
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
10時00分～20時00分の間
の8時間程度

40010- 4170891 就業場所

月給 調理師
(1) 8時00分～17時00分 栄養士

45010- 1186991 就業場所

月給
(1) 8時00分～17時00分

45010- 1187491 就業場所

月給 調理師
(1) 7時45分～16時45分 栄養士

45010- 1188791 就業場所

月給 調理師
(1) 5時00分～14時30分 栄養士
(2)12時00分～21時30分

45010- 1189891 就業場所

月給
(1) 6時00分～15時00分
(2) 7時00分～16時00分
(3) 8時00分～17時00分

45050-  148991 就業場所

月給 変形（１ヶ月単位） 普通自動車免許一種
6時00分～17時00分の間
の8時間

45050-  149491 就業場所

月給 変形（１年単位）
(1) 6時00分～15時00分
(2) 7時00分～16時00分
(3) 8時00分～17時00分
又は5時00分～18時00分

45050-  150291 就業場所 の間の8時間程度
月給 普通自動車免許ＡＴ

(1) 8時00分～17時00分

45060-  111291 就業場所

月給 変形（１年単位） 普通自動車免許一種
(1) 7時00分～17時00分

45060-  114091 就業場所

月給 (1) 8時00分～17時00分 介護福祉士
(2)16時00分～ 9時00分 介護職員初任者研修
(3) 7時00分～16時00分 ホームヘルパー２級以上
(4)10時00分～19時00分 普通自動車免許ＡＴ
(5) 9時00分～18時00分

45060-  118491 就業場所 (6) 8時30分～17時30分
月給 普通自動車免許ＡＴ

(1) 8時30分～17時15分

45060-  119791 就業場所

月給 普通自動車免許ＡＴ
(1) 8時30分～17時15分 社会福祉士

45060-  120591 就業場所

月給 普通自動車免許ＡＴ
(1) 8時30分～17時15分

45060-  121191 就業場所

月給 変形（１ヶ月単位）
(1) 8時30分～18時00分
(2) 8時30分～12時30分

45060-  122091 就業場所

月給 普通自動車免許ＡＴ
(1) 8時30分～17時15分

45060-  123391 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） 1月15日号
仕事の内容・就業場所

レジ／宮崎県児湯郡 株式会社　Ｊ・スタッフ 家電量販店で、レジ・品出し及
び家電品に関する接客に付随す
る業務です。


雇用・労
災・健康・
厚生

不問
166,625円～
166,625円雇用期間の定めあり

（4ヶ月以上）

福岡県福岡市中央区天神１丁目１
４－１６　福岡三栄ビル３Ｆ

宮崎県児湯郡高鍋町
調理師又は栄養士／高鍋
町中学校共同調理場

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

雇用・労
災・健康・
厚生

不問
140,000円～
170,000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６番１７号
マリンビル

宮崎県児湯郡高鍋町

学校給食調理／高鍋
町中学校共同調理場

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

雇用・労
災・健康・
厚生

不問
128,000円～
144,000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６番１７号
マリンビル

