
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
(1) 5時30分～ 9時30分

45010-18195481 就業場所

時給
(1) 5時30分～ 9時30分

45010-18201881 就業場所

時給 交替制あり
(1) 6時30分～15時30分
(2) 9時30分～19時00分

45010-18209481 就業場所

時給
(1)10時00分～14時00分

45010-18016981 就業場所

時給
(1) 6時00分～ 9時00分

45010-18072381 就業場所

時給
(1) 9時00分～16時30分

45030- 3013481 就業場所

時給 交替制あり 普通自動車免許ＡＴ
(1) 8時00分～17時00分 ホームヘルパー２級以上
(2) 8時30分～17時30分 介護職員初任者研修
(3)10時00分～19時00分 介護福祉士

45060- 2850581 就業場所

時給 交替制あり ホームヘルパー２級以上
(1)17時00分～ 9時00分 介護職員初任者研修

介護福祉士
実務者研修修了者
准看護師

45060- 2853881 就業場所

時給 変形（１ヶ月単位）
(1) 5時00分～11時00分
(2) 6時00分～12時00分
(3)11時00分～17時00分
(4) 8時00分～14時00分

45060- 2855181 就業場所

時給
(1)10時00分～17時00分

45060- 2857381 就業場所

時給 普通自動車免許ＡＴ
(1) 9時00分～15時50分

45060- 2862281 就業場所

時給 交替制あり
(1) 8時00分～12時00分
(2)13時00分～17時00分

45060- 2867981 就業場所

時給 8時00分～20時00分の間 普通自動車免許ＡＴ
の6時間程度

45060- 2871181 就業場所

時給 普通自動車免許一種
(1) 8時30分～15時00分

45060- 2840681 就業場所

時給 普通自動車免許ＡＴ
(1) 8時20分～15時20分

45060- 2844781 就業場所

時給 8時00分～17時00分の間
の5時間程度

45060- 2847181 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。

食品製造加工員 サンアグリフーズ株式会社 ○工場内での食品製造加工業務
全般。
・工場ラインでの野菜洗い、き
ざみ、袋詰め等の一連作業に

雇用・労災
不問

740円～750円雇用期間の定めなし 宮崎県児湯郡都農町大字川北１４
３２－７

宮崎県児湯郡都農町

支援員【セサミ　ファー
ム】（新富町）

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
不問

820円～820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

宮崎県児湯郡新富町

洗車担当 株式会社　中尾自動車 ◯車検、代車、展示車等の洗車
及び内装の掃除業務。
＊その他、付随業務をお願いす
る事があります。

労災
不問

800円～800円雇用期間の定めなし 宮崎県西都市大字三宅２４８２－
４

一般事務 宮崎ウッド　事業協同組合 事務局にて、官公署庁に提出す
る書類を中心とした事務を
担当して頂きます。
（主な担当業務）

雇用・労災
不問

800円～900円雇用期間の定めなし 宮崎県西都市大字三宅６３－１

調理職員 社会福祉法人　泰久会　特別養
護老人ホーム　鈴南の里

○高齢者介護サービスにかかる
調理業務全般
◯野菜の切り込み、洗浄


労災
不問

780円～780円雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上）

宮崎県児湯郡川南町大字川南１２
７０７

屋外広告物監視員業
務

宮崎県高鍋土木事務所 高鍋土木事務所管内で屋外広告
物の監視業務を担当していただ
きます。
【主な担当業務】

雇用・労
災・健康・
厚生

不問

994円～994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北高鍋中
須ノ三３８７０－１（宮崎県高鍋

