
この求人情報誌はR4.12.12～R4.12.22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。

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

■専門技術／サービス／建設・土木／農林・保安

●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、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ください。

※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。

※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

1月16日（月）

R5.1月4日



＊就職支援セミナー受講希望の方は
窓口にお尋ね・またはお電話ください。
1/4 水

5 木

6 金

10 火 ②医療・福祉事業所説明会

11 水 ②医療・福祉事業所説明会

水 ③看護のお仕事相談

水 ④あそサポステ就労相談会

12 木

13 金

16 月

17 火 ②医療・福祉事業所説明会

18 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

　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 1月はありません
・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。

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

お問い合わせ先

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
にお問い合わせください。

③看護のお仕事相談
・第1水曜日（10：30～15：00）1月は
変更有り
・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】



・普及指導員
①8:30～17:15 ・農業関係履修卒業

・経験あり
求人:１人 何れかで応募可能
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 保険:雇･公･健･厚
(４か月以上) 従業員数:5,344人 月給制　:月額150,600円～195,500円 休日:土日祝他 学歴:不問
正社員以外 43090- 2593921 就業場所:阿蘇市一の宮町宮地2402 週休2日制:毎週 経験:必須

変形（1年単位） ２級土木施工管理技士

①8:00～17:00
基本的なパソコン操作

求人:１人
年齢:67歳以下 自動車免許(AT不可)

阿蘇郡高森町高森1550-8 保険:雇･労･健･厚
従業員数:7人 日給制　:月額279,600円～326,200円 休日:日祝他 学歴:不問

正社員 43090- 2605421 就業場所:阿蘇郡高森町高森1550-8 週休2日制:その他 経験:あれば尚可(業
測量士・測量士補

①8:30～17:30 １級土木施工管理技士

２級土木施工管理技士

求人:２人 あれば尚可
年齢:不問 普通自動車免許

阿蘇市黒川1705-3 保険:雇･労･健･厚
従業員数:4人 月給制　:月額200,000円～250,000円 休日:日祝他 学歴:高校以上

正社員 43090- 2627721 就業場所:阿蘇市黒川1705-3 週休2日制:その他 経験:あれば尚可(測
歯科医師

①8:20～17:20

求人:１人
年齢:64歳以下 普通自動車免許

阿蘇市一の宮町宮地3472-1 保険:雇･労･健･厚
従業員数:12人 月給制　:月額360,000円～600,000円 休日:土日祝 学歴:大学以上

正社員 43090- 2626021 就業場所:阿蘇市一の宮町宮地3472-1 週休2日制:毎週 経験:不問
変形（1ヶ月単位） 看護師
①8:30～17:30 准看護師
②9:30～18:30

求人:１人
年齢:64歳以下 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187,000円～225,000円 休日:他 学歴:不問

正社員 43090- 2628821 就業場所:阿蘇市乙姫1776 週休2日制:その他 経験:不問
歯科衛生士

①8:20～17:20

求人:１人
年齢:64歳以下 普通自動車免許

阿蘇市一の宮町宮地3472-1 保険:雇･労･健･厚
従業員数:12人 月給制　:月額170,000円～180,000円 休日:土日祝 学歴:専修学校以上

正社員 43090- 2625121 就業場所:阿蘇市一の宮町宮地3472-1 週休2日制:毎週 経験:不問
介護支援専門員

①8:30～17:30

求人:３人
年齢:64歳以下 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205,000円～235,000円 休日:土日他 学歴:不問

正社員 43090- 2630621 就業場所:阿蘇市乙姫1776 週休2日制:毎週 経験:あれば尚可(介

土木施工管理技

士

(株)南阿蘇解体

雇用期間の定めなし

農業振興の技術指

導・経営指導業務

熊本県

県北広域本部

阿蘇地域振興局

B　専門的・技術的職業（各種技術者、看護師、保育士、栄養士等）

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

雇用期間の定めなし

(医社)きずな会

阿蘇きずな歯科医院

介護支援専門員

（居宅／特養）

雇用期間の定めなし

(福)やまなみ会

あその杜

歯科衛生士

雇用期間の定めなし

(医社)きずな会

阿蘇きずな歯科医院

看護師（高齢者

介護施設）

雇用期間の定めなし

(株)阿蘇測量設計

歯科医師

測量・設計

雇用期間の定めなし

(福)やまなみ会

あその杜

育休等代替臨時職員として任期を定めて
勤務していただきます。
＊阿蘇地域管内の農業振興のための技術
指導、農家の経営指導等に関する業務
等

・米、野菜等・畜産関係

＊阿蘇管内の公共事業/民間企業/個人等
の一般土木工事及び解体工事等です。

（道路工事、河川工事、造成工事等）
・見積もりの作成・パソコン入力による
行政等提出書類の作成、及び提出

・現場監督/進歩管理・安全/品質管理等

＊公共工事等に係る測量設計業務
（工事現場は県内一円）
・ｺﾝﾋﾟｭｰﾀｰCAD等を使用して図面作成等
（ＣＡＤ未経験者でも応募可）
＊社用車を貸与します。
詳細については面接時説明いたします。

●歯科治療●口腔ケア
●口腔リハビリ
●カルテ入力●スタッフ教育
※訪問診療時、社用車（軽自動車）の
運転があります。

＊介護施設における看護業務全般
・利用者の方の日々の健康管理
・身体ﾁｪｯｸ・処置・服薬管理全般
・日常の機能回復訓練・病院への送迎
＊介護業務全般
・食事介助・衣服の着脱・排泄介助

●ドクターのサポート及び診療補助
使用器具の準備や滅菌消毒、片付けなど
●歯石除去やフッ素塗布/歯磨き指導など
●提供文書作成
※訪問診療時、社用車（軽自動車）の
運転があります。

＊＊入所相談受付。ｱｾｽﾒﾝﾄ・ｹｱﾌﾟﾗﾝ作成
・ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ
・評価。サービス担当者会議の実施。
介護請求業務全般。居宅介護事業所
及び病院等相談員との連絡調整。行政
手続き代行等。家族への報告・連絡等

・学級の担任教諭（０歳から５歳）
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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 幼稚園教諭免許
①7:00～16:00 保育士
②8:00～17:00

求人:１人 ③8:30～17:30 上記のいずれか
年齢:59歳以下

阿蘇市一の宮町中通302-5 保険:雇･労･健･厚
従業員数:14人 月給制　:月額152,000円～172,000円 休日:日祝他 学歴:不問

正社員 43090- 2615621 就業場所:阿蘇市一の宮町中通302-5 週休2日制:その他 経験:不問

変形（1年単位）
①8:00～17:00 ﾊﾟｿｺﾝ操作の可能な方

求人:１人
年齢:64歳以下 普通自動車免許

阿蘇市一の宮町宮地4530-2 保険:雇･労･健･厚
従業員数:32人 月給制　:月額160,000円～250,000円 休日:日祝他 学歴:不問

正社員 43090- 2592621 就業場所:阿蘇市一の宮町宮地4530-2 週休2日制:その他 経験:不問
変形（1年単位）
①8:00～17:00

求人:１人
年齢:59歳以下

阿蘇市乙姫2052 保険:雇･労･健･厚
従業員数:68人 月給制　:月額160,000円～175,000円 休日:他 学歴:不問

正社員 43090- 2578121 就業場所:阿蘇市乙姫2052 週休2日制:その他 経験:経験者

①8:30～17:30

求人:２人
年齢:59歳以下

上益城郡益城町田原2081-28（熊本ソフトウエア株式会社内） 保険:雇･労･健･厚
従業員数:24人 月給制　:月額150,000円～165,000円 休日:日祝他 学歴:高校以上

正社員 43011- 4779321 就業場所:阿蘇郡南阿蘇村大字立野185-1 週休2日制:毎週 経験:不問
変形（1ヶ月単位）

その他の医療・保険衛星資格

あれば尚可
求人:２人
年齢:59歳以下 普通自動車免許

阿蘇市内牧161-8 保険:雇･労･健･厚
従業員数:35人 月給制　:月額155,500円～167,000円 休日:日祝他 学歴:高校以上

正社員 43090- 2610821 就業場所:阿蘇市内牧161番地8 週休2日制:その他 経験:あれば尚可(調
変形（1ヶ月単位） その他の医療
①8:30～17:30 保健衛生関係資格
②9:00～18:00 あれば尚可

求人:２人
年齢:59歳以下 普通自動車免許

阿蘇市内牧161-8 保険:雇･労･健･厚
従業員数:35人 月給制　:月額155,500円～167,000円 休日:日祝他 学歴:高校以上

正社員 43090- 2607621 就業場所:阿蘇市黒川1249 週休2日制:その他 経験:あれば尚可(調

交替制あり
①9:00～18:00 防火管理者(甲/乙)
②10:00～19:00 食品衛生管理

求人:１人 あれば尚可
年齢:64歳以下

熊本市北区貢町537番地18　フードパル熊本内 保険:雇･労･健･厚
従業員数:34人 月給制　:月額220,000円～250,000円 休日:火水他 学歴:不問

正社員 43010-41606521 就業場所:阿蘇市乙姫2052 週休2日制:毎週 経験:あれば尚可(・

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）

(株)熊阿建設工業

販売〔店舗マネー

ジャー候補〕

雇用期間の定めなし

清正製菓(株)

雇用期間の定めなし

一般事務

（総務、経理）

阿蘇ハイランド

開発(株) 資格:不問

雇用期間の定めなし

調剤事務 (有)内牧中央薬局

保育教諭

調剤事務

雇用期間の定めなし

(有)内牧中央薬局

8:30～18:30の

間の8時間程度

医療事務［阿蘇

立野病院］

雇用期間の定めなし

(株)

産業開発研究所 資格:不問

雇用期間の定めなし

(学)法輪学園

認定こども園

あそひかり幼稚園

一般事務 ＊総務部で会計業務（建設業経理）、
社会保険関係、データ入力等。

・会計伝票作成とデータ入力
・社会保険関係の書類作成
・官公庁・銀行等への書類提出
・来客対応、電話対応 等

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

・受付業務
・レセプト業務
・調剤補助

※資格取得支援制度あり

・学級の担任教諭（０歳から５歳）
・子どもの生活援助
・園での教育や遊びの援助
・行事等の準備・送迎時のバスへの添乗
・預かり保育
・その他教育活動に関する業務全般

★就業場所（阿蘇立野病院）における
医療事務

※受付・案内を中心としたお仕事です。
※慣れてこられたら電子カルテの入力
・会計等の作業も有ります。

・受付業務
・レセプト業務
・調剤補助

※資格取得支援制度あり

・レジ業務、商品の包装、カフェの接客、
テイクアウト商品の販売業務

・店舗内整理、清掃等・伝票、現金管理
・本社と連携したスタッフ管理
（会議への参加等）※製造の状況により
一時的に本社勤務の場合があります。

保険プランのご提案、および契約後の

2



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

求人:１０人
年齢:不問

雇用期間の定めあり 東京都千代田区有楽町1‐13‐1 保険:雇･労･健･厚
(４か月以上) 従業員数:54,829 月給制　:月額200,000円～500,000円 休日:土日祝他 学歴:高校以上
正社員以外 13010-30303222 就業場所:熊本支社の所属拠点の何れか 週休2日制:毎週 経験:不問

①8:20～17:20

求人:１人
年齢:64歳以下 普通自動車免許

阿蘇市一の宮町宮地3472-1 保険:雇･労･健･厚
従業員数:12人 月給制　:月額136,500円～150,000円 休日:土日祝 学歴:高校以上

正社員 43090- 2624921 就業場所:阿蘇市一の宮町宮地3472-1 週休2日制:毎週 経験:あれば尚可(歯
変形（1年単位） 調理師
①6:00～20:30

求人:２人
年齢:不問

雇用期間の定めあり 鹿児島県鹿児島 保険:雇･労･健･厚
(４か月以上) 従業員数:214人 日給制　:月額230,000円～299,000円 休日:他 学歴:不問
正社員以外 46010-45982021 就業場所:阿蘇市赤水温泉（無田7-1） 週休2日制:その他 経験:あれば尚可(ホ

変形（1ヶ月単位）

①6:00～15:00 調理師
②9:00～18:00 あれば尚可

求人:２人 ③10:00～19:00
年齢:64歳以下

阿蘇市小里249-2 保険:雇･労･健･厚
従業員数:66人 月給制　:月額150,000円～190,000円 休日:他 学歴:不問

正社員 43090- 2612521 就業場所:阿蘇市小里249-2 週休2日制:毎週 経験:不問

①7:30～16:30

求人:２人
年齢:64歳以下

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150,000円～180,000円 休日:土日祝他 学歴:不問

正社員 43010-41884921 就業場所:阿蘇郡産山村大字山鹿477 週休2日制:毎週 経験:不問
調理師

①6:00～19:00

求人:１人
年齢:64歳以下

阿蘇市内牧1131 保険:雇･労･健･厚
従業員数:9人 月給制　:月額250,000円～300,000円 休日:他 学歴:不問

正社員 43090- 2576621 就業場所:阿蘇市内牧1131 週休2日制:毎週 経験:調理業務経験
交替制あり
①7:00～22:00

求人:１人
年齢:64歳以下

東京都港区六本 保険:雇･労･健･厚
従業員数:6,430人 月給制　:月額200,000円～250,000円 休日:他 学歴:高校以上

正社員 13040-51017822 就業場所:阿蘇市一の宮町宮地5936 週休2日制:毎週 経験:あれば尚可(◆
変形（1ヶ月単位）

①7:00～16:00
②13:00～22:00

求人:１人
年齢:59歳以下 普通自動車免許

阿蘇郡南小国町大字満願寺5956 保険:雇･労･健･厚
従業員数:25人 日給制　:月額172,000円～258,000円 休日:他 学歴:高校以上

正社員 43090- 2608921 就業場所:阿蘇郡南小国町大字満願寺5956 週休2日制:その他 経験:不問

フロント

（旅館）

雇用期間の定めなし

(有)あらい

（静寂な森の宿

　　　山しのぶ）

フロントスタッフ

E　サービスの職業（介護、看護助手、調理、接客・給仕、管理人）

雇用期間の定めなし

(株)マイステイズ・

ホテル・

マネジメント
資格:不問

雇用期間の定めなし

(医)坂梨ハート会

坂梨ハート

クリニック

調理業務 九州綜合サービス

(株)
資格:不問

調理 ケービー食品

(株)

