学歴:不問

正社員 43090-  931221 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

①8:20～17:30

求人:５人
年齢:35歳以下

菊池郡大津町室1639-2室工業団地内 保険:雇･労･健･厚
従業員数:127人 月給制　:月額170,500円～170,500円 休日:土日祝他 学歴:高校以上

正社員 43030- 4113521 就業場所:阿蘇郡高森町大字高森1970-1 週休2日制:毎週 経験:不問
変形（1年単位）
①8:00～17:00
②17:00～2:00

求人:２人
年齢:18歳～59歳

阿蘇郡南阿蘇村大字吉田2042 保険:雇･労･健･厚
従業員数:56人 月給制　:月額149,127円～155,520円 休日:日他 学歴:高校以上

正社員 43090-  916521 就業場所:阿蘇郡南阿蘇村大字吉田2111 週休2日制:その他 経験:あれば尚可(＊

店長：ｺｰﾋｰ豆、

ｽｲｰﾂ製造・販売

雇用期間の定めなし

(名)

志賀食品　産庵

ソーイング

スタッフ

(有)

阿蘇ソーイング 資格:不問

雇用期間の定めなし

軽作業 (株)

テクノ・ジャパン
資格:不問

二輪・四輪車

電装部品組立

雇用期間の定めなし

(株)白水

ディエイチシー 資格:不問

電子部品製造

雇用期間の定めなし

サンユー工業(株)

熊本事業所
資格:不問

加工機械ｵﾍﾟﾚｰﾀｰ

及び検査工

大津電子(株)

資格:不問

加工機械ｵﾍﾟﾚｰﾀｰ

及び検査工

大津電子(株)

資格:不問

電子部品・基盤のはんだ付け、組み立て
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

車両整備（車検、１２ヶ月点検、その他整

○樹脂製品加工及び検査業務
・加工機械のオペレート業務
・製品の目視検査
・その他、上記に付随する業務

○樹脂製品加工及び検査業務
・加工機械のオペレート業務
・製品の目視検査
・その他、上記に付随する業務

＊ｍｏｒｅ ｔｈａｎ Ｐｉｃｋｌｅｓ
（モア・ザン・ピクルス）
・コーヒー豆の焙煎
・ｲｰﾄｲﾝｺｰﾅｰのコーヒーを入れる
・スイーツ製造補助
（レシピ通りに数点製造）・店舗清掃

リードリレー（駆動のコイルに電流を
流すことで作動するリレー）の製造業務
小型電子部品の組立、組立部品の樹脂の
充填、半田付け作業、電子部品の加工。
・ﾋﾟﾝｾｯﾄや顕微鏡活用。※ある程度の
視力を必要とします（ﾒｶﾞﾈ、ｺﾝﾀｸﾄ可）

＊ウィンカーランプ・ヘッドランプ・
テールランプの組立作業

・二輪車は１名～２名編成の組立作業
（完成品の検査業務まで担当）
・四輪車は２名～３名編成の流れ作業
・検査作業
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職種 求人者名 仕事の内容・賃金 就業時間 資格経験

変形（1年単位） 二級自動車整備士
①9:30～18:30

求人:１人
年齢:59歳以下 自動車免許(AT不可)

熊本市中央区十禅寺4丁目1番1号 保険:雇･労･健･厚
従業員数:529人 月給制　:月額191,100円～194,100円 休日:火他 学歴:専修学校以上

正社員 43010-14954121 就業場所:阿蘇市黒川137-1 週休2日制:その他 経験:あれば尚可(経

車両系建設機械運転技能者

①8:00～17:00 整地/運搬/積込用/掘削用

求人:３人
年齢:不問 普通自動車免許

球磨郡錦町西140-5 保険:雇･労･健･厚
従業員数:5人 日給制　:月額247,200円～267,800円 休日:土日他 学歴:不問

正社員 43070- 1745521 就業場所:阿蘇郡南阿蘇村赤瀬 週休2日制:毎週 経験:あれば尚可(型

変形（1ヶ月単位）

①8:00～17:00

求人:２人
年齢:60歳以下 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:15人 月給制　:月額200,000円～240,000円 休日:日祝他 学歴:高校以上

正社員 43090-  944921 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

①8:00～17:00

求人:３人
年齢:不問 普通自動車免許

球磨郡錦町西140-5 保険:雇･労･健･厚
従業員数:5人 日給制　:月額226,600円～247,200円 休日:土日他 学歴:不問

正社員 43070- 1744221 就業場所:阿蘇郡南阿蘇村赤瀬 週休2日制:毎週 経験:あれば尚可(型

準中型自動車免許
①6:00～15:00

求人:１人
年齢:59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:12人 月給制　:月額170,000円～170,000円 休日:水日他 学歴:高校以上

正社員 43090-  941421 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ヶ月単位）

①8:00～17:00

求人:２人
年齢:60歳以下 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:15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-  945121 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
変形（1年単位）
①9:00～16:30 普通自動車免許

あれば尚可
求人:１人
年齢:65歳以下

阿蘇市黒川2323 保険:雇･労･健･厚
従業員数:23人 時給制　:月額131,625円～138,938円 休日:他 学歴:不問

正社員以外 43090-  979021 就業場所:阿蘇市黒川2323 週休2日制:その他 経験:不問

サービススタッフ

（整備士）

ユナイテッド

トヨタ熊本(株)

雇用期間の定めなし

雇用期間の定めなし

千里工業(株)

重機ｵﾍﾟﾚｰﾀｰ

雇用期間の定めなし

千里工業　(株)

建築工事作業員 (株)熊本紅屋

雇用期間の定めなし

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）

配送 (株)熊本紅屋

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）

雇用期間の定めなし

客室清掃

（旅館）

雇用期間の定めなし

(株)おがさわら

配送

土木作業員

アサヒフーズ

(株)

雇用期間の定めなし

車両整備（車検、１２ヶ月点検、その他整
備全般）

当社の取扱い車両、国内他社ブランドの車
両の整備も実施しています。

＊主に阿蘇郡市内の公共施設、商業施設、
病院、福祉施設、住宅等 の建築工事
現場および自社倉庫での工事作業。

・現場への資材の搬入出（木材/ﾎﾞｰﾄﾞ/
ビス等）・現場内の後片付け及び清掃

＊新建材の配達の仕事です。
＊配達には社用車使用
（軽、１ｔ、２ｔトラックを使用。
３ｔダンプ/ユニック 車有）

＊荷物の積み下ろし作業
（住建材、ボード板等）

＊清掃業務全般

＊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
食肉の配達を行っていただきます。
（社用車を使用）

＊配達の無い時は工場内で鶏、豚、牛肉
の仕分け作業を行っていただきます。

・防護柵設置及び撤去
・足場組立及び解体・生コン打設
・躯体（建築物の構造体）のｹﾚﾝ仕上げ（コ
ンクリート枠清掃）
・基礎型枠の組立・基礎掘削及び床付け
・基礎地中梁埋め戻し・その他作業

土木作業現場にて重機オペレーターの
運転をしていただきます。

＊ﾁｪｯｸｱｳﾄ後のお部屋清掃/洗濯業務全般
・部屋・風呂の清掃
・ﾀｵﾙ・ﾊﾞｽﾀｵﾙ・浴衣/ｱﾒﾆﾃｨｰの入れ込み
・リネン内の清掃及び整理整頓等
＊客室が離れになっている為、作業で
当社の車輌を使用することもあります
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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

変形（1年単位）
①9:00～18:30

求人:１人
年齢:59歳以下

阿蘇郡南阿蘇村大字久石4411-9 保険:雇･労･健･厚
従業員数:125人 月給制　:月額208,400円～250,000円 休日:他 学歴:不問

正社員 43090-  933421 就業場所:阿蘇郡南阿蘇村大字久石4411-9 週休2日制:その他 経験:不問
変形（1ヶ月単位）

①8:00～12:00
②19:00～22:00

求人:１人
年齢:64歳以下

阿蘇郡小国町大字下城4223番地 保険:雇･労･健･厚
従業員数:90人 月給制　:月額200,000円～250,000円 休日:他 学歴:不問

正社員 43090-  970721 就業場所:阿蘇郡小国町大字下城4223番地 週休2日制:その他 経験:不問

求人:１人
年齢:60歳以上 普通自動車免許

阿蘇郡南小国町大字満願寺6020-4 保険:雇･労･健･厚
従業員数:9人 時給制　:時給1,000円～1,300円 休日:土日祝 学歴:不問

パート労働者 43090-  908521 就業場所:阿蘇郡南小国町大字満願寺6020-4 週休2日制:毎週 経験:あれば尚可(工

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:95人 時給制　:時給1,175円～1,505円 休日:他 学歴:不問
パート労働者 43010-15010321 就業場所:阿蘇市乙姫2142-10 週休2日制:毎週 経験:不問

