
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 保育士
(1) 7時00分～16時00分
(2) 8時00分～17時00分
(3) 8時30分～17時30分
(4) 9時00分～18時00分

45060- 3699081 就業場所 (5) 9時30分～18時30分
時給

(1)18時00分～22時00分

45060- 3700881 就業場所

時給 普通自動車免許一種
8時30分～7時00分の間
の4時間程度

45060- 3708481 就業場所

時給
(1) 8時00分～13時00分
(2) 8時00分～16時00分

45060- 3711381 就業場所

時給
(1) 8時00分～16時00分
(2) 8時00分～13時00分
(3)13時00分～17時00分

45060- 3713981 就業場所

時給
(1) 8時00分～16時00分
(2) 8時00分～13時00分
(3)13時00分～17時00分

45060- 3714581 就業場所

時給
(1) 7時00分～11時30分
(2) 8時00分～12時30分

45060- 3715481 就業場所

時給
(1) 8時00分～16時00分
(2) 8時00分～13時00分
(3)13時00分～17時00分

45060- 3716781 就業場所

時給 交替制あり
(1)14時00分～19時00分
(2)13時30分～21時00分
(3)17時00分～21時00分

45060- 3717881 就業場所

時給
(1) 8時00分～16時00分
(2) 8時00分～13時00分
(3)13時00分～17時00分

45060- 3718281 就業場所

時給
(1) 8時00分～16時00分
(2) 8時00分～13時00分
(3)13時00分～17時00分

45060- 3719181 就業場所

時給
(1) 8時00分～12時00分

46040-10208681 就業場所

時給
(1) 9時00分～17時00分
(2) 8時00分～17時00分

45060- 3690381 就業場所

時給
(1)17時00分～22時00分
(2)18時00分～22時00分

45060- 3693581 就業場所

時給
(1)13時00分～16時00分

28050-24424881 就業場所

時給
(1)18時00分～22時00分

40120-23589381 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。

（パート） 9月18日号
仕事の内容・就業場所

保育士（のゆり保育
園）

社会福祉法人　石井記念
友愛社

＊０歳～５歳児の保育業務。
（現在の園児数４６名）

＊就業時間帯（８：３０～１

雇用・労災
不問

960円～960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

宮崎県西都市

皿洗いスタッフ
（金、土、日曜日）

株式会社　餃子の馬渡 ○厨房内でさがってきた食器類
の洗い作業、食器拭き作業、
食器を定位置へ置くことが一連
の流れです。

労災
不問

770円～800円雇用期間の定めなし 宮崎県児湯郡高鍋町大字高鍋町５
８９番地

宮崎県児湯郡高鍋町

農作業員 園　青果 ○路地での農作業全般作業。
（大根、枝豆等）（規模３反）
・千切り大根用大根を種植えか
ら収穫までの一連作業。

労災
不問

900円～1,000円雇用期間の定めあり
（4ヶ月未満）

児湯郡都農町大字川北岩山１４６
５２－２

ベーカリー部門 株式会社　エーコープみや
ざき　Ａコープさいと店

○パンの製造及び陳列等。
・商品の陳列、品出し、その
他。
・５人体制での作業。

雇用・労災
不問

737円～737円雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上）

宮崎県西都市大字右松２１１１

宮崎県西都市

鮮魚部門 株式会社　エーコープみや
ざき　Ａコープさいと店

○鮮魚の加工業務。
・鮮魚のラップ。
・品だし、陳列、その他。
・１０人体制での作業。

雇用・労災
不問

737円～737円雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上）

宮崎県西都市大字右松２１１１

宮崎県西都市

惣菜 株式会社　エーコープみや
ざき　Ａコープさいと店

惣菜の製造及び陳列等。

・弁当食材のパック詰主体。
・商品の陳列、その他。

雇用・労災
不問

737円～737円雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上）

宮崎県西都市大字右松２１１１

宮崎県西都市

寿司製造スタッフ
（高鍋店）

株式会社　海翔 ○店内での寿司製造
・ロボットを使った簡単な仕事
です。
・ネタをのせたり、パックに詰

雇用・労災
不問

800円～900円雇用期間の定めなし 宮崎県児湯郡高鍋町大字南高鍋字
奥の下７０２９番地

宮崎県児湯郡高鍋町

精肉部門 株式会社　エーコープみや
ざき　Ａコープさいと店

○精肉の加工業務。
・精肉のラップ。
・品だし、陳列、その他。
・１０人体制での作業

雇用・労災
不問

