
この求人情報誌はR5.4.25～R5.5.9にハローワークで受け付けた求人で、

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

●仕事内容の欄は、文字数の関係ですべて表示されていないものもあります。

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

をご確認ください。

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

ください。

●この求人情報誌に掲載した後に、募集内容の変更、募集が終了している

場合がありますので、あらかじめご了承ください。

●事業所への直接のお問い合わせはご遠慮ください。

ハローワーク

インターネットサービス
求人情報誌PDF版を

公開してます↓

■新着求人（フルタイム・パート）

■医療・福祉事業所説明会の開催について

※ハローワークで紹介状の交付前に直接応募された場合は、紹介状の交付ができません。

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

それを満たしたことになりませんので、ご注意ください。

R5.5月16日

※土日祝日と重なる場合は、
前後することがあります。

次回発行予定日

6月1日（木）



＊①就職支援セミナーを受講希望の方は
窓口にお尋ね・またはお電話ください。

5/16 火 ②医療・福祉事業所説明会

17 水 ②医療・福祉事業所説明会

18 木

19 金

22 月

23 火 ②医療・福祉事業所説明会

24 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

25 木

26 金

29 月

30 火 ②医療・福祉事業所説明会

31 水

6/1 木

2 金 ①就職支援セミナー

5 月

6 火

7 水 ③看護のお仕事相談

8 木

9 金

12 月

13 火

14 水 ④あそサポステ就労相談会

15 木

□ ハローワーク阿蘇　相談会などの予定  □

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

お問い合わせ先

0967-22-8609

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

【熊本県看護協会熊本県ﾅｰｽｾﾝﾀｰ】

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

②医療・福祉事業所説明会
・毎週火・水（9：00～11：00）
・ハローワーク阿蘇２階会議室
◎詳細は巻末の参加予定事業所一覧をご確認
ください。
☆雇用保険受給者の方は、求職活動に
カウントされます。

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。



変形（1ヶ月単位）

①9:00～17:00

求人:１人
年齢:59歳以下

阿蘇郡高森町大字高森1652-1 保険:雇･労･健･厚
従業員数:110人 月給制　:月額250,000円～250,000円 休日:他 学歴:不問

正社員 43090-  853031 就業場所:阿蘇郡高森町大字高森1978-2 週休2日制:その他 経験:あれば尚可(管

１級土木施工管理技士

①8:00～17:00

求人:１人
年齢:不問 自動車免許(AT不可)

雇用期間の定めあり 阿蘇市一の宮町宮地4367番地1 保険:雇･労･健･厚
(４か月以上) 従業員数:23人 月給制　:月額250,000円～350,000円 休日:日祝他 学歴:不問
正社員以外 43090-  919231 就業場所:阿蘇市一の宮町宮地4367番地1 週休2日制:毎週 経験:あれば尚可(監

①8:30～17:30

求人:１人
年齢:59歳以下 普通自動車免許

阿蘇市西湯浦1451-11 保険:雇･労･健･厚
従業員数:30人 月給制　:月額160,000円～250,000円 休日:土日祝 学歴:不問

正社員 43090-  888231 就業場所:阿蘇市小里656-1 週休2日制:毎週 経験:あれば尚可(シ

准看護師
①8:30～18:00
②8:30～12:30

求人:１人
年齢:59歳以下

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

正社員 43090-  847231 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
看護師

①8:30～18:00
②8:30～12:30

求人:１人
年齢:59歳以下

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

正社員 43090-  849431 就業場所:阿蘇市一の宮町宮地4735-6 週休2日制:なし 経験:不問
変形（1ヶ月単位） 看護師
①7:00～16:00
②8:00～17:00

求人:１人 ③11:30～20:30
年齢:59歳以下

熊本市東区南町16-8 保険:雇･労･健･厚
従業員数:95人 月給制　:月額216,300円～280,470円 休日:他 学歴:不問

正社員 43010-15541031 就業場所:阿蘇市乙姫2142-10 週休2日制:その他 経験:不問

管理職

雇用期間の定めなし

(有)

スーパーみつい 資格:不問

雇用期間の定めなし

一般(財)

阿蘇テレワーク

センター

施工管理者

（建設業）

クマレキ工業

(株)

システム開発

／サーバ管理

雇用期間の定めなし

松見内科

クリニック

看護職／グループ

ホーム乙姫の家

雇用期間の定めなし

松見内科

クリニック

正看護師

雇用期間の定めなし

(株)

かいごのみらい

准看護師

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
01　管理的職業

02　研究・技術の職業

04　医療・看護・保健の職業

従業員の管理
会長と取引先へ同行（県外への出張）
その他付随する業務

＊公共工事、民間工事の各現場において
・人員調整・工程管理・安全管理
・書類作成：エクセル・ワードを使用
・役所対応等
現場管理に勤めて頂きます。

＊若手技術者の指導/教育もお願いします

システム開発、ネットワークサーバの
管理。今まで開発したシステムや
サーバの管理業務です。

＊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

＊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

要介護者で認知症高齢者のご利用者に
介護/日常のお世話/機能訓練を行う。
看護職として介護及び生活支援業務に
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。

要介護者で認知症高齢者のご利用者に

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
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216,300円～280,470円 休日:他 学歴:不問
正社員以外 43010-15543231 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） 理学療法士
作業療法士

求人:１人 上記のいずれか
年齢:59歳以下 普通自動車免許

熊本市東区御領6丁目8-20 保険:雇･労･健･厚
従業員数:220人 月給制　:月額220,000円～260,000円 休日:他 学歴:高校以上

正社員 43010-16501031 就業場所:阿蘇市　他 週休2日制:その他 経験:ﾘﾊﾋﾞﾘ知識/経験
歯科衛生士

①9:00～18:30
②9:00～13:00

求人:１人
年齢:不問

阿蘇郡小国町大字宮原1774-1 保険:雇･労
従業員数:5人 月給制　:月額285,000円～315,000円 休日:日祝他 学歴:専修学校以上

正社員 43090-  894031 就業場所:阿蘇郡小国町大字宮原1774-1 週休2日制:その他 経験:不問
交替制あり 管理栄養士
①6:00～15:00 栄養士
②9:00～18:00

求人:１人 ③10:30～19:30 上記のいずれか
年齢:64歳以下

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
従業員数:49,811 月給制　:月額180,000円～230,000円 休日:他 学歴:不問

正社員 43010-15050131 就業場所:阿蘇市黒川1266 週休2日制:毎週 経験:あれば尚可(経

①9:00～18:30
②9:00～13:00

求人:１人
年齢:不問

阿蘇郡小国町大字宮原1774-1 保険:雇･労
従業員数:5人 月給制　:月額165,000円～185,000円 休日:日祝他 学歴:高校以上

正社員 43090-  893131 就業場所:阿蘇郡小国町大字宮原1774-1 週休2日制:その他 経験:不問

交替制あり 保育士（必須）
①6:45～15:30
②7:30～16:15 普通自動車免許

求人:１人 （AT不可）
年齢:不問 あれば尚可

雇用期間の定めあり 阿蘇郡南阿蘇村河陽1705-1 保険:雇･公･健･厚
(４か月以上) 従業員数:175人 日給制　:月額151,200円～186,900円 休日:日祝 学歴:短大以上
正社員以外 43090-  909031 就業場所:阿蘇郡南阿蘇村大字河陽3713 週休2日制:その他 経験:あれば尚可(保

変形（1ヶ月単位） 保育士

求人:１人
年齢:59歳以下

広島県広島市西 保険:雇･労･健･厚
従業員数:5,000人 月給制　:月額183,000円～183,000円 休日:土日祝 学歴:不問

正社員 34010-22295731 就業場所:阿蘇市黒川1266 週休2日制:毎週 経験:不問

看護職／

６０歳以上専用

(株)

かいごのみらい

栄養士又は

管理栄養士

雇用期間の定めなし

日清医療食品

(株)南九州支店

歯科衛生士

雇用期間の定めなし

とらたに歯科

理学療法士・

作業療法士

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

保育士（会計年度

任用職員）

南阿蘇村役場

又は9:00～18:00の

間の7時間以上

歯科助手及び

受付

雇用期間の定めなし

とらたに歯科

資格:不問

保育士

雇用期間の定めなし

(株)アイグラン

7:45～18:15の

間の8時間程度

05　保育・教育の職業

要介護者で認知症高齢者のご利用者に
介護/日常のお世話/機能訓練を行う。
看護職として介護及び生活支援業務に
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。

◎地域リハビリテーションサービス
◎体操教室などの介護予防サービス
・市町村における介護予防サービス
・ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ関連業務
・通所型介護予防事業における教室運営
個別ｱｾｽﾒﾝﾄ、個別ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ業務 他

＊歯科医師の指導のもと、診療の補助、
患者さまの歯及び口腔予防処置

＊歯の病気にかからないための口腔内の
衛生指導等を担当していただきます。

＊阿蘇医療センター
料理のチカラで医療・福祉を支える
お仕事です。

・病院での栄養士業務
（発注・献立作成、調理、配膳等）
・ユニフォーム貸与

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

ちょうよう保育園。
・基本的な生活習慣の保育全般
・健康面での管理
・保育行事や準備
・園内の環境整備など
※採用予定日：令和５年７月３日

●病院内保育園（病院にお勤めの方の
お子様をお預かりします）

●保育業務全般（主活動、オムツ交換、
食事介助、清掃等）

●子育て世代や未経験者・ブランクが
ある方も歓迎！
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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 簡単なPC入力

求人:１人
年齢:59歳以下 普通自動車免許

熊本市北区下硯川2丁目9-63 保険:雇･労･健･厚
従業員数:32人 月給制　:月額160,000円～175,000円 休日:日他 学歴:高校以上

正社員 43010-15868831 就業場所:阿蘇郡南阿蘇村大字一関1221 週休2日制:その他 経験:不問
変形（1年単位）
①8:00～17:30
②8:00～12:00

求人:１人
年齢:59歳以下

大分県日田市本町7-35 保険:雇･労･健･厚
従業員数:52人 月給制　:月額150,000円～180,000円 休日:日祝他 学歴:不問

正社員 44040- 2013331 就業場所:阿蘇市一の宮町宮地2217-5 週休2日制:その他 経験:不問

①8:00～17:00 Word/Excelの
入力程度

求人:１人
年齢:不問 普通自動車免許

雇用期間の定めあり 阿蘇市黒川974-9 保険:雇･労･健･厚
(４か月以上) 従業員数:250人 月給制　:月額170,000円～180,000円 休日:他 学歴:不問
正社員以外 43090-  904731 就業場所:阿蘇市黒川974-9　他 週休2日制:毎週 経験:不問

