
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) 9時00分～ 0時00分
実働6～10時間の交代制

27060- 7715691 就業場所

月給
(1) 8時00分～17時00分

45030-  977491 就業場所

月給
(1) 9時30分～18時30分
又は9：30～18：30の
間の6時間程度

45060-  813791 就業場所

月給 変形（１年単位） 普通自動車免許ＡＴ
(1) 6時30分～15時30分
(2)12時00分～21時00分
(3)21時00分～ 7時00分
(4)15時30分～ 9時00分

45060-  815291 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-  816591 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-  817191 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-  818091 就業場所

月給 変形（１年単位）
(1) 8時00分～17時00分

45060-  819391 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-  821891 就業場所

月給 介護福祉士
(1) 8時30分～17時30分
(2) 8時30分～12時30分

45060-  822291 就業場所

月給 普通自動車免許ＡＴ
(1) 8時30分～17時30分

45060-  823591 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-  824191 就業場所

月給 7時00分～19時00分の 普通自動車免許一種
間の７時間以上

45060-  825091 就業場所

月給 変形（１ヶ月単位）
(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
又は8時30分～17時15分　

45060-  789691 就業場所 の間の8時間程度
月給 変形（１ヶ月単位）

(1) 8時30分～17時15分

45060-  790491 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) 8時30分～17時30分
(3) 9時00分～18時00分

45060-  793291 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（三納の里　デイ
サービスセンター）

社会福祉法人　三星会　 ◯デイサービス利用者（定員２
０名）に対する介護業務全般
＊詳細は面接時に説明します。


雇用・労
災・健康・
厚生

59歳
以下 142,600円～

196,600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

自動機オペレーター 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

自動機オペレー
ター：４直３交替

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

木炭生産職 有限会社　九州治産 ○木炭の生産に関する作業
　（木材切断⇒木炭生産設備へ
の投入⇒温度管理⇒木炭の
　　搬出⇒製品梱包）

雇用・労
災・健康・
厚生

不問
175,000円～
210,000円雇用期間の定めなし 宮崎県西都市大字南方２９１番地

技術管理職 有限会社　九州治産 ○当社の受託している山林の育
林事業の管理及び外注指示

○一部、間伐作業他、関係する

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 宮崎県西都市大字南方２９１番地

総合職 三和交通　株式会社 ○将来の管理職を目指すために
全業務を経験し、実績を築き
　つつ、管理職としての役割を
身につけていきます。

雇用・労
災・健康・
厚生・財形

不問
160,000円～
180,000円雇用期間の定めなし 宮崎県西都市御舟町１丁目８３

サービス提供責任者業務
及びヘルパー業務等

医療法人　隆徳会　鶴田病
院

◯サービス提供責任者業務
・訪問介護計画立案、利用者や
家族への説明等
・ヘルパーへの具体的な介護

雇用・労
災・健康・
厚生

不問
146,000円～
170,000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

養鶏作業員【川南
町・新富町】

株式会社　森孵卵場　南九
州支店

農場での種鶏飼育及び集卵作
業。
・１個ずつ卵を拾っていただく
細かい作業です。

雇用・労
災・健康・
厚生・財形

不問
144,400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１９

６５２
宮崎県児湯郡川南町

孵化作業員 株式会社　森孵卵場　南九
州支店

○工場内でのブロイラー用ひよ
この孵化作業。
・卵をセットする→卵からヒナ
が生れたらヒナの選別→ワク

雇用・労
災・健康・
厚生・財形

不問
144,000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１９

６５２

孵化作業及び出荷作
業

株式会社　森孵卵場　南九
州支店

◯ブロイラー用ひよこの孵化及
び出荷業務。
・卵から孵化するまでの設備の
温度の管理等。

雇用・労
災・健康・
厚生・財形

35歳
以下 144,000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１９
６５２

養鶏作業員【佐土原
町・新富町】

株式会社　森孵卵場　南九
州支店

農場での種鶏飼育及び集卵作
業。
・１個ずつ卵を拾っていただく
細かい作業です。

雇用・労
災・健康・
厚生・財形

不問
144,000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１９

６５２
宮崎県宮崎市

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～
180,000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

支援員【仁の里】 社会福祉法人　善仁会 ○仁の里（入所者２７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

