
年齢・
職種 指針　 賃金 求人者名 就業時間 加入保険等 必要な免許資格

月給 普通自動車免許一種
(1) 8時00分～17時00分

45060- 2678281 就業場所

月給 普通自動車免許
(1) 8時00分～17時00分

45060- 2680681 就業場所

月給 普通自動車免許ＡＴ
(1) 8時00分～17時00分

45060- 2681981 就業場所

月給 変形（１年単位）
(1) 8時00分～17時00分

45060- 2682581 就業場所

月給 普通自動車免許ＡＴ
(1) 8時25分～17時10分 地域防災マネージャー

証明書
※内閣府発行のものに
　限る

45060- 2663081 就業場所

月給
(1) 8時00分～17時00分

45060- 2665681 就業場所

月給 変形（１ヶ月単位）
(1)17時00分～ 9時00分

45060- 2666981 就業場所

月給 変形（１ヶ月単位） 看護・介護関係資格
(1) 7時00分～16時00分 ※無資格者応募可
(2)10時00分～19時00分
(3)17時00分～ 9時00分

45060- 2667581 就業場所

月給 変形（１ヶ月単位） 介護福祉士
(1) 7時00分～16時00分 その他社会福祉専門職
(2)10時00分～19時00分
(3)17時00分～ 9時00分

45060- 2668481 就業場所

月給
(1) 8時00分～17時00分

45060- 2673981 就業場所

月給
(1) 8時30分～17時30分

45060- 2674581 就業場所

月給 変形（１ヶ月単位）
(1) 8時30分～17時30分
(2)10時00分～19時00分
(3) 7時00分～16時00分
(4)16時30分～ 9時00分

45060- 2676781 就業場所

月給 変形（１ヶ月単位） 薬剤師
(1) 8時30分～17時30分
(2) 8時30分～12時30分

45060- 2677881 就業場所

月給
(1) 7時00分～15時30分
(2) 7時00分～14時00分

45060- 2651781 就業場所

月給 普通自動車免許一種
(1) 8時00分～17時00分

45060- 2652881 就業場所

月給 変形（１ヶ月単位） ホームヘルパー２級以上
(1) 8時00分～17時00分 介護福祉士
(2) 8時30分～17時30分 介護職員基礎研修
(3)10時00分～19時00分
(4)17時00分～ 9時00分

45060- 2653281 就業場所

◎ハローワークでは随時紹介を行っておりますので、すでに決定済となっている場合があります。あらかじめご了承ください。
◎この情報はfaxでも提供しています。ポーリング受信機能を使い0983-23-0849をコールして下さい。
◎ パートタイム求人の場合、賃金は時間給です。また、労働時間によって記載されている各種社会保険に加入できない場合があります。