歯科衛生士

求人:１人
年齢:不問

阿蘇市内牧1076-13 保険:雇･労
従業員数:5人 時給制　:時給1,200円～1,500円 休日:日祝他 学歴:不問

パート労働者 43090-  977921 就業場所:阿蘇市内牧1076-13 週休2日制:毎週 経験:不問
保育士あれば尚可

①8:30～17:15

求人:１人
年齢:不問

雇用期間の定めあり 阿蘇市一の宮町宮地504番地1 保険:雇･公･健･厚
(４か月以上) 従業員数:391人 時給制　:時給946円～1,055円 休日:日祝他 学歴:不問
パート労働者 43090-  972221 就業場所:阿蘇市乙姫1594番地3 週休2日制:毎週 経験:不問

保育士あれば尚可

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504番地1 保険:公
(４か月以上) 従業員数:391人 時給制　:時給1,019円～1,140円 休日:日祝他 学歴:不問
パート労働者 43090-  973521 就業場所:阿蘇市内の公立保育園 週休2日制:毎週 経験:不問

看護職／乙姫の家 (株)

かいごのみらい

管理業務【高年齢

者専用求人】

雇用期間の定めなし

キングフーズ

(有)
8:00～17:00の

間の6時間程度

パート
A　管理的職業（法人・団体の役員、管理職員）

B　専門的・技術的職業（各種技術者、看護師、保育士、栄養士等）

営繕責任者

（ホテル）

(株)杖立観光

ホテル ひぜんや 資格:不問

雇用期間の定めなし

客室清掃

（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

雇用期間の定めなし

9:00～16:00の

間の3時間程度

8:00～17:00の

間の6時間以上

保育士補助：会計

年度任用職員

阿蘇市役所

保育士補助

【短時間勤務】

阿蘇市役所

歯科衛生士

雇用期間の定めなし

そのだ歯科医院

9:30～18:00の

間の5時間程度

＊清掃業務全般
・客室清掃及びベッドメイキング
・バス、洗面所の清掃
・施設清掃

・厨房内の洗い場に於いて宴会や宿泊の
お客様に使用した器を洗い
（洗浄機使用）乾いたら所定の場所に
整理整頓する作業。

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

＊阿蘇市子育て支援センターでの保育
業務に従事していただきます。

＊公立保育園（坂梨、山田、乙姫、波野
保育園）での保育業務に
従事していただきます。

＊公立保育園（坂梨、山田、乙姫、波野

＊食品加工場に管理業務：
・衛生管理
・在庫管理
・その他付帯的管理業務

【高年齢者専用求人】

・歯科医療のサポート、治療補助
・健康指導
患者さんの歯磨きの指導等

・予防処置
患者さんの歯石除去、フッ素塗布、
クリーニング等
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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

保育士あれば尚可
①8:30～17:15

求人:４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1,019円～1,140円 休日:日祝他 学歴:不問
パート労働者 43090-  974421 就業場所:阿蘇市内の公立保育園 週休2日制:毎週 経験:不問

介護支援専門員

求人:１人
年齢:不問 普通自動車免許

雇用期間の定めあり 阿蘇市小池9番地 保険:雇･労
(４か月以上) 従業員数:56人 時給制　:時給1,100円～1,100円 休日:土日 学歴:不問
パート労働者 43090-  981521 就業場所:阿蘇市小池9番地 週休2日制:毎週 経験:あれば尚可(介

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 阿蘇郡小国町宮原1567-1 保険:雇･労･健･厚
(４か月以上) 従業員数:217人 月給制　:時給1,855円～1,855円 休日:土日祝他 学歴:不問
パート労働者 43090-  927621 就業場所:阿蘇郡小国町大字下城4173-5 週休2日制:毎週 経験:不問

交替制あり
①9:00～16:00

求人:１人
年齢:不問

雇用期間の定めあり 熊本市中央区水前寺6丁目18-1 保険:雇･雇･健
(４か月未満) 従業員数:3,500人 日給制　:時給897円～897円 休日:土日祝 学歴:不問
パート労働者 43010-14262121 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

①10:00～15:00

求人:１人
年齢:59歳以下 普通自動車免許

熊本市東区健軍3丁目50-19　菊乃井ビル3階 保険:雇･労
従業員数:8人 時給制　:時給1,000円～1,000円 休日:土日祝他 学歴:不問

パート労働者 43010-14227421 就業場所:阿蘇市内牧963-11 週休2日制:毎週 経験:あれば尚可(法

①9:30～13:00
②13:00～17:00

求人:２人 ③16:00～19:30
年齢:不問

阿蘇市蔵原字向田832-1 保険:雇･労
従業員数:30人 時給制　:時給821円～850円 休日:他 学歴:不問

パート労働者 43090-  925421 就業場所:阿蘇市蔵原字向田832-1 週休2日制:毎週 経験:不問
交替制あり

求人:３人
年齢:64歳以下

阿蘇市内牧966 保険:雇･労
従業員数:308人 時給制　:時給825円～850円 休日:他 学歴:不問

パート労働者 43090-  930821 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

又は9:00～15:00の

間の5時間程度

資格:不問

地域おこし協力隊 小国町役場

介護支援専門員 (有)ふきの企興

小規模多機能型

居宅介護つどい
8:30～17:30の

間の4時間

販売職（一の宮店

レジ係）

(株)みやはら

レジ係

雇用期間の定めなし

誠勢同動(株)

えびすぱーな

阿蘇店直営部

資格:不問

資格:不問8:30～20:00の

間の5時間程度

雇用期間の定めなし

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）

保育士補助：会計

年度任用職員

阿蘇市役所

法律事務

雇用期間の定めなし

(弁)ひのくに

熊本県疾病対策関

係・会計年度任用

熊本県健康福祉部

健康局健康づくり

推進課

＊公立保育園（坂梨、山田、乙姫、波野
保育園）での保育業務に
従事していただきます。

スーパーの惣菜部門

＊スーパーのレジ係（バーコード使用）
・レジ廻りの掃除

・買い物かごの整理整頓等
・買い物袋の補充・ﾚｼｰﾄ紙の点検と補充
※夏と冬はギフト商品の包装もあります

＊ケアプランの作成・モニタリング
（最大２１名程度）
・介護スタッフとの連携
・病院との連絡、連携、入退院相談
・日常記録の管理
・相談業務・入居の際の契約相談

杖立温泉旅館組合の事務局員。
旅館組合事務等を担当しながら杖立温泉
での地域活動/地域維持・活性化に繋がる活
動や地域行事支援・共同作業・ｲﾍﾞﾝﾄ
作業等の活動、ｲﾝﾀｰﾈｯﾄなどによる地域
情報の発信。

指定難病医療受給者証更新申請に係る
受付業務
（１）指定難病医療受給者証更新書及び

変更申請書等の受付
（２）受け付けた更新申請書及び変更

申請書等の補正

＊来客対応・電話応対
・弁護士のスケジュール管理
＊簡易な法律文書の作成補助
＊裁判所・金融機関等への手続き、
書面提出など＊事務所内の清掃など

＊その他付随する業務

・レジ及び品出し業務
★月曜日～金曜日で週２日～５日勤務
して頂ける方★
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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
①6:00～11:00

求人:２人
年齢:64歳以下

阿蘇市内牧966 保険:雇･労
従業員数:308人 時給制　:時給825円～850円 休日:他 学歴:不問

パート労働者 43090-  965521 就業場所:阿蘇市内牧966 週休2日制:その他 経験:不問
交替制あり

求人:３人
年齢:64歳以下

阿蘇市内牧966 保険:雇･労
従業員数:308人 時給制　:時給825円～850円 休日:他 学歴:不問

パート労働者 43090-  930821 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

①9:30～16:00

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陽5542-1 保険:労
従業員数:13人 時給制　:時給850円～900円 休日:他 学歴:不問