接客及び販売担当 有限会社　パティスリー
コマド

○当店において生菓子（ケーキ
類）、焼菓子の接客及び販売
業務全般。
・焼き菓子等の箱詰め・袋詰

雇用・労
災・健康・
厚生

不問
150,400円～
159,800円雇用期間の定めなし 宮崎県児湯郡木城町大字椎木４１

９５－２
宮崎県児湯郡木城町

180,000円～
215,000円雇用期間の定めなし 吹田市江坂町１－２２－２

宮崎県児湯郡高鍋町
塗装手元作業員（高鍋町）
（短期アルバイト）

有限会社ナステェック ＊塗装手元作業全般。
・資材等の移動作業。
・養生張り作業。
・塗装作業の補助。

労災
不問

238,700円～
260,400円雇用期間の定めあり

（4ヶ月未満）

宮崎県東臼杵郡門川町大字門川尾
末９１０２－３２

宮崎県児湯郡高鍋町

（一般） 2月25日号
仕事の内容・就業場所

店長候補（高鍋菖蒲
池店）

株式会社　あきんどスシ
ロー

○店舗の営業

商品の仕込み、売上管理や７０
～１００名の店舗スタッフの

雇用・労
災・健康・
厚生・財形

18歳
～35
歳

 ℡ 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） 2月25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30分～17時30分

45060-  798691 就業場所

月給 普通自動車免許
(1) 8時30分～17時15分

45060-  800091 就業場所

月給 変形（１ヶ月単位）
(1) 8時30分～17時00分
(2)11時30分～20時00分
(3)15時30分～ 0時00分

45060-  804491 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-  805791 就業場所