737円～737円雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上）

宮崎県西都市大字右松２１１１

宮崎県西都市

レジ係 株式会社　エーコープみや
ざき　Ａコープさいと店

○レジ業務、品だし等。（レジ
業務が主となります）



雇用・労災
不問

737円～850円雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上）

宮崎県西都市大字右松２１１１

宮崎県西都市

食品部門 株式会社　エーコープみや
ざき　Ａコープさいと店

・食品の品出し、陳列、商品管
理、在庫管理。
・商品の整理、整頓等。


雇用・労災
不問

737円～737円雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上）

宮崎県西都市大字右松２１１１

宮崎県西都市

日配部門 株式会社　エーコープみや
ざき　Ａコープさいと店

・日配品の品出し、陳列、商品
管理、在庫管理。
・商品の整理、整頓等。


雇用・労災
不問

737円～737円雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上）

宮崎県西都市大字右松２１１１

宮崎県西都市
（契）有機肥料製造業務
（児湯郡高鍋町）

有限会社　サンテック ○有機肥料の袋詰め業務に従事
していただきます。
・有機肥料の袋詰め作業
・工場内清掃

労災
不問

1,000円～1,000
円雇用期間の定めあり

（4ヶ月以上）

鹿児島県姶良市平松２８２４－１
５

宮崎県児湯郡高鍋町
介護職：ケアコールセン
ターこまわりさん

医療法人　隆徳会　鶴田病
院

〇住宅型有料老人ホーム「アラ
イアンス御舟」での介護業務
が中心です。
＊アライアンス御舟（定員６０

雇用・労災
不問

943円～943円雇用期間の定めなし 宮崎県西都市御舟町１－７８

接客業 居酒屋　いっぱち ◯店内での接客業務全般
・注文とり（手書き）、配膳、
片付け、食器洗い、レジ、
・会計票記入、備品補充等

不問

850円～850円雇用期間の定めなし 宮崎県児湯郡新富町富田２丁目４
３－１

宮崎県児湯郡新富町

一般事務員 Ｙ’ｓ　Ｄｅｓｉｇｎ ◆一般事務業務
・電話応対
・パソコン入力等


労災
不問

850円～1,000円雇用期間の定めなし 兵庫県姫路市夢前町前之庄１２３
５－６

宮崎県児湯郡高鍋町

サービスカウンター
（西都店）

株式会社トライアルオペ
レーションズ

＜スーパーセンタートライアル
西都店のスタッフ＞

○サービスカウンターの業務

労災
不問

760円～760円雇用期間の定めあり
（4ヶ月未満）

福岡県福岡市東区多の津１－１２
－２

宮崎県西都市

 ℡ 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） 9月18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
9時00分～18時00分の間
の5時間程度

40120-23592781 就業場所

時給
8時00分～16時00分の間
の4時間以上

45060- 3679881 就業場所

時給
(1) 8時00分～16時00分

45060- 3682381 就業場所

時給 普通自動車免許一種
(1)18時00分～21時00分

45060- 3686481 就業場所

時給
(1)21時00分～ 0時00分

45060- 3691681 就業場所

時給
(1)13時00分～17時00分

40120-23507981 就業場所

時給
(1)10時00分～16時30分

43010-32526081 就業場所

時給 交替制あり
(1) 9時00分～17時00分
(2)16時45分～ 0時00分

44010-25832481 就業場所

時給 交替制あり 普通自動車免許ＡＴ
(1) 9時00分～15時00分
(2) 8時00分～14時00分
(3)10時00分～16時00分

45060- 3674681 就業場所

時給 普通自動車免許ＡＴ
8時00分～16時00分の間 簿記検定（日商３級）以上
の6時間程度

45060- 3651481 就業場所

時給
(1) 8時00分～12時00分

45060- 3653881 就業場所

時給 変形（１ヶ月単位） 介護職員初任者研修
(1)17時00分～ 9時00分 ホームヘルパー１級

介護福祉士

45060- 3658681 就業場所

時給 変形（１ヶ月単位） 介護職員初任者研修
8時30分～17時30分の間 介護福祉士
の5時間程度 ホームヘルパー２級以上

45060- 3660781 就業場所

時給 交替制あり
(1) 9時00分～15時30分
(2)15時45分～22時15分

45060- 3665381 就業場所

時給
(1) 9時00分～15時30分

45060- 3666681 就業場所

時給 普通自動車免許
(1)10時00分～14時00分

45010-22823981 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（西都店） 株式会社トライアルオペ
レーションズ