パート労働者 43090-  918321 就業場所:阿蘇郡南阿蘇村大字河陽5542-1 週休2日制:毎週 経験:不問

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:95人 時給制　:時給955円～1,275円 休日:他 学歴:高校以上
パート労働者 43010-15006721 就業場所:阿蘇市乙姫2142-10 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

阿蘇郡小国町大字宮原11番地の3 保険:雇･労
従業員数:22人 時給制　:時給823円～823円 休日:日他 学歴:不問

パート労働者 43090-  936921 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

①9:00～15:50

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:263人 時給制　:時給1,000円～1,000円 休日:土日祝 学歴:不問
パート労働者 43090-  949221 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

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か月以上) 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-  953021 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

ｷｯﾁﾝｶｰ製造・

販売スタッフ

雇用期間の定めなし

(有)阿蘇健康農園

8:00～17:00の

間の6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）
介護職/乙姫の家 (株)

かいごのみらい 資格:不問

販売職（一の宮店

レジ係）

(株)みやはら

資格:不問8:30～20:00の

間の5時間程度

雇用期間の定めなし

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

販売職（内牧店

惣菜部）

(株)みやはら

資格:不問

又は6:00～17:00の

間の5時間程度
雇用期間の定めなし

入浴介助員（阿蘇

グリーンヒル）

(医)高森会

資格:不問

介護職（デイ

サービス）

(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）

8:30～17:30の

間の4時間以上

雇用期間の定めなし

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

＊スーパーのレジ係（バーコード使用）
・レジ廻りの掃除

・買い物かごの整理整頓等
・買い物袋の補充・ﾚｼｰﾄ紙の点検と補充
※夏と冬はギフト商品の包装もあります

認知症グループホームでの介護及び生活
支援が主なお仕事です。
認知症を患った１８名の方々の共同生活
を支援します。

＊デイサービスご利用様の身の回りの
お世話及び介護業務全般

・デイケアの送迎業務 社用車を使用。
・食事の配膳、下膳
・食事介助・入浴介助・排泄介助
・レクレーション参加等

＊入所者様の入浴介助が主になりますが
身の回りのお世話（食事、排泄、移動
介助）もあります。

・１日に介護員５名で約30－40名を担当
・洗濯物の管理

＊入院患者様の生活全般の支援・援助：
・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

＊入浴、食事のお世話及び介護全般

＊苺を使用したｷｯﾁﾝｶｰ事業をｽﾀｰﾄします
・苺のドリンク（フラペチーノ、イチゴ
ミルク、イチゴの紅茶、スカッシュ）
削りイチゴなどの製造を行います。
商品引き渡し、会計がメインです。

＊土日祝のみの出勤となります。

12



職種 求人者名 仕事の内容・賃金 就業時間 資格経験

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か月以上) 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-  956221 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

①8:30～16:00

求人:１人
年齢:60歳以上 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821円～1,000円 休日:日他 学歴:不問
パート労働者 43090-  957521 就業場所:阿蘇市内牧353 週休2日制:毎週 経験:不問

①8:30～12:00
②8:30～12:30

求人:１人
年齢:59歳以下

阿蘇郡小国町大字宮原1771-1-1 保険:雇･労
従業員数:5人 時給制　:時給821円～821円 休日:日祝他 学歴:高校以上

パート労働者 43090-  909421 就業場所:阿蘇郡小国町大字宮原1771-1-1 週休2日制:なし 経験:あれば尚可(リ

求人:１人
年齢:不問

雇用期間の定めあり 熊本市中央区大江6丁目24-19 保険:雇･労
(４か月以上) 従業員数:1,000人 時給制　:時給900円～900円 休日:土日祝他 学歴:不問
パート労働者 43010-15442821 就業場所:阿蘇市黒川881-4 週休2日制:毎週 経験:不問

①9:00～16:00

求人:１人
年齢:不問

雇用期間の定めあり 熊本市中央区大江6丁目24-19 保険:雇･労
(４か月以上) 従業員数:1,000人 時給制　:時給900円～900円 休日:土日祝他 学歴:不問
パート労働者 43010-15447621 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
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830円～830円 休日:他 学歴:不問
パート労働者 43090-  932521 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

求人:２人
年齢:不問

阿蘇市黒川1230 保険:労
従業員数:100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-  924521 就業場所:阿蘇市黒川1230 週休2日制:毎週 経験:不問

介護職【高年齢者

専用求人】

(株)ワンバイワン

学校給食調理補助

業務

九州綜合サービス

(株)
資格:不問

学校給食配缶業務 九州綜合サービス

(株)
10:00～14:45の

間の4時間程度

資格:不問

リハビリ助手

雇用期間の定めなし

おぐに整形外科

資格:不問

資格:不問

調理補助

（ホテル）

雇用期間の定めなし

(株)阿蘇の司

（阿蘇の司

ビラパークホテル＆

スパリゾート）

6:00～22:00の

間の3時間以上

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）

介護福祉士（阿蘇

グリーンヒル）

(医)高森会 ＊入浴、食事のお世話及び介護全般
・認知症病棟における生活(/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

（デイサービス阿蘇ふれあい）
定員30名のﾘﾊﾋﾞﾘに特化した通所介護
事業所です。・利用者の方が可能な限り
自宅で自立した日常生活を送ることが
出来るよう心身機能の維持回復の為生活

＊調理長の下で次ぎの業務を行って
いただきます。

・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

阿蘇市阿蘇学校給食センター
＊学校給食配缶業務
・学校給食の配缶
・調理器具の洗浄等
＊２，０００食程度

阿蘇市阿蘇学校給食センター
＊調理補助業務
・切り込み等・食器洗浄
・調理場内清掃等
＊２，０００食程度

＊外来患者様の診察室での介護
・医師の下においてのアシスタント業務
・患者様に添ったリハビリ業務
・その他医師等の指示及び付随業務等

・食材の洗い、切込み等の下準備
・ゆでる、炒める、焼くの調理
・盛り付け
・料理器具の準備、
・調理器具の洗い、及び後片付け
・厨房内の清掃等

＊調理補助及びホールでの接客業務
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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

求人:２人
年齢:不問

阿蘇市蔵原625-1 保険:労
従業員数:3人 時給制　:時給850円～1,000円 休日:水他 学歴:不問

パート労働者 43090-  912021 就業場所:阿蘇市蔵原625-1 週休2日制:毎週 経験:不問

①9:00～17:00

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3204 保険:雇･労
(４か月以上) 従業員数:4人 時給制　:時給900円～900円 休日:水木 学歴:不問
パート労働者 43090-  903121 就業場所:阿蘇市一の宮町宮地3204 週休2日制:毎週 経験:不問

①8:00～12:00

求人:２人
年齢:不問

阿蘇市小里834-2 保険:雇･労
従業員数:9人 時給制　:時給950円～1,000円 休日:他 学歴:不問

パート労働者 43090-  960121 就業場所:阿蘇市小里834-2 週休2日制:毎週 経験:不問

①15:00～21:30
②17:30～21:30

求人:２人
年齢:不問

阿蘇郡南小国町満願寺黒川6567 保険:雇･労
従業員数:25人 時給制　:時給900円～1,000円 休日:他 学歴:不問

パート労働者 43090-  914821 就業場所:阿蘇郡南小国町満願寺黒川6567週休2日制:毎週 経験:不問

①8:00～12:00
②17:00～21:30

求人:４人
年齢:60歳以上

阿蘇郡南小国町大字満願寺6755-1 保険:雇･労･健･厚
従業員数:35人 時給制　:時給950円～1,000円 休日:他 学歴:不問

パート労働者 43090-  907221 就業場所:阿蘇郡南小国町大字満願寺6755-1 週休2日制:その他 経験:不問
変形（1ヶ月単位）

求人:１人
年齢:59歳以下

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 43010-14899621 就業場所:阿蘇市内牧1038-1　 週休2日制:その他 経験:不問