（一般） 7月2日号
仕事の内容・就業場所

建設作業員 オキミズ（猪之俣　康博） ○土木工事現場作業。
・建設現場での作業のため、足
場の悪い場所もあります。
・危険を伴うこともあり体力も

雇用・労災
不問

雇用・労
災・健康・
厚生

不問
176,000円～
242,000円雇用期間の定めなし 宮崎県児湯郡川南町大字川南２６

６００－３

184,000円～
184,000円雇用期間の定めあり

（4ヶ月以上）

宮崎県児湯郡新富町大字新田７０
４５番地２

宮崎県児湯郡新富町

林業作業員 有限会社　タウラ ◯山林で伐採及び木寄せ造林、
木材運搬。
・現場によっては重機で作業道
を造って作業したり、傾斜の

鉄筋工 有限会社　吉川鉄筋 ○鉄筋加工組み立て作業業務全
般。
・鉄筋工工場にて鉄筋加工業
務。

雇用・労
災・健康・
厚生

不問
185,250円～
296,400円雇用期間の定めなし 宮崎県児湯郡都農町大字川北１７

５８８番地

製造工（鶏肉加工） 宮崎サンフーズ　株式会社 ◯サンフーズ工場内での鶏肉の
加工作業（切り身加工）
　手作業にて、メス（包丁）を
使用し、鶏肉を決まった

雇用・労
災・健康・
厚生

不問
129,200円～
129,200円雇用期間の定めなし 宮崎県児湯郡新富町大字新田４１

８０

危機管理専門員 高鍋町役場 ○災害対策本部の運営、地域防
災計画の策定、自衛官募集事
務、新田原基地周辺対策など防
災に関する事務。

雇用・労
災・健康・
厚生

不問
260,000円～
260,000円雇用期間の定めあり

（4ヶ月以上）

宮崎県児湯郡高鍋町大字上江８４
３７

事務職 株式会社　新酒販・宮崎 ◯一般的な事務職です。
・仕入発注業務
・毎日の売上伝票の発行
・入金のチェック・パソコンへ

雇用・労
災・健康・
厚生

不問
127,500円～
143,000円雇用期間の定めなし 宮崎県西都市大字右松４丁目２７

番地３

介護職員（夜勤専
門）【急募】

有限会社　ひかり苑　新富 ○住宅型有料老人ホームでの介
護業務。（定員３０名）
・夜勤専門
・夜間の見守り・巡回・おむつ

雇用・労
災・健康・
厚生

18歳
以上 211,200円～

235,600円雇用期間の定めなし 宮崎県児湯郡新富町大字新田１９
２８番１

介護職員（有料・デイ
サービス）【急募】

有限会社　ひかり苑　新富 ○住宅型有料老人ホーム・デイ
サービスにおける入居・利用者
様の日常的なお世話
・入浴介助、食事介助、排泄介

雇用・労
災・健康・
厚生

不問
150,000円～
180,000円雇用期間の定めなし 宮崎県児湯郡新富町大字新田１９

２８番１
宮崎県児湯郡新富町

介護職員管理者候補（有
料・デイサービス）【急
募】

有限会社　ひかり苑　新富 ○住宅型有料老人ホーム・デイ
サービスにおける入居・利用
者様の日常的なお世話
・入浴介助、食事介助、排泄介

雇用・労
災・健康・
厚生

不問
175,000円～
220,000円雇用期間の定めなし 宮崎県児湯郡新富町大字新田１９

２８番１
宮崎県児湯郡新富町

農園農作業員 アグリストリーム　きむら
農園

○樹種マンゴー、ブルーベ
リー、ラズベリーの農作業業
務。
○ハウス内での防虫駆除、草取

雇用・労災
60歳
以上 150,000円～

150,000円雇用期間の定めなし 宮崎県児湯郡川南町大字川南１３
５０９－３２

宮崎県児湯郡川南町

医師事務補助 医療法人　宏仁会　海老原
総合病院

○診断書作成、パソコン入力
等。

・その他、付随業務あり。

雇用・労
災・健康・
厚生

不問
133,100円～
137,100円雇用期間の定めなし 宮崎県児湯郡高鍋町大字上江２０

７番地
宮崎県児湯郡高鍋町

看護補助者 医療法人社団　大和会　大
塚病院

○病院内での看護補助・介護補
助業務。（４１床）
（食事、入浴、更衣、おむつ交
換等、日常生活全般）

雇用・労
災・健康・
厚生・財形

59歳
以下 135,000円～

155,000円雇用期間の定めなし 宮崎県西都市御舟町２丁目４５

宮崎県西都市

薬剤師 医療法人社団　大和会　大
塚病院

○病院内にて薬剤師業務全般。
　・各種調剤。
　・服薬指導等。
＊その他　付随業務あり。

雇用・労
災・健康・
厚生・財形

59歳
以下 240,000円～

360,000円雇用期間の定めなし 宮崎県西都市御舟町２丁目４５

宮崎県西都市

事務職 株式会社　一ツ瀬青果市場 ◯市場内での事務業務全般。
・電話対応、来客対応
・支払窓口、伝票受付処理
＊パソコン使用にて処理します

雇用・労
災・健康・
厚生

不問
131,000円～
131,000円雇用期間の定めなし 宮崎県西都市大字黒生野２０７７

宮崎県西都市

現場作業 有限会社　児湯アグリセン
ター

◯児湯農協の育苗センター、茶
工場、ライスセンター農家の
受託作業をします。
＊時期に応じて就業場所が変わ

雇用・労
災・健康・
厚生

59歳
以下 128,000円～

136,000円雇用期間の定めなし 宮崎県児湯郡高鍋町大字北高鍋９
９番地１

介護職【急募】 特定非営利活動法人　敬愛
グループホーム　なごやか

○認知症高齢者の尊厳と健康を
支える仕事です。
（定員　９名）
・介護と生活支援が主な業務で

雇用・労
災・健康・
厚生

不問
158,000円～
180,000円雇用期間の定めなし 宮崎県児湯郡高鍋町大字上江１９

４０－２
宮崎県児湯郡高鍋町

 ℡ 0983-23-0848 fax0983-23-0849 

ハローワーク高鍋 

 ※ 面接にはハローワークが発行する紹介状が必要です。 



年齢・
職種 指針　 賃金 求人者名 就業時間 加入保険等 必要な免許資格

（一般） 7月2日号
仕事の内容・就業場所

 ℡ 0983-23-0848 fax0983-23-0849 

ハローワーク高鍋 

 ※ 面接にはハローワークが発行する紹介状が必要です。 

月給
(1)11時30分～20時00分

45060- 2657681 就業場所

月給
(1)11時30分～19時30分

45060- 2658981 就業場所

月給 変形（１ヶ月単位） 准看護師
(1) 8時00分～17時30分
(2) 8時30分～18時00分
(3) 9時00分～18時30分
(4) 8時30分～12時00分