＜スーパーセンタートライアル
西都店スタッフ＞

　○店内・店外清掃業務

労災
不問

737円～737円雇用期間の定めあり
（4ヶ月未満）

福岡県福岡市東区多の津１－１２
－２

宮崎県西都市

スイートピーの管理
作業

黒木俊和（黒木農園） ◯スイートピーの花の収穫作業
・スイートピーの側芽取り作業
・スイートピーの誘引作業
◯花を切って出荷準備作業

不問

762円～762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８１
６１番地

惣菜担当 有限会社　スーパーウチヤ
マダ

○店内での惣菜部を担当して頂
きます。
・揚げ担当、煮炊き担当、巻き
寿司担当、おにぎり担当、

雇用・労
災・健康・
厚生

不問

762円～762円雇用期間の定めなし 宮崎県児湯郡木城町大字椎木４１
６９－１番地

夜間配達ドライバー ヤマト運輸　株式会社　西
都センター

○宅配荷物の集荷及び配達業
務。
・個人宅から事業所の配達。
・荷物の重さ：２５ｋｇ程度ま

労災
不問

1,300円～1,300
円雇用期間の定めあり

（4ヶ月未満）

宮崎県西都市大字右松５２８－１

ホールスタッフ：金
曜日・土曜日のみ

株式会社　侑
（ギャラリーＢＡＲ　侑）

○お客様へのご案内やアルコー
ルの提供などの接客をしてい
ただきます。


労災
18歳
以上

800円～800円雇用期間の定めなし 宮崎県児湯郡高鍋町高鍋町７０５
番地１０

青果担当（西都店） 株式会社トライアルオペ
レーションズ

＜スーパーセンタートライアル
西都店スタッフ＞

　○生鮮部門において、主に青

労災
不問

760円～760円雇用期間の定めあり
（4ヶ月未満）

福岡県福岡市東区多の津１－１２
－２

宮崎県西都市
初期設定業務その他付随業
務／宮崎県児湯郡高鍋町

株式会社　ミリオンネット
ワーク

・スマホ教室（１日３回程度）
　　午前に１回、午後に２回店
内においてスマホの使い方な
　　どを説明して頂きます。

雇用・労
災・健康・
厚生

不問

950円～1,050円雇用期間の定めあり
（4ヶ月未満）

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

ホールスタッフ（高
鍋店）

株式会社　エーワン エーワンで働くスタッフの半数
は業界未経験！！　　　　　業
界初の方も大歓迎！！先輩が丁
寧に指導します！！

雇用・労
災・健康・
厚生

18歳
以上 1,000円～1,000

円雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上）

大分市畑中７８０－１

宮崎県児湯郡高鍋町

接客業：ホール・厨
房

一般財団法人　こゆ地域づ
くり推進機構

◯ｋｏｙｕ　Ｃａｆｅにて接客
業務全般。
・主に厨房のお仕事になりま
す。

雇用・労災
不問

800円～800円雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上）

宮崎県児湯郡新富町富田東２丁目
１－１

宮崎県児湯郡新富町

経理事務【急募】 有限会社　松本畜産 ◯経理事務業務全般
・伝票作成
・会計ソフトへ入力作業
・パソコンでの書類作成、整理

雇用・労災
不問

850円～900円雇用期間の定めなし 宮崎県児湯郡新富町大字新田１９
１５４

宮崎県児湯郡新富町

農作業員 牛尾光太郎（牛尾農園） ○ハウス内でのミニトマト・
きゅうりの農作業。
・収穫作業
・脇芽取り

不問

800円～800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３３
９番地

宮崎県児湯郡川南町

介護職（訪問：夜勤
担当）

医療法人　雅会　シルバー
コート新町

○『住宅型有料老人ホーム　新
町』での訪問介護業務全般。
　（利用者　４０名）
・食事、排泄、体位変換等。

労災
不問

800円～800円雇用期間の定めなし 宮崎県西都市新町１丁目６６番地

宮崎県西都市

介護職（デイサービ
ス）

医療法人　雅会　シルバー
コート新町

○デイサービスセンターにおけ
る介護業務全般。
　（定員４０名）
・食事、排泄、入浴介助等

雇用・労災
不問

750円～850円雇用期間の定めなし 宮崎県西都市新町１丁目６６番地

清掃員 株式会社　プラム観光　さ
いと温泉

○客室清掃。
○館内清掃。
○脱衣所：サウナマット交換作
業。

雇用・労災
不問

737円～737円雇用期間の定めなし 宮崎県西都市大字調殿１３５５－
１

配送補助業務【急
募】

アルバック機工　株式会社 ◯配送補助業務
・段ボール組立作業
・梱包作業など


雇用・労
災・財形不問

750円～750円雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上）

宮崎県西都市大字茶臼原２９１－
７

ポスティングスタッフ／
高鍋メモリードホール

株式会社　メモリード宮崎 ・高鍋町内において、当社宣伝
チラシをポスティングしてい
ただく仕事です。


労災
不問

800円～800円雇用期間の定めなし 宮崎県宮崎市錦町６番１１号

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

月給 変形（１ヶ月単位）
(1) 7時00分～16時00分
(2) 8時00分～17時00分
(3)13時00分～22時00分

45010-23292181 就業場所

月給 変形（１ヶ月単位）
(1) 7時00分～16時00分
(2) 8時00分～17時00分
(3)13時00分～22時00分

45010-23293081 就業場所

月給 変形（１ヶ月単位）
(1) 8時00分～17時00分

又は7時00分～19時00分
の間の8時間

45010-23298481 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～17時00分

45030- 3926281 就業場所

月給
(1) 8時00分～16時30分

45060- 3696881 就業場所

月給 変形（１ヶ月単位） 大型自動車免許一種以上
(1) 7時00分～16時00分

45060- 3697281 就業場所

月給 変形（１年単位）
(1) 8時00分～17時00分

45060- 3698181 就業場所

月給 普通自動車免許一種
(1) 8時00分～17時00分 土木施工管理技士

45060- 3702181 就業場所

月給 普通自動車免許一種
(1) 8時30分～16時30分

45060- 3707581 就業場所

月給
(1) 8時00分～17時00分

45060- 3710081 就業場所

月給
(1) 8時00分～17時00分

45060- 3712681 就業場所

月給 変形（１ヶ月単位） 調理師
6時00分～19時00分の間
の8時間程度

40120-23737881 就業場所

月給
(1) 8時30分～17時15分

45010-23166481 就業場所

月給 変形（１ヶ月単位）
(1) 8時00分～17時00分
(2)20時00分～ 5時00分

45010-23184881 就業場所

月給 交替制あり 管理栄養士
(1) 8時30分～17時00分
(2) 7時00分～15時30分
(3) 9時30分～18時00分

45060- 3689281 就業場所

月給 普通自動車免許
(1) 8時30分～17時00分

45060- 3692981 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） 9月18日号
仕事の内容・就業場所