月給 変形（１年単位）
(1) 8時00分～17時00分

45060-  807291 就業場所

月給 変形（１年単位） 普通自動車免許一種
(1) 8時15分～17時15分

45060-  808591 就業場所

月給 変形（１年単位）
(1) 8時15分～17時15分

45060-  809191 就業場所

月給 変形（１ヶ月単位）
(1) 8時30分～16時30分
(2)16時30分～ 0時30分

45060-  810691 就業場所

月給 普通自動車免許
(1) 8時00分～17時30分

45060-  811991 就業場所

月給 理学療法士
(1) 8時15分～17時15分 普通自動車免許ＡＴ

作業療法士

45060-  762391 就業場所

月給 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-  766791 就業場所

月給 変形（１年単位） 准看護師
(1) 8時15分～17時15分 普通自動車免許一種

普通自動車免許ＡＴ

45060-  768291 就業場所

月給 変形（１年単位） 正看護師
(1) 8時15分～17時15分 普通自動車免許ＡＴ

45060-  769591 就業場所

月給 変形（１年単位） 普通自動車免許ＡＴ
(1) 8時15分～17時15分 介護福祉士

45060-  770391 就業場所

月給 普通自動車免許ＡＴ
(1) 8時15分～17時15分

45060-  771691 就業場所

月給 普通自動車免許
(1) 8時00分～16時30分

45060-  772991 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。

一般事務補助 宮崎県立　都農高等学校 進路指導室と図書室にて以下の
事務を中心に担当していただき
ます。
（進路）

雇用・労
災・健康・
厚生

不問
126,000円～
126,000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４６
６１

宮崎県児湯郡都農町

デイサービス介護【トライ
アル併用求人】（たかな
べ）

株式会社　介護とリハビリ
のエンゼル

○デイサービスでの介助業務。
　・食事介助、入浴介助、排せ
つ介助、レク企画
　・利用者の送迎と介助

雇用・労
災・健康・
厚生

不問
135,000円～
180,000円雇用期間の定めなし 宮崎県児湯郡高鍋町大字高鍋町７

５１番地２
宮崎県児湯郡高鍋町

デイサービス介護：介護福
祉士【トライアル併用求
人】

株式会社　介護とリハビリ
のエンゼル

○デイサービスでの介助業務。
　・食事介助、入浴介助、排せ
つ介助、レク企画
　・利用者の送迎と介助

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 宮崎県児湯郡高鍋町大字高鍋町７

５１番地２
宮崎県児湯郡高鍋町

デイサービス看護（正看護
師）
（たかなべ）

株式会社　介護とリハビリ
のエンゼル

○デイサービスでの看護・介護
業務
（食事介助や入浴介助など）
○利用者の送迎と介助。

雇用・労
災・健康・
厚生

不問
180,000円～
250,000円雇用期間の定めなし 宮崎県児湯郡高鍋町大字高鍋町７

５１番地２
宮崎県児湯郡高鍋町

デイサービス看護（准看護
師）
（たかなべ）

株式会社　介護とリハビリ
のエンゼル

○デイサービスでの看護・介護
業務
（食事介助や入浴介助など）
○利用者の送迎と介助。

雇用・労
災・健康・
厚生

不問
165,000円～
230,000円雇用期間の定めなし 宮崎県児湯郡高鍋町大字高鍋町７

５１番地２
宮崎県児湯郡高鍋町

ケアマネージャー（介護支
援専門員）（たかなべ）

株式会社　介護とリハビリ
のエンゼル

○ケアマネージャー業務全般。
・ケアプランの作成と、利用者
様及び家族との連絡調整。
・各在宅事業所との連絡調整。

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 宮崎県児湯郡高鍋町大字高鍋町７

５１番地２
宮崎県児湯郡高鍋町

理学療法士または作業療法
士
（たかなべ）

株式会社　介護とリハビリ
のエンゼル

○デイサービスエンゼル　たか
なべでのリハビリ業務。
○その他、附随作業あり。
　

雇用・労
災・健康・
厚生

不問
210,000円～
250,000円雇用期間の定めなし 宮崎県児湯郡高鍋町大字高鍋町７

５１番地２
宮崎県児湯郡高鍋町

豚の飼養管理 有限会社　野津手畜産 豚の飼養管理に関すること全般
・豚への給餌、豚房の除糞
・ワクチン接種、病豚の治療、
新生子豚の切歯・断尾・去勢

雇用・労
災・健康・
厚生

40歳
以下 180,000円～

200,000円雇用期間の定めなし 宮崎県児湯郡高鍋町大字持田４３
６６－１－２

宮崎県児湯郡高鍋町

入出庫業務及び培土
生産業務

南九州化学工業　株式会社 ○入出庫業務
・主に肥料・培土の製品を工場
内の生産現場から倉庫へ移動
する入庫業務。

雇用・労
災・健康・
厚生

18歳
以上 175,000円～

175,000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蚊口浦５
０２９

経理事務経験者【急
募】

勝田被服　株式会社　高鍋
工場

○経理事務全般業務。
　会計ソフト（ＰＣＡ会計）入
力
・受注・発注業務

雇用・労
災・健康・
厚生

不問
200,000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

ブロイラー飼育作業
員

有限会社　エスアイシ－産
業

○ブロイラー飼育作業全般。
・ヒヨコから成長５０日までに
育った鶏の中から健康状態の
悪い鶏を間引く作業

雇用・労
災・健康・
厚生

不問
147,200円～
147,200円雇用期間の定めなし 宮崎県児湯郡都農町大字川北１０

９５８

設計及び溶接・機械工【ト
ライアル併用求人】

株式会社　島之内製作所 ◯製造用機械のコンベアー、ミ
ンチ機械、洗浄機などの溶接
作業、機械組立作業及び設計。
◯現場へ運搬業務：社用車２ト

雇用・労
災・健康・
厚生

不問
168,000円～
189,000円雇用期間の定めなし 宮崎県児湯郡新富町大字上富田６

８０８番地１

ホール巡回 株式会社　ダイナム宮崎
高鍋店

◯お客様への店内設備、遊技説
明など、パチンコホールにお
ける接客サービス全般を担って
頂きます。

雇用・労
災・健康・
厚生

18歳
以上 148,154円～

183,390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持田字堀
川下１４０４－３２

営業（化学肥料、培土、農
業用　　　資材の販売）

南九州化学工業　株式会社 ◯化学肥料、培土、農業用資材
の販売業務全般
・会社が製造する化学肥料等を
九州一円のＪＡ組織に営業展

雇用・労
災・健康・
厚生

不問
200,000円～
300,000円雇用期間の定めなし 宮崎県児湯郡高鍋町大字蚊口浦５

０２９
宮崎県児湯郡高鍋町

機械オペレーター（ペッ
トフード製造）

ビッグウッド　株式会社
宮崎工場

〇成型機によるドライフード
（かりかりタイプのご飯）の製
　造を専門に行う業務に携わっ
ていただきます。

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



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） 2月25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～16時30分