①8:30～17:15

求人:１人
年齢:59歳以下

熊本市中央区花畑町1-7　ＭＹ熊本ビル5Ｆ 保険:雇･労･健･厚
従業員数:88,000 月給制　:月額144,690円～147,870円 休日:土日祝他 学歴:不問

正社員 43010-16651231 就業場所:阿蘇市黒川1266 週休2日制:毎週 経験:不問
変形（1ヶ月単位）

①8:30～18:00 医療事務資格
②8:30～12:00 あれば尚可

求人:１人
年齢:65歳以下

阿蘇市内牧115 保険:雇･労･健･厚
従業員数:27人 月給制　:月額167,000円～195,000円 休日:日祝他 学歴:高校以上

正社員 43090-  914631 就業場所:阿蘇市内牧115 週休2日制:その他 経験:あれば尚可(医

①8:30～18:00 医療事務資格
②8:30～12:30 あれば尚可

求人:１人
年齢:59歳以下

阿蘇市一の宮町宮地4735-6 保険:雇･労･厚
従業員数:7人 月給制　:月額176,400円～189,000円 休日:日祝他 学歴:高校以上

正社員 43090-  851931 就業場所:阿蘇市一の宮町宮地4735-6 週休2日制:なし 経験:医療事務経験者

①8:30～17:30

求人:１人
年齢:59歳以下 普通自動車免許

阿蘇市西湯浦1451-11 保険:雇･労･健･厚
従業員数:30人 月給制　:月額160,000円～250,000円 休日:土日祝 学歴:不問

正社員 43090-  854831 就業場所:阿蘇市小里656-1 週休2日制:毎週 経験:あれば尚可(オ

総務・経理事務

／阿蘇工場

雇用期間の定めなし

河北生ｺﾝｸﾘｰﾄ

工業(株)

一般事務および

施設管理

一般(財)

自然公園財団

阿蘇支部

店頭事務（阿蘇

営業所）

雇用期間の定めなし

(株)大日機材

資格:不問

受付および医療

事務

雇用期間の定めなし

(医社)問端会

問端内科

医療事務（電話対

応メイン）

雇用期間の定めなし

(株)ニチイ学館

熊本支店 資格:不問

ｵﾝﾗｲﾝｼｮｯﾌﾟ企画・

運営・管理業務

雇用期間の定めなし

一般(財)

阿蘇テレワーク

センター

受付・医療事務

雇用期間の定めなし

松見内科

クリニック

06　事務的職業

（経験者もしくは有資格者）
＊受付、窓口会計事務、パソコンによる
保険請求事務

・患者様のカルテの整理及び管理
・診察室への案内
・院内備品の整理等

＊窓口業務として患者様の受付、保険証
確認、会計業務

＊レセプト請求業務
＊カルテの整理、及び管理
＊電話応対
＊院内の備品の整理等

【電話対応業務】／阿蘇医療センター
・診療予約・変更対応・患者予約案内
・電話取次対応・電話院内転送
・ＰＣ入力 等
※診療の予約対応や病院にかかってくる
電話を担当へ取り次ぐ業務です。

１．財団の一般事務
２．国立公園施設の駐車場料金業務
３．国立公園内の施設管理
※駐車場、登山道、遊歩道、トイレ等の
管理及び清掃・草刈り業務

４．登山道の巡視業務

・パソコン入力作業
（出庫伝票、注文書、見積書等の入力）
・電話応対
・在庫管理
・倉庫内業務 等

・売上実績等をパソコン入力
その他必要な経理業務

・出勤簿の管理等の業務
・その他付随する業務
※社用車(普通車：ＡＴ車)で銀行等への
運転をお願いすることがあります。

オンラインショップＡＳＯＭＯ
阿蘇市ふるさと納税ｻｲﾄ管理・企画運営
・新規店舗の掘り起こし→登録
・商品の掘り起こし→登録
・登録に伴う、写真撮影、ﾗｲﾃｨﾝｸﾞ等々
・発送に伴う集荷および梱包作業
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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

交替制あり
①7:00～16:00
②6:00～15:00

求人:１人
年齢:64歳以下

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

正社員以外 43090-  896231 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
①8:00～17:00
②6:00～15:00

求人:１人
年齢:64歳以下

阿蘇市内牧966 保険:雇･労･健･厚
従業員数:294人 時給制　:月額149,322円～173,630円 休日:他 学歴:不問

正社員以外 43090-  856531 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
変形（1年単位）
①8:00～17:30
②8:00～12:00

求人:１人
年齢:59歳以下 自動車免許(AT不可)

大分県日田市本町7-35 保険:雇･労･健･厚
従業員数:52人 月給制　:月額200,000円～250,000円 休日:日祝他 学歴:不問

正社員 44040- 1994131 就業場所:阿蘇市一の宮町宮地2217-5 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:3,984人 月給制　:月額166,000円～300,000円 休日:日祝他 学歴:高校以上

正社員 40140- 2366331 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190,000円～250,000円 休日:日祝他 学歴:高校以上

正社員 43030- 4251931 就業場所:阿蘇市一の宮町宮地4507ー7 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190,000円～250,000円 休日:日祝他 学歴:高校以上

正社員 43030- 4252131 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ヶ月単位） 保育士
①8:30～18:00
②9:00～18:30

求人:３人
年齢:59歳以下 普通自動車免許

阿蘇郡南阿蘇村大字久石3516 保険:雇･労･健･厚
従業員数:35人 月給制　:月額200,000円～225,000円 休日:他 学歴:不問

正社員 43090-  887831 就業場所:菊池郡大津町大字引水114-5（あ 週休2日制:毎週 経験:不問

販売職（一の宮店

惣菜部）

雇用期間の定めなし

(株)みやはら

又は5:00～17:00の

間の8時間程度

資格:不問

販売職（内牧店

青果部）

雇用期間の定めなし

(株)みやはら

資格:不問

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)大日機材

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

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

保育士

（直接支援員）

雇用期間の定めなし

(社)こども

サポートセンター

あそら

07　販売・営業の職業

08　福祉・介護の職業

スーパーの青果部門
－商品作り、仕入商品のカットや小分け
・パック詰め・ラベル貼り
－商品販売、商品陳列・接客・鮮度確認
－清掃業務、作業場の清掃、店舗の清掃
※立ち仕事になります

・商品づくり、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・鮮ど確認
・清掃業務、作業場の清掃・店舗の清掃
・その他これらに付随する業務
※立ち仕事になります。

○水道資材/住宅機器等のルートセールス
＊営業エリアは日田、玖珠、阿蘇

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

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

＊就業場所：南阿蘇村、阿蘇市、
大津町のいずれかになります。

・居宅介護支援事業所でのｹｱﾌﾟﾗﾝ作成
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職種 求人者名 仕事の内容・賃金 就業時間 資格経験

変形（1ヶ月単位） 介護支援専門員
①8:30～17:30

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:69人 月給制　:月額211,080円～229,700円 休日:他 学歴:高校以上

正社員 43090-  886031 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
介護支援専門員

①8:00～17:00

求人:１人
年齢:64歳以下 普通自動車免許

大分県日田市上城内町1-25 保険:雇･労･健･厚
従業員数:51人 月給制　:月額250,000円～300,000円 休日:他 学歴:不問

正社員 44040- 1924331 就業場所:阿蘇郡小国町北里1908-1 週休2日制:その他 経験:実務経験
変形（1ヶ月単位） ホームヘルパー２級
①9:00～18:00 介護職員実務者研修修了者

②10:00～19:00
求人:１人 ③16:30～10:00 上記のいずれか
年齢:18歳～64歳

阿蘇郡南阿蘇村久石2721-2 保険:雇･労･健･厚
従業員数:95人 月給制　:月額184,896円～201,302円 休日:他 学歴:不問

正社員 43090-  911431 就業場所:阿蘇郡南阿蘇村久石2721-2 週休2日制:その他 経験:不問
変形（1ヶ月単位）

①9:00～18:00
②10:00～19:00

求人:１人 ③16:30～10:00
年齢:18歳～64歳

阿蘇郡南阿蘇村久石2721-2 保険:雇･労･健･厚
従業員数:95人 月給制　:月額171,146円～186,146円 休日:他 学歴:不問

正社員 43090-  912731 就業場所:阿蘇郡南阿蘇村久石2721-2 週休2日制:その他 経験:不問
変形（1ヶ月単位） 介護福祉士
①9:00～18:00
②10:00～19:00

求人:２人 ③16:30～10:00
年齢:18歳～64歳

阿蘇郡南阿蘇村久石2721-2 保険:雇･労･健･厚
従業員数:95人 月給制　:月額224,271円～236,146円 休日:他 学歴:不問

正社員 43090-  913331 就業場所:阿蘇郡南阿蘇村久石2721-2 週休2日制:その他 経験:不問
変形（1ヶ月単位）

①7:00～16:30
②8:00～17:30

求人:１人 ③8:30～18:00
年齢:18歳～59歳

阿蘇郡南阿蘇村大字一関1282 保険:雇･労･健･厚
従業員数:69人 月給制　:月額170,500円～204,900円 休日:他 学歴:高校以上

正社員 43090-  883631 就業場所:阿蘇郡南阿蘇村大字一関1282 週休2日制:その他 経験:不問
交替制あり
①8:15～17:15 介護福祉士

あれば尚可
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152,500円～274,500円 休日:日他 学歴:不問
正社員以外 43090-  866731 就業場所:阿蘇市内牧353 週休2日制:毎週 経験:不問