里芋の加工 株式会社　ジェイエイフー
ズみやざき

○ナイフを使って、機械では取
りきれなかった里芋の皮むき
作業をおこなって頂きます。
（立ち仕事です）

雇用・労災
不問

740円～800円雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上）

宮崎県西都市大字南方３３９８番
地２

カット野菜（小袋）
製造【急募】

株式会社　ジェイエイフー
ズみやざき

○野菜をカットして、包装機で
包装して、出荷する作業にな
ります。
（スーパーやコンビニで販売し

雇用・労
災・健康・
厚生

不問

740円～800円雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上）

宮崎県西都市大字南方３３９８番
地２

介護　夜勤専門（３
号館：川南町）

特定非営利活動法人こすもすの
里　グループホームこすもす

○グループホームにおける認知
症高齢者の介護サービス全
般。（利用者　９名）＊この仕
事は１人体制です。

雇用・労災
18歳
以上

850円～850円雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上）

宮崎県児湯郡木城町大字椎木４０
０７－２

宮崎県児湯郡川南町

介護職（２号館：新
富町）

特定非営利活動法人こすもすの
里　グループホームこすもす

○グループホームにおける認知
症高齢者の介護サービス全般
（利用者　９名）
◎スキルアップの研修あり。

雇用・労災
不問

780円～850円雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上）

宮崎県児湯郡木城町大字椎木４０
０７－２

宮崎県児湯郡新富町

西の丸川南店（パチ
ンコ店の接客担当）

株式会社　西の丸 残業０、ノルマ０、きつい玉運
びなし。幅広い年代が活躍でき
ます。
扶養内で働く方や休みを充実さ

雇用・労災
不問

800円～1,000円雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上）

宮崎県東臼杵郡門川町中須４丁目
２９番地

宮崎県児湯郡川南町

清掃員（朝）／西都
児湯森林管理署

有限会社　大和防虫セン
ター

受注のあった施設の清掃作業に
従事します。
・施設内の供用部、フロア、ト
イレ、窓等の拭き、掃き作業

労災
不問

750円～750円雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上）

宮崎県宮崎市大和町９０番地１

宮崎県西都市

客室内清掃／ホテル
ＡＺ都農店

株式会社　九州ダイケン ・ホテル客室内の清掃（浴室、
トイレ等）及びベットメイク
　業務
・アメニティのセット

雇用・労災
不問

770円～770円雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上）

宮崎県宮崎市広島２丁目５番１０
号　朝日生命ビル１Ｆ

宮崎県児湯郡都農町

調理員／とのこおり
荘

富士産業　株式会社　宮崎
事業部

・入所者様のお食事を作るお仕
事です。

・お食事の内容により、きざみ

雇用・労災
不問

750円～1,000円雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上）

宮崎県宮崎市広島１丁目１８－７
大同生命ビル２階

宮崎県西都市

800円～1,000円雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上）

宮崎県宮崎市広島１丁目１８－７
大同生命ビル２階

宮崎県児湯郡都農町

調理員（早番）／シ
ルバーケア新富

富士産業　株式会社　宮崎
事業部

介護施設の入所者様及び利用者
様への食事提供の為の調理のお
仕事です。
・入所者様の状態に合わせた食

雇用・労災
不問

800円～950円雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上）

宮崎県宮崎市広島１丁目１８－７
大同生命ビル２階

宮崎県児湯郡新富町

（パート） 7月17日号
仕事の内容・就業場所

調理員／都農町国保
病院

富士産業　株式会社　宮崎
事業部

・入院患者さんや職員さんの食
事を作るお仕事です

＊２０～３０食程度

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17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
(1) 9時00分～13時00分