宮崎県児湯郡高鍋町

学校給食調理／新富
町

株式会社　総合人材セン
ター　宮崎支店

学校給食調理および付帯業務に
携わって頂きます。

・材料洗浄～下処理～調理

雇用・労
災・健康・
厚生

不問
130,000円～
150,000円雇用期間の定めあり

（4ヶ月未満）

宮崎県宮崎市旭１丁目６番１７号
マリンビル

宮崎県児湯郡新富町

学校寮給食調理 株式会社　総合人材セン
ター　宮崎支店

寮の給食調理及び付帯業務に携
わって頂きます。
・材料洗浄、下処理、調理
・配缶、配膳

雇用・労
災・健康・
厚生

不問
160,000円～
200,000円雇用期間の定めあり

（4ヶ月以上）

宮崎県宮崎市旭１丁目６番１７号
マリンビル

宮崎県児湯郡高鍋町
食品製造及び食肉加工／
西都市（加工センター）

株式会社　地頭鶏ランド日
南

加工センターでの製造業務。

　＊食肉加工（鶏肉のカット
等）ラインでの作業もあり。

雇用・労
災・健康・
厚生

不問
129,360円～
134,400円雇用期間の定めあり

（4ヶ月以上）

宮崎県日南市大字毛吉田２７２３
－１

宮崎県西都市
食鳥処理【幹部候補】／
西都市（加工センター）

株式会社　地頭鶏ランド日
南

加工センター内の鶏肉の解体や
加工に関する業務。
＊鶏の中抜き作業、鶏の解体
等。

雇用・労
災・健康・
厚生

35歳
以下 175,000円～

175,000円雇用期間の定めなし 宮崎県日南市大字毛吉田２７２３
－１

宮崎県西都市

食鳥処理／西都市
（加工センター）

株式会社　地頭鶏ランド日
南

加工センターでの鶏肉の解体や
加工に関する業務。
　＊鶏肉のカット作業。
　＊鶏のさばき。

雇用・労
災・健康・
厚生

不問
129,360円～
151,200円雇用期間の定めあり

（4ヶ月未満）

宮崎県日南市大字毛吉田２７２３
－１

宮崎県西都市

養豚管理者 有限会社　ハマユウ尾鈴
ポーク

○養豚場の管理全般。
・主に繁殖・人工授精・子豚
（肉豚）の管理に係わる作業
です。

雇用・労
災・健康・
厚生

35歳
以下 160,000円～

240,000円雇用期間の定めなし 宮崎県児湯郡川南町大字川南１１
９７０－２７

市場職員 株式会社　児湯青果地方卸
売市場

◯生産者の畑から農産物をセリ
市場へ運搬作業。
・市場で農産物をフォークリフ
ト使用や手積み・手降ろしで

雇用・労
災・健康・
厚生

40歳
以下 158,000円～

179,000円雇用期間の定めなし 宮崎県児湯郡高鍋町大字北高鍋２
３７２－１

宮崎県児湯郡高鍋町

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

事務局次長 社会福祉法人　川南町社会
福祉協議会

社会福祉協議会事務局におい
て、事務局長を補佐し、法人運
営事業に係わる業務です。
理事会及び評議員会の運営・会

雇用・労
災・健康・
厚生

45歳
以下 235,000円～

247,100円雇用期間の定めなし 宮崎県児湯郡川南町大字川南１３
６７６－１

宮崎県児湯郡川南町

事務局職員 社会福祉法人　川南町社会
福祉協議会

社会福祉協議会の地域福祉部門
において社会福祉の推進・
啓発等の業務を行います。
○各種団体の育成支援

雇用・労
災・健康・
厚生

45歳
以下 180,700円～

213,300円雇用期間の定めなし 宮崎県児湯郡川南町大字川南１３
６７６－１

宮崎県児湯郡川南町

生活支援コーディ
ネーター

社会福祉法人　川南町社会
福祉協議会

川南町から委託を受ける生活支
援体制整備事業において包括支
援センターに配置する生活支援
コーディネーター業務を行って

雇用・労
災・健康・
厚生

45歳
以下 180,700円～

213,300円雇用期間の定めなし 宮崎県児湯郡川南町大字川南１３
６７６－１

宮崎県児湯郡川南町

医療事務 医療法人　忠恕会　内田医
院

○医院内での外来窓口の受付事
務。
○診療報酬請求書事務。
○電話、来客応対。

雇用・労
災・健康・
厚生・財形

59歳
以下 130,000円～

166,000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

認知症施策担当 社会福祉法人　川南町社会
福祉協議会

川南町から委託を受ける認知症
初期集中支援事業において、包
括支援センターに配置する認知
症初期集中支援チーム員

雇用・労
災・健康・
厚生

45歳
以下 180,700円～

213,300円雇用期間の定めなし 宮崎県児湯郡川南町大字川南１３
６７６－１

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。 
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（一般） 1月15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 中型自動車免許一種以上
(1) 8時00分～17時00分 溶接免許

45060-  125991 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30分～17時30分 介護職員初任者研修

45060-  127791 就業場所

月給 交替制あり ホームヘルパー２級以上
(1) 9時00分～18時00分 介護職員初任者研修
(2) 6時00分～15時00分
(3)11時30分～20時30分
(4)16時30分～ 9時30分

45060-  128891 就業場所

月給
(1) 8時00分～17時00分

45060-  130091 就業場所

月給
(1) 8時00分～17時00分

47010- 1419691 就業場所

月給 変形（１ヶ月単位） 普通自動車免許一種
(1) 8時00分～19時30分
(2) 8時00分～17時30分

40120- 1634091 就業場所

月給 変形（１ヶ月単位） 普通自動車免許ＡＴ
(1) 8時00分～17時30分

40120- 1636691 就業場所

月給 変形（１ヶ月単位）
(1) 9時30分～18時30分

43010- 1776391 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
(4) 9時30分～18時30分

45010- 1105891 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- 1109091 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- 1110991 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- 1111491 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- 1112791 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- 1114291 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- 1116191 就業場所