45060-  773491 就業場所

月給 変形（１ヶ月単位） 普通自動車免許ＡＴ
8時30分～19時00分の間 社会福祉士
の7時間程度 精神保健福祉士

保育士
児童指導員

45060-  774791 就業場所

月給 普通自動車免許一種
(1) 9時10分～17時00分 社会福祉主事任用資格

45060-  775891 就業場所

月給 変形（１ヶ月単位）
(1) 8時30分～17時15分

45060-  777591 就業場所

月給 変形（１ヶ月単位） 普通自動車免許一種
危険物取扱者（乙4種）

7時00分～21時00分の
間の8時間程度

45060-  778191 就業場所

月給
(1) 8時30分～17時15分

45060-  780991 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-  781491 就業場所

月給 変形（１ヶ月単位） 原付免許以上
(1) 8時00分～17時00分

45060-  782791 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-  783891 就業場所

月給 変形（１ヶ月単位） ホームヘルパー２級
(1) 7時00分～16時00分 介護職員初任者研修
(2)11時00分～20時00分 普通自動車免許ＡＴ
(3)17時00分～ 9時00分

45060-  785591 就業場所

月給 準中型自動車免許1種以上
(1) 8時00分～17時00分

45060-  786191 就業場所

月給 交替制あり 普通自動車免許ＡＴ
(1) 8時00分～17時00分
(2) 7時30分～16時30分

45060-  787091 就業場所

月給 変形（１ヶ月単位）
(1) 5時00分～14時00分
(2) 8時30分～17時30分
(3)10時00分～19時30分

45060-  788391 就業場所

月給 変形（１ヶ月単位） 準中型自動車免許
(1) 8時00分～17時00分

40180- 3696191 就業場所

月給 変形（１ヶ月単位）
(1) 8時30分～16時30分
(2)16時00分～ 0時00分

45010- 4904191 就業場所

月給 変形（１ヶ月単位） 普通自動車免許ＡＴ
(1) 8時30分～17時15分
(2) 6時30分～15時15分
(3)11時30分～20時15分

45010- 4926791 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。

支援員／救護施設
清風園

社会福祉法人　宮崎県社会
福祉事業団

・生活支援：食事、入浴、排泄
等の一部介助
・日中活動支援：異物、外食、
散髪、屋内屋内作業。通院時

雇用・労
災・健康・
厚生

不問
155,000円～
155,000円雇用期間の定めあり

（4ヶ月以上）

宮崎県宮崎市原町２番２２号　宮
崎県福祉総合センタ－

宮崎県児湯郡新富町

ホールカウンタースタッフ
（エリア社員）／ＯＰＵＳ高
鍋店

株式会社　ＯＰＵＳ ＯＰＵＳ宮崎店内において
・ホール内での接客
　各台計数機の導入により、玉
箱を抱える上げ下ろしの業務

雇用・労
災・健康・
厚生

18歳
以上 175,000円～

175,000円雇用期間の定めあり
（4ヶ月未満）

宮崎県宮崎市新栄町８４－１

宮崎県児湯郡高鍋町

ルート配送（児湯
郡）

株式会社　九州児湯フーズ スーパー・精肉店への納入（鶏
肉）

エリア：主に宮崎

雇用・労
災・健康・
厚生・財形

不問
200,766円～
245,000円雇用期間の定めなし 福岡県太宰府市水城１－２５－５

宮崎県児湯郡川南町

調理業務（病院食） 医療法人　宏仁会　海老原
総合病院

○病院食（朝食・昼食・夕食）
の調理業務。
・食器の洗浄、後片付け等。
・特別食対応あり。

雇用・労
災・健康・
厚生

59歳
以下 128,500円～

142,100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

生活支援員及び職業
指導員

サンプラス株式会社 ◯支援計画書に基づき障がい者
の支援。
・施設内支援：施設内での作
業、生活支援

雇用・労
災・健康・
厚生

64歳
以下 140,000円～

190,000円雇用期間の定めなし 宮崎県児湯郡高鍋町大字南高鍋６
４４１番地

宮崎県児湯郡高鍋町

左官作業員又は左官
見習作業員

ＫＵＲＯ－ＳＡＫＡＮ ◯左官業務全般
（工事エリアは主に児湯郡管
内）
・基礎工事作業：タイル工事、

不問
144,000円～
288,000円雇用期間の定めなし 宮崎県児湯郡都農町大字川北２０

９８０－４１

介護職員（有料と訪
問）

株式会社　訓範 ○有料老人ホーム（定員１９