45060- 2661281 就業場所

月給 変形（１ヶ月単位） 正看護師
(1) 8時00分～17時30分
(2) 8時30分～18時00分
(3) 9時00分～18時30分
(4) 8時30分～12時00分

45060- 2662181 就業場所

月給 普通自動車免許ＡＴ
(1) 8時20分～17時20分

45060- 2637281 就業場所

月給 普通自動車免許一種
(1) 8時00分～17時00分

45060- 2639081 就業場所

月給 特定曜日のみ(2)(3)
(1) 8時30分～17時00分
(2) 8時00分～17時30分
(3) 8時00分～12時00分

45060- 2642481 就業場所

月給
(1) 8時00分～17時00分

45060- 2643781 就業場所

月給 変形（１ヶ月単位）
(1) 8時00分～16時45分
(2) 8時00分～12時00分

45060- 2645281 就業場所

月給
(1) 9時00分～18時00分

45060- 2646181 就業場所

月給 交替制あり 正看護師
(1) 7時30分～16時30分
(2) 8時30分～17時30分
(3)10時00分～19時00分

45060- 2647081 就業場所

月給 交替制あり 准看護師
(1) 7時30分～16時30分
(2) 8時30分～17時30分
(3)10時00分～19時00分

45060- 2648381 就業場所

月給 変形（１ヶ月単位） 普通自動車免許
(1) 8時30分～16時30分 中型免許

45010-16303581 就業場所

月給
(1) 5時00分～11時00分
(2) 6時00分～12時00分

45040- 7098581 就業場所

月給 宅地建物取引士
(1) 9時00分～18時00分

28080- 6248881 就業場所

月給 普通自動車免許ＡＴ
(1) 9時00分～18時00分 宅地建物取引士

28080- 6249281 就業場所

◎ハローワークでは随時紹介を行っておりますので、すでに決定済となっている場合があります。あらかじめご了承ください。
◎この情報はfaxでも提供しています。ポーリング受信機能を使い0983-23-0849をコールして下さい。
◎ パートタイム求人の場合、賃金は時間給です。また、労働時間によって記載されている各種社会保険に加入できない場合があります。

