
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） 普通自動車免許ＡＴ
(1) 8時45分～17時45分
(2)10時45分～19時45分
(3)12時15分～21時15分

15070-10748581 就業場所

月給 変形（１ヶ月単位） 普通自動車免許ＡＴ
(1) 8時45分～17時45分
(2)10時45分～19時45分
(3)12時15分～21時15分

15070-10749481 就業場所

月給 変形（１ヶ月単位） 普通自動車免許ＡＴ
(1) 8時45分～17時45分
(2)10時45分～19時45分
(3)12時15分～21時15分

15070-11000481 就業場所

月給 変形（１ヶ月単位） 普通自動車免許ＡＴ
(1) 8時45分～17時45分
(2)10時45分～19時45分
(3)12時15分～21時15分

15070-11001781 就業場所

月給 変形（１ヶ月単位） 普通自動車免許ＡＴ
(1) 8時45分～17時45分
(2)10時45分～19時45分
(3)12時15分～21時15分

15070-11002881 就業場所

月給 変形（１ヶ月単位） 普通自動車免許ＡＴ
(1) 8時45分～17時45分
(2)10時45分～19時45分
(3)12時15分～21時15分

15070-11190081 就業場所

月給 変形（１ヶ月単位） 普通自動車免許ＡＴ
(1) 8時45分～17時45分
(2)10時45分～19時45分
(3)12時15分～21時15分

15070-11191381 就業場所

月給 変形（１ヶ月単位） 普通自動車免許ＡＴ
(1) 8時45分～17時45分
(2)10時45分～19時45分
(3)12時15分～21時15分

15070-11192681 就業場所

月給 普通自動車免許ＡＴ
6時45分～23時10分の間 危険物取扱者（乙種）
の8時間程度 自動車整備士（３級）

38010-36785181 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40分

40140- 5479381 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40分

40140- 5480581 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40分

40140- 5488681 就業場所

月給
(1) 9時15分～17時15分
(2)11時00分～19時00分

40150- 8885881 就業場所

月給
(1) 8時30分～16時30分
(2)11時00分～19時00分

40150- 8887181 就業場所

月給
(1) 9時15分～18時30分
(2)15時30分～ 0時00分

40150- 9109981 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

42030- 9832981 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。

農薬・農業用資材卸売業
の内勤事務（宮崎県央）

株式会社　温仙堂 ○注文の受注、電話対応　
○オペレーター業務　
○伝票の作成・整理
○経理・一般事務全般　

雇用・労
災・健康・
厚生

不問
135,000円～
135,000円雇用期間の定めあり

（4ヶ月以上）

長崎県諫早市東小路町２番２８号

宮崎県西都市

販売員（高鍋店）
（準社員）

株式会社　ドラッグストア
モリ

＊ドラッグストア店舗での販売
業務
　・店舗での販売する商品の商
品出し、補充

雇用・労
災・健康・
厚生

不問
140,800円～
158,400円雇用期間の定めあり

（4ヶ月以上）

福岡県朝倉市一ツ木１１４８－１

宮崎県児湯郡高鍋町

販売員（西都店）
（ロングパート）

株式会社　ドラッグストア
モリ

＊ドラッグストア店舗での販売
業務
　・店舗での販売する商品の商
品出し、補充

雇用・労
災・健康・
厚生

不問
107,100円～
119,000円雇用期間の定めあり

（4ヶ月以上）

福岡県朝倉市一ツ木１１４８－１

宮崎県西都市

販売員（高鍋店）
（ロングパート）

株式会社　ドラッグストア
モリ

＊ドラッグストア店舗での販売
業務
　・店舗での販売する商品の商
品出し、補充

雇用・労
災・健康・
厚生

不問
107,100円～
112,000円雇用期間の定めあり

（4ヶ月以上）

福岡県朝倉市一ツ木１１４８－１

宮崎県児湯郡高鍋町

営業職（川南支店） ヤンマーアグリジャパン株
式会社　九州支社

トラクタなどの農業用機械の販
売およびアフターサービス。入
社後、一定期間は先輩社員がお
客様訪問に同行するなどして指

雇用・労
災・健康・
厚生

不問
146,000円～
210,000円雇用期間の定めなし 福岡県筑後市大字一条５３５番地

２
宮崎県児湯郡川南町

営業職（西都支店） ヤンマーアグリジャパン株
式会社　九州支社

トラクタなどの農業用機械の販
売およびアフターサービス。入
社後、一定期間は先輩社員がお
客様訪問に同行するなどして指

雇用・労
災・健康・
厚生

不問
146,000円～
210,000円雇用期間の定めなし 福岡県筑後市大字一条５３５番地

２
宮崎県西都市

営業職（新富支店） ヤンマーアグリジャパン株
式会社　九州支社

トラクタなどの農業用機械の販
売およびアフターサービス。入
社後、一定期間は先輩社員がお
客様訪問に同行するなどして指

雇用・労
災・健康・