名）及び訪問介護での介護業務
○介護を必要とする高齢者の入
浴、食事、排泄の介助

雇用・労
災・健康・
厚生

不問
152,000円～
183,000円雇用期間の定めなし 宮崎県西都市大字都於郡町５６６

６番地
宮崎県宮崎市

左官職人又は見習い（ト
ライアル雇用併用求人）

株式会社　ナゼヤ ○建物の壁や床、外柵、基礎工
事などをこてを使って塗り仕
上げる仕事です。
・住宅外柵工事作業。

雇用・労
災・健康・
厚生

不問
161,000円～
276,000円雇用期間の定めなし 宮崎県児湯郡都農町大字川北９９

６－３

交通誘導警備員 全日警備 道路工事現場・建築現場・駐車
場・イベント会場等に於いて
車輌および歩行者を事故等から
防止し、交通をスムーズに

雇用・労
災・健康・
厚生

18歳
以上 140,800円～

140,800円雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上）

宮崎県西都市大字調殿１１０２－
１

土木作業員（トライ
アル雇用併用求人）

株式会社　ナゼヤ ○土木作業全般。
○住宅外柵工事作業。
○ブロック積み作業。
○カーポート取付作業。　

雇用・労
災・健康・
厚生

不問
161,000円～
230,000円雇用期間の定めなし 宮崎県児湯郡都農町大字川北９９

６－３

一般事務 西都市役所 市民住宅管理事務補助
　住宅管理に関すること
　住宅の入退去に関すること
　・電話及び窓口対応

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）

宮崎県西都市聖陵町２丁目１番地

ガソリンスタンドス
タッフ

寿石油　有限会社 ◯接客及びガソリンスタンド業
務全般。
・ガソリンスタンドにて給油業
務。

雇用・労
災・健康・
厚生

不問
141,000円～
334,000円雇用期間の定めなし 宮崎県児湯郡高鍋町大字北高鍋１

２６０－３
宮崎県児湯郡高鍋町

総務事務 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

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

児童指導員：放課後デイ
サービス　ももたろう

合同会社　桃 ○支援を必要とする児童の預か
り支援。
・平日は放課後又、学校休日、
長期休暇（夏休み、冬休み、春

雇用・労
災・健康・
厚生

不問
165,000円～
225,000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

５９１番地

一般事務 宮崎県立都農高等学校ＰＴ
Ａ

事務室にて物品等購入、支払、
生徒派遣費の支出、給与計算、
社会保険の手続き等の事務を中
心に担当していただきます。

雇用・労
災・健康・
厚生

不問
126,000円～
126,000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４６
６１番地

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） 2月25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30分～17時30分

45010- 4975991 就業場所

月給 交替制あり
(1) 8時00分～17時00分
(2)13時00分～22時00分
(3)22時00分～ 7時00分

45060-  746391 就業場所

月給 交替制あり
(1) 7時30分～16時30分
(2) 8時00分～17時00分
(3) 9時00分～18時00分

45060-  747691 就業場所

月給 普通自動車免許ＡＴ
(1) 8時00分～17時00分

45060-  748991 就業場所

月給 変形（１ヶ月単位）
(1) 6時30分～16時00分

45060-  750291 就業場所

月給 変形（１ヶ月単位）
(1) 6時30分～16時00分

45060-  751591 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
(2) 7時00分～16時00分

45060-  753091 就業場所

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

45060-  754391 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-  756991 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-  757491 就業場所

