
この求人情報誌はR3.3.15～R3.3.25までにハローワークで受け付けた求人で、

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

●仕事内容の欄は、文字数の関係ですべて表示されていないものもあります。

詳細はハローワーク求人票をご確認下さい。

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

しください。

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

ので、あらかじめご了承ください。

●事業所への直接のお問い合わせはご遠慮下さい。

ハローワーク

インターネットサービス

求人情報誌PDF版を

公開してます↓

※土日祝日と重なる場合は、
ずれこむことがあります。

次回発行予定日

4月16日（金）

■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。



＊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。

4/1 木

2 金

5 月

6 火

7 水 ②医療・福祉事業所説明会

水 ③看護のお仕事相談

8 木

9 金

12 月

13 火 ②医療・福祉事業所説明会

14 水 ④あそ若者しごと相談会

15 木

16 金

19 月

20 火 ②医療・福祉事業所説明会

21 水 ②医療・福祉事業所説明会

22 木

23 金 ①就職支援セミナー

26 月

27 火

28 水

30 金

②医療・福祉事業所説明会については予定が

追加されることがあるのでお尋ねください

🌸ハローワーク阿蘇　相談会などの予定🌸

①就職支援セミナー
・約2時間（14時～16時程度まで）

・ハローワーク阿蘇2階 会議室

定員：約20名（先着順）

☆内容☆仕事探しのポイント。
応募書類作成・面接の事前準備・
想定問答など

☆雇用保険受給者の方は、

求職活動にカウントされます。

②医療・福祉事業所説明会
・毎週火・水（9：00～11：00）

・ハローワーク阿蘇２階会議室

☆雇用保険受給者の方は、

求職活動にカウントされます。

③看護のお仕事相談
・第1水曜日（10：30～15：00）

・ハローワーク阿蘇１階

☆仕事探し、進路、資格取得、

仕事の悩み、技術研修等など

【熊本県看護協会熊本県ﾅｰｽｾﾝﾀｰ】

④あそ若者しごと相談会
・第2水曜日（10：00～15：30）

・ハローワーク阿蘇１階

★仕事・就職に関するご相談

★職場見学・体験ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ利用

たまな若者サポートステーション

⑤福祉のお仕事相談会
・第３水曜日（10：30～15：00）奇数月

・ハローワーク阿蘇１階
☆福祉の仕事の内容
資格取得についてなど

熊本県社会福祉協議会
熊本県福祉人材・研修センター



１級建築施工管理技士

①7:30～17:30 ２級建築施工管理技士

求人:１人 上記のいずれか
年齢:64歳以下 普通自動車免許

阿蘇市内牧963-2 保険:雇･労･健･厚
従業員数:15人 月給制　:月額300,000円～400,000円 休日:土日他 学歴:高校以上

正社員 43090-  522911 就業場所:阿蘇市内牧963-2 週休2日制:毎週 経験:あれば尚可(施
介護支援専門員

①8:30～17:30

求人:２人
年齢:不問 普通自動車免許

阿蘇市一の宮町中通220-3 保険:雇･労･健･厚
従業員数:12人 月給制　:月額165,000円～175,000円 休日:日他 学歴:不問

正社員 43090-  563911 就業場所:阿蘇市一の宮町中通220-3 週休2日制:毎週 経験:あれば尚可(未

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　:月額135,212円～135,212円 休日:土日祝他 学歴:不問
正社員以外 43090-  533811 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

交替制あり

求人:１人
年齢:59歳以下

阿蘇市西町46-2 保険:雇･労･健･厚
従業員数:4人 月給制　:月額166,000円～183,100円 休日:他 学歴:不問

正社員 43090-  554611 就業場所:阿蘇市西町46-2 週休2日制:その他 経験:不問

変形（1ヶ月単位）

①9:00～18:00
②12:00～21:00

求人:１人
年齢:59歳以下 普通自動車免許

阿蘇市蔵原字向田832-1 保険:雇･労･健･厚
従業員数:30人 月給制　:月額175,900円～240,000円 休日:他 学歴:不問

正社員 43090-  526211 就業場所:阿蘇市蔵原字向田832-1 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:4,150人 月給制　:月額146,000円～210,000円 休日:日祝他 学歴:高校以上