農産部店員 株式会社　ハットリー ・商品の製造、陳列、販売の業
務



雇用・労
災・健康・
厚生

59歳
以下

雇用・労
災・健康・
厚生

59歳
以下 150,000円～

230,000円雇用期間の定めなし 宮崎県宮崎市霧島３丁目５７番地
２

150,000円～
230,000円雇用期間の定めなし 宮崎県宮崎市霧島３丁目５７番地

２

水産部店員 株式会社　ハットリー 主な仕事として、水産部門にて
鮮魚・寿司などの調理業務を担
当して頂きます。
・鮮魚を調理（刺身、切り身）

食品部店員 株式会社　ハットリー ・商品の仕入れ、陳列、販売等
の業務

＊無添加食品、こだわりの商品

雇用・労
災・健康・
厚生

59歳
以下 150,000円～

230,000円雇用期間の定めなし 宮崎県宮崎市霧島３丁目５７番地
２

現場事務及び軽作業 株式会社　サン・グリーン
出荷組合

ＰＣセンターにおいて
　現場作業に関わる事務業務。
　出荷伝票作成。
　売上伝票作成。

雇用・労
災・健康・
厚生

不問
144,000円～
144,000円雇用期間の定めなし 宮崎県日向市亀崎２丁目７３番地

Ｉ
宮崎県児湯郡都農町

農作業員（スイート
ピー）

黒木（正光）農園 ◯ハウス内でのスイートピーの
葉かきをしたり、芽摘み取り
や花とり作業。
・花きり作業：はさみきり

不問
143,477円～
143,477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９６
６２－２

集卵・運搬業務 株式会社　藤東Ｅライン ○集卵及び卵の運搬業務（１０
ｔ車）が主となります。
＊運搬範囲：児湯管内の養鶏農
場～新富ＧＰセンター

雇用・労
災・健康・
厚生

不問
217,000円～
220,004円雇用期間の定めなし 宮崎県児湯郡新富町富田南２丁目

２２番地

機械オペレーター【トラ
イアル併用求人】

オリンピア工業株式会社
宮崎工場

◯工場内での機械の操作：平板
開先加工機
◯仕上げ作業：サンダーで研磨
仕上げします。

雇用・労
災・健康・
厚生

49歳
以下 145,000円～

170,000円雇用期間の定めなし 宮崎県西都市大字茶臼原２８６－
２

土木施工管理 株式会社　尾鈴建設 ○建設業（土木工事）
・現場管理
・官公庁に打ち合わせ等。
・書類作成（ＰＣ使用）

雇用・労
災・健康・
厚生

不問
164,000円～
350,000円雇用期間の定めなし 宮崎県児湯郡高鍋町大字上江３９

９－４
宮崎県児湯郡高鍋町

農作業員 園　青果 ○路地での農作業全般作業。
（大根、枝豆等）（規模３反）
・千切り大根用大根を種植えか
ら収穫までの一連作業。

雇用・労
災・健康・
厚生

不問
130,900円～
138,600円雇用期間の定めなし 児湯郡都農町大字川北岩山１４６

５２－２

型枠大工（臨時） 株式会社　鈴成組 ○建設工事現場において、主に
型枠工を行います。
　個人宅、事業所、公共機関ま
で行います。

雇用・労
災・健康・
厚生

不問
184,000円～
345,000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５６
９３

型枠大工：正社員【トラ
イアル併用求人】

株式会社　鈴成組 ○建設工事現場において、主に
型枠工を行います。
　個人宅、事業所、公共機関ま
で行います。

雇用・労
災・健康・
厚生

44歳
以下 180,000円～

330,000円雇用期間の定めなし 宮崎県児湯郡都農町大字川北５６
９３

調理師（契約社員）
／宮崎県

株式会社トータル・メディ
カルサービス

◎グループホーム内の調理業務
（１０食程度）
　＊切込、調理、盛付、配膳、
洗浄等

雇用・労
災・健康・
厚生

不問
170,000円～
170,000円雇用期間の定めあり

（4ヶ月以上）

福岡県糟屋郡新宮町緑ケ浜４丁目
１７－２２

宮崎県児湯郡高鍋町

臨時職員（事務補
助）／高鍋警察署

宮崎県警察本部 ・一般事務補助
・電話交換業務（湯茶等の炊事
用務もあります）


雇用・公
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）

宮崎県宮崎市旭１丁目８番２８号

宮崎県児湯郡高鍋町

飲料水製造作業員／
川南町

株式会社　アヴェイル　宮
崎営業所

飲料水製造工場内にて製造に係
る作業
・原料になる青果物の選別、検
品作業

雇用・労
災・健康・
厚生

18歳
以上 167,200円～

167,200円雇用期間の定めあり
（4ヶ月未満）

宮崎県宮崎市旭２丁目２－９　ベ
アーズ旭ビル２０１号

宮崎県児湯郡川南町

管理栄養士 医療法人社団　聖山会　川
南病院

○栄養管理・栄養指導
◯献立作成・発注業務
◯配膳チェック


雇用・労
災・健康・
厚生

不問
182,400円～
213,600円雇用期間の定めなし 宮崎県児湯郡川南町大字川南１８

１５０－４７

事務員 西都造林素材生産事業協同
組合

◯公共事業を行う組合員の為に
書類作成を主として行います
◯給与計算
◯経理事務（弥生会計使用）

雇用・労
災・健康・
厚生

59歳
以下 120,000円～

120,000円雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上）

宮崎県西都市小野崎一丁目９７番
地

 ℡ 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） 9月18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） 普通自動車免許一種
(1) 8時30分～17時20分 自動車整備士（３級）以上