介護支援専門員

（ｹｱﾏﾈｰｼﾞｬｰ）

雇用期間の定めなし

(福)白久寿会

特別養護老人

ホーム　水生苑

介護職員

（介護施設）

雇用期間の定めなし

(株)南阿蘇

ケアサービス

介護支援専門員

（ｹｱﾏﾈｰｼﾞｬｰ）

雇用期間の定めなし

(同)ネオ

介護職員

（介護施設）

雇用期間の定めなし

(株)南阿蘇

ケアサービス

介護職員

（介護施設）

雇用期間の定めなし

(株)南阿蘇

ケアサービス 資格:不問

介護職 (株)ワンバイワン

介護職員

（福祉施設）

雇用期間の定めなし

(福)白久寿会

特別養護老人

ホーム　水生苑

資格:不問

・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。

○入所者の介護支援専門員業務全般
・ケアプラン、モニタリング、
支援経過 等

＊要介護高齢者を対象とし、身の回りの
お世話及び介護業務全般に従事します。

・食事介助、お食事の配膳、下膳
・入浴、清拭、着替の介助・排泄介助
・レクレーション
・送迎

【未経験者多数／就職氷河期世代歓迎】
＊要介護高齢者を対象とし、身の回りの
お世話及び介護業務全般に従事します。

・食事介助、お食事の配膳、下膳
・入浴、清拭、着替の介助
・排泄介助

＊要介護高齢者を対象とし、身の回りの
お世話及び介護業務全般に従事します。

・食事介助、お食事の配膳、下膳
・入浴、清拭、着替の介助（１対１入浴）
・排泄介助・ケアプラン作成・機能訓練
・健康管理相談等の業務・新人教育

【未経験者／就職氷河期世代歓迎求人】
＊入所者及び通所者様の身の回りの
お世話及び介護業務全般。

・食事・入浴/着替えの介助・排泄介助等
※夜勤については月に３回～５回程度。
※丁寧にｱﾄﾞﾊﾞｲｽします。

【高年齢者専用求人】
（ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ阿蘇ふれあい）
・主に食事・入浴・排泄介助です。
・理学療法士と連携して、午前・午後の
集団体操、ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ。・利用者の送迎

・通所介護計画書等の書類作成の指導

＊グループホーム利用者の障がい者
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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
②9:30～18:30

求人:１人 ③7:00～16:00
年齢:64歳以下 普通自動車免許

阿蘇郡産山村大利657番地3 保険:雇･労･健･厚
従業員数:140人 月給制　:月額155,000円～170,000円 休日:他 学歴:不問

正社員 43090-  855231 就業場所:阿蘇郡産山村大字大利657-6 週休2日制:毎週 経験:不問
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162,500円～221,520円 休日:他 学歴:高校以上
正社員以外 43010-15539331 就業場所:阿蘇市乙姫2142-10 週休2日制:その他 経験:不問

調理師
①6:00～18:00

＊調理補助の場合は
求人:２人 調理師免許はあれば
年齢:61歳以下 尚可

阿蘇市乙姫2132-133 保険:雇･労･健･厚
従業員数:80人 月給制　:月額210,200円～259,700円 休日:他 学歴:高校以上

正社員 43090-  905331 就業場所:阿蘇市乙姫2132-133 週休2日制:毎週 経験:必須
変形（1年単位）
①8:30～17:30 調理師

普通自動車免許
求人:１人 あれば尚可
年齢:40歳以下

阿蘇郡南阿蘇村河陰5254番地 保険:雇･労･健･厚
従業員数:127人 月給制　:月額208,400円～250,000円 休日:他 学歴:不問

正社員 43090-  873731 就業場所:阿蘇郡南阿蘇村河陰5254番地 週休2日制:その他 経験:不問
変形（1年単位） 調理師
①8:30～17:30
②8:30～12:30

求人:１人
年齢:不問

雇用期間の定めあり 阿蘇市内牧169 保険:雇･労･健･厚
(４か月以上) 従業員数:28人 月給制　:月額160,000円～160,000円 休日:日祝他 学歴:不問
正社員以外 43090-  860131 就業場所:阿蘇市内牧169 週休2日制:その他 経験:不問

交替制あり
①5:00～14:30 調理師
②9:00～18:00 専門調理師

求人:１人 ③10:30～20:00 調理技能士
年齢:不問 あれば尚可

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:49,811 時給制　:月額192,800円～244,640円 休日:他 学歴:不問
正社員以外 43010-16443631 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
①10:00～18:00 調理師
②12:00～20:00 あれば尚可

求人:１人
年齢:59歳以下 普通自動車免許

東京都武蔵野市吉祥寺南町一丁目9-9　吉祥寺じぞうビル 保険:雇･労･健･厚
従業員数:30人 月給制　:月額200,000円～400,000円 休日:他 学歴:不問

正社員 13170-16891031 就業場所:阿蘇郡高森町大字上色見2803番 週休2日制:毎週 経験:あれば尚可(飲

介護職

／６０歳以上専用

(株)

かいごのみらい 資格:不問

世話人

雇用期間の定めなし

(福)やまなみ会

インターワーク

又は10:00～19:00

の間の8時間

厨房管理・調理

雇用期間の定めなし

(株)南阿蘇

カントリークラブ

調理師

／調理補助

雇用期間の定めなし

(株)ｲｰ・ｴｽ・ﾋﾟｰ

阿蘇保養センター

八仙山荘

調理

食堂運営業務補助

雇用期間の定めなし

(株)じぞう屋

調理員 (福)竹葉会

内牧保育園

調理業務／阿蘇

医療センター

日清医療食品

(株)南九州支店

09　サービスの職業

＊グループホーム利用者の障がい者
（知的・身体・精神）への食事の提供、
食材等の購入、調理業務等。

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

要介護者で認知症高齢者のご利用者に
介護/日常のお世話/機能訓練を行う。
看護職として介護及び生活支援業務に
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。

＊調理師（１名募集）
・食事調理（和食を中心とした懐石料理）
・食材の仕入れ（発注・検品・管理）
・調理器具の点検・管理
＊調理補助（１名募集）
・料理の仕込み・調理・料理の盛り付け

＊レストラン厨房管理等の業務および
調理を行っていただきます。

・調理業務
・食材の在庫管理
・スタッフの管理
・衛生管理等

＊園児数（０歳～５歳迄）１３０名の
園児や職員（非常勤、パート含む）
２９名の給食やおやつ作りに付随する
調理全般をおこないます。

＊事務処理もあります。

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）

高森町にある漫画出版社施設の食堂で、
社員/漫画家/劇団員/関係者への食事の
提供を行います。調理、食器洗い、厨房
内清掃等を担当して頂きます。専門的な
知識は不要ですが家庭で料理する程度の
知識や技術があるとより良いです。

料理のチカラで医療・福祉を支える
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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

交替制あり 調理師
①5:00～14:30 専門調理師
②9:00～18:00 調理技能士

求人:１人 ③10:30～20:00 あれば尚可
年齢:64歳以下

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
従業員数:49,811 月給制　:月額195,000円～240,000円 休日:他 学歴:不問

正社員 43010-14777531 就業場所:阿蘇市黒川1266 週休2日制:毎週 経験:あれば尚可(経
交替制あり
①6:00～14:00
②10:00～18:00

求人:３人 ③13:00～21:00
年齢:61歳以下

阿蘇市乙姫2132-133 保険:雇･労･健･厚
従業員数:80人 月給制　:月額200,000円～250,000円 休日:他 学歴:高校以上

正社員 43090-  907931 就業場所:阿蘇市乙姫2132-133 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 年俸制　:月額180,000円～180,000円 休日:土日祝他 学歴:不問

正社員 43010-16547731 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）

①12:00～21:00
②15:00～0:00

求人:２人
年齢:18歳以上 普通自動車免許

菊池市袈裟尾445-4 保険:雇･労･健･厚
従業員数:2,100人 月給制　:月額184,500円～250,500円 休日:他 学歴:高校以上

正社員 43030- 4616031 就業場所:阿蘇市、上益城郡山都町 週休2日制:その他 経験:不問
交替制あり
①8:00～17:00
②10:00～20:00

求人:１人
年齢:不問

阿蘇郡小国町大字西里麻生鶴2053-64 保険:雇･労･健･厚
従業員数:6人 月給制　:月額190,000円～200,000円 休日:他 学歴:不問

正社員 43090-  875631 就業場所:阿蘇郡小国町大字西里麻生鶴2053-64 週休2日制:毎週 経験:不問
交替制あり
①7:00～15:00

求人:２人
年齢:64歳以下

阿蘇郡南小国町大字満願寺6700番地 保険:雇･労･健･厚
従業員数:9人 月給制　:月額184,800円～235,200円 休日:他 学歴:不問

正社員 43090-  842631 就業場所:阿蘇郡南小国町大字満願寺6700番地 週休2日制:その他 経験:不問
変形（1年単位）
①7:00～16:00
②8:00～17:00

求人:１人
年齢:59歳以下 普通自動車免許

阿蘇郡南阿蘇村河陰5254番地 保険:雇･労･健･厚
従業員数:127人 月給制　:月額208,400円～250,000円 休日:他 学歴:不問

正社員 43090-  872431 就業場所:阿蘇郡南阿蘇村河陰5254番地 週休2日制:その他 経験:不問

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)

配膳・客室清掃

雇用期間の定めなし

(株)ｲｰ・ｴｽ・ﾋﾟｰ

阿蘇保養センター

八仙山荘
資格:不問

ゴルフ場

スタート室

雇用期間の定めなし

(株)南阿蘇

カントリークラブ

フロント業務

（旅館）

雇用期間の定めなし

(有)旅館 湯本荘

又は13:00～21:00

の間の7時間以上

資格:不問

接客及び清掃

雇用期間の定めなし

(有)阿蘇鶴温泉

(阿蘇鶴温泉

　　　ロッジ村)

資格:不問

一般社員

（店長候補）

雇用期間の定めなし

(株)ｼﾞｮｲﾌﾙ西九州

菊池事務所

調理師／阿蘇医療

センター

雇用期間の定めなし

日清医療食品

(株)南九州支店

料理のチカラで医療・福祉を支える
お仕事です。
病院厨房での調理業務全般です。
＊ユニフォーム貸与

・盛り付け・皿洗い・配膳等（注文受け
デザートの提供等の接客もあります）

＊客室、風呂の清掃
・客室清掃及びシーツ、タオル等の交換
・風呂清掃（男性・女性別の浴場もあり）
＊時間帯により業務内容が変わります。

・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

○まずは店舗にて接客・調理の基本作業
店舗運営に関する知識・技術を習得。

○試験を経て店舗責任者になれば担当
店舗にて、採用・教育・売上管理・
経費ｺﾝﾄﾛｰﾙといったﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ実務も
行います。

・ﾁｪｯｸｱｳﾄ後の布団上げ/お部屋の清掃
・１日おきに風呂の清掃（９室）
・シーツ、お茶セットの入れ込み
・夕食時の焼肉ﾚｽﾄﾗﾝにおいての接客
・配膳、飲み物等の提供・後片付け、
皿洗い・レストランの清掃等