厚生

不問
146,000円～
210,000円雇用期間の定めなし 福岡県筑後市大字一条５３５番地

２
宮崎県児湯郡新富町

ガソリンスタンド店員
（セルフ西都給油所）

太陽石油販売　株式会社 ・給油監視
・給油方法説明
・オイル交換等軽作業　など


雇用・労
災・健康・
厚生

不問
152,320円～
206,080円雇用期間の定めあり

（4ヶ月以上）

愛媛県松山市高岡町７４番地１

宮崎県西都市

店舗運営職・幹部候補
（ナショナル社員）

株式会社　コメリ 販売からスタートし、将来的に
は大型店店長や地域マネ
ジャー、バイヤー（仕入担当）
等、会社全体を牽引していく幹

雇用・労
災・健康・
厚生・財形

35歳
以下 172,000円～

224,000円雇用期間の定めなし 新潟市南区清水４５０１番地１

宮崎県小林市

店舗運営職・幹部候補
（ナショナル社員）

株式会社　コメリ 販売からスタートし、将来的に
は大型店店長や地域マネ
ジャー、バイヤー（仕入担当）
等、会社全体を牽引していく幹

雇用・労
災・健康・
厚生・財形

35歳
以下 172,000円～

224,000円雇用期間の定めなし 新潟市南区清水４５０１番地１

宮崎県児湯郡新富町

店舗運営職・幹部候補
（ナショナル社員）

株式会社　コメリ 販売からスタートし、将来的に
は大型店店長や地域マネ
ジャー、バイヤー（仕入担当）
等、会社全体を牽引していく幹

雇用・労
災・健康・
厚生・財形

35歳
以下 172,000円～

224,000円雇用期間の定めなし 新潟市南区清水４５０１番地１

宮崎県えびの市

販売・店舗運営職
（リージョナル社員）

株式会社　コメリ 販売からスタートし、将来的に
は店長や地域マネージャーとし
て、店舗運営の中堅幹部を目指
していただく職種です。　まず

雇用・労
災・健康・
厚生・財形

35歳
以下 161,000円～

213,000円雇用期間の定めなし 新潟市南区清水４５０１番地１

宮崎県小林市

販売・店舗運営職
（リージョナル社員）

株式会社　コメリ 販売からスタートし、将来的に
は店長や地域マネージャーとし
て、店舗運営の中堅幹部を目指
していただく職種です。　まず

雇用・労
災・健康・
厚生・財形

35歳
以下 161,000円～

213,000円雇用期間の定めなし 新潟市南区清水４５０１番地１

宮崎県児湯郡新富町

販売・店舗運営職
（リージョナル社員）

株式会社　コメリ 販売からスタートし、将来的に
は店長や地域マネージャーとし
て、店舗運営の中堅幹部を目指
していただく職種です。　まず

雇用・労
災・健康・
厚生・財形

35歳
以下 161,000円～

213,000円雇用期間の定めなし 新潟市南区清水４５０１番地１

宮崎県えびの市

152,000円～
163,000円雇用期間の定めなし 新潟市南区清水４５０１番地１

宮崎県児湯郡新富町

店舗販売職／地域正
社員（ホーム社員）

株式会社　コメリ ホームセンターの販売スタッ
フ。将来的には小型店の店長代
理や大型店の売場主任を目指し
ていただくことも可能です。接

雇用・労
災・健康・
厚生・財形

59歳
以下 152,000円～

163,000円雇用期間の定めなし 新潟市南区清水４５０１番地１

宮崎県児湯郡都農町

（一般） 11月5日号
仕事の内容・就業場所

店舗販売職／地域正
社員（ホーム社員）

株式会社　コメリ ホームセンターの販売スタッ
フ。将来的には小型店の店長代
理や大型店の売場主任を目指し
ていただくことも可能です。接

雇用・労
災・健康・
厚生・財形

59歳
以下

 ℡ 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） 11月5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20分～17時30分

43010-38521781 就業場所

月給 変形（１ヶ月単位） 普通自動車免許ＡＴ
(1)15時00分～ 0時00分

45010-27008081 就業場所

月給 大型自動車免許二種
(1) 9時00分～17時00分

45010-27037481 就業場所

月給 変形（１ヶ月単位） 普通自動車免許ＡＴ
(1) 9時00分～18時00分

45010-27204981 就業場所

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

45010-27392981 就業場所

月給 交替制あり
(1) 6時00分～15時00分
(2)10時00分～19時00分

45010-27393581 就業場所

月給 栄養士
(1) 8時15分～17時15分

45010-27394481 就業場所

年俸 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

45030- 4612881 就業場所

月給 変形（１ヶ月単位） 大型自動車免許一種
(1) 8時00分～17時00分 牽引免許（一種）

45060- 4253281 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

45060- 4256381 就業場所

月給 普通自動車免許ＡＴ
(1) 8時30分～17時30分

45060- 4257681 就業場所

月給 普通自動車免許ＡＴ
(1) 8時30分～17時30分

45060- 4259581 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- 4263081 就業場所