レジ及び販売（１１
時３０分～２０時）

株式会社　ナフコ　高鍋店 ○主にレジ業務です。
・精算・事務作業等。



雇用・労
災・健康・
厚生

不問
120,000円～
120,000円雇用期間の定めなし 宮崎県児湯郡高鍋町大字北高鍋４

７２０－４

レジ及び販売（１１時３
０分～１９時３０分）

株式会社　ナフコ　高鍋店 ○レジ及び販売業務
・接客、商品補充業務

＊詳細は面接時に説明します。

雇用・労
災・健康・
厚生

不問
112,000円～
112,000円雇用期間の定めなし 宮崎県児湯郡高鍋町大字北高鍋４

７２０－４

准看護職（新富希望
の里）

社会福祉法人　弘成会　新
富希望の里

○利用者の看護業務全般。（利
用者５４名）
・食事介助、入浴介助、排泄介
助等

雇用・労
災・健康・
厚生

不問
160,000円～
180,000円雇用期間の定めあり

（4ヶ月以上）

宮崎県児湯郡新富町大字下富田６
２９－５

宮崎県児湯郡新富町

正看護職（新富希望
の里）

社会福祉法人　弘成会　新
富希望の里

○利用者の看護業務全般。（利
用者５４名）
・食事介助、入浴介助、排泄介
助等

雇用・労
災・健康・
厚生

不問
180,000円～
220,000円雇用期間の定めなし 宮崎県児湯郡新富町大字下富田６

２９－５
宮崎県児湯郡新富町

支援員：都農町 社会福祉法人　明和会 ○障がい福祉サービス事業所：
多機能
・毎日、事業所に通って来られ
る利用者の送迎及び作業支援

雇用・労
災・健康・
厚生

不問
138,112円～
139,942円雇用期間の定めあり

（4ヶ月以上）

宮崎県児湯郡新富町大字新田１８
７９７番地１２

宮崎県児湯郡都農町

土木・建設作業員 中村工業 ◯主に県内下請け建設工事、土
木工事の、建築工事に関する
現場作業
◯ビル、マンション、木造住

雇用・労災
不問

184,000円～
184,000円雇用期間の定めなし 宮崎県西都市大字茶臼原１３６９

－４
宮崎県西都市

野菜の接木作業員 株式会社　ＴＭＫｃｏｒｐ
ｏｒａｔｉｏｎ

◯野菜の接木を行う作業です
・室内でイスに座っての作業で
す
＊カミソリを使った細かい作業

雇用・労
災・健康・
厚生

不問
120,650円～
135,850円雇用期間の定めあり

（4ヶ月未満）

宮崎県西都市妻町３丁目１２９

宮崎県児湯郡高鍋町

お茶の荷造り・出荷
作業

株式会社　ＴＭＫｃｏｒｐ
ｏｒａｔｉｏｎ

◯生産者からのお茶も持ち込み
分の荷降ろし、商品の荷造
り、出荷作業等
◯その他、付随業務

雇用・労
災・健康・
厚生

不問
163,875円～
172,500円雇用期間の定めあり

（4ヶ月未満）

宮崎県西都市妻町３丁目１２９

宮崎県児湯郡高鍋町

製材仕分け作業員 株式会社　ＴＭＫｃｏｒｐ
ｏｒａｔｉｏｎ

◯倉庫内の製材ラインでの木材
の仕分け作業
・木材を配達をすることもあり
ます

雇用・労
災・健康・
厚生

不問
144,900円～
161,000円雇用期間の定めあり

（4ヶ月未満）

宮崎県西都市妻町３丁目１２９

宮崎県西都市

調理加工 株式会社　ＴＭＫｃｏｒｐ
ｏｒａｔｉｏｎ

○ハンバーグやメンチカツ、コ
ロッケ等を手作りで調理しま
す。


雇用・労
災・健康・
厚生

不問
149,600円～
149,600円雇用期間の定めあり

（4ヶ月以上）

宮崎県西都市妻町３丁目１２９

正看護師 社会福祉法人　三星会　 ○老人ホームでの高齢者の看護
業務全般。
　（入居者９０名、ショートス
テイ１０名）

雇用・労
災・健康・
厚生

59歳
以下 212,300円～

264,400円雇用期間の定めなし 宮崎県西都市大字平郡字菰田５９
８－１

宮崎県西都市

准看護師 社会福祉法人　三星会　 ○老人ホームでの高齢者の看護
業務全般。
　（入居者９０名、ショートス
テイ１０名）

雇用・労
災・健康・
厚生

59歳
以下 176,500円～