45060- 2835481 就業場所

時給 交替制あり
(1) 7時00分～12時00分
(2) 7時00分～15時00分

45060- 2836781 就業場所

時給
(1)12時00分～17時00分
(2)18時00分～22時00分

44010-19734781 就業場所

時給
(1) 9時00分～16時00分

45010-17823881 就業場所

時給 7時00分～20時00分の間 普通自動車免許一種
の5時間程度 普通自動車免許ＡＴ

45010-17702181 就業場所

時給
(1) 8時15分～13時00分

45010-17716781 就業場所

時給 変形（１ヶ月単位）
(1) 6時00分～11時30分
(2) 7時00分～12時30分
(3) 8時00分～13時30分

45060- 2807081 就業場所

時給 変形（１ヶ月単位）
(1)11時00分～16時30分
(2)12時00分～17時30分

45060- 2808381 就業場所

時給 変形（１ヶ月単位）
(1)11時00分～16時30分
(2)12時00分～17時30分

45060- 2809681 就業場所

時給 保育士
(1) 8時30分～17時30分

45060- 2814181 就業場所

時給 正看護師
(1)17時00分～ 9時30分 准看護師

45060- 2818981 就業場所

時給 交替制あり
(1) 9時40分～13時10分
(2)13時10分～17時10分

45060- 2826981 就業場所

時給 8時30分～17時30分の間
の5時間以上

45060- 2794681 就業場所

時給
(1)10時00分～14時30分
(2)16時00分～21時00分

45060- 2803781 就業場所

時給
(1) 9時00分～10時00分
(2)14時30分～16時30分

45060- 2804881 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。

清掃担当≪急募≫ 山麓亭 ◯開店準備
・店内清掃（トイレ掃除を含
む）
・予約席、部屋の掃除

労災
不問

750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１３
６１７－１

接客（ホール）≪急
募≫

山麓亭 ○店内での接客業務全般。（座
席数５０席）
・開店準備、予約準備
・お客様の注文を受け、料理の

労災
不問

750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１３
６１７－１

酒造製造補助員 株式会社　岩倉酒造 ○酒造製造に係るすべての作
業。
・焼酎用芋の選別作業：イモ洗
い機に入れる際と洗い終わっ

雇用・労災
不問

850円～850円雇用期間の定めあり
（4ヶ月未満）

宮崎県西都市大字下三財７９４５
番地

特別展グッズ販売
（美術館）

高鍋町役場 ○美術館において特別展のグッ
ズ販売等の受付業務。
・その他　付随業務あり


雇用・労災
不問

750円～750円雇用期間の定めあり
（4ヶ月未満）

宮崎県児湯郡高鍋町大字上江８４
３７

宮崎県児湯郡高鍋町

看護師（正又は
准）：夜勤担当

医療法人　育心会 ○介護老人保健施設（６５床）
の夜勤帯の看護業務。
・入所利用者に対して、医師の
診療方針やケアプランの沿っ

労災
不問

1,900円～1,900
円雇用期間の定めなし 宮崎県児湯郡新富町大字新田４８

１－１
宮崎県児湯郡新富町

保育補助（十文字保
育園）

社会福祉法人　石井記念
友愛社

＊０歳～５歳児（定員７０名）
の保育補助。

＊就業時間帯（８：３０～１

雇用・労災
不問

960円～1,000円雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上）

宮崎県児湯郡木城町大字椎木６４
４－１

宮崎県児湯郡川南町

商品のトレー詰め 有限会社　永友食品 ○和惣菜及び寿司等などの製造
後の商品をトレー詰める作業
になります。
　

雇用・労災
不問

740円～924円雇用期間の定めなし 宮崎県児湯郡川南町大字川南２２
６７６－１

宮崎県児湯郡川南町

商品の仕分け 有限会社　永友食品 ○製造後の商品の仕分け、振り
分け作業。
＊パック詰めされた商品を各配
達先のお店ごとに仕分けして

雇用・労災
不問

740円～924円雇用期間の定めなし 宮崎県児湯郡川南町大字川南２２
６７６－１

宮崎県児湯郡川南町

野菜一次加工作業員 有限会社　永友食品 ○野菜の一次加工作業他
　じゃがいもの皮むき等他

○簡単な清掃・片付け

雇用・労災
不問

740円～924円雇用期間の定めなし 宮崎県児湯郡川南町大字川南２２
６７６－１

宮崎県児湯郡川南町

医療事務（外来業
務）／都農町

株式会社　ニチイ学館　宮
崎支店

・患者対応及び電話対応

・算定及び会計業務


雇用・労災
不問

750円～800円雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上）

宮崎県宮崎市錦町１－１０　宮崎
グリーンスフィア壱番館４Ｆ

宮崎県児湯郡都農町

世話人／音音（りず
む）

一般社団法人　えがおの杜 ・利用者への食事調理
（刻み食、普通食、流動食、ソ
フト食など）
・おやつの調理（簡単なものを

雇用・労災
不問

750円～1,000円雇用期間の定めあり
（4ヶ月未満）

宮崎県宮崎市和知川原１丁目５０
番地

宮崎県西都市

軽作業・検査業務 株式会社　山洋製作所 ・自動車用や産業用等のワイ
ヤーハーネス（電気配線）の加
工及び組立作業を行っていただ
きます。

雇用・労災
64歳
以下

750円～750円雇用期間の定めなし 宮崎県宮崎市佐土原町下田島１８
９６４－１

宮崎県宮崎市

販売員（川南町大字川南字
出水原・救命堂　川南店）

株式会社　九州セイムス 宮崎県児湯郡川南町大字川南字
出水原にある「救命堂　川南
店」にて
・薬、化粧品、雑貨食品等の販

労災
18歳
以上

740円～750円雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上）

大分市大字羽屋２９番地の４

宮崎県児湯郡川南町

清掃作業員（宮崎病
院）

株式会社　児湯ビルサービ
ス

○独立行政法人　国立病院機構
宮崎病院内での清掃業務全般
○その他、附随作業あり。


雇用・労災
不問

740円～740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北高鍋８
０６－２

宮崎県児湯郡川南町

医療事務 医療法人　昇山会 ○昇山会グループでの医療事務
業務全般。、
・受付業務、電話応対等。
・医療レセプト入力、作成、提

雇用・労災
不問

750円～750円雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上）

宮崎県西都市妻町２丁目３３番地

宮崎県西都市
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月給 変形（１ヶ月単位）
(1) 5時30分～14時30分
(2)10時30分～19時30分

45010-18159081 就業場所

月給 変形（１ヶ月単位） 調理師
(1) 6時00分～15時00分
(2) 7時00分～16時00分
(3)10時00分～19時00分

45010-18164881 就業場所

月給 変形（１ヶ月単位）
(1) 5時00分～13時40分
(2) 6時30分～15時30分
(3) 8時00分～17時00分
(4)10時00分～19時15分

45010-18174181 就業場所

月給 変形（１ヶ月単位） 栄養士
(1) 8時30分～17時30分 管理栄養士
(2) 9時30分～18時30分

45010-18175081 就業場所

月給 変形（１ヶ月単位） 調理師
(1) 5時30分～14時30分
(2) 7時00分～16時00分
(3)10時00分～19時00分

45010-18179581 就業場所

月給 変形（１ヶ月単位） 栄養士
(1) 5時30分～14時30分
(2) 9時00分～18時00分
(3)10時30分～19時30分

45010-18182181 就業場所

月給 変形（１ヶ月単位）
(1) 5時30分～14時30分
(2)10時30分～19時30分
(3) 9時00分～18時00分

45010-18197881 就業場所

月給 変形（１ヶ月単位）
(1) 5時30分～14時30分
(2)10時30分～19時30分

45010-18198281 就業場所

月給 変形（１ヶ月単位） 調理師
(1) 6時00分～15時00分
(2) 7時00分～16時00分
(3)10時30分～19時30分

45010-18200781 就業場所

月給 変形（１ヶ月単位）
(1) 5時30分～14時30分
(2) 9時30分～18時30分

45010-18202281 就業場所

月給 変形（１ヶ月単位）
(1) 5時30分～14時30分
(2) 6時00分～15時00分
(3) 9時00分～18時00分
(4) 9時45分～19時15分

45010-18206681 就業場所

月給 変形（１ヶ月単位）
(1) 5時30分～14時30分
(2)10時15分～19時15分
(3) 9時00分～18時00分

45010-18207981 就業場所

月給 変形（１ヶ月単位） 栄養士
(1) 8時30分～17時30分

45010-18216581 就業場所

月給 変形（１ヶ月単位）
(1) 6時30分～15時30分
(2) 9時30分～19時00分

45010-18222381 就業場所

月給
(1) 8時30分～17時15分

45060- 2849381 就業場所

月給 変形（１ヶ月単位） 介護福祉士
(1) 8時00分～17時00分 介護職員初任者研修
(2) 8時30分～17時30分 ヘルパー2級以上
(3)10時00分～19時00分 普通自動車免許ＡＴ
(4)17時00分～ 9時00分

45060- 2851481 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17日号
仕事の内容・就業場所