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

45060- 4264381 就業場所

月給 交替制あり
(1) 7時00分～16時30分
(2) 8時30分～18時00分
(3) 9時30分～19時00分

45060- 4265681 就業場所

月給 交替制あり
(1) 8時30分～17時30分
(2) 7時00分～16時00分
(3)11時00分～20時00分
(4)17時00分～ 9時00分

45060- 4267581 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。

入所介護職員（並木
の里）

医療法人　暁星会　三財病
院

○介護老人保健施設入所者（８
０名）に対する
　食事介助、入浴介助、排泄介
助等の介護業務全般。

雇用・労
災・健康・
厚生

18歳
～59
歳

133,100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

看護補助 坂田病院 ○介護業務
・食事、排せつ、入浴等の支援
・ローテーション勤務による交
代制

雇用・労
災・健康・
厚生・財形

不問
132,000円～
132,000円雇用期間の定めなし 宮崎県児湯郡高鍋町大字上江８１

０８
宮崎県児湯郡高鍋町

正看護師（病棟） 坂田病院 ○病棟担当：正看護師
○病棟での看護業務全般。（一
般病棟：３１床）
　

雇用・労
災・健康・
厚生・財形

59歳
以下 160,000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８１
０８

宮崎県児湯郡高鍋町

山林作業員 都農造林　有限会社 ○地拵（じごしらえ）、植付、
下刈徐伐、伐採、集材、運搬
等の山林作業全般。
・現場は事務所から３０分程度

雇用・労
災・健康・
厚生

不問
186,400円～
279,600円雇用期間の定めなし 宮崎県児湯郡都農町大字川北１１

３５０－４２
宮崎県児湯郡都農町

ペットフード製造 ビッグウッド　株式会社
宮崎工場

○愛犬のお食事やおやつの製
造。
　お肉やお野菜のカット作業、
ハーブ粉末の粉砕・調合・袋

雇用・労
災・健康・
厚生

不問
155,000円～
235,000円雇用期間の定めなし 宮崎県児湯郡高鍋町大字上江６６

５１－９２
宮崎県児湯郡高鍋町

ペットフード製造 ビッグウッド　株式会社
宮崎工場

○愛犬のお食事やおやつの製
造。
　お肉やお野菜のカット作業、
ハーブ粉末の粉砕・調合・袋

雇用・労
災・健康・
厚生

不問
126,920円～
155,400円雇用期間の定めなし 宮崎県児湯郡高鍋町大字上江６６

５１－９２
宮崎県児湯郡高鍋町

大型運転手（１０トン～
１５トン）【急募】

有限会社　黒木運輸 ○大型車（１０トン～１５ト
ン）により九州管内（まれに中
国地方）への貨物輸送。
・輸送貨物は主に肥料、飼料、

雇用・労
災・健康・
厚生

不問
200,000円～
250,000円雇用期間の定めなし 宮崎県児湯郡川南町大字川南５１

９９－２１０
宮崎県児湯郡川南町

大型トレーラー運転
手【急募】

有限会社　黒木運輸 ○大型トレーラー車により貨物
を輸送する。
・輸送荷物は主に肥料・フレコ
ン・木材その他。

雇用・労
災・健康・
厚生

不問
250,000円～
300,000円雇用期間の定めなし 宮崎県児湯郡川南町大字川南５１

９９－２１０
宮崎県児湯郡川南町

薬剤師 有限会社　メディカルケア メディカルケア各薬局において
（日向店、大門店、新富店のい
ずれか）
調剤及び投薬業務。

雇用・労
災・健康・
厚生・財形

不問
400,000円～
620,000円雇用期間の定めなし 宮崎県日向市北町１丁目２番地

栄養士／児湯郡川南
町（国立宮崎病院）

日清医療食品　株式会社
南九州支店　宮崎営業所

・納品された食材の検品業務
・食材の発注管理
・食数の管理
・勤務表作成

雇用・労
災・健康・
厚生

不問
175,200円～
220,000円雇用期間の定めなし 宮崎県宮崎市原町６番３号　サン

マリノ２０２号
宮崎県児湯郡川南町

調理員／西都市（並
木の里）

日清医療食品　株式会社
南九州支店　宮崎営業所

利用者様への食事提供業務で
す。

・調理、盛付、配膳洗浄業務

雇用・労
災・健康・
厚生

不問
140,800円～
176,000円雇用期間の定めあり

（4ヶ月以上）

宮崎県宮崎市原町６番３号　サン
マリノ２０２号

宮崎県西都市

調理師・調理員／老
人ホーム川南

日清医療食品　株式会社
南九州支店　宮崎営業所

・入所者様への食事提供の業務
です。
（調理、盛付、配膳、洗浄、清
掃等）

雇用・労
災・健康・
厚生

不問
140,800円～
176,000円雇用期間の定めあり

（4ヶ月以上）

宮崎県宮崎市原町６番３号　サン
マリノ２０２号

宮崎県児湯郡川南町

営業／（宮崎・高
鍋）

宮崎日産自動車　株式会社 ・個人宅、法人等を訪問もしく
は店舗内での自動車の販売
（新車・中古車）営業の業務で
す。

雇用・労
災・健康・
厚生

29歳
以下 150,500円～

199,000円雇用期間の定めなし 宮崎県宮崎市花ケ島町屋形町１１
７９番地

貸切バス運転士／美
登観光バス

株式会社　山口運送 ・貸切バス運転士の募集です。

＊経験者募集

雇用・労
災・健康・
厚生

不問
250,000円～
350,000円雇用期間の定めなし 宮崎県宮崎市高岡町花見中水流１

９４５－１

ホールスタッフ（店長候
補）／恵屋（高鍋・西都・
新富）

株式会社　マスコ ・飲食店のホール接客
　（席案内、メニュー受け、料
理提供、片付けなど）
・飲食店のキッチン業務

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 宮崎県宮崎市大字赤江飛江田１２
５３－１

営業兼配送／宮崎支
店

株式会社　興農園 ・ルート営業がメインで、担当
地区のＪＡや農家の皆様へ
　種苗や農業資材（ビニールハ
ウスのフィルム、パイプ、

雇用・労
災・健康・
厚生・財形

59歳
以下 210,000円～

280,000円雇用期間の定めなし 熊本県熊本市中央区上通町８－１
４

宮崎県児湯郡新富町



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） 11月5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