月給 変形（１ヶ月単位） 栄養士
(1) 9時00分～18時00分

45010- 1126091 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。

溶接技術作業員 有限会社　高山鉄工建設 ○建物、鉱物、機械生産の各種
溶接業務全般。
（エリア：主に宮崎県内）
（まれに県外出張あり：旅費等

雇用・労
災・健康・
厚生

不問
192,000円～
240,000円雇用期間の定めなし 宮崎県児湯郡新富町大字日置山之

口３２６２－９
宮崎県児湯郡新富町

介護職員『デイサー
ビス　マルカの里』

株式会社　彩美社
住宅型有料老人ホーム　美老苑

○利用者（介護保険要支援１～
２又は要介護１～５）の介護
業務全般。（利用者　２１名程
度）

雇用・労
災・健康・
厚生

不問
135,000円～
145,000円雇用期間の定めなし 宮崎県児湯郡新富町大字上富田字

井ノ木田３１９１番１
宮崎県児湯郡新富町

介護職員（美老苑） 株式会社　彩美社
住宅型有料老人ホーム　美老苑

○入居者の介護全般業務。（利
用者　２７名）
・食事介助・入浴介助・排泄介
助。

雇用・労
災・健康・
厚生

不問
135,000円～
148,000円雇用期間の定めなし 宮崎県児湯郡新富町大字上富田字

井ノ木田３１９１番１
宮崎県児湯郡新富町

製造 株式会社　ＴＭＫｃｏｒｐ
ｏｒａｔｉｏｎ

○車の部品など金型を作ってい
く作業です。
○座っての作業で、未経験者で
もできる作業です。

雇用・労
災・健康・
厚生

不問
138,720円～
138,720円雇用期間の定めあり

（4ヶ月未満）

宮崎県西都市聖陵町１丁目１０番
地

宮崎県児湯郡川南町
建築施工管理（佐賀県玄海
町・宮崎県高鍋町・鹿児島
市）

株式会社　明藤リンク　九
州沖縄支店

＊ビル、マンション、工事等の
新築、改修、耐震補強工事現
場における施工管理業務
＊現場施工に伴う図面チェッ

雇用・労
災・健康・
厚生

不問
300,000円～
500,000円雇用期間の定めなし 沖縄県那覇市久茂地１丁目１－１

セールスドライバー職（高
鍋営業所）【週休３日導
入】

佐川急便株式会社 ◎担当エリアの集配・集金・営
業（ルート中心）等
　＊入社後約３ヶ月の試用期間
は準社員（契約社員）となり

雇用・労
災・健康・
厚生

不問
160,000円～
210,000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
軽四セールスドライバー
職（高鍋営業所）

佐川急便株式会社 ◎軽自動車に乗務し、主に個人
様宅へ荷物の集配業務を
　担当していただきます。
　宅配が中心で扱いやすい小さ

雇用・労
災・健康・
厚生

不問
137,600円～
137,600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

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

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
131,040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／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
129,360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／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（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
129,360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／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

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

栄養士／なでしこ園 富士産業　株式会社　宮崎
事業部

入院患者さん、入所者さん、職
員さんへの食事提供業務
・栄養士業務及び給食管理業務
など

雇用・労
災・健康・
厚生

不問
150,000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） 1月15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）
(1) 6時30分～15時30分
(2) 9時30分～19時00分

45010- 1127391 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- 1130891 就業場所

月給 交替制あり
(1) 8時30分～17時10分
(2)16時45分～ 1時25分
(3) 1時10分～ 8時50分

45020-  269791 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

45060-   88791 就業場所

月給 普通自動車免許ＡＴ
(1) 8時30分～17時15分

45060-   91091 就業場所

月給
(1) 9時10分～17時00分

45060-   92391 就業場所

月給 普通自動車免許ＡＴ
(1) 8時30分～17時15分

45060-   93691 就業場所

月給 変形（１ヶ月単位） 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～10時00分

45060-   98291 就業場所

月給 正看護師
(1) 8時00分～17時00分

45060-   99591 就業場所

月給 (1) 8時00分～17時00分
(2) 7時00分～16時00分
(3)10時30分～19時30分
(4)16時30分～ 9時30分
(5) 8時30分～17時30分

45060-  100491 就業場所 (6) 9時00分～18時00分
月給 変形（１ヶ月単位） ホームヘルパー２級以上

(1) 8時30分～17時30分 介護職員初任者研修
普通自動車免許ＡＴ

45060-  102891 就業場所

月給 変形（１ヶ月単位） 准看護師
(1) 8時00分～17時00分 普通自動車免許ＡＴ
(2) 8時30分～17時30分

45060-  103291 就業場所

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

45060-  104591 就業場所

月給 変形（１ヶ月単位） 介護福祉士
(1) 8時30分～17時30分 普通自動車免許ＡＴ

45060-  105191 就業場所

月給 普通自動車免許
(1) 9時00分～17時00分

45060-  107391 就業場所

月給
(1) 8時30分～16時30分

45060-  110891 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。

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
129,360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／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
129,360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
（派）製造オペレーター及
びＰＣ入力業務（川南町）