・湯めぐりの受付および案内
・レジの精算業務・内線電話の注文受付
・外線電話の予約対応・簡単なＰＣ入力
・宿泊客への館内説明及び客室への案内
・客室の最終チェック

・ゴルフ場利用のお客様への接客業務
・ゴルフバックの積み込み、降ろす作業
・スコアの集計
・ゴルフ場内のカートの整理
・コース内のディポットの目土作業等

・保養所内の設備維持管理
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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

①9:00～17:00 大型自動車免許
危険物取扱者（乙種）

求人:１人 あれば尚可
年齢:61歳以下

阿蘇市乙姫2132-133 保険:雇･労･健･厚
従業員数:80人 月給制　:月額227,700円～270,000円 休日:他 学歴:高校以上

正社員 43090-  906631 就業場所:阿蘇市乙姫2132-133 週休2日制:毎週 経験:不問
交替制あり
①5:00～14:00
②14:00～23:00

求人:２人 ③9:00～18:00
年齢:18歳以上

熊本市西区花園5丁目23-48-1 保険:雇･労･健･厚
従業員数:50人 月給制　:月額200,000円～350,000円 休日:火水他 学歴:不問

正社員 43010-15572931 就業場所:阿蘇郡南阿蘇村大字長野1874-1週休2日制:毎週 経験:不問

①8:00～17:00

求人:３人
年齢:18歳～64歳

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173,600円～217,000円 休日:土日 学歴:不問

正社員 43010-16167231 就業場所:一の宮/波野/産山村/南小国町のいずれか 週休2日制:毎週 経験:不問

①8:00～17:00

求人:１０人
年齢:18歳～64歳

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173,600円～217,000円 休日:土日 学歴:不問

正社員 43010-16168531 就業場所:小国町/南小国町/阿蘇市内牧のいずれか 週休2日制:毎週 経験:不問

①8:00～17:00

求人:２人
年齢:18歳～64歳

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173,600円～217,000円 休日:土日 学歴:不問

正社員 43010-16169431 就業場所:・高森町 週休2日制:毎週 経験:不問
変形（1ヶ月単位）

①8:00～17:00
②21:00～6:00

求人:５人
年齢:60歳以上

雇用期間の定めあり 熊本市南区田迎6丁目5-36 保険:雇･労･健･厚
(４か月以上) 従業員数:50人 月給制　:月額198,450円～198,450円 休日:他 学歴:不問
正社員以外 43010-16519831 就業場所:内及び熊本市 週休2日制:その他 経験:不問

①8:00～17:00

求人:３人
年齢:65歳以上

雇用期間の定めあり 熊本市中央区帯山4丁目18-11 保険:雇･労･健･厚
(４か月以上) 従業員数:580人 日給制　:月額173,600円～217,000円 休日:土日 学歴:不問
正社員以外 43010-15803731 就業場所:小国町/南小国町/阿蘇市内牧のいずれか 週休2日制:毎週 経験:不問

警備係

雇用期間の定めなし

九州警備保障

(株) 資格:不問

キャンプ場の

運営・管理

雇用期間の定めなし

(株)リューズ

資格:不問

［警備係］

雇用期間の定めなし

九州警備保障

(株) 資格:不問

［警備係］

雇用期間の定めなし

九州警備保障

(株) 資格:不問

［警備係］ 九州警備保障

(株) 資格:不問

交通誘導・

駐車場警備・他

(株)

あおい警備保障

又は8:00～21:00の

間の4時間程度

資格:不問

10　警備・保安の職業

保養所管理全般

雇用期間の定めなし

(株)ｲｰ・ｴｽ・ﾋﾟｰ

阿蘇保養センター

八仙山荘

・保養所内の設備維持管理
（浴場管理、館内管理等）
・大型バスによるお客様の送迎
・農園の維持管理（草刈り、水やり等）
・社員の職務ｻﾎﾟｰﾄ（人員不足時の対応）
・お客様の受付対応など

Ｂｌｕｅ Ｂｅｅ Ｇａｒｄｅｎ
◇キャンプ場の運営に関する業務全般
施設や設備の清掃業務からお客様の
予約対応、接客業務・ｷｯﾁﾝ業務。

＊個人の能力によってお任せする業務は
異なります。

◆工事付近で行う簡単な誘導業務です。
・通行する方への誘導や声かけ。
・まわり道の案内
◎初心者でも交通量が少ない場所が
多いので安心。

◎一の宮町に初めてできた営業所です。

◆工事付近で行う簡単な誘導業務です。
・通行する方への誘導や声かけ。
・まわり道の案内
◎初心者でも交通量が少ない場所が
多いので安心。

◆工事付近で行う簡単な誘導業務です。
・通行する方への誘導や声かけ。
・まわり道の案内
◎初心者でも交通量が少ない場所が
多いので安心。

【商業施設の警備】（６０歳以上）
＊受付業務、巡回業務、防災業務など。
【道路交通警備】
＊工事現場での工事車両/通行車両の誘導
＊人が通過する際、事故が起きない
ようにする警備業務

◆工事付近で行う簡単な誘導業務です。
・通行する方への誘導や声かけ。
・まわり道の案内
◎初心者でも交通量が少ない場所が
多いので安心。

◆工事付近で行う簡単な誘導業務です。
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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

①8:00～17:00

求人:３人
年齢:65歳以上

雇用期間の定めあり 熊本市中央区帯山4丁目18-11 保険:雇･労･健･厚
(４か月以上) 従業員数:580人 日給制　:月額173,600円～217,000円 休日:土日 学歴:不問
正社員以外 43010-15830931 就業場所:一の宮/波野/産山村/南小国町の 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:220人 日給制　:月額198,000円～198,000円 休日:他 学歴:不問
正社員以外 44010-13655431 就業場所:豊肥地区(竹田/三重/久住方面)阿蘇地区(産山村) 週休2日制:その他 経験:あれば尚可

変形（1年単位） 大型特殊自動車免許
①8:00～17:00 フォークリフト運転技能者

②6:00～15:00 準中型自動車免許
求人:２人 あれば尚可
年齢:不問 自動車免許(AT不可)

阿蘇郡小国町下城2701 保険:雇･労･健･厚
従業員数:4人 日給制　:月額172,800円～200,016円 休日:日他 学歴:不問

正社員 43090-  902531 就業場所:阿蘇郡小国町下城2701 週休2日制:その他 経験:あれば尚可(ト
交替制あり
①8:30～17:30
②4:30～13:30

求人:１人
年齢:44歳以下 自動車免許(AT不可)

阿蘇市黒川732 保険:雇･労･健･厚
従業員数:6人 月給制　:月額240,000円～285,000円 休日:他 学歴:不問

正社員 43090-  889531 就業場所:阿蘇市黒川732 週休2日制:なし 経験:不問
変形（1年単位）
①7:00～16:00

求人:１人
年齢:59歳以下 普通自動車免許

阿蘇郡南阿蘇村河陰5254番地 保険:雇･労･健･厚
従業員数:127人 月給制　:月額208,400円～250,000円 休日:他 学歴:不問

正社員 43090-  871531 就業場所:阿蘇郡南阿蘇村河陰5254番地 週休2日制:その他 経験:不問

①8:30～17:30

求人:２人
年齢:64歳以下

愛知県弥富市鍋平1丁目18番地 保険:雇･労･健･厚
従業員数:655人 月給制　:月額181,000円～247,000円 休日:日祝他 学歴:不問

正社員 23100- 4197831 就業場所:阿蘇郡小国町下城416 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 43010-15488231 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

交通警備員（豊肥

地区・阿蘇地区）

大分総合警備管理

(株)

農作業

11　農林漁業の職業

警備係 九州警備保障

(株) 資格:不問

雇用期間の定めなし

(株)洞田貫牧場

コース管理

雇用期間の定めなし

(株)下巣畑農産

又は6:00～18:00の

間の8時間

乳牛の飼育と

牧草の収穫

雇用期間の定めなし

(株)マキテック

資格:不問

雇用期間の定めなし

(株)南阿蘇

カントリークラブ

【熊本小国工場】

建設板金工

12　製造・修理・塗装・製図等の職業

軽作業 (株)

テクノ・ジャパン 資格:不問

◆工事付近で行う簡単な誘導業務です。
・通行する方への誘導や声かけ。
・まわり道の案内
◎初心者でも交通量が少ない場所が
多いので安心。

◎一の宮町に初めてできた営業所です。

○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）
＊日勤勤務での相談に応じます
＊夜勤のみの勤務も可能です

＊畑(野菜等/さつま芋)の管理/農作業全般
・除草作業・トラクターでの耕運
・収穫作業、配送業務（社用車を使用）
・作業記録等のパソコン入力
＊必要であれば特殊免許取得
（大型特殊等）の支援もします。

＊ﾛﾎﾞｯﾄ搾乳120頭、搾乳作業約100頭、
子牛からの育成140頭に係る次の作業

・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

・ほとんどが屋外での作業となります。
・グリーン刈り
・フェアウェイの刈り込み
・薬剤散布・機械整備
・機械、備品等の整理整頓等

＊鉄を加工して屋根の部品を製造します。
部品は現地で設置。その他外壁や雨水
を下水に流す装置の設置も行います。

☆様々な建物の屋根を製造しています。
建設板金工として幅広い技術を身に
つけることができます。

電子部品・基盤のはんだ付け、組み立て
作業です。

商品の焼成、成形、剥離、異物混入等の

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）
①8:30～17:30

求人:１人
年齢:不問

雇用期間の定めあり 阿蘇郡南阿蘇村大字河陽5579-3 保険:雇･労･健･厚
(４か月以上) 従業員数:62人 月給制　:月額161,000円～200,000円 休日:他 学歴:不問
正社員以外 43090-  861031 就業場所:阿蘇郡南阿蘇村大字河陽5579-3 週休2日制:その他 経験:不問

変形（1ヶ月単位）

①8:00～16:00

求人:２人
年齢:59歳以下

阿蘇郡高森町大字高森1652-1 保険:雇･労･健･厚
従業員数:110人 月給制　:月額240,000円～240,000円 休日:他 学歴:不問

正社員 43090-  838831 就業場所:阿蘇郡高森町大字高森1978-2 週休2日制:その他 経験:あれば尚可(販

①8:30～17:15

求人:２人
年齢:59歳以下

阿蘇市一の宮町宮地1479 保険:雇･労･健･厚
従業員数:97人 時給制　:月額141,410円～141,410円 休日:土日祝他 学歴:不問

正社員 43090-  923931 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）
①8:30～17:00