①18:00～8:00

求人:２人
年齢:60歳以上

阿蘇郡南小国町満願寺黒川6567 保険:雇･労
従業員数:25人 日給制　:時給850円～850円 休日:他 学歴:不問

パート労働者 43090-  913721 就業場所:阿蘇郡南小国町満願寺黒川6567週休2日制:その他 経験:不問

飲食物調理およ

び給仕従事者

カフェ

ティアンティアン
資格:不問

調理補助・接客

雇用期間の定めなし

(有)笹木食品

10:00～17:00の

間の3時間以上

資格:不問

F　保安の職業（警備員等）

皿洗い (有)湯の宿 入船

資格:不問

雇用期間の定めなし

ホール係

仲居【高年齢者

専用求人】

雇用期間の定めなし

(有)黒川荘

資格:不問

接客・

レストラン

雇用期間の定めなし

(有)黒川温泉農園

（旅館　奥の湯）
資格:不問

(株)富士千

資格:不問9:00～22:00の

間の3時間程度

雇用期間の定めなし

夜警【高年齢者

専用求人】

雇用期間の定めなし

(有)黒川温泉農園

（旅館　奥の湯）
資格:不問

＊洗い物（皿洗い、器等）に従事して
いただきます。
【原則：土・日・祝日勤務可能な方】

・店内での接客
・機械等の保守点検

＊調理補助及びホールでの接客業務
・簡単なバリスタ（ドリンク）作り
・野菜等の洗いや盛り付け
・シェフのアシスタント
・食器洗浄（機械洗浄）や食器の片付け
・厨房内の掃除等

はじめは簡単なキッチン補助や接客を
お願いします。
経験やスキル、適正によっては調理や
商品開発、料理教室、イベント企画など
様々なことにﾁｬﾚﾝｼﾞしていただけます。

＊チェックイン時のお部屋へのご案内
及び館内のご説明等

＊レストランご利用時の接客業務
・テーブルセッティング
・会席料理、お飲み物の提供、及び接客
・下膳・レストラン内の清掃等

＊旅館の夜警として下記の業務：
・布団の上げ下ろし
・皿洗い後の片付け
・夜間の見回り
※深夜仮眠中のお客様対応はありません。
【高年齢者専用求人】

・夕食、朝食のセット業務
・配膳、下膳、後片付け
・客室備品の整理・入れ込み等
＊接客業務全般補助をしていただきます。
【高年齢者専用求人】
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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

①9:00～15:00
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-  940521 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

交替制あり

求人:１人
年齢:70歳以下

阿蘇市一の宮町宮地3092-2 保険:雇･労
従業員数:11人 時給制　:時給900円～900円 休日:他 学歴:不問

パート労働者 43090-  926321 就業場所:阿蘇市一の宮町宮地3092-2 週休2日制:毎週 経験:不問
交替制あり
①8:00～12:00

求人:１人
年齢:不問 自動車免許(AT不可)

阿蘇郡高森町草部191 保険:雇･労
従業員数:10人 時給制　:時給900円～900円 休日:日他 学歴:不問

パート労働者 43090-  943621 就業場所:阿蘇郡高森町草部191 週休2日制:毎週 経験:不問

①7:00～12:00

求人:３人
年齢:不問

雇用期間の定めあり 阿蘇郡高森町大字高森2216 保険:雇･労
(４か月以上) 従業員数:125人 時給制　:時給900円～900円 休日:他 学歴:不問
パート労働者 43090-  910921 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

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988円～988円 休日:土日祝他 学歴:不問
パート労働者 43090-  938021 就業場所:阿蘇市赤水846-56 週休2日制:毎週 経験:不問

①10:45～14:30

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 熊本市中央区大江6丁目24-19 保険:雇･労
(４か月以上) 従業員数:1,000人 時給制　:時給950円～950円 休日:土日祝他 学歴:不問
パート労働者 43010-15434821 就業場所:阿蘇市黒川881-4 週休2日制:毎週 経験:不問

準中型自動車免許
①7:00～13:30

求人:１人
年齢:59歳以下 自動車免許(AT不可)

阿蘇市西町927-3 保険:雇･労
従業員数:12人 時給制　:時給850円～850円 休日:水日他 学歴:不問

パート労働者 43090-  942321 就業場所:阿蘇市西町927-3 週休2日制:毎週 経験:不問

学校給食配送業務 九州綜合サービス

(株)

食品加工

雇用期間の定めなし

(株)阿蘇とり宮

8:00～19:00の

間の5時間程度

(有)川部養魚場

雇用期間の定めなし

惣菜係 (株)熊本フレイン

高森店
資格:不問

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）

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）

製造作業員 (株)九州ﾄﾘｯｸｽ　高

森工場

雇用期間の定めなし

園バス運転手 (福)熊本YMCA

福祉会

赤水保育園

配送 アサヒフーズ

(株)

資格:不問

水産食品製造・

加工作業員

＊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
・プレス加工、スポット溶接加工、
タップ加工、レーザーカット加工、
部品の外観検査、その他軽作業。

＊養魚場内で魚の加工・製造補充・魚の
カウントが主な仕事です。

＊未経験の方でも三枚卸など丁寧に指導
いたしますので安心して勤務していた
だけます。

・園バスによる当園の登園・降園の運転
に関する業務

・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）

＊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
食肉の配達を行っていただきます。

（社用車を使用）
＊配達の無い時は工場内で鶏/豚/牛肉の
仕分け作業を行っていただきます。

＊から揚げ、コロッケ、ハンバーグ、
串焼き等の食品加工製造、商品の包装、
工場内の清掃等を担当していただきます。
※希望により店舗内での調理、接客、
販売業務も担当することができます。

・各種惣菜類の調理・パック詰め作業
・商品の値段打ち
・陳列ｺｰﾅｰへの品出し・陳列の整理
・陳列・調理ｽﾍﾟｰｽの後片付け/清掃作業
＊希望時間、日数、曜日はできる限り
相談に応じます。

阿蘇市阿蘇給食センター
・学校給食の配送
・調理場内、コンテナ等の洗浄

＊２，０００食程度

・部屋・風呂の清掃
15



職種 求人者名 仕事の内容・賃金 就業時間 資格経験

①9:30～14:30 普通自動車免許
②10:00～15:00 あれば尚可

求人:２人
年齢:65歳以下

阿蘇市黒川2323 保険:雇･労
従業員数:23人 時給制　:時給850円～900円 休日:他 学歴:不問

パート労働者 43090-  980221 就業場所:阿蘇市黒川2323 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か月未満) 従業員数:140人 時給制　:時給821円～821円 休日:他 学歴:不問
パート労働者 43010-14460421 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か月未満) 従業員数:140人 時給制　:時給821円～821円 休日:他 学歴:不問
パート労働者 43010-14461321 就業場所:阿蘇市黒川1266 週休2日制:その他 経験:不問

①9:00～16:00

求人:２人
年齢:不問

阿蘇市黒川1230 保険:雇･労
従業員数:100人 時給制　:時給850円～950円 休日:他 学歴:不問

パート労働者 43090-  923221 就業場所:阿蘇市黒川1230 週休2日制:毎週 経験:不問

①8:00～13:00

求人:１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900円～1,000円 休日:他 学歴:不問
有期雇用派遣パー 43010-15185021 就業場所:阿蘇郡小国町大字宮原神ノ木 週休2日制:毎週 経験:不問

①7:00～12:00

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900円～900円 休日:他 学歴:不問
パート労働者 43090-  911121 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

①8:00～12:00
②16:30～21:00

求人:２人
年齢:60歳以上

阿蘇郡南小国町大字満願寺6755-1 保険:雇･労･健･厚
従業員数:35人 時給制　:時給850円～950円 休日:他 学歴:不問

パート労働者 43090-  906821 就業場所:阿蘇郡南小国町大字満願寺6755-1 週休2日制:その他 経験:不問

資格:不問

客室清掃

（旅館）

雇用期間の定めなし

(株)おがさわら

洗い場【高年齢

者専用求人】

雇用期間の定めなし

(有)黒川荘

資格:不問

グロサリー

（商品補充）

(株)熊本フレイン

高森店
資格:不問

パック詰め・

器具の洗浄業務

(株)

テクノ・ジャパン
資格:不問

客室清掃

（ホテル）

雇用期間の定めなし

(株)阿蘇の司

（阿蘇の司

ビラパークホテル＆

スパリゾート）

清掃員 (株)総美

資格:不問

清掃員 (株)総美

資格:不問

院内の清掃業務
・フロア、廊下、トイレ等の日常清掃

＊土・日・祝日に勤務できる方募集！

院内の清掃作業
・フロア、廊下、トイレ等の日常清掃

・部屋・風呂の清掃
・タオル・バスタオル・浴衣及び
アメニティーの入れ込み

・リネン内の清掃及び整理整頓等
＊客室が離れになっている為、作業で
当社車輌を使用することもあります。

精肉のカットされたものをパック詰めに
したり、室内の器具等の清掃作業

＊店内商品を確認し商品補充。
＊発注業務＊空き箱/ﾀﾞﾝﾎﾞｰﾙの後片付け
＊倉庫・店内商品の整理整頓や清掃など
＊希望時間、日数、曜日はできる限り
相談に応じます。