230,700円雇用期間の定めなし 宮崎県西都市大字平郡字菰田５９
８－１

宮崎県西都市

自動車解体作業／西
都店

株式会社　赤江解体 ・お客様や取引先等より依頼の
あった車輌の引き取り及び付
随する業務を担当していただき
ます。

雇用・労
災・健康・
厚生

40歳
以下 130,000円～

160,000円雇用期間の定めなし 宮崎県宮崎市大字赤江７８１－２

宮崎県児湯郡新富町

野菜のカット・梱包
（西都市）

キャリアプラス株式会社 ＊野菜をカットし、機械を使っ
て梱包し、出荷の準備をして
　いただくお仕事です。


雇用・労
災・健康・
厚生

不問
106,764円～
106,764円雇用期間の定めあり

（4ヶ月未満）

宮崎県都城市上東町５街区１号

宮崎県西都市

（正社員）不動産事
務

有限会社　Ｑｖｏｕ ○不動産事業部で、事務の仕事
をしていただきます。
＊電話応対、来客応対
＊売買契約書作成

雇用・労
災・健康・
厚生

40歳
以下 250,000円～

300,000円雇用期間の定めなし 兵庫県神戸市西区持子１丁目２１
９　持子中商ビル１階

宮崎県児湯郡高鍋町

（正社員）不動産営
業【宮崎支店】

有限会社　Ｑｖｏｕ ○広告（ＣＭ・ラジオ・新聞）
を見て問い合わせのあったお
客様へ不動産売買の営業のお仕
事をしていただきます。

雇用・労
災・健康・
厚生

40歳
以下 250,000円～

350,000円雇用期間の定めなし 兵庫県神戸市西区持子１丁目２１
９　持子中商ビル１階

宮崎県児湯郡高鍋町



年齢・
職種 指針　 賃金 求人者名 就業時間 加入保険等 必要な免許資格

（一般） 7月2日号
仕事の内容・就業場所

 ℡ 0983-23-0848 fax0983-23-0849 

ハローワーク高鍋 

 ※ 面接にはハローワークが発行する紹介状が必要です。 

月給 変形（１年単位）
(1) 8時00分～17時00分

45010-16111881 就業場所

月給 普通自動車免許一種以上
(1) 8時00分～17時00分
(2) 8時00分～12時00分
(3) 8時00分～16時00分

45060- 2615981 就業場所

月給 変形（１ヶ月単位） 普通自動車免許ＡＴ
(1) 7時00分～16時00分 介護福祉士
(2)10時00分～19時00分
(3)13時00分～22時00分

45060- 2617481 就業場所

月給 理学療法士
(1) 8時30分～17時30分

45060- 2618781 就業場所

月給 変形（１ヶ月単位） 普通自動車免許ＡＴ
(1) 7時00分～16時00分
(2)10時00分～19時00分
(3)13時00分～22時00分

45060- 2621081 就業場所

月給 変形（１ヶ月単位）
(1) 6時00分～15時00分
(2)10時00分～19時00分

45060- 2622381 就業場所

月給 保育士
(1) 9時00分～18時00分

45060- 2624981 就業場所

月給 社会福祉士
(1) 9時00分～18時00分 精神保健福祉士

心理療法士
※又は大学の教育学部
　を卒業した方

45060- 2625581 就業場所

月給 変形（１ヶ月単位）
(1) 8時30分～17時15分

45060- 2627781 就業場所

月給 変形（１年単位）
(1) 8時00分～17時00分
(2)21時00分～ 6時00分

45060- 2628881 就業場所

月給 普通自動車免許ＡＴ
(1) 7時00分～16時00分

45060- 2631681 就業場所

◎ハローワークでは随時紹介を行っておりますので、すでに決定済となっている場合があります。あらかじめご了承ください。
◎この情報はfaxでも提供しています。ポーリング受信機能を使い0983-23-0849をコールして下さい。
◎ パートタイム求人の場合、賃金は時間給です。また、労働時間によって記載されている各種社会保険に加入できない場合があります。