株式会社　ウイルテック
延岡サポートセンター

＊水晶振動子といわれる電子部
品の製造機械オペレーター
　業務及びそれに付随するＰＣ
データ入力業務

雇用・労
災・健康・
厚生

18歳
以上 163,430円～

163,430円雇用期間の定めあり
（4ヶ月未満）

宮崎県延岡市桜ケ丘１丁目６９９
－４

宮崎県児湯郡川南町

看護師（正または
准）

特定非営利活動法人　ヒマ
ワリ保育園

０歳～６歳児の看護業務。（園
児２０～２５名）
・園児の健康管理
・保護者から園児の体調の聞き

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上江８１

２９番地

事務局長 木城町観光協会 ◯木城町観光協会の事務局長と
して協会運営業務とイベント
企画・運営などが主な業務とな
ります。

雇用・労
災・健康・
厚生

不問
250,000円～
250,000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２１
７０－１

宮崎県児湯郡木城町
生活保護に係る現業員
（ケースワーカー）業務又
はその補助

宮崎県児湯福祉事務所 ○生活保護業務（ケースワー
ク）
・生活保護世帯に対する訪問等
による面接調査及び記録作成

雇用・公
災・健康・
厚生

不問
167,200円～
167,200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北高鍋３
８７０－１

宮崎県児湯郡高鍋町

観光プロモーション
スタッフ

木城町観光協会 ◯観光振興業務：イベント企
画・運営・ＰＲ活動など）
◯事務局管理運営業務：経理な
どの事務全般・文書作成

雇用・労
災・健康・
厚生

不問
200,000円～
200,000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２１
７０－１

宮崎県児湯郡木城町
准看護師／有料老人ホーム
【トライアル併用求人】

株式会社　ＳＪＫ ○有料老人ホーム内での入所者
の看護業務全般。
・入所者の健康管理、販薬管理
等の看護業務全般。

雇用・労
災・健康・
厚生

不問
165,300円～
165,300円雇用期間の定めなし 宮崎県児湯郡川南町大字川南２４

７７３番地７

正看護師／有料老人ホーム
【トライアル併用求人】

株式会社　ＳＪＫ ○有料老人ホーム内での入所者
の看護業務全般。
・入所者の健康管理、服薬管理
等の看護業務全般。

雇用・労
災・健康・
厚生

不問
174,000円～
174,000円雇用期間の定めなし 宮崎県児湯郡川南町大字川南２４

７７３番地７

介護職／有料老人ホーム
【トライアル併用求人】

株式会社　ＳＪＫ ○有料老人ホーム内での介護業
務全般。
・入居者の日常生活の介護業務
全般。

雇用・労
災・健康・
厚生

不問
135,720円～
140,940円雇用期間の定めなし 宮崎県児湯郡川南町大字川南２４

７７３番地７

介護職／デイサービス
【トライアル併用求人】

株式会社　ＳＪＫ ○デイサービスの介護業務全
般。
（利用者定員３８名）
・食事介助、入浴介助、排泄介

雇用・労
災・健康・
厚生

不問
140,940円～
140,940円雇用期間の定めなし 宮崎県児湯郡川南町大字川南２４

７７３番地７

准看護師／デイサービス
【トライアル併用求人】

株式会社　ＳＪＫ ○デイサービス内での看護業務
全般。
・健康管理を中心とした看護・
介護業務。

雇用・労
災・健康・
厚生

不問
165,300円～
165,300円雇用期間の定めなし 宮崎県児湯郡川南町大字川南２４

７７３番地７

正看護師／デイサービス
（トライアル併用求人）

株式会社　ＳＪＫ ○デイサービス内での入所者の
看護業務全般。
・入所者の健康管理、服薬管理
等の看護業務全般。

雇用・労
災・健康・
厚生

不問
174,000円～
174,000円雇用期間の定めなし 宮崎県児湯郡川南町大字川南２４

７７３番地７

介護福祉士／デイサービス
【トライアル併用求人】

株式会社　ＳＪＫ ○デイサービスの介護業務全
般。
（利用者定員３８名）
・食事介助、入浴介助、排泄介

雇用・労
災・健康・
厚生

不問
151,380円～
151,380円雇用期間の定めなし 宮崎県児湯郡川南町大字川南２４

７７３番地７

一般事務 公益社団法人　高鍋西都法
人会

○経理事務関係を中心とした事
務を主に担当
○法人会会計事務・データ入力
作業

雇用・労
災・健康・
厚生

不問
110,000円～
110,000円雇用期間の定めなし 宮崎県児湯郡高鍋町大字北高鍋５

１３８番地

ビニール加工担当 有限会社　宮脇肥料店 ◯ビニールハウスのビニールの
加工作業
◯ビニール原反等（１００ｍ
巻）、加工機までの手積み作業

雇用・労
災・健康・
厚生

45歳
以下 124,000円～

124,000円雇用期間の定めなし 宮崎県西都市大字岡富１４６５－
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） 1月15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) 9時00分～17時40分

40140-  165891 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-  166291 就業場所