正社員 40140- 1408711 就業場所:阿蘇市一の宮町宮地2407 週休2日制:その他 経験:不問

雇用期間の定めなし

一般事務 阿蘇市町村会

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）

建築施工管理 (株)田上建設

D　販売の職業（小売店・卸売販売印、営業等）

雇用期間の定めなし

技術職

（阿蘇支店）

ヤンマー

アグリジャパン

(株)九州支社

雇用期間の定めなし

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

介護支援専門員

雇用期間の定めなし

(株)結縁

資格:不問

ｽｰﾊﾟｰﾏｰｹｯﾄ

（食品部）販売員

誠勢同動(株)

えびすぱーな

阿蘇店直営部

クリーニング店

内作業

雇用期間の定めなし

(有)クリーニング

のレインボー
8:00～19:00の

間の8時間

・新築及びﾘﾌｫｰﾑ工事等の現場の施工、
現場監督。

・見積り/原価管理/施工計画書等の作成。
・設計担当者と連携し施工/予算/品質/
安全工程等各管理業務。

＊ｴﾘｱ：主に阿蘇市内/熊本市内方面も有り

＊阿蘇市町村会/議長会他各種団体の事務
・電話応対/文書受付/発送/文書資料作成
・一部団体の会計/来客対応/事務局内清掃
・会議、打合せが年に数回阿蘇郡市内。
会場までの移動に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）

□個人・法人を対象に

工場での農業用機械の修理及び点検整備。
農業用機械の納品、引き取り業務。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。

・商品の陳列及び補充
・レジ、ギフト包装
・接客業務（挨拶、声掛け、商品案内）
・在庫管理及び発注業務
・各店舗との研修有り
・管理、清掃業務

＊居宅介護支援事業所における居宅介護
に必要な支援業務。

・介護保険業務手続き代行
・ケアプラン作成
・介護給付費の管理（給付管理）
・ご家族様との相談業務等

＊クリーニング店内業務全般
・受付・会計・お渡し業務
・プレス、アイロンかけ等
・店内の整理整頓及び清掃
・コインランドリー内の清掃

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）

①9:15～18:00

求人:１人
年齢:59歳以下 自動車免許(AT不可)

熊本市南区十禅寺2丁目2番5号 保険:雇･労･健･厚
従業員数:314人 月給制　:月額215,500円～231,500円 休日:火祝他 学歴:不問

正社員 43010- 9298611 就業場所:阿蘇市黒川1339-3 週休2日制:その他 経験:あれば尚可
変形（1年単位）
①8:00～17:00

求人:１人
年齢:40歳以下 自動車免許(AT不可)

阿蘇市一の宮町宮地2313 保険:雇･労･健･厚
従業員数:48人 月給制　:月額200,000円～300,000円 休日:日祝他 学歴:高校以上

正社員 43090-  528411 就業場所:阿蘇市一の宮町宮地2313 週休2日制:その他 経験:不問

交替制あり

求人:１人
年齢:64歳以下

阿蘇市黒川1484 保険:雇･労･健･厚
従業員数:29人 月給制　:月額148,000円～163,000円 休日:他 学歴:高校以上

正社員 43090-  524711 就業場所:阿蘇市黒川1484 週休2日制:その他 経験:不問
変形（1ヶ月単位）

①8:00～21:00

求人:１人
年齢:不問

阿蘇郡南小国町満願寺黒川6567 保険:雇･労･健･厚
従業員数:25人 月給制　:月額200,523円～200,523円 休日:他 学歴:不問

正社員 43090-  547911 就業場所:阿蘇郡南小国町満願寺黒川6567週休2日制:その他 経験:不問
変形（1ヶ月単位）

求人:２人
年齢:59歳以下

阿蘇市内牧385-1 保険:雇･労･健･厚
従業員数:90人 月給制　:月額170,000円～200,000円 休日:他 学歴:不問

正社員 43090-  531111 就業場所:阿蘇市内牧385-1 週休2日制:その他 経験:不問
変形（1ヶ月単位）

①8:00～19:45

求人:２人
年齢:不問 自動車免許(AT不可)