調理員／うからの里 富士産業　株式会社　宮崎
事業部

・入所者様や、職員さんの食事
を作るお仕事にたずさわって
いただきます。
・厨房業務全般を行います。

雇用・労
災・健康・
厚生

不問

雇用・労
災・健康・
厚生

不問
140,000円～
200,000円雇用期間の定めあり

（4ヶ月以上）

宮崎県宮崎市広島１丁目１８－７
大同生命ビル２階

宮崎県西都市

124,320円～
168,000円雇用期間の定めあり

（4ヶ月未満）

宮崎県宮崎市広島１丁目１８－７
大同生命ビル２階

宮崎県西都市

調理師／西都児湯医
療センター

富士産業　株式会社　宮崎
事業部

・入院患者様や職員様の食事を
作るお仕事です。
　＊食事提供数３０～４０食／
各食

調理員（交替制）／
鶴田病院

富士産業　株式会社　宮崎
事業部

・入院患者さんや職員さんの食
事を作るお仕事です
＊朝、夕食、日祝は１００食、
昼食、平日と土曜は２００食

雇用・労
災・健康・
厚生

不問
126,000円～
168,000円雇用期間の定めあり

（4ヶ月以上）

宮崎県宮崎市広島１丁目１８－７
大同生命ビル２階

宮崎県西都市

栄養士／鶴田病院 富士産業　株式会社　宮崎
事業部

・入院患者さんや職員さんの食
事を作るお仕事での栄養士
　業務（発注、検収）
・１５７床

雇用・労
災・健康・
厚生

不問
170,000円～
200,000円雇用期間の定めあり

（4ヶ月以上）

宮崎県宮崎市広島１丁目１８－７
大同生命ビル２階

宮崎県西都市

調理師／西都病院 富士産業　株式会社　宮崎
事業部

病院での患者様や職員のお食事
を作る仕事です。
・調理業務全般：献立の内容に
沿ってきざみ、トロミ、ミキ

雇用・労
災・健康・
厚生

不問
145,000円～
200,000円雇用期間の定めあり

（4ヶ月以上）

宮崎県宮崎市広島１丁目１８－７
大同生命ビル２階

宮崎県西都市

栄養士／都農町国保
病院

富士産業　株式会社　宮崎
事業部

栄養士業務全般
（献立作成、発注、検品、検収
など）
・厨房内での調理補助業務（盛

雇用・労
災・健康・
厚生

不問
150,000円～
180,000円雇用期間の定めあり

（4ヶ月以上）

宮崎県宮崎市広島１丁目１８－７
大同生命ビル２階

宮崎県児湯郡都農町

調理員／西都病院 富士産業　株式会社　宮崎
事業部

病院の入院患者様及び職員様へ
の食事提供の為の調理のお仕事
です。
・患者様の状態に合わせた食事

雇用・労
災・健康・
厚生

不問
127,680円～
168,000円雇用期間の定めあり

（4ヶ月以上）

宮崎県宮崎市広島１丁目１８－７
大同生命ビル２階

宮崎県西都市

調理員／都農町国保
病院

富士産業　株式会社　宮崎
事業部

病院での患者様や職員のお食事
を作る仕事です。
・調理業務全般：献立の内容に
沿ってきざみ、トロミ、ミキ

雇用・労
災・健康・
厚生

不問
134,400円～
168,000円雇用期間の定めあり

（4ヶ月以上）

宮崎県宮崎市広島１丁目１８－７
大同生命ビル２階

宮崎県児湯郡都農町

調理師／西都児湯医
療センター

富士産業　株式会社　宮崎
事業部

・入院患者さんや職員さんの食
事を作るお仕事にたずさわっ
ていただきます。（９１床）


雇用・労
災・健康・
厚生

不問
126,000円～
168,000円雇用期間の定めあり

（4ヶ月以上）

宮崎県宮崎市広島１丁目１８－７
大同生命ビル２階

宮崎県西都市

調理員（交替制）／
シルバーケア新富

富士産業　株式会社　宮崎
事業部

介護施設の入所者様及び利用者
様への食事提供の為の調理のお
仕事です。
・患者様の状態に合わせた食事

雇用・労
災・健康・
厚生

不問
124,320円～
168,000円雇用期間の定めあり

（4ヶ月以上）

宮崎県宮崎市広島１丁目１８－７
大同生命ビル２階

宮崎県児湯郡新富町

調理員／なでしこ園 富士産業　株式会社　宮崎
事業部

介護施設の入所者様及び利用者
様への食事提供の為の調理のお
仕事です。
・患者様の状態に合わせた食事

雇用・労
災・健康・
厚生

不問
124,320円～
168,000円雇用期間の定めあり

（4ヶ月以上）

宮崎県宮崎市広島１丁目１８－７
大同生命ビル２階

宮崎県児湯郡高鍋町

調理員／菜花園 富士産業　株式会社　宮崎
事業部

介護施設内厨房にて入所者さん
や職員さんの食事を作るお仕事
にたずさわっていただきます。
（８０床）

雇用・労
災・健康・
厚生

不問
124,320円～
168,000円雇用期間の定めあり

（4ヶ月以上）

宮崎県宮崎市広島１丁目１８－７
大同生命ビル２階

宮崎県西都市

栄養士／シルバーケ
ア新富

富士産業　株式会社　宮崎
事業部

栄養士業務全般

・パソコンを使用しての職数管
理、発注、検収業務を行って

雇用・労
災・健康・
厚生

不問
150,000円～
220,000円雇用期間の定めあり

（4ヶ月以上）

宮崎県宮崎市広島１丁目１８－７
大同生命ビル２階

宮崎県児湯郡新富町

調理員／とのこおり
荘

富士産業　株式会社　宮崎
事業部

・入院患者さんや職員さんの食
事を作るお仕事です。
　（施設　５０床）


雇用・労
災・健康・
厚生

不問
126,000円～
168,000円雇用期間の定めあり

（4ヶ月以上）

宮崎県宮崎市広島１丁目１８－７
大同生命ビル２階

宮崎県西都市

一般事務補助 宮崎県高鍋土木事務所 ◯庶務一般に関すること
・工事関係書類の整理
・各種資料のパソコンへの入出
力

雇用・労
災・健康・
厚生

不問
120,000円～
120,000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北高鍋中
須ノ三３８７０－１（宮崎県高鍋

介護職（川南町）【トラ
イアル併用求人】

特定非営利活動法人こすもすの
里　グループホームこすもす

○認知症高齢者の介護全般。
（利用者：９名）
・食事介助、入浴介助、排泄介
助、外出介助等。

雇用・労
災・健康・
厚生

不問
169,000円～
192,000円雇用期間の定めなし 宮崎県児湯郡木城町大字椎木４０

０７－２
宮崎県児湯郡川南町

 ℡ 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17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ヶ月単位） 普通自動車免許ＡＴ
(1) 8時00分～17時00分 介護福祉士
(2) 8時30分～17時30分 介護職員初任者研修
(3)10時00分～19時00分 ホームヘルパー２級以上
(4)17時00分～ 9時00分