・器、皿洗い
・器の管理
・厨房、盛り込み補助等
【高年齢者専用求人】

・布団上げ、及びベットメイク
・お部屋、及びユニットバスの清掃
・お茶のセット、アメニティの入れ込み
・ﾜｯｸｽ掛け（ﾚｽﾄﾗﾝ、ﾎｰﾙ等）2ヶ月に1回
・ｶｰﾃﾝ、半天等の洗濯（3～4ヶ月に1回）
・リネン室の整理整頓
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職種 求人者名 仕事の内容・賃金 就業時間 資格経験

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 阿蘇郡南阿蘇村大字一関1282 保険:雇･労･健･厚
(４か月以上) 従業員数:70人 時給制　:月額151,869円～151,869円 休日:他 学歴:不問
正社員以外 43090-  888621 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

変形（1ヶ月単位） 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:40人 月給制　:月額212,000円～350,000円 休日:他 学歴:不問

正社員 43090-  851221 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:大型ﾄﾞﾗｲﾊﾞｰの
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-  836521 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
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-  758321 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
大型自動車免許

①8:00～17:00

求人:２人
年齢:不問

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

正社員 24081-  739521 就業場所:熊本市、上天草市、天草市、益城 週休2日制:その他 経験:ﾀﾞﾝﾌﾟ3年以上

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

ドライバー

（大型）

(株)日和技建

雇用期間の定めなし

👇👇【4/1～4/24に受理した求人特集です】

＊既に充足・取り消しの場合もあります

送迎・営繕係 (福)白久寿会

特別養護老人

ホーム　水生苑

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

ダンプ運転手 (株)工藤重機

雇用期間の定めなし

輸送･機械運転特集

・送迎・JAへ米の受取・精米・通院引率
・建物周辺の美化作業・公用車の清掃、
点検、管理・汚水・排水口の清掃

・在宅高齢者へのお弁当（夕食）配達
・車ｲｽ・屋上排水溝・加湿器・ｴｱｺﾝ・
換気扇掃除・日除け（遮光ﾈｯﾄ）設置

・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

＊軽貨物車による一般宅、会社への配送
・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。

・貨物の重量は１個あたり最大2－3Ｋｇ
程度

・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

◆ダンプ（10ｔ、4ｔ、2ｔ）による土砂
及び産業廃棄物（コンクリートガラ、
アスファルトガラ等）の運搬作業。

・他、多少土木作業もあります。

・2ｔ・4ｔ車で事業系の一般廃棄物の
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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

中型自動車免許
①8:00～17:30 ８トン限定中型自動車免許

求人:１人
年齢:59歳以下

阿蘇市黒川1289 保険:雇･労･健･厚
従業員数:29人 日給制　:月額183,600円～202,500円 休日:土日 学歴:不問

正社員 43090-  711821 就業場所:阿蘇市一の宮町宮地4454-8 週休2日制:毎週 経験:４t以上の経験
変形（1年単位） 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:40人 月給制　:月額212,000円～355,000円 休日:他 学歴:不問

正社員 43090-  718121 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-  759621 就業場所:阿蘇市乙姫50 週休2日制:毎週 経験:不問
車両系建設機械運転技能者

①8:00～17:00 整地・運搬・積込用/掘削用

求人:２人
年齢:不問 自動車免許(AT不可)

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

正社員 24081-  741621 就業場所:阿蘇市、南阿蘇村　他 週休2日制:その他 経験:不問
変形（1年単位） 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:64歳以下 自動車免許(AT不可)

熊本市東区花立6丁目17番8号 保険:雇･労･健･厚
従業員数:6人 日給制　:月額183,200円～229,000円 休日:日他 学歴:不問

正社員以外 43010-11234121 就業場所:熊本市内及び近郊の各現場（直行直帰） 週休2日制:その他 経験:あれば尚可(重
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:30人 月給制　:月額205,000円～215,000円 休日:他 学歴:不問

正社員 43090-  797521 就業場所:阿蘇市一の宮町坂梨2764 週休2日制:毎週 経験:電気工事経験
交替制あり 中型自動車免許
①6:00～15:00
②7:00～16:00

求人:２人
年齢:59歳以下

阿蘇郡高森町大字中2885-1 保険:雇･労･健･厚
従業員数:16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-  897921 就業場所:阿蘇郡高森町大字中2885-1 週休2日制:毎週 経験:不問

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

運転手 (株)環境

雇用期間の定めなし

営繕管理

（農場）

(株)阿蘇高原

ファーム

雇用期間の定めなし

ゴルフ場の

スタート、送迎

(株)ノマドジャパン

阿蘇スカイブルー

ゴルフリゾート

雇用期間の定めなし

重機

オペレーター

(株)工藤重機

雇用期間の定めなし

重機

オペレーター

(株)北野建設

雇用期間の定めなし

・2ｔ・4ｔ車で事業系の一般廃棄物の
収集、運搬業務
収集先：旅館・事務所・飲食関係・
コンビニ等

・阿蘇管内が主ですが時々は熊本市内や
美里町の収集運搬もあります。

＊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・設備の不具合修理
＊入社後資格取得等の研修を行います。
茨城県日立市(本社)を拠点に行います。

※建設機械（ﾊﾞｯｸﾎｳ、ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞｰ等）の
運転作業を行ないます。

・公共工事を主とした耕地、道路、
河川等の土木、掘削、埋め戻し、整地
整形、トラックへの土砂等の積み込み
等の作業。

バックホー等、重機オペレーター業務

＊エリア：熊本市一円、上益城、阿蘇
＊直行直帰可

＊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
・ﾘﾌﾄ・ﾄﾗｯｸを使っての豚糞の運搬

・ゴルフ場を利用されるお客様の送迎
（ハイエースの運転あり）

・ゴルフ場の清掃、器具の修理など
・スタート室での接客

・ﾘﾊﾋﾞﾘ・外来・透析利用者の送迎運転
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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

①8:30～17:30
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-  748521 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:
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-  835221 就業場所:阿蘇市狩尾927番地9 週休2日制:毎週 経験:不問

①8:00～16:00
②10:00～18:00

求人:２人
年齢:59歳以下

阿蘇郡高森町大字中2885-1 保険:雇･労･健･厚
従業員数:16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-  899021 就業場所:阿蘇郡高森町大字中2885-1 週休2日制:毎週 経験:不問

①9:00～17:00
②12:00～20:00

求人:２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:8人 時給制　:時給1,050円～1,300円 休日:他 学歴:不問

パート労働者 43090-  794721 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

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)

阿蘇市乙姫1617番地 保険:雇･労･健･厚
従業員数:25人 日給制　:月額191,250円～225,000円 休日:日他 学歴:不問

正社員 43090-  849121 就業場所:阿蘇市乙姫1617番地 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:57人 月給制　:月額180,000円～250,000円 休日:日他 学歴:不問

正社員 43090-  833721 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(二
変形（1年単位）
①7:30～17:00

求人:１人
年齢:59歳以下 自動車免許(AT不可)

阿蘇郡南小国町大字赤馬場3556-4 保険:雇･労･健･厚
従業員数:20人 月給制　:月額200,000円～250,000円 休日:日他 学歴:不問

正社員 43090-  756521 就業場所:阿蘇郡南小国町大字赤馬場3556-4 週休2日制:その他 経験:不問

ホテル施設管理

（リネン）

(株)ノマドジャパン

阿蘇スカイブルー

ゴルフリゾート
資格:不問

雇用期間の定めなし

ｷｬﾝﾌﾟｻｲﾄ/ｺﾃｰｼﾞ

施設の管理ｽﾀｯﾌ

(株)宮下観光

蔵迫温泉さくら

雇用期間の定めなし

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

土木・

建築作業員

大仁産業(株)