阿蘇郡南小国町満願寺黒川6567 保険:雇･労･健･厚
従業員数:25人 月給制　:月額200,523円～200,523円 休日:他 学歴:不問

正社員 43090-  536411 就業場所:阿蘇郡南小国町満願寺黒川6567週休2日制:その他 経験:あれば尚可(経
変形（1ヶ月単位）

①22:00～7:00

求人:３人
年齢:44歳以下

阿蘇市内牧385-1 保険:雇･労･健･厚
従業員数:90人 月給制　:月額170,000円～200,000円 休日:他 学歴:不問

正社員 43090-  530911 就業場所:阿蘇市内牧385-1 週休2日制:その他 経験:不問

フロント・

予約スタッフ

(有)コンフォート

クリエーション

（湯巡追荘）

資格:不問

又は7:00～22:00の

間の8時間
雇用期間の定めなし

フロント

（旅館）

(有)黒川温泉農園

（旅館　奥の湯）

雇用期間の定めなし

ﾚｽﾄﾗﾝｽﾀｯﾌ

（旅館）

(有)コンフォート

クリエーション

（湯巡追荘）

資格:不問7:00～22:00の

間の8時間

雇用期間の定めなし

(有)黒川温泉農園

（旅館　奥の湯） 資格:不問

雇用期間の定めなし

介護助手 (医)社団　恒仁会

市原胃腸科外科 資格:不問7:00～18:00の

間の8時間

雇用期間の定めなし

雇用期間の定めなし

営業職

（阿蘇店）

熊本トヨペット

(株)

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）

営業 (株)古木常七商店

調理補助

（旅館）

＊建設会社・工務店への建築・土木資材の
卸し営業業務に従事していただきます。

・住宅設備：ｷｯﾁﾝ、洗面台、ﾊﾞｽ、ﾄｲﾚなど
・住宅資材：屋根、外壁。床材など
・土木資材：生ｺﾝ、ｾﾒﾝﾄ、ﾌｪﾝｽなど
・見積/発注業務など＊範囲:主に阿蘇郡市

□個人・法人を対象に
新車・中古車販売
車検・点検入庫誘致 他
＊活動エリア：阿蘇市及び近郊
（自家用車使用（燃料費支給））

＊ご来館頂いたお客様をお部屋にご案内

・ﾁｪｯｸｲﾝによるお客様のお出迎え、受付
・ﾁｪｯｸｱｳﾄ時の精算及びお見送り
・お客様滞在のサポート接客
・娯楽設備の提供・電話応対/予約管理
＊入社後、導入研修を２日間実施します
ので初めての方も大歓迎です。

＊旅館のフロント業務全般
・宿泊客等の受付及び案内
・お客様のﾁｪｯｸｲﾝ、ｱｳﾄ時の出迎え見送り
・電話対応・顧客管理
・予約受付管理（ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ受付含む）

＊旅館内ﾊﾞｲｷﾝｸﾞﾚｽﾄﾗﾝでの接客業務。
・テーブルのセッティング
・簡単な盛付け補助・配膳及び下膳
・飲料水の提供・ホールの清掃等
＊入社後、導入研修を２日間実施します
ので初めての方も大歓迎です。

・食材の洗い、切込み・仕込み等補助
・盛り付け・食器/調理器具等の洗い/整理
整頓・厨房の掃除等

＊従業員の食事（10名～20名分の昼/夜）
（出勤人数による）昼は11時位・夜は
16時位に準備が完了すれば結構です。

患者様のお世話、入浴介助、食事介助、
排泄介助、清拭等、介護業務全般を行い
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

変形（1ヶ月単位）

①7:30～19:15

求人:１人
年齢:不問

阿蘇郡南小国町満願寺黒川6567 保険:雇･労･健･厚
従業員数:25人 月給制　:月額200,523円～200,523円 休日:他 学歴:不問

正社員 43090-  549711 就業場所:阿蘇郡南小国町満願寺黒川6567週休2日制:その他 経験:不問

①8:30～17:30

求人:２人
年齢:不問 普通自動車免許

阿蘇市一の宮町中通220-3 保険:雇･労･健･厚
従業員数:12人 月給制　:月額146,000円～156,600円 休日:日他 学歴:不問

正社員 43090-  555911 就業場所:阿蘇市一の宮町中通220-3 週休2日制:毎週 経験:あれば尚可(経
変形（1ヶ月単位）

①8:30～17:30

求人:１人
年齢:不問 普通自動車免許

阿蘇郡小国町大字宮原1834-2 保険:雇･労･健･厚
従業員数:7人 月給制　:月額150,000円～150,000円 休日:日他 学歴:不問

正社員 43090-  559211 就業場所:阿蘇郡小国町大字宮原1834-2 週休2日制:毎週 経験:必須(介護経験)
変形（1ヶ月単位）

①14:00～22:00

求人:１人
年齢:64歳以下

阿蘇郡南阿蘇村大字中松2065 保険:雇･労･健･厚
従業員数:30人 月給制　:月額156,600円～156,600円 休日:他 学歴:高校以上

正社員 43090-  560011 就業場所:阿蘇郡南阿蘇村大字中松2065 週休2日制:その他 経験:不問

①8:30～17:15

求人:１人
年齢:不問

雇用期間の定めあり 阿蘇市内牧267番地7 保険:雇･労･健･厚
(４か月以上) 従業員数:60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-  556111 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:１人
年齢:不問 普通自動車免許