45060- 4268481 就業場所

月給 交替制あり 正看護師
(1) 8時00分～17時00分
(2)10時00分～19時00分
(3)16時30分～ 0時00分
(4) 0時00分～ 9時00分

45060- 4270081 就業場所

月給 交替制あり 准看護師
(1) 8時00分～17時00分
(2)10時00分～19時00分
(3)16時30分～ 0時00分
(4) 0時00分～ 9時00分

45060- 4271381 就業場所

月給 交替制あり
(1) 8時00分～17時00分
(2)10時00分～19時00分
(3)16時30分～ 0時00分
(4) 0時00分～ 9時00分

45060- 4272681 就業場所

月給 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
(4)22時00分～ 8時00分

45060- 4273981 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- 4274581 就業場所

月給 変形（１年単位）
(1) 8時15分～17時15分

45060- 4275481 就業場所

月給 変形（１年単位）
(1) 8時15分～17時15分

45060- 4276781 就業場所

月給 変形（１年単位） 普通自動車免許
(1) 8時15分～17時15分

45060- 4277881 就業場所

月給 変形（１年単位） 普通自動車免許
(1) 8時15分～17時15分

45060- 4278281 就業場所

月給 変形（１年単位） 普通自動車免許ＡＴ
(1) 9時00分～18時00分

45060- 4279181 就業場所

月給 変形（１年単位）
(1) 8時15分～17時15分

45060- 4282581 就業場所

月給 変形（１年単位）
(1) 8時15分～17時15分

45060- 4283481 就業場所

月給 変形（１年単位）
(1) 8時15分～17時15分

45060- 4284781 就業場所

月給 理学療法士
(1) 8時30分～18時00分 作業療法士
(2) 8時30分～12時30分

45060- 4285881 就業場所

月給 普通自動車免許ＡＴ
(1) 8時40分～17時20分

45060- 4287181 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。

社員食堂調理（西都
本店）

岩下兄弟　株式会社　西都
事務所

○社員の食事を作る（調理）賄
いの仕事です。
・献立、買い出し、片付け等：
社員１４～２０名の昼食・夕

雇用・労
災・健康・
厚生

不問
135,000円～
135,000円雇用期間の定めあり

（4ヶ月以上）

宮崎県西都市大字三宅字下鶴９４
３１

宮崎県西都市

理学療法士又は作業
療法士

こうの整形外科 ○整形外科クリニックにおける
理学療法業務全般及びリハビ
リテーションの実施。


雇用・労
災・健康・
厚生

不問
215,000円～
290,000円雇用期間の定めなし 宮崎県西都市大字三宅字田中２９

５０－１
宮崎県西都市

裁断（幹部候補生） 勝田被服　株式会社　高鍋
工場

○ＣＡＤ・ＣＡＭを使って原反
を裁断する作業。
＊将来は幹部を目指して頂きま
す。

雇用・労
災・健康・
厚生

不問
140,000円～
200,000円雇用期間の定めなし 宮崎県児湯郡高鍋町大字北高鍋３

１９０－３
宮崎県児湯郡高鍋町

機械操作オペレーター
（生地を裁断する作業）

勝田被服　株式会社　高鍋
工場

○ＣＡＭを使って原反を裁断す
る作業。
・生地を裁断する機械の操作で
す。

雇用・労
災・健康・
厚生

不問
133,090円～
139,800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

１９０－３
宮崎県児湯郡高鍋町

袖付スタッフ（高
鍋）

勝田被服　株式会社　高鍋
工場

○紳士・婦人服の縫製部門で、
ミシンにて袖付けを行う仕事で
す。


雇用・労
災・健康・
厚生

不問
150,000円～
250,000円雇用期間の定めなし 宮崎県児湯郡高鍋町大字北高鍋３

１９０－３
宮崎県児湯郡高鍋町

営業職 勝田被服　株式会社　高鍋
工場

病院・法人・個人宅への訪問
し、ユニホームのカタログ販売
（ルート営業）を行う。


雇用・労
災・健康・
厚生

不問
150,000円～
250,000円雇用期間の定めなし 宮崎県児湯郡高鍋町大字北高鍋３

１９０－３
宮崎県児湯郡高鍋町

経理事務 勝田被服　株式会社　高鍋
工場

○会計ソフト（ＰＣＡ会計）入
力。
・受注・発注業務。
・請求・支払事務。

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 宮崎県児湯郡高鍋町大字北高鍋３