求人:１人
年齢:45歳以下 自動車免許(AT不可)

上益城郡益城町平田2550番地 保険:雇･労･健･厚
従業員数:502人 月給制　:月額170,000円～250,000円 休日:日祝他 学歴:高校以上

正社員 43011- 1272431 就業場所:阿蘇郡小国町大字宮原1849-1 週休2日制:その他 経験:不問

変形（1年単位）
①8:00～17:30
②8:00～12:00

求人:１人
年齢:59歳以下 自動車免許(AT不可)

大分県日田市本町7-35 保険:雇･労･健･厚
従業員数:52人 月給制　:月額180,000円～230,000円 休日:日祝他 学歴:不問

正社員 44040- 1989231 就業場所:阿蘇市一の宮町宮地2217-5 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
①8:30～17:30

求人:１人
年齢:59歳以下

阿蘇郡小国町大字下城400番地2 保険:雇･労･健･厚
従業員数:27人 月給制　:月額180,000円～230,000円 休日:他 学歴:不問

正社員 43090-  862831 就業場所:阿蘇郡小国町大字下城400番地2 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
①8:00～17:00

求人:３人
年齢:59歳以下

阿蘇市黒川42 保険:雇･労･健･厚
従業員数:19人 日給制　:月額184,800円～300,300円 休日:他 学歴:不問

正社員 43090-  864531 就業場所:阿蘇市黒川42 週休2日制:その他 経験:不問

菓子の製造

（包装）

(株)古今堂

資格:不問

整備職

雇用期間の定めなし

(株)ヰセキ九州

ライン作業員

雇用期間の定めなし

タッド　(株)

資格:不問

生鮮食品係

（スーパー）

雇用期間の定めなし

(有)

スーパーみつい 資格:不問

トラック運転手

雇用期間の定めなし

津埜運送(株)

ルート配送

（阿蘇営業所）

雇用期間の定めなし

(株)大日機材

大型運転手及び

トレーラー運転手

雇用期間の定めなし

(有)阿蘇ラピット

13　配送・輸送・機械運転の職業

商品の焼成、成形、剥離、異物混入等の
目視による検査。簡単な機械操作による
巻取り交換、脱酸補充、シールチェック
生産する箱の補充等。
工場内の簡単な清掃。

・肉・鮮魚のカット、加工
・加工後のパック詰め、値付け
・陳列スペースへの品出し・商品整理
・陳列商品の日付、賞味期限等の確認
・後片付け及び清掃業務
・その他、付随する業務

＊弱電気部品の組立、配線
ハンダ付けの作業が主になります。

・実装部品の前加工及び組立、検査等も
あります。

・部品の受け入れ、出荷作業。
・工場内の整理整頓。

○整備
工場内での整備・修理作業
現場での簡単な修理・メンテナンス

○水道資材、住宅機器等の配送
・軽トラック～２ｔ車等での配送
＊配送エリアは、日田、玖珠、阿蘇

・木材の配達：阿蘇郡市、日田市等
・製材所製品の配送
・青果物等
（大根/ほうれん草/きゅうり等）の配達
阿蘇郡市～福岡県、北九州市等の地域

・就業前の車の整備・点検等

＊飼料の運搬業務
・バルク車で鹿児島、八代、長崎、福岡
方面へ積み込みに行きます

・島原/南関/南小国/阿蘇管内の養鶏場
及び養豚場への配送

・車の点検整備、及び洗車等

＊貸切バス運転業務

10



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） 大型自動車第二種免許

①8:30～17:30

求人:１人
年齢:59歳以下

阿蘇郡小国町大字下城400番地2 保険:雇･労･健･厚
従業員数:27人 月給制　:月額180,000円～250,000円 休日:他 学歴:不問

正社員 43090-  863231 就業場所:阿蘇郡小国町大字下城400番地2 週休2日制:その他 経験:あれば尚可(バ
変形（1ヶ月単位） 普通自動車第二種免許

①7:00～17:00

求人:２人 上記のいずれか
年齢:69歳以下 普通自動車免許

熊本市西区上熊本3丁目1番36号 保険:雇･労･健･厚
従業員数:350人 月給制　:月額143,304円～143,304円 休日:他 学歴:不問

正社員 43010-15551531 就業場所:阿蘇市内牧289-6　阿蘇営業所 週休2日制:その他 経験:不問

①8:00～17:00 １級建設機械施工技士

２級建設機械施工技士

求人:１人 上記のいずれか
年齢:不問 自動車免許(AT不可)

雇用期間の定めあり 阿蘇市一の宮町宮地4367番地1 保険:雇･労･健･厚
(４か月以上) 従業員数:23人 月給制　:月額200,000円～250,000円 休日:日祝他 学歴:不問
正社員以外 43090-  920731 就業場所:阿蘇市一の宮町宮地4367番地1 週休2日制:毎週 経験:あれば尚可(監

①8:00～17:00
②9:00～18:00

求人:３人
年齢:35歳以下 普通自動車免許

阿蘇市一の宮町宮地1926 保険:雇･労･健･厚
従業員数:24人 月給制　:月額170,000円～250,000円 休日:他 学歴:高校以上

正社員 43090-  876931 就業場所:阿蘇市一の宮町宮地1926 週休2日制:毎週 経験:不問

①8:00～17:00

求人:１人
年齢:不問 普通自動車免許

雇用期間の定めあり 阿蘇市一の宮町宮地4367番地1 保険:雇･労･健･厚
(４か月以上) 従業員数:23人 月給制　:月額180,000円～220,000円 休日:日祝他 学歴:不問
正社員以外 43090-  918831 就業場所:阿蘇市一の宮町宮地4367番地1 週休2日制:毎週 経験:不問

交替制あり
①7:30～15:15
②8:00～15:45

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～215,000円 休日:他 学歴:不問

正社員 43090-  882331 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

①8:00～17:00

求人:３人
年齢:不問 自動車免許(AT不可)

雇用期間の定めあり 阿蘇市黒川974-9 保険:雇･労･健･厚
(４か月以上) 従業員数:250人 月給制　:月額148,000円～148,000円 休日:他 学歴:不問
正社員以外 43090-  903431 就業場所:阿蘇市黒川974-9 週休2日制:毎週 経験:不問

貸切バス運転手

雇用期間の定めなし

津埜運送(株)

重機オペレーター

（建設業）

クマレキ工業

(株)

タクシー乗務員

／阿蘇営業所

雇用期間の定めなし

(株)TaKuRoo

一般作業員

（建設業）

クマレキ工業

(株)

雇用期間の定めなし

(株)古屋産業

又は6:00～22:00の

間の8時間

水道・ガス設備・

ｶﾞｿﾘﾝｽﾀﾝﾄﾞ/整備

施設管理 一般(財)

自然公園財団

阿蘇支部

清掃

雇用期間の定めなし

あすなろ企画

資格:不問

14　建設・土木・電気工事の職業

15　運搬・清掃・包装・選別等の職業

＊貸切バス運転業務
・バス乗務：観光等：主に九州管内
・運行前、後のバス点検
・洗車、清掃（バスの中、車庫等）

・教育・研修制度充実・業務マニュアル
完備（会話が苦手な方でも大丈夫）

・全車ナビ付き（地理不安も解消）
・防犯カメラ全車搭載（仕事も安心）
・独身寮完備（単身赴任者多数在籍）
＊昇進制度あり＊グループ一括配車

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

・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/ﾄｲﾚ)・客室風呂の清掃
・清掃道具の片づけや整理整頓
※冬期大雪で通勤困難な場合は休みです。

＊一般土木工事（舗装工事等）における
作業業務を担当して頂きます。

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

＊水道・ガス設備部門
給排水/浄化槽/設備工事等の施工管理

＊ガソリンスタンド業務部門
接客、給油、清掃、車の簡単な整備等
ﾚﾝﾀｶｰの貸出業務/車輌・車検販売 他

＊自動車整備部門

＊当財団管理の阿蘇市、南阿蘇村内の
国立公園施設の駐車場の料金徴収業務。

＊公園内の施設管理
駐車場、登山道、遊歩道、トイレ等の
管理及び清掃

青果の選別や箱から袋詰めしたり、
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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

①8:00～16:00

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135,660円～142,800円 休日:他 学歴:不問
有期雇用派遣労働 43010-15416331 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

交替制あり
①7:00～18:00 普通自動車免許

あれば尚可
求人:１人
年齢:64歳以下

阿蘇郡南小国町大字満願寺6700番地 保険:雇･労･健･厚
従業員数:9人 月給制　:月額176,400円～201,600円 休日:他 学歴:不問

正社員 43090-  841331 就業場所:阿蘇郡南小国町大字満願寺6700番地 週休2日制:その他 経験:不問

准看護師
①8:30～12:30
②14:00～18:00

求人:１人
年齢:59歳以下

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

パート労働者 43090-  846831 就業場所:阿蘇市一の宮町宮地4735-6 週休2日制:毎週 経験:不問
看護師

①8:30～12:30
②14:00～18:00

求人:１人
年齢:59歳以下

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

パート労働者 43090-  848531 就業場所:阿蘇市一の宮町宮地4735-6 週休2日制:毎週 経験:不問
看護師

求人: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1,180円～1,510円 休日:他 学歴:不問
パート労働者 43010-15569531 就業場所:阿蘇市乙姫2142-10 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 熊本市東区御領6丁目8-20 保険:労
(４か月以上) 従業員数:220人 時給制　:時給900円～1,000円 休日:火金土日他 学歴:不問
パート労働者 43010-16417431 就業場所:阿蘇郡小国町/南小国町/阿蘇市 週休2日制:毎週 経験:不問

理学療法士
①9:00～17:00 作業療法士

求人:１人 上記のいずれか
年齢:不問 普通自動車免許

雇用期間の定めあり 熊本市東区御領6丁目8-20 保険:雇･労
(４か月未満) 従業員数:220人 時給制　:時給1,300円～1,300円 休日:土日祝他 学歴:高校以上
パート労働者 43010-16429931 就業場所:阿蘇圏域の公共施設 週休2日制:毎週 経験:あれば尚可(経

青果の選別、袋詰

め、品出し等業務

(株)

テクノ・ジャパン
資格:不問

准看護師

雇用期間の定めなし

松見内科

クリニック

営繕

（施設管理）

雇用期間の定めなし

(有)旅館 湯本荘

又は13:00～21:00

の間の7時間程度

看護職／グループ

ホーム乙姫の家

(株)