調理業務

（病院・施設）

雇用期間の定めなし

調理人（旅館） (株)日の出観光

旅館金時

雇用期間の定めなし

歯科助手

雇用期間の定めなし

(医社)きずな会

阿蘇きずな歯科医院

生涯設計ﾃﾞｻﾞｲﾅｰ

（営業）

第一生命保険

(株) 資格:不問

調理業務
調理全般、切込み等

１５０食（４人体制）

・食材の洗い、切込み
・仕込み、調理
・盛り付け
・調理器具等の洗い
・厨房の整理整頓、及び清掃等

・ホテル全体の運営管理

保険プランのご提案、および契約後の
アフターフォロー
※就業場所は窓口まで

歯科助手として次ぎの業務：
・受付事務、文書作成
・診療準備、介助、片付け
・滅菌作業
※社用車（軽自動車）の運転がある
場合があります。

○ホテル調理全般（準備・調理・片付け）
・バイキング形式の朝食・夕食
・お客様の前で調理実演を行い、料理を
提供します。

◆面接随時実施しています。

＊病院の厨房における給食調理全般
（調理/配膳/下膳/洗浄/切り込み含む）
＊朝・夕２０食、昼５０食程度を
２～３人で調理

●亀の井ホテル阿蘇。
ﾁｪｯｸｲﾝ、ｱｳﾄをはじめとする接客業務、
電話応対、予約受付業務(電話、ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ)
館内や周辺施設等をご案内するｺﾝｼｪﾙｼﾞｭ
業務。その他経理業務、発注業務等等の
事務業務もお願いいたします。

・宿泊予約（ネットを含む）の受付と管理
・接客（宿泊客及び入浴客）
・資料の作成と管理・精算業務
・お客様の送迎（小国ゆうｽﾃｰｼｮﾝ、黒川
温泉バス停迄）・館内清掃・営繕

（布団の上げ下げの手伝いもあります）
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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ヶ月単位）

普通自動車免許
あれば尚可

求人:１人
年齢:59歳以下

阿蘇郡南小国町大字満願寺5621-7 保険:雇･労･健･厚
従業員数:100人 月給制　:月額315,000円～315,000円 休日:他 学歴:不問

正社員 43090- 2595021 就業場所:阿蘇郡南小国町大字満願寺5644 週休2日制:その他 経験:不問
変形（1年単位）
①7:00～16:00
②13:00～22:00

求人:３人
年齢:64歳以下 普通自動車免許

阿蘇郡南小国町大字満願寺6069-1 保険:雇･労･健･厚
従業員数:5人 月給制　:月額166,300円～310,000円 休日:他 学歴:高校以上

正社員 43090- 2600021 就業場所:阿蘇郡南小国町大字満願寺6069-1 週休2日制:毎週 経験:あれば尚可(経
変形（1ヶ月単位）

①22:00～8:00

求人:１人
年齢:18歳～64歳

阿蘇市赤水1600-3 保険:雇･労･健･厚
従業員数:92人 月給制　:月額221,500円～300,000円 休日:他 学歴:不問

正社員 43090- 2577921 就業場所:阿蘇市赤水1600-3 週休2日制:その他 経験:不問
変形（1ヶ月単位）

①12:00～21:00
②12:30～21:30

求人:２人
年齢:59歳以下

阿蘇郡南小国町大字満願寺5956 保険:雇･労･健･厚
従業員数:25人 日給制　:月額172,000円～194,360円 休日:他 学歴:不問

正社員 43090- 2609121 就業場所:阿蘇郡南小国町大字満願寺5956 週休2日制:その他 経験:不問

①8:30～17:30

求人:１人
年齢:59歳以下 普通自動車免許

阿蘇郡小国町大字北里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- 2616921 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:あれば尚可(畜

求人:１人
年齢:不問 自動車免許(AT不可)

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

正社員 45030- 5398221 就業場所:阿蘇市波野大字中江732番地 週休2日制:なし 経験:不問

交替制あり
①8:00～16:45
②20:00～5:00

求人:１人
年齢:18歳以上

雇用期間の定めあり 熊本市北区弓削5丁目1番17号 保険:雇･労･健･厚
(４か月未満) 従業員数:500人 時給制　:月額180,400円～180,400円 休日:土日他 学歴:不問
有期雇用派遣労働 43010-41702521 就業場所:阿蘇郡高森町大字高森2141-5 週休2日制:毎週 経験:不問

又は6:30～22:00の

間の8時間程度
雇用期間の定めなし

7:00～18:00の

間の8時間程度

雇用期間の定めなし

自動車用部品製造

の熱処理業務

(株)リフティング

ブレーン
資格:不問

ナイト

専属フロント

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

雇用期間の定めなし

フロント・接客 有限会社藤本商事

夫婦露天風呂の宿

藤のや「ふじリゾー

ト(株)グループ」

マネージャー

候補（ホテル）

瀬の本高原

リゾート(株)
8:30～19:30の

間の8時間程度

雇用期間の定めなし

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）

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

客室係（旅館）

雇用期間の定めなし

(有)あらい

（静寂な森の宿

　　　山しのぶ）
又は8:30～21:00の

間の8時間程度

資格:不問

鶏舎管理全般

（阿蘇農場）

(株)中村養鶏場

・ホテル全体の運営管理
・チームマネジメント及び人材教育
・お客様の接客対応
・お客様に快適に過ごしていただく
ための環境作り

（１）朝食に係る準備・給仕・片付け
お客様のお見送り・部屋の点検
館内業務及びフロント業務

（２）夕食に係る準備・給仕・片付け
客室の点検、部屋への案内、説明
配膳及びフロント業務

＊お客様対応を主にしていただきます。
・ホテル、ゴルフ場のチェックイン、
チェックアウト対応

・システムコンピューターを使用した
日付更新業務

＊慣れるまで丁寧に指導いたします。

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

自動車用ボルトの熱処理業務になります。
強度・耐久性の向上を図るため焼き入れ
・焼きなましの機械に箱に入ったﾎﾞﾙﾄを
ｾｯﾄします。自動操作により機械から出てき
たﾎﾞﾙﾄを箱に入れ重さをﾁｪｯｸし、箱を
製品置き場に置きます。

◎車検点検作業補助

・チェックイン後、お部屋へのご案内
・お食事の準備
・お料理、飲料水等の提供・後片づけ
・チェックアウト後のお部屋の清掃
・備品等の入れ込み等
＊布団敷きや布団上げはありません。

＊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。
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職種 求人者名 仕事の内容・賃金 就業時間 資格経験

変形（1ヶ月単位）

①9:30～18:00 二級自動車整備士
三級自動車整備士

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 熊本市中央区世安2 保険:雇･労･健･厚
(４か月未満) 従業員数:270人 時給制　:月額191,700円～255,600円 休日:火他 学歴:不問
有期雇用派遣労働 43010-42001421 就業場所:阿蘇市西町913-1 週休2日制:毎週 経験:不問

①9:00～17:00 Excel/Wordの基本知識

求人:３人
年齢:20歳～44歳 自動車免許(AT不可)

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

正社員 43090- 2598221 就業場所:阿蘇郡高森町大字高森1537-2 週休2日制:その他 経験:不問

①8:00～17:00

求人:１人
年齢:67歳以下 自動車免許(AT不可)

阿蘇郡高森町高森1550-8 保険:雇･労･健･厚
従業員数:7人 日給制　:月額189,000円～210,000円 休日:土日他 学歴:不問

正社員 43090- 2604521 就業場所:阿蘇郡高森町高森1550-8 週休2日制:毎週 経験:不問

変形（1年単位）
①8:30～17:30 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6069-1 保険:雇･労･健･厚
従業員数:5人 月給制　:月額210,000円～230,000円 休日:他 学歴:高校以上

正社員 43090- 2601721 就業場所:阿蘇郡南小国町大字満願寺6069-1 週休2日制:毎週 経験:あれば尚可(経

①8:00～17:00

求人:１人
年齢:59歳以下 普通自動車免許

阿蘇郡小国町宮原1495-6 保険:雇･労･健･厚
従業員数:13人 日給制　:月額179,260円～219,260円 休日:日他 学歴:不問

正社員 43090- 2622321 就業場所:阿蘇郡小国町黒渕680-1 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:59歳以下 自動車免許(AT不可)

熊本市東区戸島町2874 保険:雇･労･健･厚
従業員数:280人 月給制　:月額202,200円～245,000円 休日:日他 学歴:不問

正社員 43010-42148221 就業場所:阿蘇市跡ケ瀬177 週休2日制:その他 経験:不問
変形（1年単位）

求人:１人
年齢:59歳以下 自動車免許(AT不可)

阿蘇市乙姫2052 保険:雇･労･健･厚
従業員数:68人 月給制　:月額155,000円～175,000円 休日:他 学歴:不問

正社員 43090- 2621421 就業場所:阿蘇市乙姫2052 週休2日制:その他 経験:不問

雇用期間の定めなし

運転士 南阿蘇鉄道(株)

雇用期間の定めなし

雇用期間の定めなし

阿蘇ハイランド

開発(株)
6:00～17:00の

間の8時間

I　輸送・機械運転の職業（鉄道・自動車・船舶・建設機械の運転等）

J　建設・採掘の職業（型枠大工、左官、内装等）

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）

コース管理

雇用期間の定めなし

(有)高野商会

工場作業員

廃棄物収集運搬

施設・管理係 有限会社藤本商事

夫婦露天風呂の宿

藤のや「ふじリゾー

ト(株)グループ」

土木作業員 (株)南阿蘇解体

雇用期間の定めなし

雇用期間の定めなし

有価物回収協業組合

石坂グループ

自動車整備補助

／阿蘇店

(株)野田市電子

人材ソリューショ

ン事業部

◎車検点検作業補助
タイヤ外し・オイル交換・軽度な部品
交換等（無資格でも出来るお仕事です）

◎構内の車異動、洗車
◎その他 付帯業務＊面談後、別日に
弊社担当者と一緒に職場見学可能です

＊鉄道業務に係る全般業務。
＊6月～10月迄北九州で動力操縦運転免許
資格取得の為訓練を受けて頂きます

（会社負担）資格取得後は４ヶ月程度
ＪＲ九州管内での見習い実習となり、
その後南阿蘇鉄道勤務となります。

＊阿蘇管内の公共事業/民間企業/個人等
の一般土木工事及び解体工事等です。

・道路工事、河川工事、造成工事等の
現場での掘削、運搬作業です。

・その他、工事に伴う雑工事

・施設管理と清掃業務
・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

＊主に廃棄物の収集運搬、処理業務。
・運搬車両にて旅館・コンビニ・飲食店
などを廻って収集作業をして頂きます。

・現場は、小国町、南小国町
・浄化槽清掃、し尿収集補助業務、処理
施設内作業等をして頂く事があります。

＊重機や車輛の運転/機械オペレーター
＊廃棄物や有価物の選別作業

＊芝・草などコースメンテナンス。
・専用機械、車両等使用して芝の刈込み
・グリーンのカップ切り
・周辺の草刈り・機械整備
＊お客様が快適にプレー出来る様
コース内の整備をします。
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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

看護師
准看護師

求人:１人 上記のいずれか
年齢:64歳以下

阿蘇市乙姫1776 保険:雇･労･健･厚
従業員数:140人 時給制　:時給1,100円～1,500円 休日:他 学歴:不問

パート労働者 43090- 2629221 就業場所:阿蘇市乙姫1776 週休2日制:毎週 経験:不問
理学療法士

①8:30～12:00
②13:00～17:00

求人:１人
年齢:64歳以下 普通自動車免許

阿蘇市黒川1178 保険:雇･労
従業員数:16人 時給制　:時給1,100円～1,100円 休日:土日祝他 学歴:不問

パート労働者 43090- 2597821 就業場所:阿蘇市黒川1178 週休2日制:毎週 経験:あれば尚可(訪

①8:30～17:00 Word・Excel等

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:他 学歴:不問
パート労働者 43090- 2617121 就業場所:阿蘇郡小国町大字宮原1754-17 週休2日制:毎週 経験:不問

①8:30～17:15 Word・Excel等

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:木土日祝他 学歴:不問
パート労働者 43090- 2599521 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

①8:00～16:30
②8:30～17:00

求人:１人
年齢:不問

雇用期間の定めあり 阿蘇市乙姫2052 保険:雇･労･健･厚
(４か月以上) 従業員数:68人 時給制　:時給870円～880円 休日:他 学歴:不問
パート労働者 43090- 2579021 就業場所:阿蘇市乙姫2052 週休2日制:毎週 経験:経験者