雇用期間の定めなし

土木作業員 (株)松本組

雇用期間の定めなし

土木技術者候補 (株)藤本建設工業

雇用期間の定めなし

・ﾘﾊﾋﾞﾘ・外来・透析利用者の送迎運転
・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。

・貨物の重量は１個あたり最大2－3Ｋｇ
程度

＊ホテル施設の修理、補修、整備/清掃
＊ホテルリネン
ランドリーサービス/シャツ/タオル等/
リネン類の管理

＊ホテルの清掃
＊ベッドメイキング

・キャンプサイト場内の整備・点検
・貸コテージ（６棟）の整備・点検
・温泉浴場（露天風呂・内湯）の清掃
・施設内の見回り・点検・草刈り等

建設･土木特集

○災害復旧のための土木作業です。
・破損した道路や河川などの造成工事
・土砂の掘削や運搬作業
・重機オペレーターの補助や重機が
入らない場所の手作業など

・ＪＲ土木工事

・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

＊土木工事作業（主に公共工事）
・道路の舗装及び改修工事
・河川工事（堤防のブロック補修作業等）
及び治山工事

＊建築工事作業
・個人宅の新築及び改修工事

土木手元（土木補助）
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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

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)

熊本市東区花立6丁目17番8号 保険:雇･労･健･厚
従業員数:6人 日給制　:月額183,200円～206,100円 休日:日他 学歴:不問

正社員以外 43010-11231321 就業場所:熊本市内及び近郊の各現場（直行直帰） 週休2日制:その他 経験:不問

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:90人 日給制　:月額223,000円～223,000円 休日:日祝他 学歴:高校以上

正社員以外 43090-  819521 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

①8:00～17:00

求人:２人
年齢:64歳以下 自動車免許(AT不可)

阿蘇市永草1291-2 保険:雇･労･健･厚
従業員数:15人 月給制　:月額190,000円～230,000円 休日:日祝他 学歴:不問

正社員 43090-  760021 就業場所:阿蘇市永草1291-2 週休2日制:その他 経験:あれば尚可(経

①8:00～17:00

求人:２人
年齢:64歳以下 自動車免許(AT不可)

阿蘇郡南阿蘇村吉田1650-2 保険:雇･労･健･厚
従業員数:26人 月給制　:月額190,000円～230,000円 休日:木日 学歴:不問

正社員 43090-  847621 就業場所:阿蘇郡南阿蘇村吉田1650-2 週休2日制:毎週 経験:不問
変形（1ヶ月単位）

①8:30～17:00

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387-5 保険:雇･労･健･厚
(４か月以上) 従業員数:457人 時給制　:月額142,162円～142,162円 休日:日祝 学歴:不問
正社員以外 43090-  811321 就業場所:阿蘇郡南阿蘇村大字一関1302-1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)

阿蘇郡高森町草部191 保険:雇･労･健･厚
従業員数:10人 月給制　:月額180,000円～200,000円 休日:日他 学歴:不問

正社員 43090-  715321 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

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:6人 日給制　:月額165,750円～214,500円 休日:土日祝他 学歴:高校以上

正社員 43090-  880121 就業場所:阿蘇郡南阿蘇村大字河陽3215-2 週休2日制:毎週 経験:あれば尚可(工

作業員 (株)北野建設

雇用期間の定めなし

配送業務 (有)

白水クリーニング

センター

雇用期間の定めなし

食材宅配業務 阿蘇農業協同組合

運搬作業員 阿蘇森林組合

雇用期間の定めなし

軽トラック運転手

（阿蘇郡市内）

(株)軽

トランスポート

雇用期間の定めなし

配達業務 (有)川部養魚場

雇用期間の定めなし

工場内作業 (有)藤田製材所

資格:不問

雇用期間の定めなし

土木手元（土木補助）
床掘り 埋め戻し
生コン打設
＊エリア：熊本市一円、上益城、阿蘇
＊直行直帰可

運搬･清掃(軽作業)特集

・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・下ろし。

・基本的には高森支所ですが運搬場所が
阿蘇郡市や山都町の場合もあります。

・また、場合によっては重機を使用する
こともあります。

・阿蘇郡市の企業や個人宅へ荷物を
お届けするお仕事です。

・乗務前後の車の点検・配達先の確認等
＊配達物は「電気製品や事務用品」等。
軽トラックで運ぶ商品なので、個々の
大きさや重量はさまざまです。

＊旅館、ホテル等にｸﾘｰﾆﾝｸﾞしたシーツ、
掛ｶﾊﾞｰ等の配送/洗濯物の回収業務。

＊工場内での、クリーニングの補助業務
・各種洗濯物の選別
・出来上がりの紐掛け（機械操作）等

・食材センター内で配達する食材の準備
（袋詰め等）をして
利用者宅への配達。

・発注作業等の事務
・簡単なパソコン作業、電話対応 等

＊魚（ヤマメ・マス）の配達業務。
・出荷作業
取引先（飲食店/宿泊施設）等への配達
（南小国町や内牧方面）

・施設（水槽・電気設備等）のﾒﾝﾃﾅﾝｽ
＊ノルマ等はありません。

・鋸くず製造業務（機械に材木を投入）
・機械操作による結束及び梱包作業
・製品の手作業による仕分け
（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

・鋸くず製造業務（機械に材木を投入）
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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:不問

雇用期間の定めあり 阿蘇郡南阿蘇村大字河陽3215-2 保険:雇･労･健･厚
(４か月以上) 従業員数:6人 日給制　:月額165,750円～214,500円 休日:土日祝他 学歴:不問
正社員以外 43090-  881021 就業場所:阿蘇郡南阿蘇村大字河陽3215-2 週休2日制:毎週 経験:不問

①7:30～14:30
②8:00～15:00

求人:２人
年齢:不問

阿蘇郡小国町大字宮原1649 保険:雇･労･健･厚
従業員数:11人 月給制　:月額215,000円～230,000円 休日:他 学歴:不問

正社員 43090-  855621 就業場所:阿蘇郡南小国町大字満願寺6392-2 週休2日制:その他 経験:あれば尚可(業
変形（1年単位）
①9:00～18:30

求人:１人
年齢:59歳以下

阿蘇郡南阿蘇村大字久石4411-9 保険:雇･労･健･厚
従業員数:125人 月給制　:月額208,400円～250,000円 休日:他 学歴:不問

正社員 43090-  803321 就業場所:阿蘇郡南阿蘇村大字久石4411-9 週休2日制:その他 経験:不問
変形（1年単位）
①8:30～17:30

求人:１人
年齢:64歳以下 普通自動車免許

鹿児島県指宿市湯の浜5丁目26-27 保険:
従業員数:0人 月給制　:月額215,000円～235,000円 休日:他 学歴:不問

正社員 46120- 1085921 就業場所:阿蘇郡南小国町大字満願寺6069- 週休2日制:毎週 経験:あれば尚可(電

①9:00～17:30

求人:２人
年齢:不問

雇用期間の定めあり 阿蘇市一の宮町宮地4429 保険:雇･労･健･厚
(４か月未満) 従業員数:860人 時給制　:月額155,000円～155,000円 休日:土日祝他 学歴:不問
正社員以外 43090-  839621 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

変形（1ヶ月単位）

①8:00～17:00

求人:１人
年齢:59歳以下 普通自動車免許

阿蘇市蔵原885-1 保険:雇･労･健･厚
従業員数:90人 日給制　:月額218,540円～218,540円 休日:日祝他 学歴:高校以上

正社員以外 43090-  818221 就業場所:阿蘇郡南小国町大字満願寺7890週休2日制:その他 経験:不問

①8:00～17:00 普通自動車免許
あれば尚可

求人:１人
年齢:59歳以下

上益城郡益城町宮園794番地1 保険:雇･労･健･厚
従業員数:30人 日給制　:月額183,600円～183,600円 休日:日他 学歴:不問

正社員 43011- 1351921 就業場所:阿蘇市黒川1346 週休2日制:毎週 経験:不問

工場内作業

（契約社員）

(有)藤田製材所

資格:不問

清掃 あすなろ企画

資格:不問

雇用期間の定めなし

倉庫内での部品の

品出しスタッフ

オーティーティー

ロジスティクス(株)