かいごのみらい
8:00～17:00の

間の6時間以上

正看護師

雇用期間の定めなし

松見内科

クリニック

理学療法士・

作業療法士

(株)くまもと

健康支援研究所

又は9:00～17:00の

間の4時間

看護師

准看護師

(株)くまもと

健康支援研究所
9:00～16:00の

間の4時間程度

04　医療・看護・保健の職業

パート

青果の選別や箱から袋詰めしたり、
値付けシールの貼り作業や現場への
品出し等

◇旅館を裏から支える仕事です。
・布団の準備や片付け・皿洗い
・風呂掃除およびお湯の温度の管理
・運転業務
車の移動及びお客様の送迎ができる
方は手当有り（＋月５千円）

＊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。

＊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。

・参加者の体調管理・運営補助
・ストレッチや筋力トレーニングの補助
＊高齢者の介護予防教室での仕事です。
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

・健康教室における高齢者の
アセスメント業務及び運動指導

・訪問アセスメント業務（スポット訪問）
・アセスメントに関わる書類作成

＊歯科医師の指導のもと、診療の補助、12



職種 求人者名 仕事の内容・賃金 就業時間 資格経験

歯科衛生士
①8:30～13:00
②14:30～18:30

求人:１人
年齢:不問

阿蘇郡小国町大字宮原1774-1 保険:雇･労
従業員数:5人 時給制　:時給1,200円～1,500円 休日:日祝他 学歴:高校以上

パート労働者 43090-  895831 就業場所:阿蘇郡小国町大字宮原1774-1 週休2日制:その他 経験:不問

①8:30～13:00
②14:30～18:30

求人:１人
年齢:不問

阿蘇郡小国町大字宮原1774-1 保険:労
従業員数:5人 時給制　:時給900円～1,000円 休日:日祝他 学歴:高校以上

パート労働者 43090-  892931 就業場所:阿蘇郡小国町大字宮原1774-1 週休2日制:その他 経験:不問

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2402　阿蘇総合庁舎2階 保険:雇･労･健･厚
(４か月以上) 従業員数:3人 日給制　:時給922円～922円 休日:土日祝他 学歴:不問
パート労働者 43090-  924131 就業場所:阿蘇市一の宮町宮地2402　阿蘇総合庁舎2階 週休2日制:毎週 経験:不問

①9:00～16:00 メディカルクラーク
または同等の資格

求人:１人 あれば尚可
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922円～943円 休日:土日祝 学歴:不問
パート労働者 43090-  869931 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

①9:00～16:00

求人:１人
年齢:不問

雇用期間の定めあり 阿蘇市黒川1266 保険:雇･労･健･厚
(４か月以上) 従業員数:180人 時給制　:時給922円～922円 休日:土日祝他 学歴:不問
パート労働者 43090-  843931 就業場所:阿蘇市黒川1266 週休2日制:毎週 経験:不問

①8:30～12:30 医療事務資格
あれば尚可

求人:１人 PC基本操作
年齢:不問

雇用期間の定めあり 熊本市中央区花畑町1-7　ＭＹ熊本ビル5Ｆ 保険:雇･労
(４か月以上) 従業員数:88,000 時給制　:時給910円～930円 休日:土日祝他 学歴:不問
パート労働者 43010-16648931 就業場所:阿蘇市黒川1266 週休2日制:毎週 経験:不問

①8:30～15:00

求人:１人
年齢:不問

雇用期間の定めあり 熊本市中央区花畑町1-7　ＭＹ熊本ビル5Ｆ 保険:労
(４か月以上) 従業員数:88,000 時給制　:時給910円～930円 休日:土日祝他 学歴:不問
パート労働者 43010-16653431 就業場所:阿蘇市黒川1266 週休2日制:毎週 経験:不問

歯科衛生士

雇用期間の定めなし

とらたに歯科

資格:不問

雇用期間の定めなし

とらたに歯科

歯科助手

事務補助

／事務一般

阿蘇医療センター

資格:不問

一般事務

（臨時職員）

阿蘇市町村会

まちづくり課

事務補助

阿蘇市役所

医療事務／阿蘇

医療センター

(株)ニチイ学館

熊本支店

医療事務（電話

対応メイン）

(株)ニチイ学館

熊本支店 資格:不問

06　事務的職業

＊歯科医師の指導のもと、診療の補助、
歯および口腔の疾患を予防する処置、
歯の病気にかからないための口腔内の
衛生指導などを担当して頂きます。

＊歯科医や歯科衛生士の補助業務
診療開始前には診療器具の消毒や歯を
削るための機械の準備など 行ったり、
診療時には歯科医師に指示された器具を
手渡すなど診療の補助業務を行って頂き
ます。

・電話の応対・文書受付・発送
・文書資料作成・一部団体の会計・来客
対応・事務局内の清掃

・会議、打合せが年に数回阿蘇郡市内で
開催。マイカーを使用して頂きます。
（ｶﾞｿﾘﾝ代支給：旅費規定による）

※業務内容
●まちづくり課商工物産係事務補助
・マイナポイント申込支援の事務補助
・ふるさと納税者への受付書の返送業務
・パソコン（ワード・エクセル）の
簡易的な入出力作業

〇検査室の事務補助員として臨床検査に
係る受付業務や帳票管理等の一般事務
補助等に従事していただきます。

・患者対応
・診療料金計算
・コンピュータ入力
・電話対応 等

【電話対応業務】／阿蘇医療センター
・診療予約・変更対応
・患者予約案内・電話取次対応
・電話院内転送・ＰＣ入力 等
※病院にかかってくる電話を担当へ
取り次ぐ業務です。

＊受付、窓口会計事務、パソコンによる

13



職種 求人者名 仕事の内容・賃金 就業時間 資格経験

①8:30～12:30 PCの基本操作が
②14:00～18:00 可能な方

求人:１人
年齢:59歳以下

阿蘇市一の宮町宮地4735-6 保険:雇･労
従業員数:7人 時給制　:時給980円～1,050円 休日:日祝他 学歴:高校以上

パート労働者 43090-  850631 就業場所:阿蘇市一の宮町宮地4735-6 週休2日制:毎週 経験:あれば尚可(医

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か月以上) 従業員数:391人 時給制　:時給976円～1,052円 休日:土日祝 学歴:不問
パート労働者 43090-  844131 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

①17:00～21:30

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か月以上) 従業員数:120人 時給制　:時給950円～1,000円 休日:他 学歴:不問
有期雇用派遣パー 43010-15838331 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

①16:45～19:45

求人:１人
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:11,129 時給制　:時給950円～950円 休日:他 学歴:高校以上
パート労働者 40030- 4153031 就業場所:阿蘇郡南小国町大字赤馬場字杉田 週休2日制:毎週 経験:不問

①12:45～17:00

求人:１人
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:11,129 時給制　:時給930円～930円 休日:他 学歴:高校以上
パート労働者 40030- 4154831 就業場所:阿蘇郡南小国町大字赤馬場字杉田 週休2日制:毎週 経験:不問

①8:45～13:00
②12:45～17:00

求人:２人
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か月以上) 従業員数:11,129 時給制　:時給950円～950円 休日:他 学歴:高校以上
パート労働者 40030- 4155231 就業場所:阿蘇郡南小国町大字赤馬場字杉田 週休2日制:毎週 経験:不問

①8:45～17:15

求人:１人
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:雇･労･健･厚
(４か月以上) 従業員数:11,129 時給制　:時給950円～950円 休日:他 学歴:高校以上
パート労働者 40030- 4156531 就業場所:阿蘇郡南小国町大字赤馬場字杉田 週休2日制:毎週 経験:不問

受付　医療事務

雇用期間の定めなし

松見内科

クリニック

介護保険訪問調査

員（ほけん課）

阿蘇市役所

レジ業務 (株)

テクノ・ジャパン
資格:不問

レジ担当（コメリ

南小国店）

(株)コメリ

九州ストア

サポートセンター

資格:不問

レジ担当（コメリ

南小国店）

(株)コメリ

九州ストア

サポートセンター

資格:不問

売場担当（コメリ

南小国店）

(株)コメリ

九州ストア

サポートセンター

資格:不問

売場担当（コメリ

南小国店）

(株)コメリ

九州ストア

サポートセンター

資格:不問

07　販売・営業の職業

＊受付、窓口会計事務、パソコンによる
保険請求事務

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

※介護保険認定訪問調査
・自宅・病院等を訪問し申請者の調査票
作成及び調査に関するパソコン入力

・公用車使用：単独での訪問調査。
・職場環境：現在女性５名
（４０代から６０代）

お客様の購入されたものをレジにて
清算してして頂く業務です。

・ｽｷｬﾅｰで商品ﾊﾞｰｺｰﾄﾞを読み取り、現金
またはカード等での代金受け取りです
その他に入荷商品の陳列や、商品の
整理整頓、清掃等。

★他の職種・時間帯・出勤曜日の求人に
ついてはお気軽にお問合せください。

・ｽｷｬﾅｰで商品ﾊﾞｰｺｰﾄﾞを読み取り、現金
またはカード等での代金受け取りです
その他に入荷商品の陳列や、商品の
整理整頓、清掃等。

★他の職種・時間帯・出勤曜日の求人に
ついてはお気軽にお問合せください。

・商品の整理整頓や補充・品出し
・発注数登録、入荷後の検収・陳列
・新商品や季節に応じた商品の陳列変更
・お客様からの商品問合わせへの対応
・レジでの会計業務 その他に清掃等も
お願いすることがあります

・商品の整理整頓や補充・品出し
・発注数登録、入荷後の検収・陳列
・新商品や季節に応じた商品の陳列変更
・お客様からの商品問合わせへの対応
・レジでの会計業務 その他に清掃等も
お願いすることがあります

・ｽｷｬﾅｰで商品ﾊﾞｰｺｰﾄﾞを読み取り、現金

14



職種 求人者名 仕事の内容・賃金 就業時間 資格経験

①16:45～19:45

求人:１人
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:11,129 時給制　:時給900円～900円 休日:他 学歴:高校以上
パート労働者 40030- 4199731 就業場所:阿蘇郡南阿蘇村大字下野字山田 週休2日制:毎週 経験:不問

①13:00～17:15

求人:１人
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:11,129 時給制　:時給900円～900円 休日:他 学歴:高校以上
パート労働者 40030- 4200831 就業場所:阿蘇郡南阿蘇村大字下野字山田 週休2日制:毎週 経験:不問