阿蘇市今町384 保険:雇･労･健･厚
従業員数:4人 月給制　:月額180,000円～250,000円 休日:他 学歴:不問

正社員 43090-  541211 就業場所:阿蘇市山田345 週休2日制:なし 経験:不問

①8:00～17:00

求人: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:96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-  543411 就業場所:阿蘇市蔵原885-1 週休2日制:毎週 経験:不問

森林整備員 阿蘇森林組合

雇用期間の定めなし

G　農林漁業の職業（農業、林業、漁業）
豚の飼育管理 (有)やまとん

ファーム

雇用期間の定めなし

客室係（旅館） (有)黒川温泉農園

（旅館　奥の湯） 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

F　保安の職業（警備員等）

フロント業務

（旅館）

雇用期間の定めなし

(有)白水温泉

竹の倉山荘 資格:不問

訪問介護員

雇用期間の定めなし

(同)ﾗﾎﾟｰﾙ

訪問介護事業所

糸

介護職員

雇用期間の定めなし

(株)結縁

＊ご来館頂いたお客様をお部屋にご案内
して頂きます。食事は部屋食となって
おりますので、食事の配膳及び片づけ
等をお願いします。又布団敷き・上げ
やﾁｪｯｸｱｳﾄ後の部屋清掃もあります。

＊森林の整備：立木の枝打、伐採、下草刈
＊測量の補助
＊チェーンソー・刈払機を使用しての作業
となる為、ある程度の体力が必要です。

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

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

＊通所介護施設での介護業務
・食事、入浴、排せつ等の介助
・介護記録（タブレット、パソコンを
使用しての入力）

・利用者の送迎
・活動中の見守り等の支援

・排せつ、清拭、入浴、身体整容、更衣、
体位変換、食事介助

・移動、移乗介助、外出介助など身体
介護に関する事。

・調理、洗濯、衣類の補修、掃除、整理
整頓、買い物等生活支援に関する事。

・宿泊客・入湯客の受付
・宿泊客の客室案内
・ﾁｪｯｸｲﾝ・ｱｳﾄの受付及び精算業務
・電話対応/ＰＣでの予約確認・入力作業
・事務所・フロント廻りの清掃
・各部署への伝達・連絡

・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
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職種 求人者名 仕事の内容・賃金 就業時間 資格経験

①8:30～17:15

求人:３人
年齢:不問

雇用期間の定めあり 熊本市東区長嶺東8丁目1-1 保険:雇･労･健･厚
(４か月未満) 従業員数:450人 時給制　:月額160,000円～192,000円 休日:土日祝他 学歴:不問
有期雇用派遣労働者 43010- 9354111 就業場所:阿蘇市一の宮町宮地4429 週休2日制:毎週 経験:不問

変形（1年単位）
①8:30～17:30

求人:１人
年齢:59歳以下

阿蘇郡南阿蘇村大字河陽5579-3 保険:雇･労･健･厚
従業員数:61人 月給制　:月額161,000円～200,000円 休日:他 学歴:不問

正社員 43090-  568511 就業場所:阿蘇郡南阿蘇村河陽5579-3 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

阿蘇郡南阿蘇村大字河陽5579-3 保険:雇･労･健･厚
従業員数:61人 月給制　:月額161,000円～200,000円 休日:他 学歴:不問

正社員 43090-  570611 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年単位）
①8:00～17:00

求人:１人
年齢:64歳以下 自動車免許(AT不可)

阿蘇市一の宮町宮地2400 保険:雇･労･健･厚
従業員数:27人 月給制　:月額192,000円～216,000円 休日:日他 学歴:不問

正社員 43090-  534211 就業場所:阿蘇市一の宮町坂梨字豆札地内　週休2日制:その他 経験:あれば尚可(砕

①8:00～17:00

求人:１人
年齢:44歳以下 自動車免許(AT不可)

阿蘇市一の宮町宮地4149-2 保険:雇･労･健･厚
従業員数:3人 月給制　:月額180,000円～200,000円 休日:日他 学歴:不問

正社員 43090-  550511 就業場所:阿蘇市一の宮町宮地4149-2 週休2日制:その他 経験:不問

変形（1ヶ月単位）

①7:30～19:15

求人:１人
年齢:不問 自動車免許(AT不可)