１９０－３
宮崎県児湯郡高鍋町

入力事務 勝田被服　株式会社　高鍋
工場

○データ入力（一定の仕様によ
るデータ入力業務）
・パソコン使用
＊親切丁寧に指導致します。

雇用・労
災・健康・
厚生

不問
150,000円～
250,000円雇用期間の定めなし 宮崎県児湯郡高鍋町大字北高鍋３

１９０－３
宮崎県児湯郡高鍋町

検査作業：準社員（高鍋
工場）【急募】

勝田被服　株式会社　高鍋
工場

◯紳士・婦人スーツ上着の縫製
後の製品を検査する簡単な作
業です。


雇用・労
災・健康・
厚生

不問
133,089円～
139,980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

１９０－３
宮崎県児湯郡高鍋町

ソーイングスタッフ（縫
製）；準社員　【急募】

勝田被服　株式会社　高鍋
工場

○紳士・婦人服の縫製部門で、
主にミシン、アイロン掛けの
仕事。


雇用・労
災・健康・
厚生

不問
137,376円～
139,800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

１９０－３
宮崎県児湯郡高鍋町

草刈作業員 有限会社　西都造園 ◯主に草刈り作業：草刈機は自
社使用
・刈った草を収集し、２トンダ
ンプに積み込みます。

雇用・労災
不問

154,000円～
176,000円雇用期間の定めあり

（4ヶ月未満）

宮崎県児湯郡木城町大字椎木４９
２―２

宮崎県児湯郡木城町

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・健康・
厚生・財形

不問
140,300円～
153,000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

看護助手 医療法人　恵喜会　西都病
院

○精神科及び老人病棟における
介護業務。（１７５床）
○看護的補助業務。
○研修会等は定期的に実施。

雇用・労
災・健康・
厚生

不問
125,000円～
155,000円雇用期間の定めなし 宮崎県西都市大字調殿１０１０番

地
宮崎県西都市

准看護師 医療法人　恵喜会　西都病
院

○精神科及び老人病棟における
看護業務。（１７５床）
○相談記録は手書き、パソコン
処理（出来なくても可）

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 宮崎県西都市大字調殿１０１０番

地
宮崎県西都市

正看護師 医療法人　恵喜会　西都病
院

○精神科及び老人病棟における
看護業務。（１７５床）
○相談記録は手書き、パソコン
処理（出来なくても可）

雇用・労
災・健康・
厚生

不問
190,000円～
260,000円雇用期間の定めなし 宮崎県西都市大字調殿１０１０番

地
宮崎県西都市

農作業員 株式会社　スターフルーツ
カンパニー

○マンゴーの枝吊り、剪定、
ネットかけ、農薬散布、選別、
集荷、運搬。
○店頭販売。

雇用・労
災・健康・
厚生

45歳
以下 150,000円～

200,000円雇用期間の定めなし 宮崎県西都市大字鹿野田１１６０
５番地

宮崎県西都市



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） 11月5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 土木施工管理技士２級以上
(1) 8時00分～17時00分

45060- 4288081 就業場所

月給
(1) 8時00分～17時00分

45060- 4289381 就業場所

月給 建築士（２級）以上
(1) 8時00分～17時00分 建築施工管理技士２級以上

45060- 4290581 就業場所

月給
(1) 8時00分～17時00分

45060- 4291481 就業場所

月給 交替制あり 診療放射線技師
(1) 8時30分～18時00分
(2) 7時30分～17時30分
(3) 8時30分～12時30分

45060- 4292781 就業場所

月給 交替制あり 正看護師
(1) 8時30分～17時30分
(2) 8時30分～12時30分
(3) 9時00分～13時00分

45060- 4293881 就業場所

月給 交替制あり 准看護師
(1) 8時30分～17時30分
(2) 8時30分～12時30分
(3) 9時00分～13時00分

45060- 4294281 就業場所

月給
(1) 8時00分～17時00分 管工事施工技士２級以上

45060- 4296081 就業場所

月給
(1) 8時00分～17時00分

45060- 4297381 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- 4298681 就業場所