45060- 3695781 就業場所

月給
(1) 9時00分～17時00分

46040-10178381 就業場所

月給 変形（１年単位）
(1) 8時00分～17時00分

46040-10191281 就業場所

月給 準中型自動車免許以上
(1) 8時00分～17時00分

28050-24405581 就業場所

月給 変形（１ヶ月単位） 中型自動車免許一種
(1) 7時00分～16時30分 中型一種（８ｔ限定）

40120-23611681 就業場所

月給
(1) 8時00分～17時00分

45010-23037881 就業場所

月給
(1) 8時00分～17時00分

45060- 3680181 就業場所

月給
(1) 8時00分～16時00分

45060- 3681081 就業場所

月給 普通自動車免許ＡＴ
(1) 8時20分～17時20分

45060- 3684981 就業場所

月給 変形（１ヶ月単位） 調理師
(1) 8時30分～18時00分
(2) 6時30分～15時30分
(3) 9時30分～19時00分
(4) 7時00分～11時00分

45060- 3685581 就業場所 (5) 7時00分～16時30分
月給 普通自動車免許一種

(1) 8時30分～17時30分

45060- 3687781 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- 3688881 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 けん引免許

※両方必須

46030- 7397281 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

46030- 7398181 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

46030- 7400881 就業場所

月給 普通自動車免許一種
(1) 8時30分～17時15分

46040-10104581 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。

自動車整備士 合資会社　西都自動車商会 ○施設内での自動車車検、整備
及び分解整備業務等全般。
・自動車整備作業。
・分解整備作業。

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 宮崎県西都市大字妻１６４６

宮崎県西都市

（契）焼酎製造補助
業務（高鍋町）

有限会社　サンテック ○焼酎製造に関わる一連業務を
していただきます。
・瓶詰作業
・検品作業

雇用・労
災・健康・
厚生

不問
134,550円～
142,025円雇用期間の定めあり

（4ヶ月以上）

鹿児島県姶良市平松２８２４－１
５

宮崎県児湯郡高鍋町
（契）コンクリート製品の
修繕作業（児湯郡川南町）

有限会社　サンテック ○枠から外されたコンクリート
製品の欠陥部分の修繕や気泡
を埋める作業に従事します。


雇用・労
災・健康・
厚生

不問
172,800円～
172,800円雇用期間の定めあり

（4ヶ月未満）

鹿児島県姶良市平松２８２４－１
５

宮崎県児湯郡川南町
（ト）正社員：建設作業員
（手元作業オペレーター）

Ｙ’ｓ　Ｄｅｓｉｇｎ ◆０．１立方メートルＢＨ
（バックホウ）の重機作業にお
いて、手元での作業指示をして
いただきます。

雇用・労災
不問

291,000円～
494,000円雇用期間の定めなし 兵庫県姫路市夢前町前之庄１２３

５－６
宮崎県児湯郡高鍋町

輸送ドライバー職
（高鍋営業所）

佐川急便株式会社 ◎佐川急便の営業所間の輸送や
大口顧客を担当していただき
ます。
＊入社後約３ヶ月の試用期間は

雇用・労
災・健康・
厚生

不問
140,000円～
190,000円雇用期間の定めあり

（4ヶ月未満）

福岡県福岡市東区箱崎ふ頭４丁目
１２－５

宮崎県児湯郡高鍋町

調理業務／高鍋東小
学校

株式会社　文化コーポレー
ション

・学校給食調理業務の仕事で
す。
（下処理、調理、清掃等）


雇用・労
災・健康・
厚生

不問
136,080円～
139,440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番
地２

宮崎県児湯郡高鍋町

スイートピーの管理
作業

黒木俊和（黒木農園） ◯スイートピーの花の収穫作業
・スイートピーの側芽取り作業
・スイートピーの誘引作業
◯花を切って出荷準備作業

不問
152,400円～
152,400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８１
６１番地

惣菜担当 有限会社　スーパーウチヤ
マダ

○店内での惣菜部を担当して頂
きます。
・揚げ担当、煮炊き担当、巻き
寿司担当、おにぎり担当、

雇用・労
災・健康・
厚生

不問
119,482円～
119,482円雇用期間の定めなし 宮崎県児湯郡木城町大字椎木４１

６９－１番地

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

調理 医療法人　忠恕会　内田医
院

○透析患者・職員の食事作り
（原則として２人体制）
○医院の雑務作業
【就業時間について】

雇用・労
災・健康・
厚生・財形

59歳
以下 125,000円～

143,000円雇用期間の定めなし 宮崎県児湯郡高鍋町大字北高鍋７
８４

宮崎県児湯郡高鍋町