阿蘇郡南小国町満願寺黒川6567 保険:雇･労･健･厚
従業員数:25人 月給制　:月額200,523円～200,523円 休日:他 学歴:不問

正社員 43090-  537011 就業場所:阿蘇郡南小国町満願寺黒川6567週休2日制:その他 経験:不問

雇用期間の定めなし

施設管理

（旅館）

(有)黒川温泉農園

（旅館　奥の湯）

雇用期間の定めなし

電気部品の検査 アビリティ　(株)

資格:不問

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）

雇用期間の定めなし

(株)古今堂

資格:不問

瓦ぶき作業員

雇用期間の定めなし

(有)阿蘇プレス瓦

菓子の製造

（包装）

雇用期間の定めなし

(株)古今堂

砕石場作業員 (株)春山商会

H　生産工程の職業（金属加工、製品製造、機械の組立等）

J　建設・採掘の職業（型枠大工、左官、内装等）

資格:不問

菓子の製造

（製造課）

太陽光発電システムに使われる電気に変換
されるパワーコンデンサーの検査のお仕事
です。チェックシートに基づきネジが閉
まっているか、部品が取り付けられている
かチェックする簡単な作業です。

＊砕石場内の掘削、積み込み等作業の重機
のオペレーター

＊場内砕石プラントの操作
＊原石車の運転（場内のみ）
＊産業廃棄物中間処理の計量操作

・選別機で仕分けされた丸太をﾌｫｰｸﾘﾌﾄで

・大浴場、露天風呂、各２ヶ所の清掃及び
脱衣場の清掃・温泉の温度管理

・外廻りの清掃（掃き掃除、及び剪定、
草取り等）・館内の簡単な修理

・照明灯等の交換・厨房で器の収納及び
整理整頓

＊ライン作業によるお菓子の製造仕込み
に関する作業

・材料の計量、生地仕込み等
・包餡機からでる商品の形成/焼成作業
・目視による検査
・簡単な機械操作
・工場内の清掃等

ライン作業によるお菓子の製造に関する
作業。商品の焼成/成形/剥離/異物混入等の
目視検査。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。

＊屋根瓦の施工
・屋根下地の調整・ビス止め・モルタル
施工

・古瓦の撤去作業
・荷揚げ作業等
＊現場は、主に阿蘇郡市
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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）

①8:00～17:00

求人:１人
年齢:59歳以下 普通自動車免許

阿蘇市蔵原885-1 保険:雇･労･健･厚
従業員数:96人 日給制　:月額189,550円～200,700円 休日:日祝他 学歴:高校以上

正社員以外 43090-  544011 就業場所:阿蘇郡南小国町大字満願寺7890週休2日制:その他 経験:不問

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158,400円～172,800円 休日:他 学歴:不問

正社員 43090-  561311 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

看護師
准看護師

求人:２人 上記のいずれか
年齢:64歳以下

阿蘇市黒川1484 保険:雇･労
従業員数:29人 時給制　:時給1,250円～1,350円 休日:日祝他 学歴:不問

パート労働者 43090-  525811 就業場所:阿蘇市黒川1484 週休2日制:毎週 経験:不問

①9:00～15:45
②9:00～14:45

求人:１人
年齢:不問

雇用期間の定めあり 阿蘇市一の宮町宮地2460 保険:雇･労
(４か月以上) 従業員数:108人 日給制　:時給898円～898円 休日:土日祝他 学歴:不問
パート労働者 43090-  558811 就業場所:阿蘇市一の宮町宮地2460 週休2日制:毎週 経験:必須(パソコン

交替制あり
①12:00～17:30

求人:１人
年齢:不問

阿蘇市内牧966 保険:雇･労
従業員数:308人 時給制　:時給800円～850円 休日:他 学歴:不問

パート労働者 43090-  545311 就業場所:阿蘇市内牧966 週休2日制:その他 経験:不問

①9:00～15:00

求人:３人
年齢:不問

雇用期間の定めあり 阿蘇市一の宮町宮地115-1 保険:雇･労
(４か月以上) 従業員数:264人 時給制　:時給910円～910円 休日:土日祝 学歴:不問
パート労働者 43090-  539611 就業場所:阿蘇市一の宮町宮地115-1 週休2日制:毎週 経験:不問