月給 変形（１ヶ月単位）
(1) 8時30分～17時15分

45060- 4299981 就業場所

月給 変形（１ヶ月単位）
(1) 8時30分～17時15分

45060- 4300181 就業場所

月給 普通自動車免許
(1) 8時00分～17時00分

45060- 4301081 就業場所

月給 変形（１年単位）
(1) 7時50分～17時00分
(2) 7時10分～16時20分
(3) 8時20分～17時30分

45060- 4302381 就業場所

月給 変形（１ヶ月単位）
(1) 8時30分～17時15分

45060- 4303681 就業場所

月給 大型自動車免許一種
(1) 8時00分～17時00分

45060- 4304981 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。

生コンクリート・コンク
リート製品の製造及び運転
手

株式会社　河北 ○生コンクリート及びコンク
リート二次製品の製造から運搬
に至るまで、業務全般に携わっ
ていただきます。

雇用・労
災・健康・
厚生

不問
207,000円～
207,000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４８
８４

宮崎県児湯郡都農町

自動機オペレー
ター：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
宮崎県児湯郡川南町

ブロイラー処理・解
体調理　鶏肉加工

株式会社　児湯食鳥 ○ブロイラー処理における各部
位毎の解体作業。
　
○包丁使用による鶏肉加工や検

雇用・労
災・健康・
厚生・財形

不問
140,800円～
140,800円雇用期間の定めなし 宮崎県児湯郡川南町大字川南２１

６２２－１
宮崎県児湯郡川南町

生コンクリート・コンク
リート製品の製造、検査、
販売、運転

株式会社　河北 ○生コンクリート及びコンク
リート二次製品の製造から販売
に至るまで、業務全般に携わっ
ていただきます。

雇用・労
災・健康・
厚生

25歳
以下 150,000円～

280,000円雇用期間の定めなし 宮崎県児湯郡都農町大字川北４８
８４

宮崎県児湯郡都農町

製造：仕分・出荷管
理業務

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（手渡し又は郵送）

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
宮崎県児湯郡川南町

治具洗浄、材料の整列・
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
宮崎県児湯郡川南町

建設作業員 株式会社　河北 ○主に土木現場の作業全般に携
わって頂きます。
　・デスクワークよりもとにか
く体を動かすのが好きな方

雇用・労
災・健康・
厚生

不問
161,000円～
207,000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４８
８４

宮崎県児湯郡都農町

水道技術職【トライ
アル併用求人】

株式会社　河北 ○公共（国、県）工事を中心と
した現場管理補助等業務全般
・役所や業者との打ち合わせ等
補助。

雇用・労
災・健康・
厚生

39歳
以下 150,000円～

304,000円雇用期間の定めなし 宮崎県児湯郡都農町大字川北４８
８４

宮崎県児湯郡都農町

水道技術職 株式会社　河北 ○公共（国、県）工事を中心と
した現場管理補助等業務全般
・役所や業者との打ち合わせ等
補助。

雇用・労
災・健康・
厚生

不問
220,000円～
414,000円雇用期間の定めなし 宮崎県児湯郡都農町大字川北４８

８４
宮崎県児湯郡都農町

准看護師（病棟） 医療法人　隆徳会　鶴田病
院

◯看護全般業務。
○病棟勤務（急性期病棟・回復
期病棟・療養病棟）


雇用・労
災・健康・
厚生

59歳
以下 150,000円～

210,000円雇用期間の定めなし 宮崎県西都市御舟町１－７８

宮崎県西都市

正看護師（病棟） 医療法人　隆徳会　鶴田病
院

○病棟勤務（急性期病棟・回復
期病棟・療養病棟）
○その他、附随業務あり。


雇用・労
災・健康・
厚生

59歳
以下 181,000円～

270,000円雇用期間の定めなし 宮崎県西都市御舟町１－７８

宮崎県西都市

診療放射線技師 医療法人　隆徳会　鶴田病
院

○診療放射線技師業務全般
１．マンモグラフィー、ＭＲＩ
とＣＴ（Ｘ線）の撮影、検査
業務他

雇用・労
災・健康・
厚生・財形

35歳
以下 217,000円～

260,000円雇用期間の定めなし 宮崎県西都市御舟町１－７８

宮崎県西都市

建築技術職【トライ
アル併用求人】

株式会社　河北 ○公共（国、県）工事を中心と
した現場管理補助等業務全般
・役所や業者との打ち合わせ等
補助。

雇用・労
災・健康・
厚生

39歳
以下 150,000円～

304,000円雇用期間の定めなし 宮崎県児湯郡都農町大字川北４８
８４

宮崎県児湯郡都農町

建築技術者 株式会社　河北 ○公共（国、県）工事を中心と
した現場管理等業務全般。
・役所や業者との打ち合わせ
・現場での指揮監督

雇用・労
災・健康・
厚生

不問
220,000円～
414,000円雇用期間の定めなし 宮崎県児湯郡都農町大字川北４８

８４
宮崎県児湯郡都農町

土木技術職【トライ
アル併用求人】

株式会社　河北 ○公共（国、県）工事を中心と
した現場管理補助等業務全般
・役所や業者との打ち合わせ等
補助。

雇用・労
災・健康・
厚生

39歳
以下 150,000円～

304,000円雇用期間の定めなし 宮崎県児湯郡都農町大字川北４８
８４

宮崎県児湯郡都農町

土木技術者 株式会社　河北 ○公共（国、県）工事を中心と
した現場管理等業務全般。
・役所や業者との打ち合わせ
・現場での指揮監督

雇用・労
災・健康・
厚生

不問
220,000円～
414,000円雇用期間の定めなし 宮崎県児湯郡都農町大字川北４８

８４
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

時給
(1) 8時00分～10時15分

13110-25958181 就業場所

時給
16時00分～22時00分の間
の2時間程度

40010-84638781 就業場所

時給
16時00分～22時00分の間
の2時間程度

40010-85293681 就業場所

時給 登録販売者
9時00分～23時00分の間
の8時間程度

40120-27356281 就業場所

時給
(1)13時00分～16時00分

45010-27002581 就業場所

時給
(1)10時00分～16時00分

45010-27251381 就業場所

時給
(1) 6時30分～10時30分

45010-27253981 就業場所

時給 交替制あり
(1) 8時30分～15時00分
(2) 9時00分～15時30分

45010-27263481 就業場所

時給
(1) 8時00分～13時30分

45010-27410081 就業場所

時給 普通自動車免許一種
(1) 8時00分～17時00分
(2) 8時30分～17時30分

45010-26853081 就業場所

時給
(1) 9時00分～14時00分
(2)17時00分～22時00分

45010-26892281 就業場所

時給 薬剤師
(1) 8時30分～17時30分

45030- 4611781 就業場所

時給
10時00分～17時00分の間
の3時間程度

45060- 4254181 就業場所

時給 変形（１ヶ月単位）
(1) 8時00分～13時30分

45060- 4255081 就業場所

時給 普通自動車免許ＡＴ
(1) 8時30分～15時00分
(2)11時00分～17時30分

45060- 4258981 就業場所

時給
(1) 8時30分～15時00分

45060- 4260881 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） 11月5日号
仕事の内容・就業場所