警備職（交通誘導　女性
限定求人）／高鍋営業所

企業警備保障　株式会社 ・イベント会場、駐車場等にお
いて、歩行者及び車両の誘導
を行い、安全を確保する業務で
す。

雇用・労
災・健康・
厚生

18歳
以上 154,000円～

187,000円雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上）

宮崎県宮崎市青葉町６２番地

宮崎県児湯郡高鍋町

作業員 有限会社　中部産業開発 ◯一般廃棄物収集運搬作業
◯浄化槽維持管理清掃業務、糞
尿汲み取り作業
◯下水道施設管理

雇用・労
災・健康・
厚生

40歳
以下 180,000円～

190,000円雇用期間の定めなし 宮崎県児湯郡木城町大字椎木３０
０７

介護職 社会福祉法人　信和会　特
別養護老人ホーム　幸楽荘

○施設入所者の介護（４～７名
体制で行う）
・食事、入浴介助、生活全般の
介護。

雇用・労
災・健康・
厚生

59歳
以下 166,000円～

215,400円雇用期間の定めなし 宮崎県西都市大字茶臼原字轟９４
１番地１

宮崎県西都市

機能訓練指導員：デ
イサービスセンター

社会福祉法人　信和会　特
別養護老人ホーム　幸楽荘

○施設入所者（利用者　定員３
７名）の機能訓練にかかわる
業務。
・個人ごとの機能訓練の実施及

雇用・労
災・健康・
厚生

59歳
以下 182,000円～

242,000円雇用期間の定めなし 宮崎県西都市大字茶臼原字轟９４
１番地１

介護職 社会福祉法人　信和会　特
別養護老人ホーム　幸楽荘

○施設入所者の介護（４～７名
体制で行う）
・食事、入浴介助、生活全般の
介護。

雇用・労
災・健康・
厚生

不問
143,600円～
177,300円雇用期間の定めあり

（4ヶ月以上）

宮崎県西都市大字茶臼原字轟９４
１番地１

宮崎県西都市
調理員／（有料型老人ホー
ム）【トライアル併用求
人】

株式会社　丸喜　さくらの
里

○住宅型有料型老人ホーム　さ
くらの里での入所者への食事
提供。（利用者最大４０名）
　調理、盛り付け、配膳、調理

雇用・労
災・健康・
厚生

不問
130,000円～
150,000円雇用期間の定めなし 宮崎県児湯郡川南町大字平田９１

１－６

保育士『ぴゅあらん
ど光の手』

有限会社　さくら 〇「主に重症心身障害児を通わ
せる」児童発達支援、放課後デ
イサービスにて保育士として子
供たちの療育をして頂きます。

雇用・労
災・健康・
厚生

不問
157,000円～
165,000円雇用期間の定めなし 宮崎県児湯郡木城町大字高城３８

８８番地１

児童指導員『ぴゅあ
らんど光の手』

有限会社　さくら 〇主に重度心身障害児の児童発
達支援、放課後デイサービスに
て児童指導員として子供達の療
育をして頂きます。

雇用・労
災・健康・
厚生

不問
160,000円～
175,000円雇用期間の定めなし 宮崎県児湯郡木城町大字高城３８

８８番地１

検査作業員（常勤） 株式会社　九州大真空 ◆まずは会社見学をしてくださ
い（事前連絡必須）
　会社見学（紹介状発行）→書
類提出（手渡しｏｒ郵送）

雇用・労
災・健康・
厚生

不問
136,640円～
168,640円雇用期間の定めなし 宮崎県児湯郡川南町大字川南２０

０１３番地２

警備員 株式会社　セキュリティ
ロード　高鍋営業所

　　～ＡＬＳＯＫ綜合警備系列
会社～
・警備業全般、施設警備、交通
誘導警備、イベント警備。

雇用・労
災・健康・
厚生

18歳
以上 141,050円～

227,850円雇用期間の定めなし 宮崎県児湯郡高鍋町大字北高鍋１
３３１番地４

◎この求人情報紙『お仕事さがし！こゆ・さいと』は、管内市町村役場 (川南町、木城町、新富町、高鍋町、都農町、西米良村、西都市) のご協力の下、それぞれの役場のホームページ上でもご覧いただけます。

◎また、この情報紙は、次のスーパーマーケットのご協力により店舗内に置かせて頂いておりますので、ご利用ください。（＊面接にはハローワークが発行する紹介状が必要です）

　　　　　コープみやざき高鍋店　　　ながの屋高鍋店　　　マックスバリュ高鍋店・西都店　　　うめこうじ西都店

◎是非、ハローワーク高鍋（西都市雇用情報センター）へお出でください！

 　☞事業所の画像情報を見ることが出来ます
　　　　ハローワークにある求人検索機 (ご希望の求人票を探すことが出来るパソコンです) で求人票を探される場合に、全てではありませんが事業所の画像情報を見ることが出来ます。求人票画面で「事業所情
報表示」というボタンがあれば押してみて下さい。事業所外観・内観、作業風景や製造している商品等を見ることが出来ます。
　 ☞詳しい求人内容を確認できます
　　　　求人検索機に、この求人情報紙の「求人者名」にある４５０６０等で始まる求人番号を入力すると、より詳しい求人条件などが書かれた求人票をご覧になれます。（プリントしてお持ち帰りも可能です）
　　　※求人検索機のご利用方法がおわかりにならない場合は、お気軽に受付でお尋ねください。

市場作業員 株式会社　穏 ◯野菜仕分け作業、選別作業
◯野菜運搬作業：セリ市場から
作業場へ移動
◯管理作業：人員管理、部品管

雇用・労
災・健康・
厚生

45歳
以下 160,000円～

270,000円雇用期間の定めなし 宮崎県西都市大字黒生野２００７
番地



年齢・
職種 指針　 賃金 求人者名 就業時間 加入保険等 必要な免許資格

時給 変形（１ヶ月単位） ホームヘルパー２級以上
(1) 8時00分～17時00分 普通自動車免許ＡＴ
(2)16時00分～ 9時00分
(3) 7時00分～15時00分