①13:00～18:00
②17:00～22:00

求人:２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:100人 時給制　:時給900円～900円 休日:他 学歴:不問
パート労働者 43090-  890331 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

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:100人 時給制　:時給900円～900円 休日:他 学歴:不問
パート労働者 43090-  891631 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

求人:１人
年齢:59歳以下

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853円～900円 休日:他 学歴:不問

パート労働者 43010-16197131 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

求人:３人
年齢:64歳以下

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

パート労働者 43090-  897531 就業場所:阿蘇市一の宮町宮地1985-2 週休2日制:その他 経験:不問
交替制あり
①8:00～12:00

求人:３人
年齢:64歳以下

阿蘇市内牧966 保険:雇･労
従業員数:294人 時給制　:時給860円～880円 休日:他 学歴:不問

パート労働者 43090-  879831 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

レジ担当（コメリ

長陽店）

(株)コメリ

九州ストア

サポートセンター

資格:不問

レジ担当（コメリ

長陽店）

(株)コメリ

九州ストア

サポートセンター

資格:不問

夜間責任者 (株)熊本フレイン

小国店
資格:不問

レジ係 (株)熊本フレイン

小国店
資格:不問

資格:不問

販売職（一の宮店

レジ係）

雇用期間の定めなし

(株)みやはら

8:30～20:00の

間の4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

販売職（一の宮店

青果部）

雇用期間の定めなし

(株)みやはら

又は7:00～16:00の

間の4時間程度

資格:不問

・ｽｷｬﾅｰで商品ﾊﾞｰｺｰﾄﾞを読み取り、現金
またはカード等での代金受け取りです
その他に入荷商品の陳列や、商品の
整理整頓、清掃等。

★他の職種・時間帯・出勤曜日の求人に
ついてはお気軽にお問合せください。

・ｽｷｬﾅｰで商品ﾊﾞｰｺｰﾄﾞを読み取り、現金
またはカード等での代金受け取りです
その他に入荷商品の陳列や、商品の
整理整頓、清掃等。

★他の職種・時間帯・出勤曜日の求人に
ついてはお気軽にお問合せください。

スーパーの惣菜部門

スーパーの青果部門
－商品づくり、仕入商品のカットや
小分け・パック詰め・ラベル貼り

－商品販売、商品陳列・接客・鮮度確認
－清掃業務、作業場の清掃、店舗の清掃
※立ち仕事になります

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

（ナイトマネージャー）
・商品の補充、及び商品の陳列
・商品の在庫管理
・お客様のご案内、及び問合せの対応
・レジ業務・店内外の清掃
・閉店時の見回り、及び施錠

＊レジ業務全般
・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

○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。
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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
①6:00～10:00
②12:00～16:00

求人:２人
年齢:64歳以下

阿蘇市内牧966 保険:雇･労
従業員数:294人 時給制　:時給860円～880円 休日:他 学歴:不問

パート労働者 43090-  880431 就業場所:阿蘇市内牧966 週休2日制:その他 経験:不問
危険物取扱者（乙種）

普通自動車免許
求人:１人 あれば尚可
年齢:64歳以下

阿蘇市一の宮町宮地1926 保険:雇･労
従業員数:24人 時給制　:時給1,000円～1,000円 休日:他 学歴:不問

パート労働者 43090-  877131 就業場所:阿蘇市西町907-1 週休2日制:毎週 経験:不問

①14:00～19:00

求人:３人
年齢:不問 普通自動車免許

雇用期間の定めあり 阿蘇市内牧976番地の2 保険:労
(４か月以上) 従業員数:132人 時給制　:時給950円～950円 休日:日祝他 学歴:不問
パート労働者 43090-  840731 就業場所:阿蘇市内牧1376 週休2日制:毎週 経験:不問

変形（1ヶ月単位） 介護職員初任者研修修了者

①16:30～9:00
普通自動車免許

求人:１人 あれば尚可
年齢:18歳～64歳

大分県日田市上城内町1-25 保険:雇･労･健･厚
従業員数:51人 時給制　:時給950円～950円 休日:他 学歴:不問

パート労働者 44040- 1972531 就業場所:阿蘇郡小国町北里1908-1 週休2日制:毎週 経験:不問

①8:30～17:30

求人:１人
年齢:不問 普通自動車免許

阿蘇郡南阿蘇村大字一関1282 保険:雇･労･健･厚
従業員数:69人 時給制　:時給853円～860円 休日:他 学歴:高校以上

パート労働者 43090-  884931 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

求人:１人
年齢:不問

阿蘇郡南阿蘇村大字一関1282 保険:雇･労
従業員数:69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 43090-  885131 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

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853円～1,000円 休日:日他 学歴:不問
パート労働者 43090-  867331 就業場所:阿蘇市内牧353 週休2日制:毎週 経験:不問

販売職（内牧店

惣菜部）

雇用期間の定めなし

(株)みやはら

又は6:00～17:00の

間の4時間程度

資格:不問

学童支援員 (福)阿蘇市社会福

祉協議会

又は7:30～19:00の

間の8時間程度

08　福祉・介護の職業

スタンドスタッフ

雇用期間の定めなし

(株)古屋産業

7:00～22:00の

間の5時間程度

又は8:00～17:30の

間の6時間程度

施設介護員

（夜勤専従）

雇用期間の定めなし

(同)ネオ

介護職【高年齢者

専用求人】

(株)ワンバイワン

介護職員

（福祉施設）

雇用期間の定めなし

(福)白久寿会

特別養護老人

ホーム　水生苑
8:30～17:30の

間の5時間程度

資格:不問

介護職員

（福祉施設）

雇用期間の定めなし

(福)白久寿会

特別養護老人

ホーム　水生苑

＊セルフガソリンスタンド
・お客様が安全に給油できているか監視
・給油方法等の説明・危険物乙４種の
有資格者は給油許可ボタンの操作

・その他店内業務、掃除
機械メンテナンス等

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

＊内牧小学校及び阿蘇西小学校の放課後
児童クラブの支援業務。

・利用者の出席確認、状況の把握
・基本的な生活習慣の確立に向けた援助
・保護者、家庭、及び学校との日常的な
連絡、及び情報交換

○夜勤専従で有料老人ホームにおける
介護業務全般を行って頂きます。

・食事、排泄等の介業務
・夜勤は月８回～１２回

＊入所者及び通所者様（デイサ―ビス）
身の回りのお世話及び介護業務全般。

・食事の介助・入浴及び着替えの介助
・排泄介助等
※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。

＊入所者及び通所者様（デイサ―ビス）
身の回りのお世話及び介護業務全般。

・食事の介助・入浴及び着替えの介助
・排泄介助等
※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。

（デイサービス阿蘇ふれあい）
・主に食事・入浴・排泄介助
・理学療法士と連携して、午前・午後の
集団体操、レクリエーション。

・利用者の送迎
・通所介護計画書等の書類作成の指導

認知症を患った１８名の方々の共同生活
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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

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960円～1,280円 休日:他 学歴:高校以上
パート労働者 43010-15565131 就業場所:阿蘇市乙姫2142-10 週休2日制:毎週 経験:不問

交替制あり
①10:00～18:00 調理師

あれば尚可
求人:２人
年齢:59歳以下 普通自動車免許

東京都武蔵野市吉祥寺南町一丁目9-9　吉祥寺じぞうビル 保険:労
従業員数:30人 時給制　:時給1,200円～1,500円 休日:他 学歴:不問

パート労働者 13170-16893231 就業場所:阿蘇郡高森町大字上色見2803番 週休2日制:毎週 経験:あれば尚可(飲
交替制あり 調理師
①8:30～17:15

求人:１人
年齢:不問 自動車免許(AT不可)

雇用期間の定めあり 阿蘇郡南阿蘇村河陽1705-1 保険:雇･公･健･厚
(４か月以上) 従業員数:175人 日給制　:時給890円～1,070円 休日:日祝他 学歴:不問
パート労働者 43090-  910531 就業場所:阿蘇郡南阿蘇村大字吉田1008 週休2日制:毎週 経験:あれば尚可(調

①6:45～16:30

求人:１人
年齢:64歳以下

大分県日田市上城内町1-25 保険:労
従業員数:51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 44040- 1971231 就業場所:阿蘇郡小国町北里1908-1 週休2日制:毎週 経験:不問

①9:00～14:30 調理師
専門調理師

求人:１人 調理技能士
年齢:不問 あれば尚可

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:49,811 時給制　:時給900円～1,000円 休日:他 学歴:不問
パート労働者 43010-15654031 就業場所:阿蘇市黒川1266 週休2日制:毎週 経験:あれば尚可(病

①9:00～17:00

求人:１人
年齢:65歳以下

阿蘇市内牧117 保険:雇･労･健･厚
従業員数:27人 時給制　:時給853円～853円 休日:他 学歴:不問

パート労働者 43090-  839231 就業場所:阿蘇市内牧117 週休2日制:毎週 経験:不問
交替制あり

求人:５人
年齢:不問

阿蘇市乙姫2132-133 保険:雇･労･健･厚
従業員数:80人 時給制　:時給855円～855円 休日:他 学歴:不問

パート労働者 43090-  908131 就業場所:阿蘇市乙姫2132-133 週休2日制:毎週 経験:不問

調理スタッフ

調理

食堂運営業務補助

雇用期間の定めなし

(株)じぞう屋

又は12:00～20:00

の間の6時間程度

09　サービスの職業

介護職／グループ

ホーム乙姫の家

(株)

かいごのみらい
8:00～17:00の

間の6時間以上

資格:不問

調理員 日清医療食品

(株)南九州支店

給食調理・

片付け等

雇用期間の定めなし

(同)ネオ

資格:不問

資格:不問

配膳・客室清掃

雇用期間の定めなし

(株)ｲｰ・ｴｽ・ﾋﾟｰ

阿蘇保養センター

八仙山荘
6:00～21:00の

間の6時間程度

雇用期間の定めなし

(医社)問端会

グル－プホーム

といはた

資格:不問

調理師（会計年度

任用職員）

南阿蘇村役場

又は8:00～16:45の

間の7時間以上

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為の認知症
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。

高森町にある漫画出版社施設の食堂で、
社員/漫画家/劇団員/関係者への食事の
提供を行います。調理、食器洗い、厨房
内清掃等を担当して頂きます。専門的な
知識は不要ですが家庭で料理する程度の
知識や技術があるとより良いです。