清掃／ダイナム宮崎
西都店

株式会社　日本ヒュウマッ
プ

パチンコ店内の清掃作業
・床清掃
・パチンコ台の拭きあげ
・ゴミ回収

労災
18歳
以上

労災
不問

1,500円～3,000
円雇用期間の定めなし 福岡県福岡市博多区中洲中島町２

－３　福岡フジランドビル２Ｆ
宮崎県西都市

800円～800円雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上）

東京都荒川区西日暮里５－１５－
７　ダイナム綜合投資ビル３階

宮崎県西都市

家庭教師／西都市 志成教育グループ株式会社 小・中学生を対象に当社のカリ
キュラムにて学習指導を行な
う。

家庭教師／児湯郡 志成教育グループ株式会社 小・中学生を対象に当社のカリ
キュラムにて学習指導を行なう

労災
不問

1,500円～3,000
円雇用期間の定めなし 福岡県福岡市博多区中洲中島町２

－３　福岡フジランドビル２Ｆ
宮崎県児湯郡川南町

登録販売者（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＞

〔主な業務〕

労災
不問

900円～900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

清掃スタッフ／恵屋
プラス西都店

株式会社　マスコ ・飲食店の店舗内外の清掃業務

・フロアー等の掃き掃除、モッ
プがけ、窓ふきなど

労災
不問

800円～800円雇用期間の定めなし 宮崎県宮崎市大字赤江飛江田１２
５３－１

宮崎県西都市

日常清掃／木城町 株式会社　文化コーポレー
ション

・施設内の清掃（床の掃き拭
き、手摺り等の清掃及び消毒、
ゴミ搬出業務　他）
・居室、男女トイレ、廊下、浴

労災
不問

762円～762円雇用期間の定めなし 宮崎県宮崎市生目台西３丁目４番
地２

宮崎県児湯郡木城町

日常清掃／川南町 株式会社　文化コーポレー
ション

・病院内清掃（床の掃き拭き、
手すりの等の清掃、ゴミ搬出
業務他）を行って頂きます。
・その他、病室、男女トイレ、

雇用・労災
不問

762円～762円雇用期間の定めなし 宮崎県宮崎市生目台西３丁目４番
地２

宮崎県児湯郡川南町

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
不問

762円～780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

調理員／西都市（時
間固定、日曜定休）

日清医療食品　株式会社
南九州支店　宮崎営業所

ご利用者様への食事提供業務

・調理、盛付け、配膳、食器洗
浄、清掃等を行います。

労災
不問

780円～850円雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上）

宮崎県宮崎市原町６番３号　サン
マリノ２０２号

宮崎県西都市

造園技術／宮崎市・
西都市

一般財団法人　みやざき公
園協会

・公園及び道路緑地帯での清
掃、剪定、草刈、除草などの補
助作業となります。


雇用・労災
不問

762円～809円雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上）

宮崎県宮崎市鶴島２丁目１０番２
５号

調理補助（飲食店）
／高鍋町

日本物産情報通信　株式会
社　宮崎本社

・温泉施設内にある飲食店での
調理補助業務
・簡単な調理や魚の皮引き、
カット等

労災
不問

900円～900円雇用期間の定めあり
（4ヶ月未満）

宮崎県宮崎市淀川１丁目２番８号

宮崎県児湯郡高鍋町

薬剤師 有限会社　メディカルケア メディカルケア各薬局において
（日向店、大門店、新富店のい
ずれか）
調剤及び投薬業務。

雇用・労
災・健康・
厚生

不問
2,300円～2,800

円雇用期間の定めなし 宮崎県日向市北町１丁目２番地

ホールスタッフ 有限会社　井尻太郎茶園 〇ホールスタッフ・接客業務
　・オーダーとり
　・食事提供・簡単な盛り付
け・配膳・片付け等

労災
不問

770円～770円雇用期間の定めなし 宮崎県児湯郡川南町大字川南３０
１５－１

宮崎県児湯郡川南町

清掃作業員 有限会社　永友食品 ○工場内の清掃作業
・工場内の床、トイレ、靴箱
等）
○その他、簡単な清掃・片付け

雇用・労災
不問

765円～935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

ペットフード製造 ビッグウッド　株式会社
宮崎工場

○愛犬のお食事やおやつの製
造。
　お肉やお野菜のカット作業、
ハーブ粉末の粉砕・調合・袋

雇用・労災
不問

762円～940円雇用期間の定めなし 宮崎県児湯郡高鍋町大字上江６６
５１－９２

宮崎県児湯郡高鍋町

ペットフード製造 ビッグウッド　株式会社
宮崎工場

○簡単な軽作業
・サプリメント粉末、錠剤商品
を計量し、専用の袋に詰める
作業などを行って頂きます。

雇用・労災
不問

762円～940円雇用期間の定めなし 宮崎県児湯郡高鍋町大字上江６６
５１－９２

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

（パート） 11月5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 変形（１ヶ月単位）
7時00分～19時30分の間
の4時間程度

45060- 4261281 就業場所

時給
7時00分～19時00分の間
の4時間程度

45060- 4266981 就業場所

時給
8時00分～17時00分の間
の4時間

45060- 4269781 就業場所

時給 介護支援専門員
(1) 8時30分～17時30分 普通自動車免許ＡＴ

45060- 4286281 就業場所

時給
(1)17時00分～ 9時00分

45060- 4295181 就業場所

時給
(1) 8時00分～17時00分
(2) 9時00分～14時00分
又は8時00分～17時00分
の間の5時間程度

45060- 4317281 就業場所

時給 普通自動車免許一種
(1) 8時00分～17時00分

45060- 4319081 就業場所

時給 正看護師
(1) 9時00分～18時00分 准看護師
(2) 9時00分～12時00分

45060- 4244881 就業場所

時給 准看護師
8時30分～18時00分の間 ※実務経験3年以上
の4時間以上

45060- 4247081 就業場所

時給 変形（１年単位） 普通自動車免許一種
(1) 9時00分～16時00分

45060- 4249681 就業場所

時給 変形（１ヶ月単位）
(1) 9時00分～16時00分

45060- 4250481 就業場所

時給
8時00分～16時00分の間
の3時間以上

45060- 4251781 就業場所

時給 歯科衛生士
(1) 9時00分～12時00分

45060- 4236881 就業場所

時給 交替制あり 保育士
(1) 7時30分～11時30分
(2) 7時30分～16時30分
(3) 9時00分～18時00分
(4) 8時00分～17時00分

45060- 4240981 就業場所

時給 普通自動車免許ＡＴ
(1)19時00分～22時00分 原動機付自転車免許
(2)20時00分～22時00分
(3)18時00分～22時00分
又は18時00分～22時00分