求人:２人
年齢:不問

大分県竹田市大字拝田原201番地2 保険:労
従業員数:34人 時給制　:時給900円～900円 休日:他 学歴:不問

パート労働者 44080- 3216221 就業場所:阿蘇郡小国町大字宮原1851 週休2日制:その他 経験:不問

①8:00～15:00

求人:１人
年齢:59歳以下

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900円～1,000円 休日:他 学歴:高校以上

パート労働者 43090- 2586121 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

雇用期間の定めなし

一般事務

（総務、経理）

阿蘇ハイランド

開発(株) 資格:不問

又は8:00～17:00の

間の7時間程度

理学療法士 阿蘇郡市医師会立

訪問看護

ステーション
又は8:30～17:00の

間の4時間程度
雇用期間の定めなし

パート
B　専門的・技術的職業（各種技術者、看護師、保育士、栄養士等）

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）

地域おこし

協力隊

小国町役場

売店/喫茶業務

資格:不問

(有)黒川荘

販売店員

雇用期間の定めなし

(有)ウィル

8:00～17:00の

間の4時間

地域おこし

協力隊

小国町役場

看護師（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
8:30～17:30の

間の6時間程度

・リハビリテーション業務。
・退院後の生活再建、在宅生活の支援。
一人ひとり個別訓練を行い機能低下の
予防、維持改善の向上を図る。

・訪問看護記録、報告書等の書類作成。

杖立温泉観光旅館協同組合の事務局員。
事務経理全般、ＳＮＳによる情報発信、
観光客へのインフォメーションなど。
その他、イベント等の企画・開催、商品
開発など。

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

＊売店業務
・接客、商品販売
・商品の仕入れ、在庫管理
＊喫茶業務
・接客、飲料、軽食の提供

「ﾘﾗｯｸﾏ×温泉」をｺﾝｾﾌﾟﾄとし、ﾀｵﾙ類や

＊介護施設における看護業務全般
・利用者の方の日々の健康管理
・身体ﾁｪｯｸ・処置・服薬管理全般
・日常の機能回復訓練・病院への送迎
＊介護業務全般
・食事介助・衣服の着脱・排泄介助

ＡＳＯおぐに観光協会事務局員。
主な事業内容は、観光に関する企画・
運営・営業全般のほか町内外とのネット
ワークづくり、地域づくり支援、地域
資源を活用した商品の開発、観光協会
事務等を担当。

（百円ショップ・楽百市／熊本フレイン
小国店）

＊商品の販売に関する業務
・商品の発注
・整理
・補充 等
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職種 求人者名 仕事の内容・賃金 就業時間 資格経験

①9:00～18:00
②9:30～17:30

求人:１人
年齢:不問

雇用期間の定めあり 京都府京都市右京区西京極豆田町7番地 保険:労
(４か月以上) 従業員数:200人 時給制　:時給860円～900円 休日:他 学歴:不問
パート労働者 26010-31267221 就業場所:阿蘇郡南小国町大字満願寺6695- 週休2日制:毎週 経験:不問

交替制あり
①10:00～16:00

求人:１人
年齢:不問

雇用期間の定めあり 阿蘇郡小国町大字西里3160-1 保険:雇･労
(４か月以上) 従業員数:4人 時給制　:時給1,000円～1,200円 休日:他 学歴:不問
パート労働者 43090- 2623621 就業場所:阿蘇郡小国町大字西里3160-1 週休2日制:毎週 経験:不問

交替制あり
普通自動車免許
あれば尚可

求人:１人
年齢:59歳以下

阿蘇郡南小国町大字満願寺6541 保険:雇･労
従業員数:23人 時給制　:時給900円～900円 休日:他 学歴:不問

パート労働者 43090- 2575321 就業場所:阿蘇郡南小国町満願寺6591-1 週休2日制:毎週 経験:不問
交替制あり

求人:２人
年齢:18歳以上

雇用期間の定めあり 阿蘇市乙姫2052 保険:雇･労･健･厚
(４か月以上) 従業員数:68人 時給制　:時給860円～860円 休日:他 学歴:不問
パート労働者 43090- 2581521 就業場所:阿蘇市乙姫2052 週休2日制:毎週 経験:不問

①9:00～13:00 調理師
あれば尚可

求人:２人
年齢:64歳以下

阿蘇市小里249-2 保険:雇･労
従業員数:66人 時給制　:時給870円～1,000円 休日:他 学歴:不問

パート労働者 43090- 2614321 就業場所:阿蘇市小里249-2 週休2日制:毎週 経験:あれば尚可(病
交替制あり
①6:00～11:00
②15:30～20:30

求人:４人
年齢:59歳以下

菊池市旭志川辺字五東沖1163番12 保険:雇･労
従業員数:40人 時給制　:時給900円～900円 休日:他 学歴:不問

パート労働者 43030-11781721 就業場所:阿蘇郡高森町大字高森1557 週休2日制:毎週 経験:不問

①5:30～10:30
②15:30～20:30

求人:４人
年齢:不問

雇用期間の定めあり 鹿児島県鹿児島 保険:雇･労
(４か月以上) 従業員数:214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 46010-45980921 就業場所:阿蘇市赤水温泉（無田7-1） 週休2日制:毎週 経験:不問

交替制あり
①6:30～15:30

求人:１人
年齢:64歳以下 普通自動車免許

阿蘇郡南小国町大字満願寺6069-1 保険:雇･労･健･厚
従業員数:5人 時給制　:時給1,400円～1,400円 休日:他 学歴:不問

パート労働者 43090- 2603221 就業場所:阿蘇郡南小国町大字満願寺6069-1 週休2日制:毎週 経験:不問

キャラクター

グッズ販売

(株)

寺子屋　西日本 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）

調理補助 ケービー食品

(株) 資格:不問

調理補助 有限会社藤本商事

夫婦露天風呂の宿

藤のや「ふじリゾー

ト(株)グループ」

調理業務

（病院・施設）

雇用期間の定めなし

(医)坂梨ハート会

坂梨ハート

クリニック
又は6:00～19:00の

間の4時間程度

調理員 (有)幸

資格:不問

雇用期間の定めなし

浴槽浴室清掃 (有)守護陣

又は16:00～22:00

の間の6時間程度

資格:不問

営繕（旅館／

温泉施設）

(有)富士屋

9:00～17:00の

間の5時間以上

雇用期間の定めなし

温泉清掃 阿蘇ハイランド

開発(株) 資格:不問9:00～1:00の間

の7時間程度

「ﾘﾗｯｸﾏ×温泉」をｺﾝｾﾌﾟﾄとし、ﾀｵﾙ類や
ｷｰﾎﾙﾀﾞｰ、和小物等を取り扱っています。接
客や販売をお願いします。
難しい作業はありません。初心者の方も、
丁寧に指導いたしますので興味ある方は
お気軽にお問い合わせください。

＊旅館の温泉施設での管理や清掃業務：
・温泉の温度管理
・外来入浴客の受付
・外周りの清掃 等

＊施設内の温泉『湯ら癒ら』において
清掃を行う仕事です。

・個室風呂の清掃
・その他、付随する業務

○学生寮での調理業務
・栄養士の献立に基づいた調理、配膳
（学生寮４０名程度を２名で対応します）
・食器洗浄、厨房清掃等
・その他、上記に付随する業務
＊令和５年４月より新規オープン

・お客様の朝食、夕食盛付補助
・従業員のまかない食業務
・調理器具の片付け

家族湯１５棟の浴室浴槽の清掃と
宿泊後のお部屋の清掃。
※浴室浴槽の清掃ご宿泊後の布団上げ
※お部屋、トイレの清掃
※外回りの清掃等
初めての方でも簡単なお仕事です。

＊病院・施設での給食調理全般
（調理・配膳・下膳・洗浄・切り込み
・盛り付け含む）

＊朝食、夕食は２０食、昼食は５０食
程度を２～３名体制で調理

○ホテルでの調理補助業務
（準備・調理・片付け）
・バイキング形式の昼食・夕食
◆令和４年７月、阿蘇白雲山荘
新築オープン

◆面接随時実施しています。

＊バイキングレストランで提供する料理
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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

①8:00～15:45 普通自動車免許
②9:00～16:45 あれば尚可

求人:１人
年齢:不問

雇用期間の定めあり 阿蘇市乙姫2052 保険:雇･労･健･厚
(４か月以上) 従業員数:68人 時給制　:時給1,000円～1,500円 休日:他 学歴:不問
パート労働者 43090- 2620521 就業場所:阿蘇市乙姫2052 週休2日制:毎週 経験:調理経験者

①10:00～15:00

求人:１人
年齢:59歳以下

阿蘇郡南小国町大字満願寺6755-1 保険:雇･労
従業員数:35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- 2590421 就業場所:阿蘇郡南小国町大字満願寺6755-1 週休2日制:毎週 経験:不問

求人:３人
年齢:不問

阿蘇市西町35-1 保険:労(手続き中)
従業員数:1人 時給制　:時給900円～1,000円 休日:水他 学歴:不問

パート労働者 43090- 2594121 就業場所:阿蘇市西町35-1 週休2日制:毎週 経験:不問

①20:00～8:00

求人:２人
年齢:18歳以上

雇用期間の定めあり 鹿児島県鹿児島 保険:雇･労
(４か月以上) 従業員数:214人 時給制　:時給980円～980円 休日:他 学歴:不問
パート労働者 46010-45979421 就業場所:阿蘇市赤水温泉（無田7-1） 週休2日制:毎週 経験:不問

交替制あり

求人:１人
年齢:不問

雇用期間の定めあり 東京都港区六本 保険:労
(４か月以上) 従業員数:6,430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 13040-49553222 就業場所:阿蘇市一の宮町宮地5936 週休2日制:毎週 経験:あれば尚可(◆

交替制あり
①6:00～10:00
②16:00～21:00

求人:２人
年齢:不問

雇用期間の定めあり 鹿児島県鹿児島 保険:雇･労
(４か月以上) 従業員数:214人 時給制　:時給980円～1,130円 休日:他 学歴:不問
パート労働者 46010-45977221 就業場所:阿蘇市赤水温泉（無田7-1） 週休2日制:毎週 経験:不問

①7:30～10:30
②17:30～21:00

求人:１人
年齢:不問 普通自動車免許

阿蘇郡小国町大字西里3006-2 保険:雇･労･健･厚
従業員数:5人 時給制　:時給950円～1,000円 休日:火水他 学歴:不問

パート労働者 43090- 2591321 就業場所:阿蘇郡小国町大字西里3006-2 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:59歳以下

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- 2588721 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

資格:不問

ナイトフロント・

夜警

ケービー食品

(株) 資格:不問

仲居 (有)黒川荘

資格:不問

雇用期間の定めなし

11:00～16:00の

間の3時間程度

雇用期間の定めなし

接客全般

（旅館）

湯宿小国の

オーベルジュ

わいた館(株)

雇用期間の定めなし

まかない係

（旅館）

(有)黒川荘

資格:不問

雇用期間の定めなし

配膳・接客係 ケービー食品

(株)

フロント (株)マイステイズ・

ホテル・

マネジメント
7:00～22:00の

間の8時間

レストラン

調理人

阿蘇ハイランド

開発(株)

又は8:00～17:00の

間の7時間程度

接客スタッフ

（ラーメン店）

尺間らーめん

資格:不問

＊一緒に献立を考え、スタッフの昼・
夜の食事を作るお仕事です。

・簡単な調理なので難しくありません。
・在庫管理、食材管理 等もあります。

店内における接客業務
・オーダー伺い
・料理提供
・テーブル片付け
・清掃
・その他

●亀の井ホテル阿蘇
チェックイン、アウトをはじめとする
接客業務、電話応対、予約受付業務
（電話、インターネット）、館内や周辺
施設等をご案内するコンシェルジュ業務
経理業務、発注業務等をお願いします。

・お部屋へのご案内及び館内のご説明
・食事処にて朝食や夕食のお料理提供
・下膳及び片付け
・予約管理サイトへの簡単なﾊﾟｿｺﾝ入力
＊勤務時間や勤務日数、住居に関しては
相談に応じます。

・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。

＊バイキングレストランで提供する料理
の調理補助を担当していただきます。

・バイキング料理の調理、仕込み
・食材の切り込み、仕込み盛りつけ
・道の駅販売用の弁当作り
・食器の洗浄、片付け・その他付随業務

○夜間・宿泊客のフロント対応
・電話予約・問い合わせ対応
・インターネット予約・システムへの入力
・メール返信・大浴場片付け/夜間警備
◆令和4年7月、阿蘇白雲山荘新築ｵｰﾌﾟﾝ
◆面接随時実施しています。

○レストラン・ホールでの食事配膳
・バイキング料理のセット、片付け等
（朝食・夕食）
・接遇サービス全般・その他付随業務
◆令和4年7月、阿蘇白雲山荘新築ｵｰﾌﾟﾝ
◆面接随時実施しています。

＊お客様のホールアウト後の業務全般。
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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

交替制あり
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 阿蘇市乙姫2052 保険:雇･労･健･厚
(４か月以上) 従業員数:68人 時給制　:時給860円～860円 休日:他 学歴:不問
パート労働者 43090- 2618021 就業場所:阿蘇市乙姫2052 週休2日制:毎週 経験:不問

交替制あり
①6:00～13:00
②15:00～22:00

求人:１人
年齢:不問

雇用期間の定めあり 鹿児島県鹿児島 保険:雇･労
(４か月以上) 従業員数:214人 時給制　:時給950円～950円 休日:他 学歴:不問
パート労働者 46010-45970321 就業場所:阿蘇市赤水温泉（無田7-1） 週休2日制:毎週 経験:不問

①9:00～15:00

求人:１人
年齢:不問

雇用期間の定めあり 阿蘇郡小国町宮原2635-2 保険:雇･労･健･厚
(４か月未満) 従業員数:33人 日給制　:時給859円～1,082円 休日:土日祝他 学歴:不問
パート労働者 43090- 2606321 就業場所:阿蘇郡小国町宮原2635-2 週休2日制:毎週 経験:不問