はくすい保育園に勤務し、給食業務に
従事します。
・食材の切り込み
・調理・清掃
・その他付帯的業務
※採用予定日：令和５年６月１日

○施設における厨房内の調理全般
・盛り付け・配膳
・食器洗浄（食洗機へセットする）
・片付け、清掃等
＊利用者２０名程度の食事の準備を
１～２名体制で行います

阿蘇医療センターレストラン
料理のチカラで医療・福祉を支える
お仕事です。
病院内レストランでの調理業務全般
調理・盛りつけ・配膳・洗浄等

グループホームにおける次のような業務
・昼食（２５～６食）、おやつ（１８食）
夕食（２０食）程度の給食調理、
片付け等の業務

・家庭料理の調理が出来る方

＊厨房での補助業務
・盛り付け・皿洗い・配膳等（注文受け
デザートの提供などの接客もあります）

＊客室、風呂の清掃
・客室清掃及びシーツ、タオル等の交換
・風呂清掃（男性・女性別の浴場もあり）

＊ゴルフ場施設内のレストランで、厨房
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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

①7:00～16:00

求人:１人
年齢:不問

雇用期間の定めあり 阿蘇郡南阿蘇村河陰5254番地 保険:雇･労･健･厚
(４か月以上) 従業員数:127人 時給制　:時給950円～1,100円 休日:他 学歴:不問
パート労働者 43090-  870231 就業場所:阿蘇郡南阿蘇村河陰5254番地 週休2日制:毎週 経験:あれば尚可(日

変形（1年単位）
①8:00～16:00
②8:00～12:30

求人:１人
年齢:不問

雇用期間の定めあり 熊本市北区貢町780-10 保険:労
(４か月以上) 従業員数:369人 時給制　:時給960円～960円 休日:土日祝他 学歴:不問
パート労働者 43010-15259631 就業場所:阿蘇郡南阿蘇村大字河陽3566-4週休2日制:毎週 経験:不問

①16:20～20:20

求人:１人
年齢:不問

阿蘇郡小国町大字西里麻生鶴2053-64 保険:労
従業員数:6人 時給制　:時給1,000円～1,200円 休日:月火水木 学歴:不問

パート労働者 43090-  915931 就業場所:阿蘇郡小国町大字西里麻生鶴2053-64 週休2日制:毎週 経験:不問
交替制あり
①7:00～11:00
②10:00～14:00

求人:２人 ③18:00～22:00
年齢:不問 普通自動車免許

熊本市西区花園5丁目23-48-1 保険:労
従業員数:50人 時給制　:時給1,200円～1,200円 休日:火水他 学歴:不問

パート労働者 43010-15573131 就業場所:阿蘇郡南阿蘇村大字長野1874-1週休2日制:毎週 経験:不問

大型特殊自動車免許
①8:00～15:00 フォークリフト運転技能者

②6:00～13:00 準中型自動車免許
求人:２人 あれば尚可
年齢:不問 自動車免許(AT不可)

阿蘇郡小国町下城2701 保険:雇･労･健･厚
従業員数:4人 時給制　:時給950円～1,050円 休日:日他 学歴:不問

パート労働者 43090-  901231 就業場所:阿蘇郡小国町下城2701 週休2日制:その他 経験:あれば尚可(ト

①8:00～17:00

求人:２人
年齢:不問 普通自動車免許

阿蘇市小里281-3 保険:雇･労･健･厚
従業員数:8人 時給制　:時給1,000円～1,000円 休日:他 学歴:不問

パート労働者 43090-  917031 就業場所:阿蘇市小里281-3 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 阿蘇市的石958 保険:労
(４か月以上) 従業員数:4人 時給制　:時給870円～900円 休日:日他 学歴:高校以上
パート労働者 43090-  900831 就業場所:阿蘇市的石958 週休2日制:毎週 経験:不問

調理補助業務 (株)南阿蘇

カントリークラブ 資格:不問

農作業

雇用期間の定めなし

(株)下巣畑農産

又は6:00～18:00の

間の6時間程度

キャンプ場の

運営・管理

雇用期間の定めなし

(株)リューズ

接客（焼き肉

レストラン）

雇用期間の定めなし

(有)阿蘇鶴温泉

(阿蘇鶴温泉

　　　ロッジ村)

資格:不問

11　農林漁業の職業

食肉加工 (有)石本商店

8:00～17:00の

間の4時間程度

資格:不問

農作業員

雇用期間の定めなし

日本花商　(株)

又は6:00～17:00の

間の3時間以上

給食調理補助

（学校給食）

(株)九州フード

サプライセンター

12　製造・修理・塗装・製図等の職業

資格:不問

＊ゴルフ場施設内のレストランで、厨房
責任者の下、お客様へ提供する料理の
調理補助業務を行って頂きます。

・食材の洗いや簡単な切り込み
・簡単な調理、仕込み、盛り付け
・調理器具などの洗浄

南阿蘇中学校給食センター
食数２６０名分を７名で作業します
・食材の切込み
・調理
・食器洗浄 他

＊焼き肉専用レストランでの接客業務
・レストランの準備
・お肉、野菜の盛り付け
・お肉、飲み物の提供・後片付け
・皿洗い及び洗浄後の整理整頓
・レストランの清掃等

Ｂｌｕｅ Ｂｅｅ Ｇａｒｄｅｎ
◇キャンプ場の運営に関する業務
・施設や設備の清掃業務
・キッチン業務など
※個人の能力によってお任せする業務は
異なります。

＊畑（野菜等/さつま芋）の管理・農作業
・除草作業・トラクターでの耕運
・収穫作業、配送業務（社用車を使用）
・作業記録等のパソコン入力
＊必要であれば特殊免許取得
（大型特殊等）の支援もします。

＊農作業全般
・主に、ハウス内でのトルコギキョウ・
バラ・ストック・ヒマワリ等の栽培、
室内での撰花作業

・その他、植付・収穫・出荷作業等
＊未経験の方も歓迎します。

・食肉のカット、及びパック詰め
・食肉の梱包、及び発送準備
全てネットによる注文です、又発送は
ヤマト便のみです。

・カット機械の洗浄、店内の整理整頓
及び清掃等
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職種 求人者名 仕事の内容・賃金 就業時間 資格経験

①8:00～10:30
②14:00～17:00 普通自動車免許

求人:１人 (AT限定可)
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860円～860円 休日:土日 学歴:不問
パート労働者 43090-  874331 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

①9:00～17:00

求人:３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 時給制　:時給1,000円～1,200円 休日:他 学歴:不問

パート労働者 43090-  921331 就業場所:阿蘇郡小国町大字下城4223番地 週休2日制:毎週 経験:不問

①10:00～14:00

求人:１人
年齢:不問

阿蘇郡小国町大字西里麻生鶴2053-64 保険:雇･労
従業員数:6人 時給制　:時給950円～1,100円 休日:他 学歴:不問

パート労働者 43090-  916131 就業場所:阿蘇郡小国町大字西里麻生鶴2053-64 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:103人 時給制　:時給853円～853円 休日:他 学歴:不問
パート労働者 43010-15366831 就業場所:阿蘇市黒川1266 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･健･厚
(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 43010-15448531 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

①18:00～20:00 普通自動車免許
あれば尚可

求人:１人
年齢:不問

雇用期間の定めあり 熊本市中央区辛島町6-7　いちご熊本ビル4階 保険:労
(４か月未満) 従業員数:49,811 時給制　:時給1,300円～1,300円 休日:他 学歴:不問
パート労働者 43010-14778431 就業場所:阿蘇市黒川1266 週休2日制:毎週 経験:不問

①11:00～15:00 普通自動車免許
あれば尚可

求人:２人
年齢:不問

雇用期間の定めあり 阿蘇郡南阿蘇村大字河陽4369-1 保険:労
(４か月以上) 従業員数:200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-  865431 就業場所:阿蘇郡南阿蘇村大字河陽4369-1 週休2日制:毎週 経験:不問

送迎運転手 (医)高森会

清掃

（温泉ロッジ）

雇用期間の定めなし

(有)阿蘇鶴温泉

(阿蘇鶴温泉

　　　ロッジ村)

資格:不問

清掃

（ホテル館内）

雇用期間の定めなし

(株)杖立観光

ホテル ひぜんや 資格:不問

レストラン

洗い場

東急ﾘｿﾞｰﾂ&ｽﾃｲ(株)

阿蘇東急ゴルフクラ

ブ『阿蘇キャニオン

テラス＆ロッジ』

パック詰め・器具

の洗浄業務

(株)

テクノ・ジャパン
資格:不問

洗浄／阿蘇医療

センター

日清医療食品

(株)南九州支店

清掃員 (株)総美

資格:不問

13　配送・輸送・機械運転の職業

15　運搬・清掃・包装・選別等の職業

＊利用者様のご自宅から施設までの
送迎業務

・介助補助
・車両の点検・整備
＊午前・午後、合計５時間３０分の
勤務となります。

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

病院厨房内での食器等の洗浄業務

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！

＊温泉付ロッジ、１８部屋を２～３名で
掃除。又１日おきに９室の風呂を１～
２名で掃除

・布団上げ・部屋の清掃
・お茶セットの入込み（アメニティー、
タオル等、浴衣の入込みはありません）

＊館内（パブリックスペース）の清掃
・廊下の掃除機掛け
・トイレの清掃
・「肥後の湯」の清掃
・掃除道具、洗剤等の管理
※客室内の清掃は有りません。

＊『阿蘇キャニオンテラス＆ロッジ』
ゴルフ場に併設の客室３０室。

＊お客様に快適なホテルライフをお届け
することを目標にしています。

・お食事の片付け、洗い物（食洗器使用）
・調理補助・ホール清掃
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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
山都町役場

蘇陽支所
山都町役場

南阿蘇村役場

福祉センター

小国暮らしの窓口

（木魂館）

高森町

社会福祉協議会

求人情報誌の配布場所

ハローワーク阿蘇のご案内

所在地

〒869-2612

阿蘇市一の宮町宮地2318-3

TEL：0967-22-8609

FAX：0967-22-4775

各種情報

《お知らせ》

当求人情報誌「しごとAriSO～だ」、「60歳からの就職応援求人」を

ハローワーク庁舎内で配布、「未経験者/就職氷河期世代歓迎求人」を掲示し

ておりますので、ぜひご活用ください。

開庁時間

月曜日～金曜日

（祝日、年末年始を除く）

午前８時３０分～午後５時１５分