E　サービスの職業（介護、看護助手、調理、接客・給仕、管理人）
ｹｱﾜｰｶｰ（阿蘇

やまなみ病院）

(医)高森会

資格:不問

D　販売の職業（小売店・卸売販売印、営業等）
販売職

（内牧店精肉部）

(株)みやはら

資格:不問

雇用期間の定めなし

看護師

（正または准）

(医)社団　恒仁会

市原胃腸科外科
8:30～17:30の

間の5時間程度

雇用期間の定めなし

C　事務的職業（総務・一般・経理・受付・医療事務等）

木材選別作業員 阿蘇森林組合

雇用期間の定めなし

就学支援金等の

事務

熊本県立

阿蘇中央高等学校 資格:不問

パート

清掃

雇用期間の定めなし

あすなろ企画

7:30～14:30の

間の6時間

B　専門的・技術的職業（各種技術者、看護師、保育士、栄養士等）

資格:不問

・選別機で仕分けされた丸太をﾌｫｰｸﾘﾌﾄで
樹種/直径/長さ/形状毎に木材市場内に
並べる作業です・月２回丸太の共販市
の前準備及び開催作業・共販市後に売
れた丸太をﾄﾗｯｸに積み込む。

＊ﾌｫｰｸﾘﾌﾄ資格取得の支援いたします。

＊入院患者、外来患者の看護、処置業務
全般

・医師診察の助手
・診察後の注射等の処置
・患者様の観察、状態の把握
・回診時の介助等

＊入所者様の入浴介助が主になりますが

・入浴（衣服の着脱・洗身・洗髪）
・環境整備・食事（介助、後片付け）
・レクレーション補助
・排泄援助（トイレ誘導、オムツ交換）
・老人介護や認知症介護

スーパーの精肉部門
－商品づくり、お肉のカット・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。

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

・保護者から提出される就学支援金に関す
る申請書及び所得証明書 等の確認に
従事していただきます。

・確認した書類をパソコンに入力整理
・授業料口座振込関係書類の受付、整理
・その他簡単な事務
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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

①9:00～15:50

求人:２人
年齢:不問

雇用期間の定めあり 阿蘇市一の宮町宮地115-1 保険:雇･労
(４か月以上) 従業員数:264人 時給制　:時給1,000円～1,000円 休日:水土日祝 学歴:不問
パート労働者 43090-  540811 就業場所:阿蘇市一の宮町宮地121 週休2日制:その他 経験:不問

求人:１人
年齢:64歳以下

阿蘇市黒川1484 保険:雇･労
従業員数:29人 時給制　:時給1,000円～1,000円 休日:日他 学歴:不問

パート労働者 43090-  527511 就業場所:阿蘇市黒川1484 週休2日制:毎週 経験:不問

①15:00～21:30
②17:30～21:30

求人:２人
年齢:不問

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

パート労働者 43090-  535511 就業場所:阿蘇郡南小国町満願寺黒川6567週休2日制:毎週 経験:不問

①10:00～17:00

求人:１人
年齢:不問

阿蘇郡小国町大字宮原1693 保険:雇･労
従業員数:5人 時給制　:時給1,000円～1,000円 休日:水他 学歴:不問

パート労働者 43090-  538311 就業場所:阿蘇郡南小国町大字満願寺6600- 週休2日制:毎週 経験:不問

変形（1年単位）
①8:30～17:00

求人:２人
年齢:64歳以下 普通自動車免許

雇用期間の定めあり 阿蘇郡産山村大字山鹿2100番地の3 保険:雇･労･健･厚
(４か月以上) 従業員数:42人 時給制　:時給800円～850円 休日:他 学歴:不問
パート労働者 43090-  548111 就業場所:阿蘇郡産山村大字山鹿2100番地の3 週休2日制:その他 経験:不問

求人:１人
年齢:不問

雇用期間の定めあり 阿蘇市一の宮町宮地4628-5 保険:雇･労
(４か月以上) 従業員数:0人 時給制　:時給850円～1,050円 休日:他 学歴:不問
パート労働者 43090-  562611 就業場所:阿蘇市一の宮町中通黒崎2104 週休2日制:毎週 経験:不問

①8:30～15:30

求人:２人
年齢:不問

雇用期間の定めあり 阿蘇郡南阿蘇村大字河陽5579-3 保険:雇･労･健･厚
(４か月以上) 従業員数:61人 時給制　:時給900円～1,000円 休日:土日祝 学歴:不問
パート労働者 43090-  567211 就業場所:阿蘇郡南阿蘇村河陽5579-3 週休2日制:毎週 経験:不問