変形（1年単位）
①8:00～17:00

求人:２人
年齢:18歳以上 普通自動車免許

雇用期間の定めあり 阿蘇郡小国町宮原2322-1 保険:雇･労･健･厚
(４か月以上) 従業員数:13人 月給制　:時給1,295円～1,436円 休日:土日祝 学歴:不問
パート労働者 43090- 2613421 就業場所:阿蘇郡小国町大字西里字山際 週休2日制:その他 経験:不問

交替制あり
①8:00～13:00
②9:00～14:00

求人:２人 ③10:00～15:00
年齢:不問

雇用期間の定めあり 鹿児島県鹿児島 保険:雇･労
(４か月以上) 従業員数:214人 時給制　:時給900円～900円 休日:他 学歴:不問
パート労働者 46010-45978521 就業場所:阿蘇市赤水温泉（無田7-1） 週休2日制:毎週 経験:不問

求人:２人
年齢:不問 普通自動車免許

雇用期間の定めあり 阿蘇市乙姫2052 保険:雇･労
(４か月未満) 従業員数:68人 時給制　:時給860円～860円 休日:他 学歴:不問
パート労働者 43090- 2619721 就業場所:阿蘇市乙姫2052 週休2日制:毎週 経験:不問

①8:00～17:00

求人:２人
年齢:不問 自動車免許(AT不可)

菊池郡大津町大字森249 保険:労
従業員数:11人 日給制　:時給1,066円～1,066円 休日:月火水木金祝 学歴:高校以上

パート労働者 43030-11838721 就業場所:阿蘇市永草2089「ＮＯＫ（株） 週休2日制:毎週 経験:不問

阿蘇ハイランド

開発(株)
10:00～16:00の

間の5時間程度

地熱発電所運転員

(日勤/夜勤ｼﾌﾄ制)

ふるさと熱電(株)

又は17:00～8:00の

間の8時間程度

清掃・

ベッドメイク

ケービー食品

(株)

清掃

（土日勤務）

(有)美光産業

雇用期間の定めなし

清掃スタッフ

（短時間）

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）

資格:不問

特別支援学校

介助員

熊本県立

小国支援学校

又は9:00～14:00

資格:不問

設備 ケービー食品

(株) 資格:不問

ゴルフ場

スタート室

阿蘇ハイランド

開発(株)

・工場の機械清掃/床等の共用部分の清掃
（ワックス掛け等）
・その他、上記に付随する業務
＊主な現場は阿蘇（工場）となります。
＊土日勤務（簡単な作業になります）

＊家族湯(半露天)の浴槽、お部屋の清掃が

＊お客様のホールアウト後の業務全般。
・ラウンド終了後の片づけ
・カートでのコース見回り
・カート等の点検
・その他、付随する業務

○施設管理業務全般
・設備保守・清掃業務
・計器具類確認
・営繕、空調フィルター交換
＊設備にはガス式ボイラー・大浴場
ろ過システムを含む

特別支援学校の介助員
・児童生徒の食事、排泄、教室の
移動補助 等

・学校における日常生活動作の支援 等

・発電所の日常点検（日勤・夜勤）
・設備改修・ＰＣ作業
・発電所見学視察対応
・その他発電所運営に関わる業務
※一定の体力と技能取得の為の意欲が
必要となります。

・フランピング施設のキャンピング
トレーラー内の清掃

・フランピング施設のテント内の清掃
・ロッジの清掃
・バーベキュー場の清掃
・宿泊準備等、その付随随する業務

○ホテルの客室清掃およびベッドメイク
・ﾄｲﾚ・ﾛﾋﾞｰ等、ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸｽﾍﾟｰｽの清掃
・大浴場の清掃（風呂掃除）
・敷地内清掃（駐車場清掃、植栽管理）
◆令和4年7月、阿蘇白雲山荘新築ｵｰﾌﾟﾝ
◆面接随時実施しています。
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職種 求人者名 仕事の内容・賃金 就業時間 資格経験

交替制あり
①10:00～16:00
②16:00～22:00

求人:１人
年齢:不問

雇用期間の定めあり 阿蘇郡小国町大字西里3160-1 保険:雇･労
(４か月以上) 従業員数:4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- 2596721 就業場所:阿蘇郡小国町大字西里3160-1 週休2日制:毎週 経験:不問

交替制あり
①9:00～15:00

求人:２人
年齢:64歳以下 普通自動車免許

阿蘇郡南小国町大字満願寺6069-1 保険:雇･労
従業員数:5人 時給制　:時給1,200円～1,200円 休日:他 学歴:不問

パート労働者 43090- 2602821 就業場所:阿蘇郡南小国町大字満願寺6069-1 週休2日制:毎週 経験:不問
交替制あり
①8:00～13:00
②12:00～17:00

求人:１人
年齢:不問

雇用期間の定めあり 阿蘇市乙姫2052 保険:雇･労
(４か月以上) 従業員数:68人 時給制　:時給860円～860円 休日:他 学歴:不問
パート労働者 43090- 2580221 就業場所:阿蘇市乙姫2052 週休2日制:毎週 経験:不問

交替制あり

求人:２人
年齢:18歳以上

雇用期間の定めあり 阿蘇市乙姫2052 保険:雇･労･健･厚
(４か月以上) 従業員数:68人 時給制　:時給860円～880円 休日:他 学歴:不問
パート労働者 43090- 2582421 就業場所:阿蘇市乙姫2052 週休2日制:毎週 経験:不問

交替制あり
①8:00～16:00

求人:２人
年齢:59歳以下 普通自動車免許

阿蘇郡南小国町大字満願寺6755-1 保険:雇･労･健･厚
従業員数:35人 時給制　:時給860円～1,000円 休日:他 学歴:不問

パート労働者 43090- 2589821 就業場所:阿蘇郡南小国町大字満願寺6755-1 週休2日制:毎週 経験:あれば尚可(経
交替制あり
①8:00～10:00
②18:00～21:00

求人:１人
年齢:不問

福岡県大野城市御笠川2丁目12-1 保険:労
従業員数:25人 時給制　:時給1,200円～1,200円 休日:火水 学歴:不問

パート労働者 40180-21296521 就業場所:阿蘇郡南小国町満願寺5704-1 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:59歳以下

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853円～950円 休日:他 学歴:不問

パート労働者 43090- 2587021 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

①6:00～10:00
②6:00～12:00

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 阿蘇市乙姫2052 保険:雇･労
(４か月以上) 従業員数:68人 時給制　:時給860円～900円 休日:他 学歴:不問
パート労働者 43090- 2583321 就業場所:阿蘇市乙姫2052 週休2日制:その他 経験:不問

雇用期間の定めなし

温泉受付・清掃 阿蘇ハイランド

開発(株) 資格:不問9:00～1:00の間

の7時間以上

清掃

(ハウスキーパー)

阿蘇ハイランド

開発(株) 資格:不問

又は8:00～17:00の

間の7時間程度

客室清掃係 有限会社藤本商事

夫婦露天風呂の宿

藤のや「ふじリゾー

ト(株)グループ」

清掃 (有)守護陣

資格:不問

食器洗浄係 九州テクニカル

ディベロップメント

(株)
資格:不問

営繕係（旅館）

雇用期間の定めなし

(有)黒川荘

又は8:00～16:00の

間の4時間以上

雇用期間の定めなし

資格:不問

コース管理 阿蘇ハイランド

開発(株)

又は6:00～12:00の

間の5時間程度

洗い場

雇用期間の定めなし

(有)黒川荘

＊家族湯(半露天)の浴槽、お部屋の清掃が
主な仕事になります。１５室あります。

・浴槽の清掃ご宿泊の布団上げ
・お部屋、トイレの清掃
・外回りの清掃等
＊初めての方でも簡単なお仕事です。

・リネン回収・整理
・客室清掃
・寝具着衣の洗濯
※業務で社用車の使用あり。
（ＡＴ限定可）

＊ゴルフ場クラブハウス内及び各施設の
清掃を行う仕事です。

・ロビー、お風呂場、トイレ等の清掃
・リネン室での洗濯
・その他、付随する業務

＊施設内の温泉『湯ら癒ら』において
受付業務及び清掃を行う仕事です。

・温泉フロントでの受付及び接客
・個室風呂の清掃
・その他、付随する業務

・敷地内、施設内の整備及び管理
・庭の維持管理
・風呂設備の管理、清掃 等

皿洗い、食器の片付け、その他付随する
業務

・器、皿洗い
・器の管理
・厨房、盛り込み補助等

＊ゴルフ場内での芝・草など
コースメンテナンスを行う仕事です。

・専用機械/車両等を使用して芝の刈込み
・グリーンのカップ切り
・周辺の草刈り
・機械整備

＊ゴルフ場内での芝・草など
10



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 自動車免許(AT不可)

雇用期間の定めあり 阿蘇市乙姫2052 保険:労
(４か月以上) 従業員数:68人 時給制　:時給860円～860円 休日:他 学歴:不問
パート労働者 43090- 2584621 就業場所:阿蘇市乙姫2052 週休2日制:その他 経験:不問

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 阿蘇市乙姫2052 保険:雇･労･健･厚
(４か月以上) 従業員数:68人 時給制　:時給860円～900円 休日:他 学歴:不問
パート労働者 43090- 2585921 就業場所:阿蘇市乙姫2052 週休2日制:その他 経験:不問

変形（1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:16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- 2232721 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
１級土木施工管理技士

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 鹿児島県鹿児島市中央町10番地　キャンセビル6Ｆ 保険:雇･労･健･厚
(４か月以上) 従業員数:137人 月給制　:月額270,000円～470,000円 休日:土日祝他 学歴:高校以上
正社員以外 46010-40339021 就業場所:熊本市・八代市・阿蘇市付内のいずれかの現場 週休2日制:毎週 経験:管理業務経験

２級土木施工管理技士

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 鹿児島県鹿児島市中央町10番地　キャンセビル6Ｆ 保険:雇･労･健･厚
(４か月以上) 従業員数:137人 月給制　:月額220,000円～370,000円 休日:土日祝他 学歴:高校以上
正社員以外 46010-40355021 就業場所:熊本市、八代市、阿蘇市付内のいずれかの現場 週休2日制:毎週 経験:管理業務経験

変形（1年単位） １級土木施工管理技士

①8:00～17:00

求人:１人
年齢:64歳以下 自動車免許(AT不可)

阿蘇郡南阿蘇村大字河陽3377-1 保険:雇･労･健･厚
従業員数:60人 月給制　:月額230,000円～410,000円 休日:日他 学歴:不問

正社員 43090- 2337821 就業場所:阿蘇郡南阿蘇村大字河陽3377-1 週休2日制:その他 経験:不問

阿蘇ハイランド

開発(株)
7:00～17:00の

間の7時間程度

土木技術者

（ー級）

(株)藤本建設工業

雇用期間の定めなし

土木技術者

（1級　経験者）

(株)コバルト技建

鹿児島支店

土木技術者

（２級 経験者）

(株)コバルト技建

鹿児島支店

11/1～11/30の間に受理した求人の特集です

フルタイム
建築現場監督 (株)熊本紅屋

雇用期間の定めなし

ゴルフコース及び

別荘地管理作業員

コース管理補助

作業員

阿蘇ハイランド

開発(株)
13:00～17:00の

間の3時間程度

専門･技術特集

＊公共/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。

＊主として阿蘇郡市内及び熊本市内

○公共工事の土木施工管理業務

○発注者サイドの支援をする業務

＊年度更新

○公共工事の土木施工管理業務

○発注者サイドの支援をする業務

＊年度更新

・人員調整・工程管理・安全管理

＊土木工事の施工管理全般
・土木工事（公共工事）に関する現場
での施工管理、及び監督

・現場における人員の管理
・打ち合わせ業務
・工事に関する書類作成、及び提出等

＊ゴルフ場内での芝・草など
コースメンテナンスを行う仕事です。

・グリーン整備
（砂まき、ボールマーク直し等）
・ディボット整備
・散水作業

・コース・グリーン整備（草刈り/砂まき
散水作業等）・ディボット整備

＊管理する別荘地の整備。
・枯れ枝、落ち葉、倒木の除去作業。
・側溝に溜まった落ち葉/土砂の除去作業
・降雪時の融雪剤散布作業。
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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

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- 2286521 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

１級土木施工管理技士

①8:00～17:00 ２級土木施工管理技士

求人:２人 上記のいずれか
年齢:59歳以下 自動車免許(AT不可)

阿蘇市黒川1347 保険:雇･労･健･厚
従業員数:45人 月給制　:月額212,500円～380,000円 休日:土日他 学歴:不問

正社員 43090- 2233821 就業場所:阿蘇市黒川1347 週休2日制:毎週 経験:管理経験者
看護師

①8:30～17:00

求人:１人
年齢:64歳以下 自動車免許(AT不可)

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

正社員 43090- 2343121 就業場所:阿蘇市黒川1178 週休2日制:毎週 経験:不問
変形（1ヶ月単位） 看護師
①16:30～0:30
②0:00～9:00

求人:１人
年齢:18歳～59歳

阿蘇市一の宮町宮地5833 保険:雇･労･健･厚
従業員数:364人 月給制　:月額195,000円～213,000円 休日:他 学歴:不問

正社員 43090- 2345721 就業場所:阿蘇市一の宮町宮地5833 週休2日制:その他 経験:不問
変形（1ヶ月単位） 看護師
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 43010-35642321 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: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 43010-35643621 就業場所:阿蘇市乙姫2142-10 週休2日制:その他 経験:不問
看護師