自動車整備及び清掃 有限会社　高山オート ○自動車整備全般
・部品（内装）脱着等。
・自動車内外の清掃等。


雇用・労
災・健康・
厚生

不問
150,000円～
150,000円雇用期間の定めなし 宮崎県児湯郡新富町富田南１丁目

１５番地

畜産作業員【トライ
アル併用求人】

有限会社　エイアンドエフ ○繁殖牛の管理業務
　（川南町内の牧場において餌
やり、牛舎内の清掃業務）


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

大型運転手（２０～
２４ｔ車：飼料等）

有限会社　輝北運輸 ◎畜産農家へ２０～２４ｔ車
（バルク車フルトレーラー）に
て飼料のバラ輸送をする業務で
す。（輸送エリアは、主に鹿児

雇用・労
災・健康・
厚生

18歳
～59
歳

250,000円～
300,000円雇用期間の定めなし 鹿児島県鹿屋市輝北町市成３３７

７ー１
鹿児島県鹿屋市

大型運転手（バルク
車：７～１０ｔ）

有限会社　輝北運輸 ◎配送地区（鹿児島県内「南
薩・北薩」及び宮崎県内）の
農家宅へ飼料を配送する仕事で
す。　

雇用・労
災・健康・
厚生

18歳
～59
歳

220,000円～
260,000円雇用期間の定めなし 鹿児島県鹿屋市輝北町市成３３７

７ー１
鹿児島県鹿児島市

大型運転手（７～１０ｔ
車：飼料等）［高鍋町］

有限会社　輝北運輸 ◎畜産農家へ７～１０ｔ車（バ
ルク車）にて飼料のバラ輸送の
業務です。


雇用・労
災・健康・
厚生

18歳
～59
歳

210,000円～
250,000円雇用期間の定めなし 鹿児島県鹿屋市輝北町市成３３７

７ー１
宮崎県児湯郡高鍋町

農業機械の整備（北部
サービスセンター）

株式会社南九州沖縄クボタ
（宮崎県内）

○主にクボタ農業機械の整備及
び修理に従事



雇用・労
災・健康・
厚生

59歳
以下 175,000円～

300,000円雇用期間の定めなし 霧島市溝辺町崎森９７３－１

宮崎県児湯郡川南町



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） 9月18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30分

45010-23012881 就業場所

月給
(1) 8時00分～17時30分

45010-23026981 就業場所

月給 変形（１年単位） 普通自動車免許ＡＴ
(1) 7時00分～16時00分
(2) 9時30分～18時30分
(3)10時30分～19時30分
(4)16時30分～10時00分

45060- 3673381 就業場所

月給 変形（１年単位）
(1) 7時50分～17時00分

45060- 3677481 就業場所

月給 普通自動車免許ＡＴ
(1) 8時00分～18時00分 保育士

45060- 3678781 就業場所

月給 変形（１ヶ月単位） 介護福祉士
(1) 7時00分～15時50分 普通自動車免許ＡＴ
(2) 8時30分～17時20分
(3)10時10分～19時00分

45070- 3440481 就業場所

月給 変形（１ヶ月単位）
(1) 5時30分～14時20分
(2) 8時30分～17時20分
(3)10時00分～18時50分

45070- 3449581 就業場所

月給
(1) 7時00分～16時15分
(2) 8時00分～17時15分

43090- 2098581 就業場所

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

45010-22802881 就業場所

月給 変形（１ヶ月単位） 測量士
(1) 8時00分～17時00分 技術士

保証業務管理士
普通自動車免許一種

45010-22822681 就業場所

月給 正看護師
(1) 8時30分～17時00分 普通自動車免許ＡＴ

助産師

45010-22852281 就業場所

月給 普通自動車免許ＡＴ
(1) 9時00分～17時30分

45030- 3831381 就業場所

月給 変形（１ヶ月単位）
(1) 8時45分～16時45分
(2)16時00分～23時45分

45030- 3850581 就業場所

月給
(1) 8時00分～15時00分
(2) 8時00分～17時00分

45060- 3652781 就業場所

月給
(1) 9時00分～18時30分

45060- 3654281 就業場所

月給
(1) 8時00分～17時30分

45060- 3655181 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。

接ぎ木作業（短期）
／高鍋町

ランスタッド　株式会社
宮崎支店

＜エアコン付きで快適！室内で
の座り作業です＞
苗をクリップで留めるだけの、
接ぎ木の作業をお願いします。

雇用・労災
不問

176,000円～
176,000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１８－１
３　宮崎第一生命ビルディング新

宮崎県児湯郡高鍋町

ハウス内作業（短
期）／高鍋町

ランスタッド　株式会社
宮崎支店

＜トマト、きゅうり、マンゴー
などの苗を育てる補助業務＞
苗が入ったトレーを、ビニール
ハウスから室内へ持って行く作

雇用・労災
不問

176,000円～
176,000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１８－１
３　宮崎第一生命ビルディング新