月給 交替制あり 普通自動車免許ＡＴ
(1) 6時00分～15時00分
(2) 9時00分～16時00分
(3) 9時00分～19時00分

45060-  758791 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

45060-  759891 就業場所

月給 変形（１ヶ月単位） 普通自動車免許ＡＴ
(1) 8時30分～17時20分 介護支援専門員

45070-  803791 就業場所

月給 普通自動車免許ＡＴ
(1) 8時30分～17時00分

14100- 2332891 就業場所

月給 変形（１年単位）
(1) 8時00分～17時00分

45010- 4804891 就業場所

月給 交替制あり 普通自動車免許
(1)10時00分～19時00分
(2) 8時00分～17時00分

45010- 4813591 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。

放課後等デイサービスス
タッフ／ひなたかれっじ高
鍋

株式会社　ウィズワン ・学校終了後、障がいのあるお
子様へのサポート業務

・送迎業務（高鍋近辺）

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 宮崎県宮崎市大字島之内１８０９

－３
宮崎県児湯郡高鍋町

アイスクリームの製
造／川南町

株式会社　ＭＵＳＡＳＨＩ 氷菓工場でのライン作業
・アイスクリームや氷菓の製造
における運搬や選別作業
・機械による袋詰めやオペレー

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）

宮崎県宮崎市橘通西５丁目１番２
３号　矢野興業ビル２階

宮崎県児湯郡川南町

電工（宮崎店） 戸大建設工業　株式会社 ・室内外の配線　　　　　

・エアコンの設置

雇用・労
災・健康・
厚生・財形

60歳
以下 204,000円～

382,500円雇用期間の定めなし 神奈川県座間市さがみ野２－５－
２２

宮崎県西都市

介護支援専門員（ミュー
ズの朝西都）

社会福祉法人　報謝会 ◎居宅要介護者の為の、モニタ
リング・担当者会議等を行い
　ケアプランを作成する


雇用・労
災・健康・
厚生

64歳
以下 250,000円～

300,000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

看護助手【三財病
院】

医療法人　暁星会　三財病
院

○看護助手業務全般
（排せつ介助・食事介助・入浴
介助・シーツ交換・清掃等）


雇用・労
災・健康・
厚生

59歳
以下 150,000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
番地

調理員 医療法人社団　百喜会 ◯入院患者（３名～５名）、職
員の食事調理及び厨房内の
　美化衛生管理。
・朝食（約１０名）、昼食（約

雇用・労
災・健康・
厚生

59歳
以下 130,000円～

153,000円雇用期間の定めなし 宮崎県西都市大字鹿野田５５７９
－１

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

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

介護職（入所） 医療法人　隆徳会　老人保
健施設　菜花園

○施設入所者（認知症・高齢
者）の介護全般。
・食事介助、入浴介助、排泄介
助等。

雇用・労
災・健康・
厚生

不問
151,000円～
188,000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

介護福祉士：常勤 地方独立行政法人　西都児
湯医療センター

○一般病棟における看護補助業
務全般（６５床）
・食事、入浴、排泄介助
・オムツ交換、着替え補助等

雇用・労
災・健康・
厚生

不問
150,000円～
302,500円雇用期間の定めなし 宮崎県西都市大字妻１５５０番地

鮮魚スタッフ（高鍋
店）

株式会社　海翔 ○店内での鮮魚業務全般
・魚介類の加工、販売など。
・接客
・スーパー内鮮魚部で魚介類の

雇用・労
災・健康・
厚生

不問
200,000円～
230,000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

鮮魚スタッフ：経験
者（高鍋店）

株式会社　海翔 ○店内での鮮魚業務全般
・魚介類の加工、販売など。
・接客
・スーパー内鮮魚部で魚介類の

雇用・労
災・健康・
厚生

不問
230,000円～
250,000円雇用期間の定めなし 宮崎県児湯郡高鍋町大字南高鍋字

奥の下７０２９番地
宮崎県児湯郡高鍋町

ガソリンスタンドス
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

農業資材販売店員（グ
リーンセンター）

西都農業協同組合 ◎農業資材関係の販売業務。
・店舗レジ、商品発注、仕入
れ、陳列、在庫管理、接客等。
・肥料（２０ｋｇ程度）等の商

雇用・労
災・健康・
厚生

不問
131,064円～
131,064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２０７１番
地

店長候補 セブンイレブン西都岡富店 ◯店内での接客業務・社員管理
全般
　・レジ、商品の品出し作業、
発注等

雇用・労
災・健康・
厚生

18歳
以上 180,000円～

210,000円雇用期間の定めなし 宮崎県西都市大字岡富８４５

機械・装置ヘ部材の取付・
検査、その他付随業務／西
都市

株式会社　フジワーク　宮
崎事業所

・自動車部品用の洗浄機及び工
作機械用の液処理装置への部
材取り付け設置、稼働状況の確
認、その他付随業務あり

雇用・労
災・健康・
厚生

不問
161,070円～
161,070円雇用期間の定めあり

（4ヶ月未満）

宮崎県宮崎市西高松町１－３５
西高松店舗１階

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） 2月25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 交替制あり 普通自動車免許
(1)13時00分～19時00分
(2)10時00分～16時00分