①8:30～16:30 准看護師
②8:30～12:00

求人:１人 上記のいずれか
年齢:59歳以下

阿蘇市黒川1521 保険:雇･労･健･厚
従業員数:15人 月給制　:月額180,000円～186,000円 休日:日祝他 学歴:不問

正社員 43090- 2248121 就業場所:阿蘇市黒川1521 週休2日制:なし 経験:不問
歯科衛生士

①9:00～18:30
②9:00～13:00

求人:１人
年齢:不問

阿蘇郡小国町大字宮原1774-1 保険:雇･労
従業員数: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- 2305521 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

歯科衛生士 とらたに歯科

雇用期間の定めなし

雇用期間の定めなし

正・准看護師 (医)眼科古嶋医院

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

看護職／グループ

ホーム乙姫の家

(株)

かいごのみらい

看護職

（夜勤専従）

(医社)大徳会

（大阿蘇病院）

雇用期間の定めなし

雇用期間の定めなし

訪問看護師

（看護師）

阿蘇郡市医師会立

訪問看護

ステーション

雇用期間の定めなし

施工管理者

（建設業）

クマレキ工業

(株)

土木施工管理技

士

(株)森工業 ＊土木工事現場管理業務です。
・現場管理・工程管理・品質管理・安全
管理等の一般的施工管理及び工事関連
の書類作成が主な仕事内容になります。

・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。

＊管理者候補募集＊在宅での看護業務
・病状や健康生活を守り適切なｹｱとｱﾄﾞ
ﾊﾞｲｽで自立した生活が送れるよう支援。

・病状、身体状況の観察
・在宅療養の支援/介助
・在宅ｹｱｻｰﾋﾞｽの紹介、申請の手伝い

要介護者であり認知症高齢者のご利用者
に入浴/排せつ/食事等の介護、その他の
日常のお世話・機能訓練を行う。看護職
として介護/生活支援業務に加え入所者の健
康・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。

要介護者であり認知症高齢者のご利用者
に入浴/排せつ/食事等の介護、その他の
日常のお世話・機能訓練を行う。看護職
として介護/生活支援業務に加え入所者の健
康・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。

＊白内障手術・網膜光凝固・ｺﾝﾀｸﾄ外来等
幅広く対応しておりますが診療所として
の一般的な看護・介助ができれば可。

＊眼科的な治療に意欲のある方は歓迎
いたします。
日勤のみの勤務となります

病棟においての准夜勤・深夜勤業務。
＊療養病棟/介護病棟での看護業務
＊食事介助/与薬/ｵﾑﾂ交換/体交業務等
＊医師の補助業務や病状の観察、報告
検温、血圧測定

＊採血や点滴、ナースコールの対応

＊当施設において利用者の介護全般。

＊歯科医師の指導のもと、診療の補助、
患者さまの歯および口腔予防処置

＊歯の病気にかからないための口腔内の
衛生指導などを担当していただきます。
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職種 求人者名 仕事の内容・賃金 就業時間 資格経験

変形（1ヶ月単位）

①8:15～17:30
②7:00～16:00

求人:２人 ③16:00～9:00
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:65人 月給制　:月額188,400円～249,000円 休日:他 学歴:高校以上

正社員 43090- 2309921 就業場所:阿蘇市三久保715番地 週休2日制:その他 経験:不問
変形（1ヶ月単位）

①8:30～18:00
②5:00～14:00

求人:２人 ③6:00～15:00
年齢:18歳～59歳

阿蘇郡高森町大字色見822 保険:雇･労･健･厚
従業員数:70人 月給制　:月額159,000円～170,000円 休日:他 学歴:高校以上

正社員 43090- 2274021 就業場所:阿蘇郡高森町大字色見822 週休2日制:その他 経験:不問
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 34010-51787821 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） 介護支援専門員
①8:30～17:30

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:雇･労･健･厚
(４か月以上) 従業員数:56人 月給制　:月額233,500円～233,500円 休日:他 学歴:不問
正社員以外 43090- 2324621 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

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- 2245321 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

薬剤師
①10:00～15:00

求人:１人
年齢:不問 普通自動車免許

雇用期間の定めあり 阿蘇市小里250-4 保険:雇･労･健･厚
(４か月以上) 従業員数:9人 時給制　:時給2,500円～3,000円 休日:日祝他 学歴:大学以上
パート労働者 43090- 2356521 就業場所:阿蘇市小里250-4 週休2日制:毎週 経験:５年以上実績

看護師
①8:30～12:00 准看護師
②13:00～17:00

求人:１人 上記のいずれか
年齢:64歳以下 普通自動車免許

阿蘇市黒川1178 保険:雇･労
従業員数:16人 時給制　:時給1,000円～1,200円 休日:土日祝他 学歴:不問

パート労働者 43090- 2344021 就業場所:阿蘇市黒川1178 週休2日制:毎週 経験:不問

訪問看護師 阿蘇郡市医師会立

訪問看護

ステーション

雇用期間の定めなし

雇用期間の定めなし

パート
薬剤師 (有)野の花薬局

又は9:00～17:00の

間の6時間程度

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

介護支援専門員

（ｹｱﾏﾈｰｼﾞｬｰ）

(福)白久寿会

特別養護老人

ホーム　水生苑

保育士 (株)アイグラン

7:45～18:15の

間の8時間程度

雇用期間の定めなし

生活支援員 (福)立正福祉会

高森寮 資格:不問

雇用期間の定めなし

生活支援員 (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

＊当施設において利用者の介護全般。
身体に障がいをお持ちの70名の利用者様
の食事/入浴/排泄等のお世話をする仕事
です。（介護記録等のﾊﾟｿｺﾝ入力有り）
・利用者様の買物の代行にて普通車を
使用します。

【ＷＥＢ面接実施中！】●病院内保育園
（病院にお勤めの方のお子様をお預かり）
●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！

＊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
・ナースコール対応・軽介助 等

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

【未経験者／就職氷河期世代歓迎求人】
・入浴、食事等の介助
・外出（買い物、ドライブ等）への同行
・歩行訓練リハビリ、音楽活動等の支援
＊夜勤(月/3回程度)＊深夜勤(月/1～2回)
緊急時の対応、排せつ介助等

・参加者の体調管理・運営補助

・病状や健康生活を守り、適切なケアと
アドバイスで自立した生活がおくれる
よう支援。

・病状、身体状況の観察
・在宅療養の支援及び介助
・在宅ケアサービスの紹介/申請の手伝い

・薬剤師法に基づく調剤
服薬指導取得実績

・ＯＴＣの販売
・在宅訪問服薬指導
・薬品の発注業務及び管理
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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

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:火水金土日他 学歴:不問
パート労働者 43010-37814921 就業場所:阿蘇郡小国町　　小国町民セン 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1,175円～1,505円 休日:他 学歴:不問
パート労働者 43010-35645121 就業場所:阿蘇市乙姫2142-10 週休2日制:毎週 経験:不問

准看護師
①8:45～16:00
②8:45～12:45

求人:１人
年齢:59歳以下

阿蘇市一の宮町宮地1801-1 保険:雇･労･健･厚
従業員数:10人 時給制　:時給1,100円～1,200円 休日:日祝他 学歴:不問

パート労働者 43090- 2372521 就業場所:阿蘇市一の宮町宮地1801-1 週休2日制:その他 経験:不問
看護師

①8:30～17:00 准看護師

求人:１人 上記のいずれか
年齢:64歳以下

阿蘇市一の宮町宮地1902-1 保険:雇･労
従業員数:300人 時給制　:時給1,200円～1,500円 休日:他 学歴:不問

パート労働者 43090- 2327021 就業場所:阿蘇市一の宮町宮地1902-1 週休2日制:毎週 経験:あれば尚可(経
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か月以上) 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 43010-37797221 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

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- 2304221 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
保育士

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- 2237321 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

保育士
①8:30～17:15

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: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- 2256121 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

保育士補助 阿蘇市役所

雇用期間の定めなし

保育士補助

【短時間勤務】

阿蘇市役所

9:00～16:00の

間の3時間程度

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

歯科衛生士 とらたに歯科

看護職 (同)ぽっかぽか

ぽっかぽか・

ハートケア阿蘇

雇用期間の定めなし

准看護師 一の宮整形外科

雇用期間の定めなし

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

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

・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
出来ます。見学も可能です。

・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、
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。

（福祉課）：会計年度任用職員
＊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。

（福祉課）：会計年度任用職員
＊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。

＊ケアプランの作成・モニタリング

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。

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

＊病院関係の往診立会。

看護業務全般、外来患者様の看護
処置、医師診察の補助等
・採血・検査等の準備・薬剤の管理業務
＊電子ｶﾙﾃを採用しておりますが、操作
方法等は基本からお教えし入力は熟練
した職員がお手伝いいたします。
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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

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- 2336721 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

変形（1ヶ月単位）

①6:00～15:00 ホームヘルパー２級
②8:30～17:30 あれば尚可

求人:２人 ③11:00～20:00
年齢:65歳以上

雇用期間の定めあり 阿蘇市小里249-2 保険:雇･労･健･厚
(４か月以上) 従業員数:70人 月給制　:月額150,000円～180,000円 休日:他 学歴:不問
正社員以外 43090- 2355221 就業場所:阿蘇市小里249-2 週休2日制:その他 経験:不問

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- 2334121 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） ホームヘルパー２級
①8:30～17:00
②16:45～9:00 介護福祉士

求人:２人 あれば尚可
年齢:18歳～64歳 普通自動車免許

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

正社員 43090- 2325921 就業場所:阿蘇市一の宮町宮地1902-1 週休2日制:その他 経験:不問
変形（1ヶ月単位）

①8:30～17:30
②16:00～0:30

求人:２人 ③0:00～9:00
年齢:18歳～64歳

阿蘇市内牧1153-1 保険:雇･労･健･厚
従業員数:506人 月給制　:月額140,000円～145,000円 休日:他 学歴:不問

正社員 43090- 2298921 就業場所:阿蘇市内牧1105-1 週休2日制:その他 経験:不問
変形（1ヶ月単位）

①7:00～16:00
②8:00～17:00

求人: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 43010-35644921 就業場所:阿蘇市乙姫2142-10 週休2日制:その他 経験:不問

介護福祉士
①8:30～17:30

求人:１人
年齢:不問 普通自動車免許

雇用期間の定めあり 阿蘇郡小国町大字宮原2033-4 保険:雇･労･健･厚
(４か月以上) 従業員数:19人 月給制　:月額185,000円～255,000円 休日:日他 学歴:不問
正社員以外 43090- 2239921 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

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／グループ

ホーム乙姫の家

(株)

かいごのみらい 資格:不問

雇用期間の定めなし

介護職 (医社)坂梨会

（阿蘇温泉病院、

愛・ライフ内牧）

資格:不問

雇用期間の定めなし

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

介護職 (同)ぽっかぽか

ぽっかぽか・

ハートケア阿蘇

フルタイム
介護職 (医)坂梨ハート会

坂梨ハート

　　クリニック

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

サービス特集

＊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

要介護者であり認知症高齢者のご利用者
に入浴/排せつ/食事等の介護、その他の
日常のお世話・機能訓練を行う。看護職
として介護/生活支援業務に加え入所者の健
康・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。

＊「特定施設入居者生活介護」での
介護業務全般

・身体介護（食事、介助、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）

【未経験者／就職氷河期世代歓迎求人】
・食事介助（食事の配膳、下膳）
・入浴介助（清拭/着替え等）・排泄介助
・環境整備（清掃、シーツ交換等）
・日常生活における支援等
※丁寧にｱﾄﾞﾊﾞｲｽします！

＊住宅型有料老人ホーム入居者のデイ
サービス利用者、入所者の介護全般

・入浴介助、食事介助
・生活援助：清掃・洗濯・買い物等
・他に外出時の介助やﾚｸﾚｰｼｮﾝの補助等
＊夜勤は、月５回程度あります。

・食事介助（食事の配膳、下膳）
・入浴介助（清拭、着替え等）
・排泄介助
・環境整備（清掃、シーツ交換等）
・デイサービスの補助業務
※夜勤可能な方はご相談に応じます。

（デイサービス阿蘇ふれあい）

＊デイサービスでの介護業務全般
・利用者の入浴、食事、排泄介助及び
支援等

・リハビリ、体操の補助
・利用者の送迎（片道３０分圏内）
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職種 求人者名 仕事の内容・賃金 就業時間 資格経験

交替制あり
①8:15～17:15 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- 2240721 就業場所:阿蘇市内牧353 週休2日制:毎週 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- 2243521 就業場所:阿蘇郡南阿蘇村大字一関1282 週休2日制:その他 経験:不問
変形（1ヶ月単位）

①7:30～16:00 介護福祉士
②8:30～17:00 あれば尚可

求人:２人 ③12:00～20:30
年齢:18歳～59歳

阿蘇市一の宮町坂梨2365 保険:雇･労･健･厚
従業員数:39人 月給制　:月額155,000円～210,500円 休日:他 学歴:不問

正社員 43090- 2255921 就業場所:阿蘇市一の宮町坂梨2365 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- 2306421 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
理容師

①9:00～18:00 美容師

求人:２人 上記のいずれか
年齢:不問 普通自動車免許

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

正社員 40010-71209521 就業場所:阿蘇市/阿蘇郡南小国町/小国町/南阿蘇村 週休2日制:毎週 経験:不問
理容師

①9:00～18:00 美容師

求人:２人 上記のいずれか
年齢:不問 普通自動車免許

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

正社員 40010-71209521 就業場所:阿蘇市/阿蘇郡南小国町/小国町/南阿蘇村 週休2日制:毎週 経験:不問

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146,500円～160,000円 休日:木日 学歴:不問