45060- 2679181 就業場所

時給 普通自動車免許ＡＴ
(1) 8時00分～13時00分
(2)13時30分～17時00分

45060- 2683481 就業場所

時給 中型自動車免許一種
8時25分～17時10分の間 中型自動車免許二種
の3時間以上 大型自動車免許一種

大型自動車免許二種
※中型自動車免許は

45060- 2664381 就業場所 　8トン限定なし
時給 変形（１ヶ月単位）

(1) 7時00分～16時00分
(2)10時00分～19時00分
(3)17時00分～ 9時00分

45060- 2669781 就業場所

時給 変形（１ヶ月単位）
(1) 7時00分～16時00分
(2)10時00分～19時00分
(3)17時00分～ 9時00分

45060- 2670081 就業場所

時給 普通自動車免許ＡＴ
(1) 9時00分～16時00分

45060- 2671381 就業場所

時給 変形（１年単位）
8時30分～17時30分の間
の6時間程度

45060- 2675481 就業場所

時給
10時00分～20時00分の間
の6時間程度

45060- 2650481 就業場所

時給 変形（１ヶ月単位） ホームヘルパー２級以上
(1)17時00分～ 9時00分 介護職員基礎研修以上

45060- 2654181 就業場所

時給 変形（１ヶ月単位） ホームヘルパー２級以上
(1) 8時00分～17時00分 介護職員基礎研修以上
(2) 8時30分～17時30分

45060- 2655081 就業場所

時給
(1)17時00分～19時30分

45060- 2656381 就業場所

時給
9時00分～17時00分の間
の5時間以上

45060- 2659581 就業場所

時給
(1) 9時00分～16時00分

45060- 2638181 就業場所

時給 社会福祉士
(1) 9時00分～18時00分 精神保健福祉士

心理療法士
※又は大学の教育学部
　を卒業した方

45060- 2626481 就業場所

時給 変形（１年単位） ホームヘルパー２級以上
(1) 7時30分～16時30分 介護職員初任者研修
(2) 8時30分～17時30分 普通自動車免許ＡＴ
(3)13時00分～22時00分

45060- 2632981 就業場所

時給 ホームヘルパー２級以上
(1)22時00分～ 8時00分 介護職員初任者研修

実務者研修修了者

45060- 2633581 就業場所

◎ハローワークでは随時紹介を行っておりますので、すでに決定済となっている場合があります。あらかじめご了承ください。
◎この情報はfaxでも提供しています。ポーリング受信機能を使い0983-23-0849をコールして下さい。
◎ パートタイム求人の場合、賃金は時間給です。また、労働時間によって記載されている各種社会保険に加入できない場合があります。