45060- 2852781 就業場所

月給 変形（１ヶ月単位）
(1) 5時00分～14時00分
(2) 6時00分～15時00分
(3)11時00分～20時00分
(4) 8時00分～17時00分

45060- 2854281 就業場所

月給 変形（１年単位）
(1) 8時00分～17時00分

45060- 2856081 就業場所

月給
(1) 8時30分～17時15分

45060- 2858681 就業場所

月給 変形（１年単位） 普通自動車免許ＡＴ
(1) 8時30分～17時30分
(2) 9時00分～18時00分
(3) 8時30分～12時00分
(4) 9時00分～12時30分

45060- 2859981 就業場所

月給 変形（１年単位） 普通自動車免許ＡＴ
(1) 8時30分～17時30分
(2) 9時00分～18時00分
(3) 8時30分～12時00分
(4) 9時00分～12時30分

45060- 2860781 就業場所

月給 変形（１ヶ月単位） 保育士
6時00分～21時00分の間 正看護師
の8時間程度 准看護師

児童指導員
普通自動車免許ＡＴ

45060- 2861881 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- 2863181 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- 2864081 就業場所

月給 変形（１ヶ月単位）
(1) 6時00分～15時00分
(2) 8時00分～17時00分
(3) 9時30分～18時45分

45060- 2865381 就業場所

月給 変形（１ヶ月単位）
(1) 7時00分～16時00分
(2) 9時00分～18時30分
(3)10時00分～19時00分

45060- 2866681 就業場所

月給
(1) 7時30分～17時00分

45060- 2868581 就業場所

月給 変形（１ヶ月単位） 介護福祉士
(1) 8時00分～17時00分
(2)10時00分～19時00分

45060- 2869481 就業場所

月給 変形（１ヶ月単位） 介護福祉士
(1) 8時00分～17時00分
(2)10時00分～19時00分

45060- 2870281 就業場所

月給
(1)10時00分～19時00分

43010-25548981 就業場所

月給 簿記2級以上
(1) 8時30分～17時00分
(2) 8時30分～12時00分

45010-18061181 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。

介護職（新富町）【トラ
イアル併用求人】

特定非営利活動法人こすもすの
里　グループホームこすもす

○認知症高齢者の介護全般。
（利用者：９名）
・食事介助、入浴介助、排泄介
助、外出介助等。

雇用・労
災・健康・
厚生

不問
169,000円～
192,000円雇用期間の定めなし 宮崎県児湯郡木城町大字椎木４０

０７－２
宮崎県児湯郡新富町

カット野菜（小袋）
製造【急募】

株式会社　ジェイエイフー
ズみやざき

○野菜をカットして、包装機で
包装して、出荷する作業にな
ります。
（スーパーやコンビニで販売し

雇用・労
災・健康・
厚生

不問
129,600円～
178,020円雇用期間の定めあり

（4ヶ月以上）

宮崎県西都市大字南方３３９８番
地２

冷凍野菜の加工・包
装

株式会社　ジェイエイフー
ズみやざき

○野菜の冷凍加工作業全般。
・その他、附随作業あり。

＊ライン工程での立ち仕事にな

雇用・労
災・健康・
厚生

不問
127,872円～
138,240円雇用期間の定めあり

（4ヶ月以上）

宮崎県西都市大字南方３３９８番
地２

宮崎県西都市

店内スタッフ 株式会社　都農ワイン ○カフェでの接客、レジ。
◯ワイン販売等
＊その他関連業務をお願いする
ことがあります。

雇用・労
災・健康・
厚生

不問
136,400円～
136,400円雇用期間の定めなし 宮崎県児湯郡都農町大字川北１４

６０９－２０

医療事務（調剤） 有限会社　佐藤幹薬局　木
城

医療事務として
・保険請求・会計業務・エクセ
ル・ワード入力業務
・調剤補助

雇用・労
災・健康・
厚生

35歳
以下 145,000円～

185,000円雇用期間の定めなし 宮崎県児湯郡木城町大字高城３８
４８－３

宮崎県児湯郡木城町

医療事務（調剤）：
パート社員

有限会社　佐藤幹薬局　木
城

医療事務として
・保険請求・会計業務・エクセ
ル・ワード入力業務
・調剤補助

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 宮崎県児湯郡木城町大字高城３８

４８－３
宮崎県児湯郡木城町

保育士・指導員・看護師
（児童養護施設）

社会福祉法人　石井記念
友愛社

児童養護施設での保育士・指導
員・看護師業務
　＊児童養護施設に入居する子
どもたちの対する生活習慣

雇用・労
災・健康・
厚生

不問
176,800円～
198,800円雇用期間の定めなし 宮崎県児湯郡木城町大字椎木６４

４－１
宮崎県児湯郡木城町

調理員（ルーチェ） 医療法人　暁星会　三財病
院

○有料老人ホーム　ルーチェに
おける入所者（約２０名）の
食事の提供。
・朝食、昼食、夕食。

雇用・労
災・健康・
厚生

59歳
以下 140,000円～

160,000円雇用期間の定めなし 宮崎県西都市大字下三財３３７８

宮崎県西都市

飼育管理作業員 株式会社　ケイエスファー
ム

○入雛準備から出荷（５２日～
５３日）までの飼育管理作業
全般。
（入雛準備）

雇用・労
災・健康・
厚生

不問
161,504円～
167,840円雇用期間の定めなし 宮崎県児湯郡川南町大字川南２３

１７０－２

調理職員 社会福祉法人　泰久会　特別養
護老人ホーム　鈴南の里

○高齢者介護サービスにかかる
調理業務全般
◯８０人分の朝食、昼食、夕食
の食事を作ります。