正社員 43090- 2322421 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） 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194,000円～280,000円 休日:他 学歴:不問

正社員 43090- 2389221 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

調理員 (有)小山旅館

雇用期間の定めなし

作業員 (有)白水

ｸﾘｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰ

雇用期間の定めなし

福祉理容師

福祉美容師

(株)シルバー

サポートジャパン

雇用期間の定めなし

福祉理容師

福祉美容師

(株)シルバー

サポートジャパン

雇用期間の定めなし

歯科助手

及び受付

とらたに歯科

資格:不問

雇用期間の定めなし

介護職員

（介護施設）

(福)治誠会

雇用期間の定めなし

介護職員

（福祉施設）

(福)白久寿会

特別養護老人

ホーム　水生苑

資格:不問

雇用期間の定めなし

介護職【高年齢者

専用求人】

(株)ワンバイワン （デイサービス阿蘇ふれあい）
・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
＊資格取得を応援します。

【未経験者／就職氷河期世代歓迎求人】
＊入所者の生活面を中心とした身の回りの
お世話及び介護業務全般

・食事の介助
・入浴介助、及び着替えの介助
・排泄介助等

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

【未経験者／就職氷河期世代歓迎求人】
・食事・入浴介助、及び着替えの介助
・排泄介助等
※夜勤は月に３回～５回程度あります。
※介護の資格の無い方でも最初から指導
しますので資格取得も可能です。

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

＊主に旅館、ホテル等で使用したシーツ
掛けｶﾊﾞｰ、浴衣等を専用機械に掛けて
クリーニングします。

・各種洗濯物の選別・専用機械へセット
・出来上がり品の紐かけ
・工場内の整理整頓等

＊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

＊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

「華匠庵」でのお仕事です
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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

変形（1年単位）
普通自動車免許
あれば尚可

求人:１人
年齢:不問

福岡県大野城市御笠川2丁目12-1 保険:雇･労･健･厚
従業員数:25人 月給制　:月額180,000円～350,000円 休日:他 学歴:不問

正社員 40180-19414621 就業場所:阿薊郡小国町満願寺5704-1 週休2日制:その他 経験:あれば尚可(経

①7:00～21:00 普通自動車免許
あれば尚可

求人:１人
年齢:64歳以下

阿蘇市内牧1354 保険:雇･労･健･厚
従業員数:25人 月給制　:月額220,000円～280,000円 休日:他 学歴:不問

正社員 43090- 2328721 就業場所:阿蘇市内牧1354 週休2日制:毎週 経験:あれば尚可(調

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 43010-38167221 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）

①8:30～17:30 調理師
あれば尚可

求人:１人
年齢:64歳以下

阿蘇市内牧1153-1 保険:雇･労･健･厚
従業員数:506人 月給制　:月額145,000円～160,000円 休日:他 学歴:不問

正社員 43090- 2299121 就業場所:阿蘇市内牧1153-1 週休2日制:その他 経験:不問
交替制あり 調理師
①5:00～14:30 専門調理師
②8:30～18:00 調理技能士

求人:１人 あれば尚可
年齢:不問

雇用期間の定めあり 熊本市中央区辛島町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:49,976 時給制　:月額192,800円～244,640円 休日:他 学歴:不問
正社員以外 43010-35928121 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
①6:00～15:30 調理師
②7:00～16:45 あれば尚可

求人:２人 ③8:30～18:00
年齢:59歳以下

阿蘇郡南阿蘇村大字一関1282 保険:雇･労･健･厚
従業員数:69人 月給制　:月額158,500円～158,500円 休日:他 学歴:不問

正社員 43090- 2246621 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 調理師
①5:45～13:15 栄養士
②10:15～19:15 あれば尚可

求人:２人
年齢:不問 普通自動車免許

雇用期間の定めあり 福岡県福岡市博 保険:雇･労･健･厚
(４か月以上) 従業員数:5,230人 日給制　:月額210,000円～220,500円 休日:土日他 学歴:不問
正社員以外 40010-72823521 就業場所:阿蘇市永草2089 週休2日制:毎週 経験:(調理経験)

交替制あり 調理師
①5:45～13:15 栄養士
②10:15～19:15 あれば尚可

求人:２人
年齢:不問 普通自動車免許

雇用期間の定めあり 福岡県福岡市博 保険:雇･労･健･厚
(４か月以上) 従業員数:5,230人 日給制　:月額210,000円～220,500円 休日:土日他 学歴:不問
正社員以外 40010-72384921 就業場所:阿蘇市永草2089 週休2日制:毎週 経験:(調理経験)

調理員 (株)レパスト福岡

営業所

雇用期間の定めなし

調理員 (株)レパスト福岡

営業所

調理業務／阿蘇

医療センター

日清医療食品

(株)南九州支店

調理員 (福)白久寿会

特別養護老人

ホーム　水生苑

調理員 (医社)坂梨会

（阿蘇温泉病院、

愛・ライフ内牧）

雇用期間の定めなし

給食調理・配送

及び施設管理業務

九州綜合サービス

(株)

雇用期間の定めなし

調理師 (有)親和苑

雇用期間の定めなし

旅館の料理人・

調理補助

九州テクニカル

ディベロップメント

(株) 7:00～21:00の

間の8時間程度

雇用期間の定めなし

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）

【未経験者／就職氷河期世代歓迎求人】
・材料の切り込み・調理・食器洗浄
・調理場の清掃
・配膳、下膳（昼食状況による）
※未経験者の方にも丁寧にアドバイス
します！（社内相談担当者制あり）

・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

・朝食、夕食、宴会の和食中心の調理
・材料を洗う/切る等の下準備・食材管理
・調理場の清掃・自家菜園の野菜収穫や
料理に敷いて使う葉等の採集

＊先ずは調理補助等で経験を積みながら
資格取得し調理師を目指して頂きます。

ASO MIKL FACTORY内ﾚｽﾄﾗﾝの調理ｽﾀｯﾌ

大手社員食堂の調理業務

大手社員食堂の調理業務

【未経験者／就職氷河期世代歓迎求人】
・ご利用者に合う食材の切り込み、
調理、盛り付け

・配膳、下膳・食器洗浄・厨房内清掃
※未経験者の方にも丁寧にアドバイス
します（社内相談者制あり）

「華匠庵」でのお仕事です
・調理、盛り付け
・調理場の掃除と道具の手入れ、食材の
管理

・メニューの考案
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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
①9:00～18:00 調理師
②11:00～20:00 あれば尚可

求人:１人
年齢:59歳以下

阿蘇市三久保47-1 保険:雇･労･健･厚
従業員数:74人 月給制　:月額190,000円～320,000円 休日:他 学歴:不問

正社員 43090- 2373421 就業場所:阿蘇市小里781 週休2日制:毎週 経験:あれば尚可(調
変形（1年単位）

調理師
あれば尚可

求人:２人
年齢:59歳以下

熊本市西区田崎町430-11 保険:雇･労･健･厚
従業員数:81人 月給制　:月額250,000円～400,000円 休日:他 学歴:高校以上

正社員 43010-37629621 就業場所:阿蘇市一の宮町宮地2395-1 週休2日制:その他 経験:あれば尚可(経
変形（1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- 2289621 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～284,500円 休日:他 学歴:高校以上

正社員 43030-10828821 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
①6:30～22:00

求人:１人
年齢:64歳以下

東京都港区六本 保険:雇･労･健･厚
従業員数:6,430人 月給制　:月額300,000円～300,000円 休日:他 学歴:高校以上

正社員 13040-28825122 就業場所:阿蘇市一の宮町宮地5936 週休2日制:毎週 経験:あれば尚可(◆
変形（1ヶ月単位）

普通自動車免許
あれば尚可

求人:１人
年齢:59歳以下

福岡県大野城市御笠川2丁目12-1 保険:雇･労･健･厚
従業員数:25人 月給制　:月額270,000円～300,000円 休日:他 学歴:不問

正社員 40180-18940721 就業場所:阿蘇郡南小国町満願寺5704ー1 週休2日制:その他 経験:あれば尚可(支
変形（1年単位）

求人:１人
年齢:59歳以下

熊本市西区田崎町430-11 保険:雇･労･健･厚
従業員数:81人 月給制　:月額199,000円～300,000円 休日:他 学歴:不問

正社員 43010-37630021 就業場所:阿蘇市一の宮町宮地2395-1 週休2日制:その他 経験:あれば尚可(経
交替制あり
①7:00～18:00

求人:１人
年齢:59歳以下 普通自動車免許

阿蘇郡南小国町大字満願寺2805-3 保険:雇･労･健･厚
従業員数:8人 月給制　:月額270,000円～400,000円 休日:他 学歴:高校以上

正社員 43090- 2369121 就業場所:阿蘇郡南小国町大字満願寺2805- 週休2日制:なし 経験:あれば尚可(接

旅館業務全般

支配人等責任者

(有)辰己観光

お宿華坊

又は10:00～21:00

の間の7時間程度
雇用期間の定めなし

フロアスタッフ (株)

三協ダイニング 資格:不問10:00～21:00の

間の8時間程度

雇用期間の定めなし

旅館の支配人 九州テクニカル

ディベロップメン

ト(株)
7:30～20:30の

間の8時間程度

雇用期間の定めなし

レストラン

マネージャー

(株)マイステイズ・

ホテル・

マネジメント
資格:不問

雇用期間の定めなし

一般社員

（店長候補）

(株)ｼﾞｮｲﾌﾙ西九州

菊池事務所

雇用期間の定めなし

厨房管理・調理 (株)南阿蘇

カントリークラブ

雇用期間の定めなし

雇用期間の定めなし

調理スタッフ (株)

三協ダイニング
10:00～21:00の

間の8時間程度

雇用期間の定めなし

レストラン

調理スタッフ

(有)阿部牧場

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

ASO MIKL FACTORY内ﾚｽﾄﾗﾝの調理ｽﾀｯﾌ
・レストランでの調理
・レストランでの料理の提供
・テイクアウト料理の提供
調理師免許の有無は問いません。

「亀の井ホテル阿蘇」
レストランホール・料飲サービス業務に
加えスタッフのシフト管理・教育、売上
コスト管理をお願い致します。これまで
の経験を活かしてキャリアアップする
チャンス！

○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。

○資格試験を経て店舗責任者になれば、
担当店舗の採用・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。他

（手当：月２万円～４万円支給）

（よかよか亭宮地店）
□店舗における接客業務全般

ホテル内レストランのサービス業務全般。

＊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

スタッフマネージメントや接客の中心と
なる支配人や支配人業務を希望する方を
募集します。
役職等の時期はご相談させてください。
未経験でも能力が伴えば、支配人昇格も
ございます。お気軽にお問合せ下さい。

・現場業務
（接客、予約管理、スタッフ指導）
・事務
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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

変形（1ヶ月単位）

①6:00～15:00
②9:00～18:00

求人:１人 ③12:00～21:00
年齢:64歳以下

阿蘇市赤水1600-3 保険:雇･労･健･厚
従業員数:92人 月給制　:月額220,000円～300,000円 休日:他 学歴:不問

正社員 43090- 2301021 就業場所:阿蘇市赤水1600-3 週休2日制:その他 経験:不問
変形（1ヶ月単位）

①7:00～11:00
②14:30～21:00

求人:２人 ③7:00～21:00
年齢:64歳以下

阿蘇郡南小国町大字満願寺6690 保険:雇･労･健･厚
従業員数:8人 月給制　:月額170,000円～200,000円 休日:他 学歴:不問

正社員 43090- 2251521 就業場所:阿蘇郡南小国町大字満願寺6690 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- 2285221 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

介護職員初任者研修修了者

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860円～910円 休日:他 学歴:不問
パート労働者 43090- 2335021 就業場所:阿蘇市小池9番地 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853円～853円 休日:他 学歴:不問

パート労働者 44040- 4734721 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

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 43010-35641421 就業場所:阿蘇市乙姫2142-10 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- 2241821 就業場所:阿蘇市内牧353 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

介護職／グループ

ホーム乙姫の家

(株)

かいごのみらい 資格:不問8:00～17:00の

間の6時間以上

施設介護員 (同)ネオ

雇用期間の定めなし

パート
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
9:30～17:30の

間の6時間

ゴルフ場

スタート室

(株)南阿蘇

カントリークラブ

雇用期間の定めなし

接客係（旅館） (有)旅館　美里

資格:不問

雇用期間の定めなし

料飲サービス

スタッフ

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

又は6:00～22:00の

間の8時間程度
雇用期間の定めなし

ホテル内レストランのサービス業務全般。
朝食・夕食共にバイキング形式の食事を
提供いたします。
・レストラン内の片付け・清掃・準備
・お客様のご案内
・調理提供、配膳／下膳

・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

＊入所者及び通所者様（デイサ―ビス）

・お客様のお出迎え及びお見送り
・お部屋へのご案内、及び館内のご説明
・朝食、夕食、及び飲み物の提供
・下膳、後片付け・布団上げ、敷き
・お部屋の清掃・お茶セット、
アメニティー、浴衣、タオル等の補充

＊「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
＊未経験者、経験の浅い方については、
幅広い年齢層のスタッフが従事して
いるため丁寧に指導いたします。

（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

認知症ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑでの介護及び生活支援。18
名の方々の共同生活を支援。
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。

（ケアホームネオ）
○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

19



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

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- 2244421 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- 2247921 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