宮崎県児湯郡高鍋町

支援員【愛生園】 社会福祉法人　善仁会 ○愛生園（入所者６３名）での
日常生活の介助など
・入浴、食事、排泄、更衣の介
助

雇用・労
災・健康・
厚生・財形

不問
174,000円～
174,000円雇用期間の定めなし 宮崎県児湯郡木城町大字椎木字浦

畑３９５０番１

ペットフード製造管
理補助

株式会社　ピーシーピー
都農工場　（岸化学産業）

○ペットフード製造工程管理補
助作業。
・製造計画作成、原料、資材の
発注

雇用・労
災・健康・
厚生

45歳
以下 165,000円～

215,000円雇用期間の定めなし 宮崎県児湯郡都農町大字川北１８
６９５－４１

宮崎県児湯郡都農町

保育士 合同会社　ホットフィーリ
ングカンパニー

○放課後デイ施設における児童
の見守り業務
　＊行事や遊びを通じて、日常
生活の支援

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 宮崎県児湯郡都農町大字川北５２

６８－３７

管理者兼サービス提供責
任者／ミューズの朝西都

社会福祉法人　報謝会 ◎ご利用者様の日常生活の状況
等の把握
　施設サービス計画に基づく訪
問管理者を担当していただき

雇用・労
災・健康・
厚生

64歳
以下 207,000円～

220,000円雇用期間の定めなし 宮崎県西諸県郡高原町大字蒲牟田
７３４８－２

宮崎県西都市

厨房主任（宮崎地
区）

社会福祉法人　報謝会 ◎宮崎地区２施設の厨房を管轄
する業務
　


雇用・労
災・健康・
厚生

64歳
以下 170,000円～

170,000円雇用期間の定めなし 宮崎県西諸県郡高原町大字蒲牟田
７３４８－２

農作業員 株式会社　後藤青果 ＊白菜、キャベツの栽培から出
荷までの業務全般
　・白菜、キャベツの種まき、
植え付け

雇用・労
災・健康・
厚生

不問
202,400円～
202,400円雇用期間の定めなし 熊本県阿蘇市波野大字小園５８９

－４

正看護師／ナーシング
ホーム・オーシャン

有限会社　安中工業（民間
救急サービス　オーシャ
ン）

医療介護対応型ホーム「ナーシ
ングホーム・オーシャン」にて
定数１３名の中・重度の利用者
様に対する看護業務を行いま

雇用・労
災・健康・
厚生

不問
197,000円～
231,000円雇用期間の定めなし 宮崎県宮崎市佐土原町下田島８６

１７番地
宮崎県児湯郡新富町

測量調査及び土木設
計／西都支店

株式会社　真和コンサルタ
ント

・道路、河川、砂防施設等の社
会資本整備において、最適な
　景観、工法を提案設計を行
う。それに伴う、地形測量及び

雇用・労
災・健康・
厚生

30歳
以下 185,000円～

250,000円雇用期間の定めなし 宮崎県宮崎市月見ケ丘４丁目２４
番２号

宮崎県西都市

看護教員／西都市 学校法人　日章学園 ・専門学校の看護学科の教員と
して業務に携わっていただ
きます。


雇用・労
災・健康・
厚生

不問
251,200円～
426,960円雇用期間の定めあり

（4ヶ月以上）

宮崎県宮崎市丸島町２番３６号

宮崎県西都市

葬祭全般（副支配
人）

有限会社　アキ・エンター
プライズ音楽斎場まごころ

＊『高鍋まごころ斎場』又は
『都農まごころ斎場』にて　
・葬儀の予約受付け管理。・電
話、来客応対。

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 宮崎県日向市新生町１丁目１０３

番地

西の丸川南店（パチ
ンコ店の接客担当）

株式会社　西の丸 パチンコの玉積みのない身体に
優しい環境です。
・明るく元気な挨拶と笑顔でお
迎え

雇用・労
災・健康・
厚生

18歳
以上 155,000円～

180,000円雇用期間の定めなし 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

農作業員 牛尾光太郎（牛尾農園） ○ハウス内でのミニトマト・
きゅうりの農作業
・収穫作業
・脇芽取り

不問
115,200円～
153,600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３３
９番地

宮崎県児湯郡川南町

接客販売 有限会社有田牧畜産業　有
田食肉加工センター

◯同敷地内での店舗接客販売業
務全般。
・食品加工業務：ハンバー
ガー、アイス等

雇用・労
災・健康・
厚生

不問
129,600円～
129,600円雇用期間の定めなし 宮崎県西都市大字岡富字土ノ口８

２９－１

精肉加工作業員 有限会社有田牧畜産業　有
田食肉加工センター

○有田食肉加工センターにて精
肉加工業務。
・すじ引き
・その他、付随作業をお願いす

雇用・労
災・健康・
厚生

不問
172,800円～
216,000円雇用期間の定めなし 宮崎県西都市大字岡富字土ノ口８

２９－１



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） 9月18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 普通自動車免許ＡＴ
(1) 8時00分～17時30分

45060- 3656081 就業場所

月給 大型自動車免許一種
(1) 8時00分～17時30分 小型特殊自動車免許

45060- 3657381 就業場所

月給 変形（１ヶ月単位） 介護職員初任者研修
(1) 7時00分～16時00分 介護福祉士
(2) 8時30分～17時30分 ホームヘルパー２級以上
(3)10時00分～19時00分