九州事業部

阿蘇営業所

資格:不問

木材選別作業員 阿蘇森林組合

雇用期間の定めなし

客室清掃

（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

雇用期間の定めなし

施設・管理係 「旅館　藤のや」

準備室（ふじ

リゾート(株)内）

雇用期間の定めなし

作業員 (株)東政産業

雇用期間の定めなし

・鋸くず製造業務（機械に材木を投入）
・機械操作による結束及び梱包作業
・製品の手作業による仕分け
（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

・布団あげ、片づけ・お部屋の清掃
・ベッドメイキング・アメニティの補助
・浴衣やお茶セットの準備
・共有部（ﾎｰﾙやﾄｲﾚ）・客室風呂の清掃
・清掃道具の片づけや整理整頓
＊器の片づけや洗い物はありません。

＊清掃業務全般
・客室清掃及びベッドメイキング
・バス、洗面所の清掃
・施設清掃

・温泉施設の管理、清掃。
・施設内設備管理
（電気系統、建物補修）清掃。

※※令和４年５月新規開業予定です※※

製品を造る為に必要な部品を倉庫から
ピッキングして生産ラインへ部品を供給
するための準備作業。先輩社員が付いて
丁寧に教えますので倉庫や工場で初めて
お仕事される方でも安心して覚えて頂け
ます。

・仕分けされた丸太をﾌｫｰｸﾘﾌﾄで樹種、
直径/長さ/形状毎に市場内に並べる

・月に２回丸太の共販市が開催されます
ので、前準備及び開催作業。

・売れた丸太をﾄﾗｯｸへの積み込み
＊ﾌｫｰｸﾘﾌﾄ資格取得の支援いたします。

○搬入商品の受け入れ/仕分け/分解作業
（不要な部品やコードなどを取り除く）
※一部ﾌｫｰｸﾘﾌﾄ作業がありますが、資格が
なくても応募は可能です（後から資格
を取得していただきます。）

＊産業廃棄物の分別作業
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職種 求人者名 仕事の内容・賃金 就業時間 資格経験

①8:00～17:30

求人:１人
年齢:59歳以下 自動車免許(AT不可)

阿蘇市黒川1289 保険:雇･労･健･厚
従業員数:29人 日給制　:月額183,600円～202,500円 休日:土日 学歴:不問

正社員 43090-  710721 就業場所:阿蘇市一の宮町宮地4454-8 週休2日制:毎週 経験:不問
変形（1ヶ月単位）

①6:30～17:00
②7:00～17:00

求人:４人
年齢:不問 自動車免許(AT不可)

雇用期間の定めあり 阿蘇市赤水1600-3 保険:雇･労･健･厚
(４か月以上) 従業員数:74人 時給制　:月額142,760円～154,800円 休日:他 学歴:不問
正社員以外 43090-  879321 就業場所:阿蘇市赤水1600-3 週休2日制:その他 経験:あれば尚可(業

変形（1ヶ月単位）

①7:00～16:00

求人:３人
年齢:59歳以下

阿蘇市赤水1815-1 保険:雇･労･健･厚
従業員数:298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-  763221 就業場所:阿蘇市赤水1815-1 週休2日制:その他 経験:不問

①8:30～12:00

求人:１人
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:56人 時給制　:時給830円～910円 休日:他 学歴:不問
パート労働者 43090-  891821 就業場所:阿蘇市小池9番地 週休2日制:毎週 経験:不問

①10:00～15:00

求人:１人
年齢:不問 普通自動車免許

阿蘇郡小国町大字北里4274-4 保険:労
従業員数:1人 時給制　:時給1,200円～1,300円 休日:月火水木金他 学歴:不問

パート労働者 43090-  892221 就業場所:阿蘇郡小国町大字北里1435-3 週休2日制:毎週 経験:不問

①9:00～15:00

求人:５人
年齢:不問

雇用期間の定めあり 阿蘇市赤水1600-3 保険:雇･労
(４か月以上) 従業員数:74人 時給制　:時給850円～850円 休日:他 学歴:不問
パート労働者 43090-  876221 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

求人:２人
年齢:不問

雇用期間の定めあり 阿蘇市赤水1600-3 保険:労
(４か月以上) 従業員数:74人 時給制　:時給830円～830円 休日:他 学歴:不問
パート労働者 43090-  877521 就業場所:阿蘇市赤水1600-3 週休2日制:毎週 経験:不問

コース管理 阿蘇リゾートグラン

ヴィリオホテル阿蘇

リゾートグランヴィ

リオホテルゴルフ場

コース

作業スタッフ

(株)あつまるﾎｰﾙﾃﾞｨ

ﾝｸﾞｽ 阿蘇ゴﾙﾌ場事

業部 あつまる阿蘇

赤水ｺﾞﾙﾌ倶楽部

資格:不問

雇用期間の定めなし

作業員 (株)環境

雇用期間の定めなし

客室清掃係 阿蘇リゾートグラン

ヴィリオホテル阿蘇

リゾートグランヴィ

リオホテルゴルフ場

資格:不問

温浴清掃係 阿蘇リゾートグラン

ヴィリオホテル阿蘇

リゾートグランヴィ

リオホテルゴルフ場

資格:不問8:00～15:00の

間の3時間以上

清掃

（介護施設）

(有)ふきの企興

小規模多機能型

居宅介護つどい

資格:不問

貸別荘内外の

清掃

(有)

ダブル・プラン

雇用期間の定めなし

＊産業廃棄物の分別作業
・場内において木くず、鉄くず、ビン、
缶、ペットボトル等の分別作業です。

・分別作業がない時は、別の作業（収集
・運搬作業等）がある場合があります。

・専用機械を使用しての芝の刈込み
・グリーンのカップ切り
・周辺の草刈り
・ゴルフ場内は車で移動します。
◆お客様が快適にプレーできるよう、
コース内の整備をします。

ゴルフ場コース作業スタッフ
・芝刈り、草刈り
・肥料散布
・排水工事
・剪定 等

＊「サービス付高齢者向住宅」
・各お部屋の清掃
・共用部の清掃（廊下、ﾎｰﾙ、ﾄｲﾚ等）
・入所者の方の洗濯およびタタミ
・シーツの交換・お食事時の見守り等
・ナースコールの対応等による用件伺い

＊貸別荘「きんこんかん」の客室清掃/
建物周りの草取り（刈払機使用なし）

・敷地が広い為、移動に自家用車を使用
していただきます。使用代支給あり。

＊土・日・祝日勤務可能な方

＊客室全体のお掃除・ベッドメイク・
ユニットバス清掃、備品補充など。

＊掃除機かけや拭き掃除、シーツ交換等
ご家庭での掃除と同様です。

＊慣れるまでは丁寧に指導いたします。

＊ホテル内大浴場及び別棟の温浴施設の
清掃業務です。

＊浴場内/脱衣場/トイレ/整体ルーム等の
清掃を行います。

・お部屋の清掃
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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

阿蘇郡小国町大字宮原1649 保険:雇･労
従業員数:11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-  856921 就業場所:阿蘇郡南小国町大字満願寺6392-2 週休2日制:毎週 経験:不問

①9:30～14:30

求人:２人
年齢:不問

雇用期間の定めあり 阿蘇市内牧99 保険:雇･労
(４か月以上) 従業員数:37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-  858021 就業場所:阿蘇市内牧99 週休2日制:毎週 経験:不問

①9:00～14:30

求人:３人
年齢:不問

雇用期間の定めあり 阿蘇市内牧99 保険:雇･労
(４か月以上) 従業員数:37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-  859721 就業場所:阿蘇市内牧99 週休2日制:毎週 経験:不問

①9:30～15:00

求人:２人
年齢:65歳以上

阿蘇市内牧1354 保険:雇･労
従業員数:25人 時給制　:時給850円～900円 休日:他 学歴:不問

パート労働者 43090-  825721 就業場所:阿蘇市内牧1354 週休2日制:毎週 経験:不問

①9:00～17:00
②10:00～18:00

求人:２人
年齢:不問

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:8人 時給制　:時給1,050円～1,300円 休日:他 学歴:不問

パート労働者 43090-  793021 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

①9:00～12:00

求人:１人
年齢:不問

雇用期間の定めあり 熊本市中央区渡鹿2丁目11-17 保険:労
(４か月以上) 従業員数:140人 時給制　:時給821円～821円 休日:他 学歴:不問
パート労働者 43010-11508921 就業場所:阿蘇市黒川1266 週休2日制:その他 経験:不問