①9:30～16:00

求人:２人
年齢:不問

雇用期間の定めあり 阿蘇市一の宮町坂梨2365 保険:雇･労
(４か月以上) 従業員数:39人 時給制　:時給1,000円～1,000円 休日:火土日祝他 学歴:不問
パート労働者 43090- 2261321 就業場所:阿蘇市一の宮町坂梨2365 週休2日制:毎週 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- 2307321 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
理容師

①9:00～18:00 美容師

求人:２人 上記のいずれか
年齢:不問 普通自動車免許

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

パート労働者 40010-71233221 就業場所:阿蘇市/阿蘇郡南小国町/小国町/南阿蘇村 週休2日制:毎週 経験:不問
理容師

①9:00～18:00 美容師

求人:２人 上記のいずれか
年齢:不問 普通自動車免許

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

パート労働者 40010-71233221 就業場所:阿蘇市/阿蘇郡南小国町/小国町/南阿蘇村 週休2日制:毎週 経験:不問
交替制あり
①6:00～14:30
②10:30～19:00

求人:２人
年齢:64歳以下

阿蘇市一の宮町宮地1902-1 保険:雇･労
従業員数:300人 時給制　:時給880円～880円 休日:他 学歴:不問

パート労働者 43090- 2326121 就業場所:阿蘇市一の宮町宮地1902-1 週休2日制:毎週 経験:不問

調理師
あれば尚可

求人:２人
年齢:不問 普通自動車免許

熊本市東区新生2丁目23-18 保険:雇･労
従業員数:85人 時給制　:時給1,000円～1,000円 休日:月金他 学歴:不問

パート労働者 43010-38868821 就業場所:阿蘇郡南阿蘇村大字河湯5992-2週休2日制:毎週 経験:あれば尚可(調

調理補助 (株)

ドゥ・ヨネザワ
7:00～16:00の

間の4時間程度

雇用期間の定めなし

調理スタッフ (同)ぽっかぽか

ぽっかぽか・

ハートケア阿蘇

資格:不問

雇用期間の定めなし

福祉理容師

福祉美容師

(株)シルバー

サポートジャパン

又は9:00～18:00の

間の2時間以上
雇用期間の定めなし

福祉理容師

福祉美容師

(株)シルバー

サポートジャパン

又は9:00～18:00の

間の2時間以上
雇用期間の定めなし

歯科助手 とらたに歯科

資格:不問

雇用期間の定めなし

入浴介助員

（介護施設）

(福)治誠会

資格:不問

雇用期間の定めなし

介護職員

（福祉施設）

(福)白久寿会

特別養護老人

ホーム　水生苑

資格:不問8:30～17:30の

間の5時間程度

雇用期間の定めなし

介護職員

（福祉施設）

(福)白久寿会

特別養護老人

ホーム　水生苑
又は8:00～17:30の

間の6時間程度

＊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・入浴介助、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・入浴介助、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。

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

・ゴルフ場レストランで簡単な調理や
洗い場等の厨房内の業務

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

＊歯科医や歯科衛生士の補助業務
診療開始前には器具の消毒や機械の準備
などを行ったり、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。

・入所者の入浴介助が主になります。
排泄・移動の介助もあります。

・衣類の準備・管理
＊１日の入浴人数は３０名程度ですが、
５名のスタッフで入浴介助します。

住宅型有料老人ホーム（定員３０名）の
朝食・昼食の調理（平常は一汁三菜程度
行事食時には献立に変更有）
後片付け、食材の買い物等。５名体制で
従事。

大手社員食堂の調理業務補助
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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

交替制あり 調理師
①5:45～13:15 栄養士
②8:15～13:15 普通自動車免許

求人:２人 ③14:15～19:15 あれば尚可
年齢:不問

雇用期間の定めあり 福岡県福岡市博 保険:労
(４か月以上) 従業員数:5,230人 時給制　:時給1,050円～1,150円 休日:土日祝他 学歴:不問
パート労働者 40010-72381421 就業場所:阿蘇市永草2089 週休2日制:毎週 経験:不問

交替制あり 調理師
①9:00～13:30 栄養士
②16:00～19:00 普通自動車免許

求人:１人 ③9:30～13:30 あれば尚可
年齢:不問

雇用期間の定めあり 福岡県福岡市博 保険:労
(４か月以上) 従業員数:5,230人 時給制　:時給950円～1,000円 休日:土日祝他 学歴:不問
パート労働者 40010-72394721 就業場所:阿蘇市一の宮町中通703 週休2日制:毎週 経験:不問

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- 2291721 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

①9:00～15:30 普通自動車免許
②10:00～16:30 あれば尚可

求人:３人 ③11:00～17:30
年齢:不問

阿蘇郡高森町大字高森2685-2 保険:雇･労
従業員数:15人 時給制　:時給950円～1,250円 休日:他 学歴:不問

パート労働者 43090- 2390621 就業場所:阿蘇郡高森町大字高森2685-2 週休2日制:毎週 経験:不問

求人:２人
年齢:64歳以下

阿蘇郡南阿蘇村久石3160 保険:労
従業員数:22人 時給制　:時給870円～870円 休日:他 学歴:不問

パート労働者 43090- 2379721 就業場所:阿蘇郡南阿蘇村久石3160 週休2日制:毎週 経験:不問

①18:00～23:00

求人:１人
年齢:18歳以上

阿蘇郡高森町高森2133-5 保険:
従業員数:0人 時給制　:時給1,000円～1,000円 休日:月日 学歴:不問

パート労働者 43090- 2316621 就業場所:阿蘇郡高森町高森2133-5 週休2日制:毎週 経験:不問
交替制あり
①6:00～22:15

求人:３人
年齢:18歳以上

雇用期間の定めあり 東京都港区六本 保険:労
(４か月以上) 従業員数:6,430人 時給制　:時給900円～900円 休日:他 学歴:不問
パート労働者 13040-29217622 就業場所:阿蘇市一の宮町宮地5936 週休2日制:毎週 経験:不問

①7:00～10:00

求人:６人
年齢:不問

阿蘇市内牧246 保険:雇･労
従業員数:0人 月給制　:時給1,000円～1,000円 休日:月他 学歴:不問

パート労働者 43090- 2310721 就業場所:阿蘇市内牧246 週休2日制:その他 経験:あれば尚可(旅

接客係（旅館） (有)大観荘

資格:不問

又は7:00～22:00の

間の5時間程度
雇用期間の定めなし

レストラン

サービス

(株)マイステイズ・

ホテル・

マネジメント
資格:不問

ホールスタッフ 花むしろ

資格:不問

雇用期間の定めなし

レストラン

ホール：ホテル

大祥(有)四季の森

資格:不問6:00～22:00の

間の3時間以上

雇用期間の定めなし

接客・調理補助

及びレジ業務

(有)乙寿屋観光

高森田楽の里

雇用期間の定めなし

調理補助業務 (株)南阿蘇

カントリークラブ
資格:不問

調理員 (株)レパスト福岡

営業所

調理補助 (株)レパスト福岡

営業所

＊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

＊お食事のオーダー・配膳・片付け
＊ホール清掃等

＊居酒屋での接客全般、調理補助
・簡単な盛り付け
・皿洗い
・配膳・下膳
・オーダー取り

・調理準備、野菜の洗い物、切り込み
・盛り付け・料理、飲料等の注文受付
・精算、レジ業務・後片付け
・洗い場作業及び清掃等
・売店業務（レジ業務）

大手社員食堂の調理業務補助

大手社員食堂の調理業務補助

「亀の井ホテル阿蘇」お客様のご案内、
ご注文対応、お料理やお飲み物のご提供、
セッティングや片付け、ドリンクの作製
など料飲サービス業務般をお願いします。
飲食店での接客経験がある方は即戦力と
してご活躍いただけます。

・お客様のお出迎え・お見送り

・料理の配膳、ドリンクのご提供
・チェックイン、チェックアウトの
お客様へお部屋の案内などの
接客等を行っていただきます。
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職種 求人者名 仕事の内容・賃金 就業時間 資格経験

①6:00～9:00
②16:30～22:00

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:33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- 2272921 就業場所:阿蘇市内牧99 週休2日制:毎週 経験:不問

求人:２人
年齢:64歳以下

阿蘇郡南小国町大字満願寺6690 保険:雇･労
従業員数:8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- 2253321 就業場所:阿蘇郡南小国町大字満願寺6690 週休2日制:毎週 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 43010-35855021 就業場所:阿蘇市内牧1038-1　 週休2日制:その他 経験:不問
交替制あり
①14:30～18:30
②7:30～13:30

求人:１人 ③13:00～18:30
年齢:64歳以下

阿蘇市内牧182-1 保険:雇･労
従業員数:140人 時給制　:時給1,000円～1,100円 休日:日祝 学歴:不問

パート労働者 43090- 2254621 就業場所:阿蘇市黒川1234-1 週休2日制:その他 経験:あれば尚可(学
交替制あり
①9:00～12:00
②19:00～22:00

求人:１人
年齢:64歳以下

阿蘇郡南小国町大字満願寺6069-1 保険:雇･労
従業員数:5人 時給制　:時給1,100円～1,100円 休日:他 学歴:不問

パート労働者 43090- 2268221 就業場所:阿蘇郡南小国町大字満願寺6069-1 週休2日制:毎週 経験:不問

①8:00～17:00 基本的なパソコン操作

求人:２人
年齢:44歳以下 普通自動車免許

熊本市東区石原1丁目10-23 保険:雇･労･健･厚
従業員数:58人 月給制　:月額202,000円～304,000円 休日:土日祝他 学歴:不問

正社員 43010-37772421 就業場所:阿蘇郡小国町大字西里2053-399週休2日制:毎週 経験:不問
変形（1年単位）
①8:00～17:00 中型自動車免許

あれば尚可
求人:２人
年齢:不問 普通自動車免許

阿蘇市波野大字滝水199-1 保険:雇･労･健･厚
従業員数:4人 日給制　:月額183,600円～194,400円 休日:土日他 学歴:不問

正社員 43090- 2381421 就業場所:阿蘇市波野大字滝水199-1 週休2日制:毎週 経験:不問

土木作業員 (有)後藤造林建設

雇用期間の定めなし

フルタイム
地熱発電の設備

管理ｻﾎﾟｰﾄｽﾀｯﾌ

スズカ電工(株)

熊本営業所

雇用期間の定めなし

食器洗浄係 有限会社藤本商事

夫婦露天風呂の宿

藤のや「ふじリゾー

ト(株)グループ」

資格:不問

雇用期間の定めなし

学童保育指導員 (福)やまなみ会

阿蘇総合

支援センター

資格:不問

雇用期間の定めなし

ホール係 (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

接客（旅館） (有)旅館　美里

資格:不問7:00～21:00の

間の7時間程度

雇用期間の定めなし

接客係

（ホテル）

(株)阿蘇ホテル

資格:不問

又は6:00～22:00の

間の6時間

建設･土木特集

〇ふじリゾートグループ
「夫婦露天風呂の宿 藤のや」において
下記の業務に従事して頂きます

・朝食、夕食後の食洗器による洗浄
・調理場の調理器具の片付け
・食器類の片付け

・お客様のお出迎え、お見送り
・お部屋へのご案内・朝食、夕食の食事
出し（料理配膳や片付け）

・布団上げ、敷き・客室の清掃
・アメニティー、お茶セット、浴衣、
タオル等の補充

・お客様のお出迎え・お見送り
・食事会場設営、ﾃｰﾌﾞﾙ等のｾｯﾃｨﾝｸﾞ
・料理の配膳・セッティング
・料理、飲み物等の提供
・後片づけ/清掃等
☆スタッフが丁寧に指導いたします。

・店内での接客
・機械等の保守点検

＊小学生の放課後保育業務です。
・子ども達の健康管理/情緒の安定の確保
・遊びを通じて自主性/社会性/創造性を
培う上での支援及び指導

・自主学習、宿題のサポート
・体力も必要な仕事です

・発電所の開発工事が予定通りかの確認
・不具合があった場合の対応打ち合わせ
・説明会での配布資料準備や議事録作成
・行政への申請書類の作成
※補佐業務に慣れてきたら少しずつﾒｲﾝ
業務もお任せできればと思っています。

・個人宅、企業、学校等での造園作業

＊土木工事及びそれに付帯する業務全般
・土木作業
・生コン打ち
・測量補助
・その他
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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:64歳以下 自動車免許(AT不可)

阿蘇郡高森町大字上色見653番地2 保険:
従業員数:0人 日給制　:月額169,600円～254,400円 休日:土日他 学歴:不問

正社員 43090- 2347221 就業場所:阿蘇郡高森町大字上色見653番地2 週休2日制:毎週 経験:あれば尚可(造
変形（1年単位）
①8:00～17:00

求人:２人
年齢:不問 自動車免許(AT不可)

阿蘇市一の宮町坂梨2018-2 保険:雇･労･健･厚
従業員数:3人 日給制　:月額200,970円～300,300円 休日:日他 学歴:不問

正社員 43090- 2332621 就業場所:阿蘇市一の宮町坂梨1835-2 週休2日制:その他 経験:不問
変形（1年単位）
①8:00～17:00 2級土木施工管理技士

あれば尚可
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:60人 月給制　:月額180,000円～250,000円 休日:日他 学歴:不問

正社員 43090- 2338221 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

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160,000円～190,000円 休日:日祝他 学歴:不問
正社員以外 43090- 2288321 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

①8:00～17:00

求人:３人
年齢:44歳以下 自動車免許(AT不可)

阿蘇市西町744-2 保険:雇･労･健･厚
従業員数:43人 月給制　:月額200,000円～250,000円 休日:土日祝他 学歴:不問

正社員 43090- 2290021 就業場所:阿蘇市西町744-2 週休2日制:毎週 経験:不問

①8:00～17:00

求人:２人
年齢:59歳以下 自動車免許(AT不可)