飼育係及び接客 (株)うぶやま

接客 (有)サトーカラー

現像所（白玉っ子

甘味茶屋・ﾄﾚﾊﾟｯｿ）
資格:不問

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）

接客・ﾚｽﾄﾗﾝ

（旅館）

(有)黒川温泉農園

（旅館　奥の湯） 資格:不問

雇用期間の定めなし

介護助手 (医)社団　恒仁会

市原胃腸科外科 資格:不問7:00～18:30の

間の5時間程度

雇用期間の定めなし

入浴介助員（阿蘇

グリーンヒル）

(医)高森会

資格:不問

菓子の製造

（製造課）

(株)古今堂

資格:不問

カラフルミニトマ

トの収穫及び管理

ｶﾗﾌﾙﾄﾏﾄ農園

ＲａｄＡｒｋ

～ラディアーク～
6:00～18:00の

間の5時間

資格:不問

・開店に向けての準備（店内外の清掃）
・注文を受けての団子等の提供/飲み物の
提供・レジ業務・下膳、後片づけ

・お土産品の補充、陳列
・厨房での補助・皿洗い等

＊お客様のチェックイン時、お部屋への
ご案内及び館内のご説明等

＊ご宿泊のお客様のレストランご利用時
の接客業務・テーブルセッティング

・会席料理、お飲み物の提供、及び接客
・下膳・レストラン内の清掃等

＊入院患者の身の回りのお世話/食事/着替
え等の介助/入浴介助/排泄介助等の介護
業務全般及び清掃。

☆フルタイム勤務をご希望の方もご相談に
応じます☆

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

・１日に介護員５名で約３０－４０名を
担当・洗濯物の管理

＊ふれあい広場にて、ヤギ、羊、ポニー
うさぎ等の飼育管理及び 接客業務。

・朝、夕のえさやり（人参切りと袋詰め）
・小屋での敷物交換、及び清掃等
・ふれあい広場での接客業務
＊他部門へ応援をお願いする事もあります

＊ライン作業によるお菓子の製造に関する
作業

・包餡機から出てきた商品をﾄﾚｰに投入
・ラウンド内に流れている鉄板にﾄﾚｰを
投入

・工場内の簡単な清掃等

＊ミネラルウォーターの製造ライン作業

＊カラフルミニトマトの植付
＊脇芽とり・誘引き・収穫
・初期の低い時はイスを使って腰を痛め
ない様にして暑い夏はﾌｧﾝｼﾞｬｹｯﾄで、
涼しく働きやすい環境です。

《 初心者でも大歓迎です。》
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職種 求人者名 仕事の内容・賃金 就業時間 資格経験

①9:00～17:00

求人:２人
年齢:不問

阿蘇郡南小国町満願寺7250 保険:雇･労･健･厚
従業員数:3人 時給制　:時給800円～1,000円 休日:土日祝他 学歴:不問

パート労働者 43090-  557711 就業場所:阿蘇郡南小国町満願寺7250 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

雇用期間の定めあり 阿蘇市波野大字小地野1143-2 保険:雇･労
(４か月以上) 従業員数:600人 時給制　:時給1,175円～1,800円 休日:土日 学歴:不問
パート労働者 43090-  564111 就業場所:阿蘇市波野大字小地野1143-2 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 阿蘇市一の宮町宮地4149-2 保険:雇･労
(４か月以上) 従業員数:3人 日給制　:時給1,066円～1,067円 休日:日他 学歴:不問
パート労働者 43090-  551411 就業場所:阿蘇市一の宮町宮地4149-2 週休2日制:毎週 経験:不問

①9:00～16:00
②18:00～23:00

求人:２人
年齢:18歳以上

雇用期間の定めあり 阿蘇郡南阿蘇村大字久石4411-9 保険:雇･労
(４か月以上) 従業員数:150人 時給制　:時給793円～830円 休日:他 学歴:不問
パート労働者 43090-  532711 就業場所:阿蘇郡南阿蘇村大字久石4411-9 週休2日制:毎週 経験:不問

①10:30～14:30

求人:１人
年齢:69歳以下

阿蘇市黒川字尾西2138-1 保険:雇･労
従業員数:6,000人 時給制　:時給800円～800円 休日:他 学歴:不問

パート労働者 43090-  565711 就業場所:阿蘇市小里834-2 週休2日制:毎週 経験:不問

①9:00～16:00
②10:00～17:00

求人:３人
年齢:不問

雇用期間の定めあり 阿蘇郡南阿蘇村大字河陽5579-3 保険:雇･労･健･厚
(４か月以上) 従業員数:61人 時給制　:時給900円～1,000円 休日:土日祝 学歴:不問
パート労働者 43090-  569411 就業場所:阿蘇郡南阿蘇村大字河陽5579-3 週休2日制:毎週 経験:不問