介護ヘルパー（高
鍋：夜勤専門）

有限会社　すいせん ○グループホームにおけるヘル
パー業務。（利用者９名）
・排泄介助等。
・見守り等

雇用・労災
不問

800円～900円雇用期間の定めなし 宮崎県児湯郡川南町大字川南１９
４１５－１

宮崎県児湯郡高鍋町

介護職（高鍋） 有限会社　すいせん ○介護職全般　（利用者　各９
名）
・日常生活（食事、排泄、入浴
等）の介助、介護をして

雇用・労災
不問

800円～900円雇用期間の定めなし 宮崎県児湯郡川南町大字川南１９
４１５－１

宮崎県児湯郡高鍋町

児童指導員『ぴゅあ
らんど光の手』

有限会社　さくら 〇主に重度心身障害児の児童発
達支援、放課後デイサービスに
て児童指導員として子供達の療
育をして頂きます。

雇用・労
災・健康・
厚生

不問

900円～900円雇用期間の定めなし 宮崎県児湯郡木城町大字高城３８
８８番地１

一般事務（会計室） 西都市役所 ◯西都市役所内会計室での業務
になります。
・入金伝票の仕分け・集計作業
・会計ソフトへ入力作業

雇用・労
災・健康・
厚生

不問

780円～780円雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上）

宮崎県西都市聖陵町２丁目１番地

レジ及び販売（９時
～１７時の間）

株式会社　ナフコ　高鍋店 ○レジ業務及び販売、商品補
充、・管理等業務

＊詳細は面接時に説明します。

雇用・労災
不問

750円～750円雇用期間の定めなし 宮崎県児湯郡高鍋町大字北高鍋４
７２０－４

レジ及び商品補充（１７
時～１９時３０分）

株式会社　ナフコ　高鍋店 ○レジ及び商品補充業務。

＊詳細は面接時に説明します。


労災
不問

800円～800円雇用期間の定めなし 宮崎県児湯郡高鍋町大字北高鍋４
７２０－４

介護職【急募】 特定非営利活動法人　敬愛
グループホーム　なごやか

○施設内での介護業務全般。
（定員　９名）
○認知症高齢者の尊厳と健康を
支える仕事です。　　　　　○

雇用・労災
不問

750円～850円雇用期間の定めなし 宮崎県児湯郡高鍋町大字上江１９
４０－２

宮崎県児湯郡高鍋町

介護職（夜勤専門）
【急募】

特定非営利活動法人　敬愛
グループホーム　なごやか

○認知症高齢者の夜間の見守り
業務。（定員　９名）
＊研修１週間（昼勤勤務をして
から夜勤に入ります）

労災
18歳
以上 1,071円～1,071

円雇用期間の定めなし 宮崎県児湯郡高鍋町大字上江１９
４０－２

店舗販売（高鍋店） 株式会社　フタタ　高鍋店 ○店舗内でのメンズ・レディー
ス洋品の接客・販売業務。
（ノルマなし）
・入荷商品の検品・商品陳列な

雇用・労災
不問

800円～800円雇用期間の定めなし 宮崎県児湯郡高鍋町大字北高鍋３
２１９－２

宮崎県児湯郡高鍋町

育苗管理（西都市） ブルーファーム株式会社 ○ハウス内（西都市）における
発芽苗、接木苗を鉢上げし、
　定植出来る大きさまで仕上げ
て出荷します。

雇用・労災
不問

750円～800円雇用期間の定めあり
（4ヶ月未満）

宮崎県西都市大字上三財７１００
番地

営業及び企画職 有限会社　ふくしげ印刷 ◯印刷会社の営業・企画・印刷
補助をして頂きます。
・相手様の売上アップや効率
アップ、イメージアップにつな

雇用・労災
不問

750円～800円雇用期間の定めなし 宮崎県西都市大字三宅２４４５番
地７

介護職員（有料老人
ホーム）

有限会社　ひかり苑　新富 ○有料老人ホームでの介護業
務。
・食事・入浴・排泄介助・レク
レーションなど、利用者との

雇用・労災
不問

750円～1,000円雇用期間の定めなし 宮崎県児湯郡新富町大字新田１９
２８番１

介護職員（デイサー
ビスセンター）

有限会社　ひかり苑　新富 ○デイサービスセンターでの介
護業務。
・食事・入浴・排泄介助・レク
レーションなど、利用者との

雇用・労災
不問

750円～1,000円雇用期間の定めなし 宮崎県児湯郡新富町大字新田１９
２８番１

高鍋町マイクロバス
運転手

高鍋町役場 ○高鍋町のマイクロバス運転業
務全般
・県内・県外の日帰り行事等運
転や県外宿泊行事等の運転業

労災
不問

1,200円～1,200
円雇用期間の定めあり

（4ヶ月以上）

宮崎県児湯郡高鍋町大字上江８４
３７

宮崎県児湯郡高鍋町

雇用・労災
不問

750円～750円雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上）

宮崎県児湯郡新富町大字上富田３
３４９－１

宮崎県児湯郡新富町

810円～870円雇用期間の定めなし 宮崎県児湯郡新富町大字上富田３
８０５番地

宮崎県児湯郡新富町

介護職（デイサービ
ス）

サポート芳士株式会社 ○「花と緑のデイサービス」で
の介護業務全般。
・利用者の見守りや相談相手に
なって頂きます。

（パート） 7月2日号
仕事の内容・就業場所

介護職／有料老人
ホーム

株式会社　兒玉 ○入居者の日常生活（食事介
助・入浴介助・排泄介助等）の
介護業務。（利用者定員：４５
名）

雇用・労災
不問

 ℡ 0983-23-0848 fax0983-23-0849 

ハローワーク高鍋 

 ※ 面接にはハローワークが発行する紹介状が必要です。 



年齢・
職種 指針　 賃金 求人者名 就業時間 加入保険等 必要な免許資格

（パート） 7月2日号
仕事の内容・就業場所

 ℡ 0983-23-0848 fax0983-23-0849 

ハローワーク高鍋 

 ※ 面接にはハローワークが発行する紹介状が必要です。 

時給 ホームヘルパー２級以上
(1)13時00分～22時00分 介護職員初任者研修

実務者研修修了者

45060- 2634481 就業場所

時給
(1) 8時30分～15時30分

45010-16058881 就業場所

◎ハローワークでは随時紹介を行っておりますので、すでに決定済となっている場合があります。あらかじめご了承ください。
◎この情報はfaxでも提供しています。ポーリング受信機能を使い0983-23-0849をコールして下さい。
◎ パートタイム求人の場合、賃金は時間給です。また、労働時間によって記載されている各種社会保険に加入できない場合があります。

学校給食調理／西都
市学校給食センター

株式会社　総合人材セン
ター　宮崎支店

学校給食及び付帯業務を行って
頂きます。
◎材料洗浄～下ごしらえ～調理
～容器分配等

雇用・労災
不問

750円～800円雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上）

宮崎県宮崎市旭１丁目６番１７号
マリンビル２Ｆ

宮崎県西都市

介護ヘルパー（高
鍋：準夜勤専門）

有限会社　すいせん ○グループホームにおけるヘル
パー業務。（利用者９名）
・排泄介助等。
・見守り等

雇用・労災
不問

800円～900円雇用期間の定めなし 宮崎県児湯郡川南町大字川南１９
４１５－１

宮崎県児湯郡高鍋町