雇用・労
災・健康・
厚生・財形

不問
130,000円～
138,000円雇用期間の定めなし 宮崎県児湯郡川南町大字川南１２

７０７

介護職員 社会福祉法人　泰久会　特別養
護老人ホーム　鈴南の里

◯老人福祉施設利用者への介護
業務全般（定員８０名）
・食事介助、入浴介助、排泄介
助等

雇用・労
災・健康・
厚生・財形

不問
148,000円～
172,000円雇用期間の定めなし 宮崎県児湯郡川南町大字川南１２

７０７

建築板金工 平野板金工業 ○主に金属屋根の工事や雨樋の
各種工事業務全般。
・民間宅の新築工事や張替工事
です。

18歳
以上 172,900円～

222,300円雇用期間の定めなし 宮崎県西都市大字下三財岩崎３３
５１番地

サービス提供責任者
（訪問）

株式会社　丸喜　さくらの
里

『訪問介護事業所　さくらの
里』での訪問介護全般業務。
・ヘルパーの管理及びサービス
提供責任者業務

雇用・労
災・健康・
厚生

不問
150,000円～
200,000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

サービス提供責任者
（訪問）

株式会社　丸喜　さくらの
里

『訪問介護事業所　さくらの
里』での訪問介護全般業務。
・ヘルパーの管理及びサービス
提供責任者業務

雇用・労
災・健康・
厚生

不問
150,000円～
200,000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

ドコモショップでの接
客・販売／宮崎県児湯郡

株式会社　ミリオンネット
ワーク

ドコモショップ窓口業務
・携帯販売
・支払応対等


雇用・労
災・健康・
厚生

不問
188,320円～
205,440円雇用期間の定めあり

（4ヶ月以上）

熊本県熊本市東区渡鹿８丁目１２
番１８号

宮崎県児湯郡高鍋町

財務会計・庶務／高
鍋町

株式会社　文化コーポレー
ション　営業部

管理部における財務会計・庶務
のお仕事です。
・日々の会計処理、庶務
・事業計画及び予算組み並びに

雇用・労
災・健康・
厚生

不問
175,840円～
240,210円雇用期間の定めあり

（4ヶ月以上）

宮崎県宮崎市生目台西３丁目４－
２

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17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) 8時00分～17時00分

45020- 4277381 就業場所

月給
(1) 8時00分～17時00分
(2) 9時00分～16時00分

45060- 2841981 就業場所

月給 普通自動車免許一種
(1) 8時20分～17時20分

45060- 2843481 就業場所

月給 (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～16時00分
(4)10時00分～19時00分
(5) 9時00分～18時00分

45060- 2845881 就業場所 (6) 8時30分～17時30分
月給

(1) 8時00分～17時00分

45060- 2846281 就業場所

月給 変形（１年単位） 普通自動車免許一種
(1) 8時00分～17時00分

45060- 2848081 就業場所

月給 変形（１ヶ月単位）
(1) 9時30分～18時30分

43010-25442981 就業場所

月給 変形（１年単位） 大型自動車免許一種
(1) 8時00分～17時00分 フォークリフト技能者

中型自動車免許一種

45060- 2828481 就業場所

月給 変形（１年単位） 電気工事士（第２種）
(1) 7時50分～17時15分 普通自動車免許一種

45060- 2829781 就業場所

月給 変形（１年単位）
(1) 8時00分～16時30分
(2) 8時00分～11時55分

45060- 2831381 就業場所

月給 変形（１年単位）
(1) 8時00分～16時30分
(2) 8時00分～11時55分

45060- 2832681 就業場所

月給 変形（１年単位） 普通自動車免許ＡＴ
(1) 8時00分～16時30分
(2) 8時00分～11時55分

45060- 2833981 就業場所

月給 普通自動車免許一種
(1) 8時00分～17時00分 準中型免許

45060- 2834581 就業場所

月給 変形（１年単位） 普通自動車免許一種
(1) 9時00分～17時00分

45060- 2838281 就業場所

月給 保健師
(1) 8時00分～17時00分

45060- 2839181 就業場所

月給 交替制あり
(1) 6時00分～15時30分
(2) 9時00分～18時30分

45060- 2805281 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。

ボトリング作業（西
都市）

神楽酒造　株式会社 ＊酒類の詰め口作業
・出来上がった焼酎をボトリン
グし、出荷できる商品に
　仕上げる工程です。

雇用・労
災・健康・
厚生

不問
133,000円～
133,000円雇用期間の定めなし 宮崎県西臼杵郡高千穂町大字岩戸

１４４－１
宮崎県西都市

製品組み立て 宮崎キヤノン株式会社 ○キヤノン製デジタルカメラの
製造における組立作業。
○部品配膳作業。
○マシンオペレーター等の業務

雇用・労
災・健康・
厚生

不問
98,406円～
139,944円雇用期間の定めあり

（4ヶ月以上）

宮崎県児湯郡木城町大字高城４３
０８－１

支援員【セサミ　ファー
ム】（新富町）

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
136,500円～
140,000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１８
７９７番地１２