45060- 3659981 就業場所

月給 変形（１ヶ月単位） 介護職員初任者研修
(1) 8時00分～17時00分 介護福祉士
(2) 8時30分～17時30分 ホームヘルパー２級以上

45060- 3661881 就業場所

月給 大型自動車免許一種
(1) 7時00分～16時00分
(2) 8時00分～17時00分

45060- 3662281 就業場所

月給 普通自動車免許一種
(1) 8時00分～17時00分 電気工事士（第２種）以上

45060- 3663181 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- 3664081 就業場所

月給 普通自動車免許一種
(1) 8時30分～17時30分

45060- 3667981 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～17時00分

45060- 3669481 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～17時00分

45060- 3670281 就業場所

月給
(1) 8時00分～16時15分

45060- 3671181 就業場所

月給 交替制あり
(1) 8時00分～16時15分
(2)16時00分～ 0時15分
(3) 0時00分～ 8時15分

45060- 3672081 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。

総合事務員 有限会社　有田牧畜産業 ◯牧場内事務所での管理事務。
・書類作成（伝票・請求書
等）、牛の出荷書類作成等
　ＰＣ業務

雇用・労
災・健康・
厚生

不問
138,240円～
138,240円雇用期間の定めなし 宮崎県西都市大字茶臼原１００３

宮崎県西都市

運搬牧場作業員 有限会社　有田牧畜産業 ◯大型自動車１０トンでの運
搬：堆肥、ノコクズ運搬
・ショベルカー等の運転：堆
肥、ノコクズ

雇用・労
災・健康・
厚生

59歳
以下 200,000円～

200,000円雇用期間の定めなし 宮崎県西都市大字茶臼原１００３

介護職（訪問） 医療法人　雅会　シルバー
コート新町

○『住宅型有料老人ホーム　新
町』での訪問介護業務全般。
　（利用者　４０名）
・食事、排泄、入浴介助等。

雇用・労
災・健康・
厚生

不問
130,600円～
170,000円雇用期間の定めなし 宮崎県西都市新町１丁目６６番地

宮崎県西都市

介護職（デイサービ
ス）

医療法人　雅会　シルバー
コート新町

○デイサービスセンターにおけ
る介護業務全般。
（利用者　４０名）
・食事、排泄、入浴介助等

雇用・労
災・健康・
厚生

不問
130,600円～
170,000円雇用期間の定めなし 宮崎県西都市新町１丁目６６番地

宮崎県西都市

大型運転手 有限会社　建商運輸 ○各現場への運搬業務。（エリ
ア：宮崎県内）
・砕石運搬。
・アスファルト合材運搬。

雇用・労
災・健康・
厚生

不問
240,000円～
260,000円雇用期間の定めなし 宮崎県児湯郡都農町大字川北１１

８９－８

電気工事士 株式会社　神田電工 ○一般配線業務全般。
○室内配線及び外部配線業務全
般。


雇用・労
災・健康・
厚生

不問
150,000円～
300,000円雇用期間の定めなし 宮崎県児湯郡高鍋町大字上江７０

－２
宮崎県児湯郡高鍋町

配管工事 株式会社　神田電工 ○室内・外の一般的な配管業務
全般。
・水道配管、浄化槽設置工事。
・建築現場（新築、リフォー

雇用・労
災・健康・
厚生

不問
150,000円～
300,000円雇用期間の定めなし 宮崎県児湯郡高鍋町大字上江７０

－２
宮崎県児湯郡高鍋町

鈑金塗装工 Ｂｏｄｙ　Ｓｈｏｐ　Ｈｏ
ｒｉ

○自動車鈑金及び塗装作業全般
業務。
○フレーム修正機での修正作業
等があります。

雇用・労災
不問

150,000円～
300,000円雇用期間の定めなし 宮崎県西都市新町２－７

野菜生産技術指導等
の専門技術職

株式会社　ジェイエイフー
ズみやざき

・原料野菜生産の栽培技術指導
等に関する業務。

＊詳細については面接時に説

雇用・労
災・健康・
厚生

不問
160,900円～
216,800円雇用期間の定めなし 宮崎県西都市大字南方３３９８番

地２

経理、総務等の専門
事務職

株式会社　ジェイエイフー
ズみやざき

・経理、総務、経営管理等に関
する業務

＊詳細については面接時に説

雇用・労
災・健康・
厚生

不問
160,900円～
216,800円雇用期間の定めなし 宮崎県西都市大字南方３３９８番

地２

【準社員】入出荷・各種
設備メンテナンス

宝酒造　株式会社　黒壁蔵 ○原料の受け入れや製品の出
荷、各種設備のオペレーション
及びメンテナンス等を行ってい
ただくお仕事です。

雇用・労
災・健康・
厚生

不問
170,200円～
217,700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蚊口浦５
３２３

◎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。

【準社員】製造設備オペ
レーション・メンテナンス

宝酒造　株式会社　黒壁蔵 ○もろみ製造工程における製造
設備のオペレーション及びメ
ンテナンスを行って頂くお仕事
です。

雇用・労
災・健康・
厚生

不問
170,200円～
217,700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蚊口浦５
３２３