①9:00～17:00

求人:１人
年齢:不問

雇用期間の定めあり 熊本市中央区渡鹿2丁目11-17 保険:労
(４か月以上) 従業員数:140人 時給制　:時給821円～821円 休日:他 学歴:不問
パート労働者 43010-11509121 就業場所:阿蘇市黒川1266 週休2日制:毎週 経験:不問

清掃 (株)阿蘇ホテル

資格:不問

客室清掃【高年

齢者専用求人】

(有)親和苑

資格:不問

雇用期間の定めなし

清掃 あすなろ企画

資格:不問9:30～14:30の

間の5時間程度

雇用期間の定めなし

大浴場清掃 (株)阿蘇ホテル

資格:不問

清掃員 (株)総美

資格:不問

コテージ施設の

客室清掃

(株)宮下観光

蔵迫温泉さくら 資格:不問

雇用期間の定めなし

清掃員

／半日勤務

(株)総美

資格:不問

・お部屋の清掃
・共用部（ﾎｰﾙやﾄｲﾚ）・お風呂の清掃
・掃除道具の片づけ及び整理整頓
＊食事処の清掃（食器等の片付け、洗い
物）はありません。

・お湯を抜いて大浴場内の清掃
・鏡拭き、カランみがき、壁の汚れ取り
・シャンプー等の補充、整理整頓
・脱衣所のごみ回収、鏡拭き、ｶｺﾞﾁｪｯｸ
・備品補充、床、洗面所の清掃
・浴場内のﾄｲﾚ掃除・大浴場ﾛﾋﾞｰの清掃

・布団敷き、ごみの回収、掃除機かけ
・客室・トイレ・お風呂の清掃
・ﾀｵﾙ・ｼｰﾂ・浴衣・ｱﾒﾆﾃｨｰｾｯﾄの補充
・プライベート室の清掃及び整理整頓
＊共用スペースの清掃
・ロビーやトイレ階段等の清掃

・客室（離れ）の清掃
・お風呂の清掃
・お布団・お茶の準備
＊経験のない方の応募も歓迎いたします
【高年齢者専用求人】

＊２～３棟の清掃（１ｽﾀｯﾌ当たり担当）
・客室の清掃（室内の浴室掃除無し）
別途スタッフ担当の為

・アメニティー入れ込み
・食器カトラリー等の洗浄
・ベッドメイキング・他 清掃業務全般

院内の清掃作業
・フロア、廊下、トイレ等の日常清掃

院内の清掃作業
・フロア、廊下、トイレ等の日常清掃

製造されたお菓子商品の検査、袋詰め、
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職種 求人者名 仕事の内容・賃金 就業時間 資格経験

①9:00～16:00
②10:00～17:00

求人:１人
年齢:60歳以上

雇用期間の定めあり 阿蘇郡南阿蘇村大字河陽5579-3 保険:雇･労･健･厚
(４か月以上) 従業員数:63人 時給制　:時給900円～1,000円 休日:土日祝 学歴:不問
パート労働者 43090-  852521 就業場所:阿蘇郡南阿蘇村大字河陽5579-3 週休2日制:毎週 経験:不問

①9:00～17:30

求人:１人
年齢:不問

雇用期間の定めあり 熊本市中央区本荘5丁目10番26号 保険:雇･労･健･厚
(４か月以上) 従業員数:65人 時給制　:時給930円～930円 休日:土日祝他 学歴:不問
パート労働者 43010-14068321 就業場所:阿蘇市黒川1266 週休2日制:毎週 経験:不問

①18:00～20:30

求人:２人
年齢:64歳以下

阿蘇郡小国町大字下城4223番地 保険:労
従業員数:90人 時給制　:時給850円～850円 休日:他 学歴:不問

パート労働者 43090-  709921 就業場所:阿蘇郡小国町大字下城4223番地 週休2日制:その他 経験:不問
交替制あり

求人:２人
年齢:不問

雇用期間の定めあり 阿蘇市赤水1600-3 保険:雇･労
(４か月以上) 従業員数:74人 時給制　:時給830円～830円 休日:他 学歴:不問
パート労働者 43090-  874721 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
①9:00～13:00 普通自動車免許
②18:00～22:00 あれば尚可

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 43010-12422221 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 普通自動車免許
②17:00～22:00 あれば尚可

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 43010-12433321 就業場所:阿蘇市黒川1230 週休2日制:毎週 経験:不問

①19:00～22:00

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:労
(４か月以上) 従業員数:125人 時給制　:時給821円～830円 休日:他 学歴:不問
パート労働者 43090-  801521 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

菓子の包装【高年

齢者専用求人】

(株)古今堂

資格:不問

パントリー

（洗い場）

阿蘇リゾートグラン

ヴィリオホテル阿蘇

リゾートグランヴィ

リオホテルゴルフ場

資格:不問7:00～22:00の

間の4時間以上

料理の準備・

配膳・片付け

(株)さと家

雇用期間の定めなし

医療材料及び薬品

の物流管理業務

(株)八尾ムトウ

資格:不問

布団敷き

（ホテル）

(株)杖立観光

ホテル ひぜんや 資格:不問

雇用期間の定めなし

料理の準備・

配膳・片付け

(株)さと家

雇用期間の定めなし

洗い場スタッフ

【夜のみ】

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

製造されたお菓子商品の検査、袋詰め、
各種箱の組み立て。簡単な清掃等。
簡単な機械操作がありますが高年齢者の
方にも丁寧に指導いたしますので安心し
てご応募ください。

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。
・コップ、皿、フォーク等の準備配置
・お客さまの誘導、案内
・配膳、準備・食後の食器片付け
・不揃いの品物がないか再確認

阿蘇の司ビラパークホテル
◇調理業務はありません。
・コップ、皿、フォーク等の準備配置
・お客さまの誘導、案内
・配膳、準備・食後の食器片付け
・不揃いの品物がないか再確認

＊厨房内で食器類の洗浄、
拭き上げ、片付けを行う仕事です。

＊２～３名で流れ作業。
＊厨房の調理スタッフの手伝いをして
いただくこともあります。

＊土、日、祝日の勤務が可能な方を希望

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

★２人１組での作業になります

＊病院で使用する点滴/注射用の医療材料
を揃えて、院内デリバリー又商品管理
業務など行うお仕事です

＊他、データ入力業務等ＰＣを使用した
付帯業務もあります
エクセル扱える方歓迎

＊使用済のお皿やコップなどを洗浄、
片づけをします。

：私たちは食器も料理の一部だと考えて
います。お客様が気持よく使っていた
だけるよう新品のように洗い上げます。

＊障害者の方の応募も可能です

・野菜洗い・切り込み・盛り付け
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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
①6:30～13:00
②15:00～21:30

求人:２人
年齢:64歳以下

阿蘇郡南阿蘇村大字中松2065 保険:雇･労
従業員数:43人 時給制　:時給840円～860円 休日:他 学歴:不問

パート労働者 43090-  789221 就業場所:阿蘇郡南阿蘇村大字中松2065 週休2日制:毎週 経験:不問

①9:00～14:30

求人:１人
年齢:59歳以下

阿蘇市一の宮町宮地5833 保険:雇･労
従業員数:364人 時給制　:時給900円～900円 休日:他 学歴:不問

パート労働者 43090-  726121 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

厨房助手 (有)白水温泉

竹の倉山荘 資格:不問

雇用期間の定めなし

洗浄業務

（病院内厨房）

(医社)大徳会

（大阿蘇病院） 資格:不問

雇用期間の定めなし

・野菜洗い・切り込み・盛り付け
・配膳準備
・調理器具洗浄

＊病院内厨房において食器・調理器具等
の洗浄業務

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

阿蘇市役所
阿蘇市

内牧支所

阿蘇市

波野支所

阿蘇市

社会福祉協議会

産山村役場 小国町役場 小国ゆうステーション 南小国町役場

南阿蘇村役場 高森町役場
高森町

観光交流センター

山都町役場

蘇陽支所

山都町役場
南阿蘇村役場

福祉センター

小国暮らしの窓口

（木魂館）

高森町

社会福祉協議会

求人情報誌の配布場所

ハローワーク阿蘇のご案内

所在地

〒869-2612

阿蘇市一の宮町宮地2318-3

TEL：0967-22-8609

FAX：0967-22-4775

各種情報

○「月刊 求人情報誌」

・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」

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