宮崎県児湯郡新富町

介護職員／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
人）

雇用・労
災・健康・
厚生

不問
140,940円～
151,380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

ポリ袋の加工製袋包
装作業員

株式会社　有村産業 ○ポリ袋の製袋加工作業。
　・小さな物からごみ袋までの
加工、機械を使った作業。
　・清潔で手の汚れない作業。

雇用・労
災・健康・
厚生

不問
121,600円～
124,800円雇用期間の定めなし 宮崎県西都市大字南方字瓜葉木３

６２番地２

食品品質管理衛生者 サンアグリフーズ株式会社 ◯漬物等の製造加工における品
質管理衛生業務
　・衛生管理全般
　・その他、付随する業務

雇用・労
災・健康・
厚生

不問
160,000円～
200,000円雇用期間の定めなし 宮崎県児湯郡都農町大字川北１４

３２－７
宮崎県児湯郡都農町

販売員（高鍋店）／
児湯郡

株式会社　ＤＮＳ ドコモショップにおける携帯電
話の販売
その他付随する業務全般
・新規契約受付、買替受付

雇用・労
災・健康・
厚生・財形

35歳
以下 160,000円～

228,000円雇用期間の定めなし 熊本県熊本市東区若葉１丁目２－
１

宮崎県児湯郡高鍋町

県内集配乗務員：７
トン車

丸和運送　株式会社 ○宮崎県内の食肉加工場から加
工商品（鶏・豚・牛）の中型
冷凍車：７トン車での集荷及び
納品業務です。

雇用・労
災・健康・
厚生

60歳
以下 250,000円～

280,000円雇用期間の定めなし 宮崎県児湯郡高鍋町大字持田６２
８４

電気工事士【トライ
アル併用求人】

株式会社　甲斐電機工事 ◯電気工事現場施工を主とし
て、電気配線工事、空調工事、
消防設備工事に従事して頂きま
す。

雇用・労
災・健康・
厚生

不問
193,000円～
301,000円雇用期間の定めなし 宮崎県西都市中妻２丁目９７番地

商品選別（かりん
と）

株式会社　村田製菓 ○包装ラインの補助。
・選別・目視チェックがありま
す。


雇用・労災
不問

126,440円～
134,343円雇用期間の定めあり

（4ヶ月未満）

宮崎県児湯郡川南町大字川南２１
７３１－２３

製造補助（かりん
と）

株式会社　村田製菓 ○芋かりんとの原料（甘藷）を
機械裁断機に１個ずつ投入す
る仕事。
○製造ラインから流れてきた商

雇用・労災
不問

134,343円～
134,343円雇用期間の定めあり

（4ヶ月未満）

宮崎県児湯郡川南町大字川南２１
７３１－２３

営業職 株式会社　村田製菓 ◯既存の菓子問屋への営業活動


◆入社して３ヶ月は製造工場に

雇用・労
災・健康・
厚生

49歳
以下 210,000円～

210,000円雇用期間の定めなし 宮崎県児湯郡川南町大字川南２１
７３１－２３

積み込み及び運搬作
業

株式会社　山本勘一商店 ○切干大根のトラック等への積
込み、積みおろし作業及び運
搬作業。（２トントラック：Ｍ
Ｔタイプ）

雇用・労
災・健康・
厚生

不問
150,000円～
150,000円雇用期間の定めあり

（4ヶ月以上）

宮崎県西都市御舟町１丁目４６番
地

生産管理業務 森敬　株式会社 ◯生産管理業務全般
・データ入力・管理
・文書作成：パソコン入力
（ワード、エクセル）使用

雇用・労
災・健康・
厚生

40歳
以下 192,500円～

242,500円雇用期間の定めなし 宮崎県西都市大字清水７５８－１

保健師 宮崎キヤノン株式会社 ◯従業員の保健指導、健康促
進、健康診断、メンタルヘルス
対応など。


雇用・労
災・健康・
厚生

不問
193,100円～
196,100円雇用期間の定めなし 宮崎県児湯郡木城町大字高城４３

０８－１

調理作業食事サービ
ス

佐金食糧販売有限会社 老人施設での調理・盛り付け作
業（約５０人分を４人体制）
調理場の清掃


雇用・労
災・健康・
厚生

不問
143,240円～
144,240円雇用期間の定めあり

（4ヶ月以上）

宮崎県児湯郡都農町大字川北４９
９９－１

宮崎県児湯郡都農町



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17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） 普通自動車免許ＡＴ
(1) 7時30分～17時00分
(2) 8時00分～17時30分
(3) 9時30分～19時00分

45060- 2806181 就業場所

月給 変形（１ヶ月単位） 保育士
(1) 7時15分～16時00分
(2) 8時15分～17時15分
(3) 8時30分～17時00分
(4) 9時00分～18時00分

45060- 2810481 就業場所

月給 変形（１ヶ月単位） 調理師
(1) 7時15分～16時00分 栄養士
(2) 8時00分～16時30分
(3) 8時15分～17時15分
(4) 8時10分～17時00分

45060- 2811781 就業場所

月給 正看護師
(1) 8時30分～17時30分 准看護師

45060- 2812881 就業場所

月給 交替制あり 保育士
(1) 7時00分～16時00分
(2) 7時30分～16時30分
(3) 8時30分～17時30分

45060- 2813281 就業場所

月給 交替制あり 正看護師
(1) 7時30分～16時30分 准看護師
(2) 9時00分～18時00分
又は8時30分～17時30分
の間の8時間程度

45060- 2816381 就業場所

月給 変形（１ヶ月単位） 正看護師
(1) 7時00分～16時00分 准看護師
(2) 9時00分～18時00分
(3)17時00分～ 9時30分

45060- 2817681 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- 2819581 就業場所

月給 特定曜日のみ(2)(3)
(1) 8時30分～18時00分
(2) 8時30分～13時00分
(3) 8時30分～12時30分

45060- 2820881 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- 2821281 就業場所