月給 交替制あり
(1) 6時30分～16時00分
(2) 9時30分～19時00分

45010-  760091 就業場所

月給 交替制あり
(1) 8時30分～17時15分
(2)17時15分～ 2時00分

45010-  940791 就業場所

月給 交替制あり
(1) 8時30分～17時10分
(2)16時45分～ 1時25分
(3) 1時10分～ 8時50分

45010-  941891 就業場所

月給 交替制あり
(1) 8時00分～17時00分
(2)20時00分～ 5時00分

45010-  967891 就業場所

月給
(1) 8時00分～17時00分

45060-   65291 就業場所

月給
(1) 8時00分～17時00分

45060-   66591 就業場所

月給 変形（１ヶ月単位）
(1) 8時30分～17時30分
(2) 8時30分～13時00分
(3)17時30分～ 8時30分

45060-   70791 就業場所

月給 普通自動車免許ＡＴ
(1) 8時00分～17時00分

45060-   71891 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-   73591 就業場所

月給 交替制あり
(1) 9時00分～18時00分
(2)11時00分～20時00分

45060-   76391 就業場所

月給 普通自動車免許
(1) 7時30分～16時30分

45060-   78991 就業場所

月給 普通自動車免許一種
7時00分～17時00分の間
の8時間程度

45060-   79491 就業場所

月給 正看護師
(1) 8時00分～17時00分 准看護師

普通自動車免許ＡＴ

45060-   82191 就業場所

月給 正看護師
(1) 8時30分～17時15分 准看護師

ホームヘルパー２級以上
介護福祉士
介護職員初任者研修

45060-   84391 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。

技術職（新富支店） ヤンマーアグリジャパン株
式会社　九州支社

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

雇用・労
災・健康・
厚生

不問
145,000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

技術職（西都支店） ヤンマーアグリジャパン株
式会社　九州支社

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

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

調理員／坂田病院
（児湯郡高鍋町）

日清医療食品　株式会社
南九州支店　宮崎営業所

・入院患者様への食事提供業務
（調理、盛付、配膳、洗浄）



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

宮崎県児湯郡高鍋町

製造工程検査作業員
（２交替）／川南町

株式会社　エフオーテクニ
カ

電子部品製造工程において製品
の特性検査の業務
・水晶発振器の温度特性検査
・テスターなどのマシンオペ

雇用・労
災・健康・
厚生

18歳
以上 168,000円～

168,000円雇用期間の定めあり
（4ヶ月未満）

宮崎県宮崎市清武町今泉丙１８６
４番地１０号（今泉工業団地内）

宮崎県児湯郡川南町

製造工程検査作業員
（３交替）／川南町

株式会社　エフオーテクニ
カ

電子部品製造工程において製品
の特性検査の業務
・水晶発振器の温度特性検査
・テスターなどのマシンオペ

雇用・労
災・健康・
厚生

18歳
以上 157,500円～

157,500円雇用期間の定めあり
（4ヶ月未満）

宮崎県宮崎市清武町今泉丙１８６
４番地１０号（今泉工業団地内）

宮崎県児湯郡川南町

飲料品製造スタッフ
／川南町

株式会社　エフオーテクニ
カ

ジュースを作るラインでの装置
オペレーションです。

・ボタン操作、確認、点検、記

雇用・労
災・健康・
厚生

18歳
以上 152,000円～

160,000円雇用期間の定めあり
（4ヶ月未満）

宮崎県宮崎市清武町今泉丙１８６
４番地１０号（今泉工業団地内）

宮崎県児湯郡川南町
施設清掃及び受付業務補
助：川原自然公園

木城町ふるさと振興協会 ◯川原自然公園内のコテージ等
施設の清掃（トイレ掃除を含
む）業務全般。
◯園内の受付業務補助

雇用・労
災・健康・
厚生

不問
124,800円～
124,800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１４
０３－１

宮崎県児湯郡木城町

作業員：川原自然公
園

木城町ふるさと振興協会 ◯川原自然公園・キャンプ場で
の施設管理全般業務。
・草刈り作業
・アクティビティ補助

雇用・労
災・健康・
厚生

不問
136,000円～
136,000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高城１４
０３－１

作業指導員兼生活指
導員

社会福祉法人　望洋会　障
害者支援施設　あゆみの里

〇作業指導員
・印刷作業（経験問わず）
・軽作業
・パソコン入力

雇用・労
災・健康・
厚生

40歳
以下 155,000円～

155,000円雇用期間の定めなし 宮崎県児湯郡新富町大字上富田４
７２６－１

宮崎県児湯郡新富町

一般事務 公益社団法人　尾鈴農業公
社

パソコンを使用し、川南町・都
農町における農地等についての
所有者、借受け者に関した情報
収集整理。

雇用・労
災・健康・
厚生

不問
167,000円～
167,000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２０
２２２番地１