43010-38278381 就業場所 の間の2時間程度
時給

(1) 8時00分～13時00分

45010-26825781 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。

入所介護 医療法人　隆徳会　老人保
健施設　菜花園

○施設入所者（要介護者）の介
護全般業務。
（入居　８０床）
・食事介助、入浴介助、排泄介

雇用・労災
不問

850円～850円雇用期間の定めなし 宮崎県西都市大字穂北字東原５２
５３－４

宮崎県西都市

看護補助 坂田病院 ○介護業務
・食事、排せつ、入浴等の支援
・ローテーション勤務による交
代制

労災
不問

770円～790円雇用期間の定めなし 宮崎県児湯郡高鍋町大字上江８１
０８

宮崎県児湯郡高鍋町

農作業員 株式会社　スターフルーツ
カンパニー

○マンゴーハウスの水やり作業
補助：自動開閉の為、１０分
置きに水やりのコックをひねっ
たりする作業です。

雇用・労災
不問

800円～800円雇用期間の定めなし 宮崎県西都市大字鹿野田１１６０
５番地

宮崎県西都市

介護支援専門員（高
鍋）

有限会社　すいせん ・計画書の作成
・担当者会議
・介護保険更新申請
・病院受診の付添い

雇用・労災
不問

1,000円～1,100
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

看護助手：夜勤専従 医療法人　隆徳会　鶴田病
院

○夜勤専従の看護助手業務全
般。
・食事配膳、下膳、食事介助。
・おむつ交換、トイレ誘導。

雇用・労災
不問

900円～1,000円雇用期間の定めなし 宮崎県西都市御舟町１－７８

宮崎県西都市
ヘルパーステーション介
護業務　訪問介護業務

株式会社　洋幸　（居宅介
護支援事業所　はぴねす）

◯有料老人ホームで訪問介護業
務
・老人ホーム（多賀の家）に入
居されている方の食事、トイ

雇用・労災
不問

800円～1,000円雇用期間の定めなし 宮崎県児湯郡川南町大字川南２７
４８３番地

宮崎県児湯郡川南町

作業員 有限会社　河野木材 ◯植林作業、下刈り作業、除草
作業
○椎茸の採取、選別作業。
○土場片付け作業。

雇用・労災
不問

820円～1,000円雇用期間の定めなし 宮崎県西都市大字三納１０３６７

宮崎県西都市

正看護師又は准看護
師

黒木皮膚科 ◯病院における看護業務。
・外来勤務。
・医療器具準備等の補助。


雇用・労災
不問

1,100円～1,200
円雇用期間の定めなし 宮崎県児湯郡高鍋町大字蚊口浦２

５－２６
宮崎県児湯郡高鍋町

准看護師：日勤 医療法人　悠和会　おしか
わ内科クリニック

○医院における外来看護業務及
び付帯する作業全般。

＊詳細は面接時に説明します。

雇用・労災
不問

830円～1,000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
３３５番地１

宮崎県児湯郡新富町

総合事務 株式会社　マエダトーヨー
住器

◯一般事務及び経理事務全般業
務。
・一般書類作成
・納品書・伝票作成・管理

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北高鍋１
３９２

宮崎県児湯郡高鍋町

軽作業≪急募≫ 森敬　株式会社 ○商品の取り入れ、取り出し、
移動、取付業務。
・盆提灯の箱詰め、その他作
業。

雇用・労災
不問

762円～762円雇用期間の定めなし 宮崎県西都市大字清水７５８－１

宮崎県西都市

農作業員 清　隆次（清農園） 〇ハウス内でのピーマンの収穫
作業を主に行います。
〇その他収穫作業に付随する業
務

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大字日置浜田
１０３９

宮崎県児湯郡新富町

歯科衛生士 長谷川歯科医院 ○歯科衛生士業務全般。
・歯科医師の治療補助業務。
・口腔衛生指導。
・歯科治療器材の準備、管理、

労災
不問

800円～950円雇用期間の定めなし 宮崎県西都市大字妻平田１５２１

宮崎県西都市

保育士：病院内 医療法人　宏仁会　海老原
総合病院

◯病院内にある職員用の託児所
で保育業務全般。

＊詳細は面接時に説明します。

労災
不問

800円～800円雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上）

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

家庭教師（児湯郡高
鍋市及び近郊）

株式会社　九州教育研修セ
ンター

小・中・高校生のいずれかの学
習指導

＊エリア：児湯郡高鍋市および

雇用・労災
不問

1,500円～2,000
円雇用期間の定めなし 熊本市中央区大江１丁目２－１９

Ｋビル１Ｆ
宮崎県児湯郡高鍋町

フロアーレジ係／西
都店

株式会社　永野（ながの屋
うめこうじ）

・スーパー内のレジ接客応対及
び商品陳列業務等に従事して
頂きます。


雇用・労災
不問

762円～762円雇用期間の定めあり
（4ヶ月未満）

宮崎県宮崎市佐土原町下田島７７
３７番地

宮崎県西都市