45010- 4818991 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- 4858391 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-  728591 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～16時00分
(2)15時00分～ 0時00分
(3)23時00分～ 8時00分

45060-  732491 就業場所

月給 ホームヘルパー２級以上
(1) 8時30分～17時30分 普通自動車免許ＡＴ

45060-  734891 就業場所

月給 変形（１年単位）
(1) 8時00分～17時00分

45060-  735291 就業場所

月給 診療放射線技師

45060-  736591 就業場所

月給 歯科衛生士

45060-  737191 就業場所

月給 交替制あり
(1) 7時00分～13時30分
(2) 9時30分～16時00分
(3)12時00分～18時30分

45060-  738091 就業場所

月給 交替制あり 看護師
(1) 8時30分～15時00分 准看護師
(2) 8時30分～17時15分
(3) 9時30分～16時00分

45060-  739391 就業場所

月給 保育士

45060-  740791 就業場所

月給 変形（１ヶ月単位） 看護師
(1) 8時00分～16時30分 准看護師
(2) 8時30分～17時00分
(3) 9時30分～18時30分

45060-  741891 就業場所

月給
(1) 5時00分～14時00分
(2) 9時00分～18時00分

45060-  744191 就業場所

月給 普通自動車免許ＡＴ
(1) 8時00分～17時00分

45060-  745091 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。

農作業員（からい
も・大根）【急募】

緒方　伸市 ◯時期的にからいもの収穫作業
が主になります。
○からいもの苗とりから畑への
定植の繰りかえし作業になり

不問
175,000円～
175,000円雇用期間の定めなし 宮崎県西都市大字三宅８８９７番

地
宮崎県西都市

調理スタッフ（住宅
型有料老人ホーム
サクラ高鍋）【急

株式会社　九州ケアライン
高鍋

◯入居者様の食事の提供（最大
４１名）
・スチコンでの食材温め
・食材刻み

雇用・労
災・健康・
厚生

不問
134,000円～
134,000円雇用期間の定めなし 宮崎県児湯郡高鍋町大字上江６６

４９番地１２３
宮崎県児湯郡高鍋町

正看護師または准看
護師

医療法人社団　百喜会 ○外来看護業務（通常・遅出）
○透析看護業務（通常・準夜）
○宿直看護業務（入院患者４名
程度）

雇用・労
災・健康・
厚生

59歳
以下 195,000円～

207,000円雇用期間の定めなし 宮崎県西都市大字鹿野田５５７９
－１

宮崎県西都市

保育士 独立行政法人　国立病院機
構　宮崎病院

（１）重症心身障害児（者）に
おける療育業務
（２）通所棟（１日あたり３～
４名程度）における療育業務

雇用・労
災・健康・
厚生

不問
125,450円～
125,450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１９
４０３－４

宮崎県児湯郡川南町

正看護師（又は准看
護師）

独立行政法人　国立病院機
構　宮崎病院

○外来における看護師業務全般
（一般病棟・重症心身障害児
（者）病棟に配属される可能性
もあります）

雇用・労
災・健康・
厚生

不問
149,810円～
149,810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１９
４０３－４

業務技術員（看護助
手）

独立行政法人　国立病院機
構　宮崎病院

○一般病棟、重症心身障害者病
棟における看護助手業務全般
・患者さんの入浴介助、排泄介
助、食事介助、着替え介助

雇用・労
災・健康・
厚生

不問
109,620円～
109,620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１９
４０３－４

歯科衛生士 独立行政法人　国立病院機
構　宮崎病院

○重症心身障害児（者）の口腔
ケア、歯科保健指導等。
○その他　附随業務あり。


雇用・労
災・健康・
厚生

不問
120,580円～
120,580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１９
４０３－４

診療放射線技師 独立行政法人　国立病院機
構　宮崎病院

○診療放射線技師業務全般。
・その他、附随業務をお願いす
る事もあります。


雇用・労
災・健康・
厚生

不問
131,540円～
131,540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１９
４０３－４