宮崎県児湯郡川南町

肉用牛の繁殖・子牛
の育成

オカザキファーム株式会社 ◎和牛繁殖牛の肥育および子牛
の生産
・繁殖牛、育成牛の飼養管理
・他、上記に付帯する作業等を

雇用・労
災・健康・
厚生

不問
190,000円～
220,000円雇用期間の定めなし 宮崎県児湯郡木城町大字椎木１１

６４番地１

アミューズメントス
タッフ【急募】

株式会社　コミュニケーション・
ワークス　ピノキオランド　西都
店

○接客業務。
・フロアー、機械の清掃。
・商品の補充、手直し。


雇用・労
災・健康・
厚生

不問
140,800円～
149,600円雇用期間の定めあり

（4ヶ月以上）

宮崎県西都市小野崎町１－７６

養豚管理【トライア
ル併用求人】

有限会社　尾鈴ミート ○豚の飼養管理
（交配・分娩補助・給餌等）
○豚舎の修理。
○飼料配合。

雇用・労
災・健康・
厚生

40歳
以下 150,000円～

192,000円雇用期間の定めなし 宮崎県児湯郡川南町大字川南８５
０－１３

林業作業一般 新名林業 ・伐採作業
・車両系重機運転（グラップ
ル、プロセッサー、キャリー）
　（車両系の免許がない方は、

雇用・労災
不問

143,000円～
204,000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番地１７４

ホーム職員兼訪問介護職
員・サービス提供責任者
（管理者）

株式会社　洋幸　（居宅介
護支援事業所　はぴねす）

○老人ホームにて介護業務及び
相談業務
（入居者１５名程度）
　・入居されている方の朝夕の

雇用・労災
不問

170,000円～
180,000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

介護職 都農町社会福祉協議会 ○利用者の介護予防業務。
○高齢者ふれあいセンターにて
利用者の機能向上の為の支援
○利用者宅への居宅介護業務。

雇用・労
災・健康・
厚生

不問
157,000円～
168,000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４９
１０



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
14時00分～22時00分の間
の3時間以上

23010- 1538091 就業場所

時給
(1) 9時00分～15時00分
(2)12時00分～17時00分

45060-  112591 就業場所

時給 変形（１ヶ月単位） 保育士
(1) 9時15分～17時45分
(2)13時45分～17時45分
(3) 9時00分～13時00分

45060-  113191 就業場所

時給
(1)14時30分～18時30分
又は7時30分～18時00分
の間の8時間程度

45060-  116691 就業場所

時給 正看護師
(1) 9時00分～16時30分 准看護師

普通自動車免許ＡＴ

45060-  117991 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) 9時00分～16時00分 介護職員初任者研修

45060-  126491 就業場所

時給 交替制あり ホームヘルパー２級以上
(1) 6時00分～12時00分 介護職員初任者研修
(2)15時00分～20時30分 介護福祉士

45060-  129291 就業場所

時給 変形（１ヶ月単位）
(1)16時00分～20時00分

40120- 1612791 就業場所

時給
(1) 5時00分～ 9時00分

40120- 1615591 就業場所

時給
(1) 7時00分～13時00分
(2)13時00分～17時00分
(3)17時00分～21時00分
(4)21時00分～ 0時00分

45010- 1075791 就業場所 (5) 0時00分～ 8時00分
時給 交替制あり

(1) 5時30分～ 9時30分
(2) 6時30分～10時30分

45010- 1104791 就業場所

時給
(1) 5時30分～ 9時30分

45010- 1113891 就業場所

時給
(1) 5時30分～ 9時30分
(2) 6時00分～12時00分

45010- 1115591 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- 1128691 就業場所

時給 ホームヘルパー２級以上
(1) 8時30分～13時30分 介護福祉士
(2)12時30分～17時30分 普通自動車免許ＡＴ

45060-   87491 就業場所

時給 交替制あり 正看護師
(1) 8時30分～13時30分 准看護師
(2)14時00分～18時00分

45060-   89891 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） 1月15日号
仕事の内容・就業場所