阿蘇市黒川1347 保険:雇･労･健･厚
従業員数:45人 月給制　:月額175,000円～300,000円 休日:土日他 学歴:不問

正社員 43090- 2234221 就業場所:阿蘇市黒川1347　 週休2日制:毎週 経験:不問
変形（1年単位）
①8:00～17:00
②22:00～5:00

求人:１人
年齢:18歳～59歳

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207,900円～231,000円 休日:日他 学歴:不問

正社員 43090- 2292821 就業場所:阿蘇郡市、大津町他近隣の現場 週休2日制:その他 経験:不問

軌道工 (株)松本組

資格:不問

雇用期間の定めなし

雇用期間の定めなし

土木工事作業員 (株)森工業

雇用期間の定めなし

一般作業員

（建設業）

クマレキ工業

(株)

土木作業員 五領建設(株)

阿蘇出張所

土木技術者候補 (株)藤本建設工業

雇用期間の定めなし

造園・庭づくり (株)古閑舎

雇用期間の定めなし

造園土木業 (株)彩樹苑

雇用期間の定めなし

・個人宅、企業、学校等での造園作業
（主に剪定作業）及び外構工事
・植樹工事、樹木伐採、除草、草刈工事
等々

＊店舗や個人宅の庭づくり/空間づくり
・庭木の剪定、草刈り、掃除、消毒、
造園工事等＊就業場所(事務所)が阿蘇市
坂梨又は上益城郡益城町になります。
それぞれの就業場所に集合し、現場へ
向かいます。

＊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。

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

＊道路/河川/造成工事等の様々な現場で
土砂の掘削/運搬作業等。仕事に慣れら
れたら「手元」という職人さんの補助
をして頂き、徐々に難しい仕事へと
技術を習得する事が出来ます

・現場の整理整頓、清掃等

【未経験者／就職氷河期世代歓迎求人】
○阿蘇管内・大津・菊陽・熊本市に
わたる線路の保線作業

・枕木・ﾚｰﾙの交換・その他保線作業等
＊現場へは直行直帰も可能
＊土木作業をお願いする場合もあります。

＊土木工事の施工管理全般
・土木工事（公共工事）に関する現場
での施工管理補助、及び監督補助

・工事に関する書類作成、及び提出等
・現場監督補助
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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
②17:30～8:30

求人:１人
年齢:20歳～40歳 普通自動車免許

熊本市中央区帯山4丁目18-1 保険:雇･労･健･厚
従業員数:960人 月給制　:月額180,510円～180,510円 休日:他 学歴:高校以上

正社員 43010-38660421 就業場所:阿蘇地区の契約先 週休2日制:その他 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153,202円～203,849円 休日:土日 学歴:不問

正社員 43010-38670321 就業場所:阿蘇市竹原 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153,202円～203,849円 休日:土日 学歴:不問

正社員 43010-37069221 就業場所:阿蘇郡南阿蘇村大字立野 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153,202円～203,849円 休日:土日 学歴:不問

正社員 43010-37100321 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～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153,202円～203,849円 休日:土日 学歴:不問

正社員 43010-37105721 就業場所:阿蘇郡高森町近郊 週休2日制:毎週 経験:不問

①8:30～17:30
②8:30～17:00

求人:１人 ③9:00～16:30
年齢:不問

雇用期間の定めあり 阿蘇市内牧267番地7 保険:雇･労･健･厚
(４か月以上) 従業員数:65人 月給制　:月額146,000円～146,000円 休日:他 学歴:不問
正社員以外 43090- 2354821 就業場所:阿蘇市黒川808-20 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153,202円～203,849円 休日:土日 学歴:不問

正社員 43010-37107221 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

警備係／小国・

南小国地区

九州警備保障

(株) 資格:不問

雇用期間の定めなし

道路管理業務 (株)ＡＳＯ

ワークネット 資格:不問

警備係／阿蘇・

高森地区

九州警備保障

(株) 資格:不問

雇用期間の定めなし

警備係隊長候補

／阿蘇地区

九州警備保障

(株) 資格:不問

雇用期間の定めなし

警備係／大津・

立野

九州警備保障

(株) 資格:不問

雇用期間の定めなし

警備係／阿蘇 九州警備保障

(株) 資格:不問

雇用期間の定めなし

フルタイム
機動隊員（警備

員）阿蘇地区

(株)キューネット

雇用期間の定めなし

農林･保安特集

阿蘇郡南阿蘇村立野地区にて土木工事の
警備を行っていただきます。入社後に
新任研修を行いますので、初めての方も
安心して働くことができます。また、
九州警備の仕事量は安定していますので、
１年間を通して安定した勤務ができます。

【阿蘇火口監視業務】
阿蘇火山規制解除に伴い緊急大募集！
阿蘇火山に訪れる観光客へのご案内や
登山者へのご案内を主に行います。
年間を通してのシフト勤務となります。

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

・火口駐車場での車両整理
・トイレの巡回・清掃
・料金所料金徴収、道路管理、整備、
美化、清掃・場内監視、管理
事務所での電話等の対応等

社用車で、お客様先へ急行し、適切な
対処を行います。
・緊急対処、巡回、警備機器の保守点検、
ＡＴＭ障害対応等
※熊本本社にて２週間程の研修を行い
ますので、未経験の方も安心です。

小規模な工事現場や、イベント・
スポーツ施設会場の警備係です。
・小規模な工事現場の安全確保を行う
「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」

・工事現場・イベント会場 他

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」
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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 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 44010-29303421 就業場所:豊肥地区(竹田/三重/久住)又は阿蘇地区(阿蘇郡産山村) 週休2日制:その他 経験:あれば尚可

変形（1年単位）
①9:00～18:00

求人:２人
年齢:59歳以下 自動車免許(AT不可)

阿蘇郡南阿蘇村河陰2854 保険:雇･労･健･厚
従業員数:12人 月給制　:月額150,000円～200,000円 休日:他 学歴:高校以上

正社員 43090- 2340321 就業場所:阿蘇郡南阿蘇村河陰2854 週休2日制:その他 経験:あれば尚可(農

①6:30～15:00
②7:30～16:00

求人:２人 ③9:00～17:30
年齢:59歳以下 自動車免許(AT不可)

福岡県久留米市三潴町田川32-3 保険:雇･労･健･厚
従業員数:280人 月給制　:月額180,000円～230,000円 休日:日他 学歴:不問

正社員 40050-17004221 就業場所:阿蘇郡小国町大字黒渕下巣5036- 週休2日制:その他 経験:不問
変形（1年単位）
①8:00～17:00
②6:00～15:00

求人:２人
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- 2388821 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

①7:00～17:30

求人:１人
年齢:不問 普通自動車免許

福岡県大川市大字幡保56-1 保険:雇･労･健･厚
従業員数:8人 月給制　:月額180,000円～250,000円 休日:他 学歴:不問

正社員 40051- 2590521 就業場所:阿蘇郡産山村大字大利486-2 週休2日制:その他 経験:不問

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200,000円～200,000円 休日:他 学歴:不問

正社員 43090- 2349421 就業場所:阿蘇市一の宮町坂梨2764 週休2日制:毎週 経験:不問

①8:00～17:00

求人:２人
年齢:59歳以下 普通自動車免許

阿蘇市一の宮町坂梨2764 保険:雇･労･健･厚
従業員数:30人 月給制　:月額200,000円～215,000円 休日:他 学歴:不問

正社員 43090- 2350921 就業場所:阿蘇市一の宮町坂梨2764 週休2日制:毎週 経験:不問

①8:00～17:00

求人:１人
年齢:59歳以下 普通自動車免許

阿蘇市一の宮町坂梨2764 保険:雇･労･健･厚
従業員数:30人 月給制　:月額200,000円～215,000円 休日:他 学歴:不問

正社員 43090- 2352021 就業場所:阿蘇市一の宮町坂梨2764 週休2日制:毎週 経験:不問

飼育管理

（肥育課）

(株)阿蘇

高原ファーム

雇用期間の定めなし

飼育管理

（繁殖課）

(株)阿蘇

高原ファーム

雇用期間の定めなし

豚舎の清掃 (株)阿蘇

高原ファーム

雇用期間の定めなし

畜産作業員

（阿蘇牧場）

東畜産

雇用期間の定めなし

農作業 (株)下巣畑農産

又は6:00～18:00の

間の8時間
雇用期間の定めなし

雇用期間の定めなし

農業スタッフ

（小国農場）

ベストアメニティ

(株)

雇用期間の定めなし

交通警備員 大分総合警備管理

(株)

農業従事者 南阿蘇

オーガニック(株)

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

＊豚（母豚、子豚）の飼育管理業務全般
・母豚へのエサ給与/分娩管理/異動作業
・子豚へのエサ給与、ワクチン接種、
離乳、体重の計量

・豚舎内の温度の調整、換気の調整
・除糞作業・通路、エサ箱の水洗い等

＊豚（肉豚）の飼育管理業務全般
・肉豚へのエサ給与、ワクチン接種、
体重の計量

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

＊森林整備：立木の枝打、伐採、下草刈

＊弊社の併設するﾊｰﾌﾞ農園での管理業務
・ハーブの苗作り、寄せ植え、水やり
・オーガニック野菜や、ハーブの栽培
・収穫

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

＊体力を要する仕事です。
＊牧場仕事未経験の方も歓迎いたします。
＊勤務時間については相談に応じます。

・工事現場・イベント会場 他
現場により夜勤や残業があります。

（現場の勤務スケジュールに準じる）
＊夜勤の出来ない方は日勤勤務での相談
に応じます。夜勤のみの勤務も可能
です（まずご相談下さい。）

○農作業
○除草作業

＊就業時間については季節によって
変わります

＊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。
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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:４人
年齢:59歳以下 自動車免許(AT不可)

阿蘇市蔵原885-1 保険:雇･労･健･厚
従業員数:90人 月給制　:月額230,000円～230,000円 休日:土日祝他 学歴:不問

正社員以外 43090- 2387721 就業場所:阿蘇市蔵原885-1 週休2日制:毎週 経験:不問

①8:00～17:00

求人:１人
年齢:40歳以下 自動車免許(AT不可)

阿蘇郡高森町草部191 保険:雇･労･健･厚
従業員数:8人 月給制　:月額200,000円～250,000円 休日:日他 学歴:不問

正社員 43090- 2294521 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

交替制あり
①21:00～7:30
②21:00～9:00

求人:１人
年齢:18歳以上

福岡県大野城市御笠川2丁目12-1 保険:労
従業員数:25人 時給制　:時給1,200円～1,500円 休日:火水他 学歴:不問

パート労働者 40180-19336121 就業場所:阿蘇郡南小国町満願寺5704-1 週休2日制:毎週 経験:不問

求人:１人
年齢:59歳以下 自動車免許(AT不可)

阿蘇郡南阿蘇村河陰2854 保険:雇･労
従業員数:12人 時給制　:時給860円～1,000円 休日:他 学歴:高校以上

パート労働者 43090- 2341621 就業場所:阿蘇郡南阿蘇村河陰2854 週休2日制:毎週 経験:あれば尚可(経

求人:１人
年齢:不問 普通自動車免許

福岡県大川市大字幡保56-1 保険:労
従業員数:8人 時給制　:時給860円～950円 休日:他 学歴:不問

パート労働者 40051- 2592321 就業場所:阿蘇郡産山村大字大利486-2 週休2日制:毎週 経験:不問

①8:00～17:00

求人:２人
年齢:不問 自動車免許(AT不可)

雇用期間の定めあり 阿蘇市一の宮町坂梨2764 保険:雇･労･健･厚
(４か月以上) 従業員数:30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- 2348521 就業場所:阿蘇市一の宮町坂梨2764 週休2日制:毎週 経験:不問

豚舎の清掃 (株)阿蘇

高原ファーム

阿蘇森林組合

雇用期間の定めなし

畜産作業員

（阿蘇牧場）

東畜産

7:00～17:30の

間の2時間以上

雇用期間の定めなし

農業従事者 南阿蘇

オーガニック(株)
9:00～18:00の

間の5時間程度

雇用期間の定めなし

パート
旅館

夜間宿直勤務

九州テクニカルディ

ベロップメント(株)
資格:不問

雇用期間の定めなし

養殖管理 (有)かわべ養魚場

雇用期間の定めなし

森林整備員 ＊森林整備：立木の枝打、伐採、下草刈
＊測量の補助
＊チェーンソー・刈払機作業となる為、
ある程度の体力が必要です。

・魚（ヤマメ、マス）の養殖管理
餌やり・選別・魚卵のふ化作業など

・出荷作業
取引先（飲食店/宿泊施設）等への配達

・水槽などの清掃作業
・施設（水槽・電気設備等）のﾒﾝﾃﾅﾝｽ

○生後１ヶ月～８ヶ月の牛の育成です。
哺乳（子牛のミルクやり）・えさやり、
ほ乳瓶の洗浄、健康管理・畜舎の清掃等
＊体力を要する仕事です。
＊牧場仕事未経験の方も歓迎いたします。
＊勤務日数・時間は相談に応じます。

・旅館内の巡回
・電話番（数件）

＊弊社の併設するﾊｰﾌﾞ脳園での管理業務
・ハーブの苗作り、寄せ植え、水やり
・オーガニック野菜や、ハーブの栽培
・収穫

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

《お知らせ》

月刊・週刊の求人情報誌はR5年1月から廃止となります。

今後は月2回発行しております当求人情報誌、「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