交替制あり
①7:00～16:30
②12:00～21:30

求人:２人
年齢:不問

雇用期間の定めあり 阿蘇郡南阿蘇村大字河陽4369-1 保険:雇･労･健･厚
(４か月未満) 従業員数:177人 時給制　:時給890円～1,200円 休日:他 学歴:不問
パート労働者 43090-  552011 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

資格:不問

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）

雇用期間の定めなし

(株)みずの里

菓子の包装 (株)古今堂

ホテルグリーンピア

南阿蘇((株)南阿蘇

カントリークラブ)

瓦ぶき作業員 (有)阿蘇プレス瓦

洗い場スタッフ

（ホテル）

建設業事務/

宿舎管理補助員

成豊建設(株)阿蘇

東作業所 資格:不問

ﾐﾈﾗﾙｳｫｰﾀｰ製造

レストラン

洗い場

東急ﾘｿﾞｰﾂ＆ｽﾃｨ(株)

阿蘇東急ゴルフクラ

ブ『阿蘇キャニオン

テラス＆ロッジ』 又は7:00～21:30の

間の4時間以上

雇用期間の定めなし

星光ビル管理(株)

阿蘇事務所 資格:不問

清掃

（旅館：入船）

又は9:00～17:00の

間の4時間以上

資格:不問

＊厨房内での洗い場のお仕事です。使用
済のお皿やコップなどを洗浄、片づけ
をします。私たちは食器も料理の一部
だと考えています。お客様が気持よく
使っていただけるよう新品のように洗
い上げます＊障害者の方の応募可能です

＊ミネラルウォーターの製造ライン作業
・ペットボトルラベル装着
・完成品の検品及び梱包等

・ＣＡＤオペレータ：図面作成
（パソコンを使った業務）
・作業員宿舎の維持・管理補助
（清掃・営繕等）
※作業に必要な用具（文具・ＰＣ他）は
支給／貸与いたします。

＊屋根瓦の施工
・屋根下地の調整・ビス止め・ﾓﾙﾀﾙ施工
・古瓦の撤去作業
・荷揚げ作業等
＊現場は、主に阿蘇郡市

・客室の清掃
・客室のベッドメイク
・アメニティー等の補充
・廊下・トイレ等の清掃

ライン作業により製造されたお菓子（主に
ｸｯｷｰ・生ﾁｰｽﾞ饅頭・ｻﾝﾄﾞｸｯｷｰ等）の検査、
袋詰め、各種箱の組み立て。工場内の簡単
な清掃等。簡単な機械操作がありますが丁
寧に指導いたしますので安心してご応募く
ださい。

＊２０２１．４月１６日オープン予定
『阿蘇キャニオンテラス＆ロッジ』
ｺﾞﾙﾌ場に併設の客室３０室のﾎﾃﾙです。
・お食事の配膳・片付け、洗い物
・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。

ハローワーク阿蘇

玄関前
阿蘇市役所

阿蘇市

内牧支所

阿蘇市

波野支所

阿蘇市

社会福祉協議会
産山村役場 小国町役場 小国ゆうステーション

南小国町役場 南阿蘇村役場 高森町役場
高森町

観光交流センター

山都町役場

蘇陽支所
山都町役場

南阿蘇村役場

福祉センター

小国暮らしの窓口

（木魂館）

求人情報誌の配布場所

ハローワーク阿蘇のご案内

所在地

〒869-2612

阿蘇市一の宮町宮地2318-3

TEL：0967-22-8609

FAX：0967-22-4775

各種情報

○「月刊 求人情報誌」始めました！

・正社員求人

・学歴、経験、資格不問求人

・宿泊業関係求人

について、毎月1回（おおむね月初め）発行します。

ハローワーク庁舎内で配布しておりますので、ぜひご利用ください。

○「週刊 求人情報誌」も始めました！

毎週火曜日発行。前の週に受理した求人を職種問わずまとめております。

月刊と同じくハローワーク庁舎内で配布しておりますので、ぜひご利用ください。

開庁時間

月曜日～金曜日

（祝日、年末年始を除く）

午前８時３０分～午後５時１５分