子ども英会話講師　高鍋
教室【児湯郡高鍋町】

イッティージャパンウエス
ト　株式会社

直営の教室にて、幼児から高校
生までの子どもを対象に英会話
のレッスンをしていただきま
す。

労災・健康
不問

雇用・労災
不問

762円～762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

宮崎県児湯郡都農町

1,000円～2,500
円雇用期間の定めあり

（4ヶ月以上）

愛知県名古屋市名東区社台３－２
３０

宮崎県児湯郡高鍋町

野菜の袋詰め作業員 株式会社　園青果 ○千切り大根の袋詰めが主な作
業になります。
○季節の野菜の袋詰め作業・
ピーマン、千切大根等。

保育士 社会福祉法人　童夢福祉会
西都乳児保育園

乳幼児の保育全般業務。
（０歳児～３歳児、定員５０
名）
１．保育実務、２．保育指導計

雇用・労災
不問

930円～930円雇用期間の定めあり
（4ヶ月未満）

宮崎県西都市大字妻１５４２番地
１

宮崎県西都市
放課後児童健全育成事業
支援員（又は補助員）

社会福祉法人　川南町社会
福祉協議会

川南町内の小学校に開設する、
放課後児童クラブにおいて、
支援員（又は補助員）として児
童のお世話をしていただきま

雇用・労災
不問

900円～950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
６７６－１

宮崎県児湯郡川南町
看護師（正又は准）／デ
イサービス【急募】

株式会社　兒玉 ○利用者の方の健康管理や服薬
管理等の看護業務をして頂き
ます。
＊利用者定員４５名

労災
不問

960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
８０５番地

宮崎県児湯郡新富町

介護職員『デイサー
ビス　マルカの里』

株式会社　彩美社
住宅型有料老人ホーム　美老苑

○利用者（介護保険要支援１～
２又は要介護１～５）の介護
業務全般。（利用者　２１名程
度）

雇用・労災
不問

770円～800円雇用期間の定めなし 宮崎県児湯郡新富町大字上富田字
井ノ木田３１９１番１

宮崎県児湯郡新富町

介護職員（美老苑） 株式会社　彩美社
住宅型有料老人ホーム　美老苑

○利用者（最大３０名・現在２
７名）の食事、入浴、排泄介
助等全般。
・利用者個人毎の身体機能に合

労災
不問

770円～1,050円雇用期間の定めなし 宮崎県児湯郡新富町大字上富田字
井ノ木田３１９１番１

宮崎県児湯郡新富町

カスタマーサービス
職（高鍋営業所）

佐川急便株式会社 ◎電話による顧客応対のお仕事
です。　　　　　　　　　　　
・集荷依頼やお荷物の配達状況
の問い合わせなどをお受け

労災
不問

950円～950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

フィールド職（仕分
け）高鍋営業所

佐川急便株式会社 ◎営業所構内でベルトコンベア
やカーゴ台車を
　使用して荷物の仕分け、ト
ラックへの積み降ろし

労災
不問

950円～950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

コンビニエンススト
アスタッフ／宮崎市

有限会社　高本商店 コンビニエンスストアでの業務
を行って頂きます。

・レジ、接客、品出し、商品陳

労災
不問

780円～780円雇用期間の定めなし 宮崎県宮崎市田野町乙７２４５－
７

宮崎県宮崎市

調理員（早番：交替
制）／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

労災
不問

800円～900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（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

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

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／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

770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

介護職 株式会社　Ｓｕｎｎｙ　Ｄａｙｓ
（リハビリ特化型デイサービス）

◯リハビリ特化型デイサービス
での介護業務全般
○リハビリのみを行うデイサー
ビスで送迎、レクリエーショ

雇用・労災
不問

800円～900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
２４７－６

看護師（正または
准）

特定非営利活動法人　ヒマ
ワリ保育園

０歳～６歳児の看護業務。（園
児２０～２５名）
・園児の健康管理
・保護者から園児の体調の聞き

雇用・労災
不問

800円～1,000円雇用期間の定めなし 宮崎県児湯郡高鍋町大字上江８１
２９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。 
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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 調理師
(1) 9時00分～13時00分 栄養士