その他 普通自動車免許一種
(1) 8時30分～17時30分

45060- 2822181 就業場所

その他 普通自動車免許一種
(1) 8時30分～17時30分

45060- 2823081 就業場所

その他 普通自動車免許一種
(1) 8時30分～17時30分

45060- 2824381 就業場所

その他
(1) 8時30分～17時30分

45060- 2825681 就業場所

月給 中型自動車免許一種
(1) 8時00分～17時00分

45060- 2827581 就業場所

月給 相談支援従事者研修
(1) 8時00分～17時00分 修了者

※医療関連又は障害福祉
　関連業務経験3年以上

45060- 2788581 就業場所 普通自動車免許ＡＴ

◎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。

スタンド及び農業機械整
備及びガススタッフ

尾鈴農業協同組合 ○ガソリンスタンド業務。
・給油、洗車、窓ガラス拭き。
・その他オイル交換、タイヤ交
換等付随業務。

雇用・労
災・健康・
厚生

不問
148,750円～
148,750円雇用期間の定めあり

（4ヶ月以上）

宮崎県児湯郡川南町大字川南１３
６５８－１

宮崎県児湯郡都農町

保育士 社会福祉法人　日向福徳会
一の宮保育園

◯園児（０～６歳児、定員６０
名）の保育全般。
・園児の遊び等活動時の健康管
理、ケガ等への見守り。

雇用・労
災・健康・
厚生

不問
138,880円～
138,880円雇用期間の定めあり

（4ヶ月以上）

宮崎県児湯郡都農町大字川北１１
７９５番地

調理員 社会福祉法人　日向福徳会
一の宮保育園

○保育園給食の調理。
（２人体制、約８０食分）
・給食事務。
（伝票処理、支払い、電話応対

雇用・労
災・健康・
厚生

不問
136,640円～
136,640円雇用期間の定めあり

（4ヶ月以上）

宮崎県児湯郡都農町大字川北１１
７９５番地

看護師（正又は准）
（十文字保育園）

社会福祉法人　石井記念
友愛社

０歳～５歳児（定員７０名）の
看護業務。
・健康管理
・保育補助等

雇用・労
災・健康・
厚生

不問
168,960円～
211,200円雇用期間の定めあり

（4ヶ月以上）

宮崎県児湯郡木城町大字椎木６４
４－１

宮崎県児湯郡川南町

保育士（十文字保育
園）

社会福祉法人　石井記念
友愛社

０歳～５歳児（定員７０名）の
保育業務。
・就業時間についてはローテー
ションを組みますが（３）の

雇用・労
災・健康・
厚生

不問
168,960円～
176,000円雇用期間の定めあり

（4ヶ月以上）

宮崎県児湯郡木城町大字椎木６４
４－１

宮崎県児湯郡川南町

看護師（正又は准） 医療法人　育心会 ○介護老人保健施設利用者（約
６５名）の看護業務。
・入所利用者に対して医師の診
療方針やケアプランに沿った

雇用・労
災・健康・
厚生

不問
157,000円～
232,000円雇用期間の定めなし 宮崎県児湯郡新富町大字新田４８

１－１

看護師（正又は准）
【夜勤あり】

医療法人　育心会 ○介護老人保健施設利用者（約
６５名）の看護業務。
・入所利用者に対して、医師の
診療方針やケアプランに沿っ

雇用・労
災・健康・
厚生

不問
167,800円～
242,000円雇用期間の定めなし 宮崎県児湯郡新富町大字新田４８

１－１

農作物作業員【トラ
イアル併用求人】

有限会社　エイアンドエフ ○農作物の生産及び出荷作業。
○舗場作業。
各畑（川南町内）でのスイート
コーン、ブロッコリーの栽培

雇用・労
災・健康・
厚生

不問
176,000円～
176,000円雇用期間の定めなし 宮崎県児湯郡川南町大字川南５１

９９番地１０１７
宮崎県児湯郡川南町

外来受付・医療事務 医療法人社団　博心会　大
山脳神経外科クリニック

○外来受付。
○医療事務。
○電話応対。
○レセプト請求事務。

雇用・労
災・健康・
厚生

59歳
以下 130,000円～

150,000円雇用期間の定めなし 宮崎県児湯郡新富町富田１丁目３
番地２

宮崎県児湯郡新富町

製材工 有限会社　西都製材所 ○製品（木材）の選別。
○丸鋸を使っての横切り作業。
○その他製材の整理など。
○清掃等。

雇用・労
災・健康・
厚生

不問
144,000円～
250,000円雇用期間の定めなし 宮崎県西都市大字右松１９４９－

１

電気技術者 株式会社　ジェイ・ピー・
シー　宮崎工場

○自動車部品用の洗浄機及び工
作機械用液処理装置の電気配
線工事、配線後の試運転確認、
制御図面の作成

雇用・労
災・健康・
厚生

37歳
以下 150,000円～

190,000円雇用期間の定めなし 宮崎県西都市大字茶臼原字緑ヶ丘
２８６－１

溶接・組立技術者 株式会社　ジェイ・ピー・
シー　宮崎工場

○自動車部品用の洗浄機及び工
作機械用液処理の装置の材料
切断・曲げ、溶接作業、部品組
立、配管作業。

雇用・労
災・健康・
厚生

37歳
以下 150,000円～

190,000円雇用期間の定めなし 宮崎県西都市大字茶臼原字緑ヶ丘
２８６－１

機械加工 株式会社　ジェイ・ピー・
シー　宮崎工場

◯汎用旋盤・フライス等の機械
加工及びＮＣ旋盤・マシニング
センター等のオペレート及びプ
ログラム作成。

雇用・労
災・健康・
厚生

不問
150,000円～
190,000円雇用期間の定めなし 宮崎県西都市大字茶臼原字緑ヶ丘

２８６－１

設計 株式会社　ジェイ・ピー・
シー　宮崎工場

◯クーラント装置及び専用機の
装置設計業務
（ＣＡＤソフトを使用しての業
務が基本となります）

雇用・労
災・健康・
厚生

37歳
以下 160,000円～

210,000円雇用期間の定めなし 宮崎県西都市大字茶臼原字緑ヶ丘
２８６－１

作業員 有限会社　都農町衛生公社 ○一般廃棄物の収集運搬で、し
尿・浄化槽の収集運搬と、ご
みの収集運搬。


雇用・労
災・健康・
厚生

30歳
以下 160,000円～

160,000円雇用期間の定めなし 宮崎県児湯郡都農町大字川北４９
８９－１

宮崎県児湯郡都農町

相談支援員専門員 株式会社　アーバンエ
チュード　ぐらんま亭

相談支援事業「相談サポートセ
ンター　ひむか」にて、相談支
援業務に従事して頂きます。


雇用・労
災・健康・
厚生

不問
152,000円～
182,000円雇用期間の定めなし 宮崎県児湯郡高鍋町大字蚊口浦９

－１コスタ高鍋
宮崎県児湯郡高鍋町