45060-   90191 就業場所

時給 美容師
(1)10時00分～15時00分 普通自動車免許

45060-   94991 就業場所

時給 普通自動車免許ＡＴ
8時30分～16時30分の間
の6時間程度

45060-   95491 就業場所

時給 普通自動車免許ＡＴ
8時00分～17時00分の間
の6時間程度

45060-   96791 就業場所

時給 ホームヘルパー２級以上
(1) 9時00分～17時00分 普通自動車免許ＡＴ
(2) 9時00分～16時30分 介護職員初任者研修

45060-  101791 就業場所

時給 変形（１ヶ月単位） 普通自動車免許ＡＴ
(1)16時30分～ 9時30分

45060-  106091 就業場所

時給
(1) 9時00分～16時30分

45060-  108691 就業場所

時給
(1) 6時00分～12時00分
(2)11時00分～19時00分

45060-  109991 就業場所

時給
9時00分～0時00分の間
の3時間以上

27060- 1583491 就業場所

時給 交替制あり
(1) 8時00分～15時00分
(2)15時00分～22時00分

45060-   67191 就業場所

時給 普通自動車免許ＡＴ
(1) 9時00分～16時00分

45060-   68091 就業場所

時給 普通自動車免許ＡＴ
(1) 9時00分～14時00分

45060-   69391 就業場所

時給
(1) 8時00分～17時00分

45060-   72291 就業場所

時給
8時00分～17時00分の間
の3時間以上

45060-   74191 就業場所

時給
(1)18時00分～23時00分

45060-   75091 就業場所

時給 交替制あり
(1)14時00分～20時00分
(2) 9時00分～15時00分

45060-   77691 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。

給食調理 特定非営利活動法人　ヒマ
ワリ保育園

＊０歳～６歳児（園児　２０
名）の調理業務全般
・食材買い出しから調理、盛り
付け、配膳、片づけまでが一

労災
不問

800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８１
２９番地

宮崎県児湯郡高鍋町

美容師 ヘア＆フェイスサロン　麦
わらぼうし

○シャンプー、カット、パーマ
等美容全般
○ベルジュバンス（弱酸性美容
法）とフェイシャルエステを

労災
不問

780円～800円雇用期間の定めなし 宮崎県児湯郡高鍋町大字蚊口浦５
１５０－５

ルート配送（レンタ
ル商品交換等）

株式会社　はまゆう ○お客様を訪問し、レンタル商
品の交換業務。
（エリア：児湯郡）
＊曜日ごとのエリアがありま

雇用・労災
不問

790円～850円雇用期間の定めなし 宮崎県児湯郡高鍋町大字南高鍋９
４２

清掃 株式会社　はまゆう ○家庭用エアコンクリーニン
グ、レンジフードクリーニング
等、清掃の補助
＊補助をしながら知識・技術を

労災
不問

830円～950円雇用期間の定めなし 宮崎県児湯郡高鍋町大字南高鍋９
４２

介護職／デイサービ
ス

株式会社　ＳＪＫ ○デイサービスの介護業務全
般。
（利用者定員３８名）現在１５
名。

雇用・労災
不問

810円～810円雇用期間の定めなし 宮崎県児湯郡川南町大字川南２４
７７３番地７

介護職（夜勤専門
員）

株式会社　ＳＪＫ ○有料老人ホーム内での介護業
務全般。
（利用者定員２７名）
・食事介助、排泄介助、オムツ

雇用・労災
18歳
以上

780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２４
７７３番地７

介護職：デイサービ
ス

株式会社　さくらんぼ ○デイサービス利用者の介護業
務（利用者１８名）
○施設利用者への食事・排泄介
助、移動の介助等の身体介助

雇用・労災
不問

770円～770円雇用期間の定めなし 宮崎県児湯郡高鍋町大字持田字高
河原３１７１－１

調理業務 株式会社　さくらんぼ ○施設利用者の食事の調理業務
（３５名～４０名分）
・利用者に応じた食材切り作業


雇用・労災
不問

770円～770円雇用期間の定めなし 宮崎県児湯郡高鍋町大字持田字高
河原３１７１－１

キッチン・ホールスタッフ
（スシロー高鍋菖蒲池店）

株式会社　あきんどスシ
ロー

（キッチンのお仕事）
　・お寿司の調理、調理補助
　・食器の洗浄　・厨房の清掃
など

雇用・労
災・健康・
厚生

18歳
以上

830円～830円雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上）

吹田市江坂町１－２２－２

宮崎県児湯郡高鍋町

清掃員：湯らら 木城町ふるさと振興協会 ◯温泉施設での清掃業務全般。
・男女浴槽、トイレ、フロア、
更衣室、施設周辺の清掃。
・小型掃除機等を使用。（ポ

雇用・労災
不問

780円～780円雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上）

宮崎県児湯郡木城町大字高城１４
０３－１

不動産営業（不動産
仲介人）【急募】

大平産業　株式会社 ◯不動産営業業務
・賃貸物件の営業
・物件の写真撮影、データ入力
等

雇用・労災
不問

900円～900円雇用期間の定めなし 宮崎県西都市大字妻１６６４－１

巡回清掃管理担当
【急募】

大平産業　株式会社 ○当社で管理している不動産を
２人体制で巡回していただき
　外観のゴミの分別や簡単な掃
除等（はわき掃除、クモの巣

労災
不問

762円～762円雇用期間の定めなし 宮崎県西都市大字妻１６６４－１

宮崎県西都市

肉用牛の飼育、管理 株式会社　サイトーファー
ム

○肉用牛の簡単な飼育、管理作
業。
・牛舎の清掃。


労災
不問

762円～850円雇用期間の定めなし 宮崎県西都市大字茶臼原１２５６
－５

宮崎県西都市

肉用牛の飼養管理作
業

オカザキファーム株式会社 ◯経産和牛の餌やり、和牛（子
牛を含む）の餌やり
・場内清掃
・上記に付帯する作業等を行っ

雇用・労災
不問

800円～900円雇用期間の定めなし 宮崎県児湯郡木城町大字椎木１１
６４番地１

接客 和みどころ　みなもと ○居酒屋において接客業務全般
（座席約２０席）
・オーダーとり（手書き）から
配膳。

労災
18歳
以上

850円～1,200円雇用期間の定めなし 宮崎県児湯郡高鍋町大字北高鍋５
２０１　第一ツルヤビル　１Ｆ

ゲームコーナーの維
持管理【急募】

株式会社　コミュニケーション・
ワークス　ピノキオランド　西都
店

○接客業務。
・フロアー、機械の清掃。
・商品の補充、手直し。


雇用・労災
不問

800円～850円雇用期間の定めなし 宮崎県西都市小野崎町１－７６