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

◯その他、付随作業あり。

雇用・労
災・健康・
厚生

40歳
以下 145,000円～

179,000円雇用期間の定めなし 宮崎県西都市大字茶臼原２８６－
２

介護職（デイサービ
ス）

社会福祉法人　日章福祉会
養護老人ホーム静和園

○デイサービスセンターにおけ
る介護業務全般。
（定員　２５名）
・食事介助、入浴介助、排泄介

雇用・労
災・健康・
厚生

不問
159,800円～
172,400円雇用期間の定めあり

（4ヶ月以上）

宮崎県西都市大字清水７９２番地
１

宮崎県西都市

工場内作業員 株式会社　ヒーテック ○工場内作業業務。
・熱処理前自動車部品等のセッ
ト作業及びバラシ作業。
（治具に品物をいれたり、並べ

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 

宮崎県児湯郡新富町大字上富田２
宮崎県児湯郡新富町

農作業員 株式会社　アグリさいと ◯地元農家向け用：水稲苗（す
いとうなえ）、野菜の苗
　地元企業向け用：加工用ほう
れん草の種まきから収穫まで

雇用・労
災・健康・
厚生

不問
152,400円～
160,000円雇用期間の定めあり

（4ヶ月以上）

宮崎県西都市大字三納３１５０番
地

宮崎県西都市

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

放課後等デイサービ
ススタッフ（短時
間）／高鍋

株式会社　ウィズワン ・学校終了後、障がいのあるお
子様へのサポート業務

・送迎業務（高鍋近辺）

雇用・労
災・健康・
厚生

不問
120,000円～
160,000円雇用期間の定めなし 宮崎県宮崎市大字島之内１８０９

－３
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

時給 特定曜日のみ(2)(3) 普通自動車免許ＡＴ
(1)14時30分～17時30分
(2) 8時30分～17時30分

45060-  814891 就業場所

時給
10時00分～20時30分の
間の7時間程度

10020- 5049091 就業場所

時給
8時30分～18時00分
の間の8時間程度

11040- 3751791 就業場所

時給 普通自動車免許ＡＴ
(1) 9時30分～17時00分

又は10時00分～16時00分
の間の5時間程度

22060- 1631091 就業場所

時給 普通自動車免許一種
8時00分～17時00分の
間の5時間程度

45060-  791791 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-  794591 就業場所

時給
(1) 9時00分～16時00分
(2) 9時00分～15時00分

45060-  797391 就業場所

時給
(1) 8時30分～15時00分

45060-  799991 就業場所

時給
(1) 8時30分～17時15分

45060-  812491 就業場所

時給
10時00分～20時00分の
間の7時間程度

10020- 4870091 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3時間程度

45060-  761091 就業場所

時給 理学療法士
8時15分～17時15分の 普通自動車免許ＡＴ
間の4時間以上 作業療法士

45060-  763691 就業場所

時給 介護支援専門員
8時30分～17時30分 普通自動車免許ＡＴ
の間の4時間程度

45060-  764991 就業場所

時給 普通自動車免許ＡＴ
8時15分～17時15分の
間の6時間程度

45060-  765491 就業場所

時給 変形（１年単位） 准看護師
(1) 8時15分～17時15分 普通自動車免許ＡＴ

45060-  767891 就業場所

時給 普通自動車免許ＡＴ
(1) 9時10分～16時00分

45060-  776291 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。

貸付審査事務等嘱託
員

宮崎県児湯福祉事務所 ○母子父子寡婦福祉資金の債権
管理
◯母子父子寡婦福祉資金の貸付
け相談及び償還指導業務・

雇用・公
災・健康・
厚生

不問
156,400円～
156,400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

デイサービス看護（准看護
師）
（たかなべ）

株式会社　介護とリハビリ
のエンゼル

○デイサービスでの看護・介護
業務
（食事介助や入浴介助など）
○利用者の送迎と介助。

雇用・労災
不問

950円～1,000円雇用期間の定めなし 宮崎県児湯郡高鍋町大字高鍋町７
５１番地２

宮崎県児湯郡高鍋町

デイサービス介護
（たかなべ）

株式会社　介護とリハビリ
のエンゼル

◯デイサービスでの介護業務
・食事介助、入浴介助、排泄介
助、レク企画。
・利用者の送迎と介助。

労災
不問

765円～1,000円雇用期間の定めなし 宮崎県児湯郡高鍋町大字高鍋町７
５１番地２

宮崎県児湯郡高鍋町

ケアマネージャー（介護支
援専門員）（たかなべ）

株式会社　介護とリハビリ
のエンゼル

「デイサービスエンゼル　たか
なべ」利用者　４０名
○ケアマネージャー業務全般。
・ケアプランの作成と、利用者

雇用・労災
不問

1,500円～1,500
円雇用期間の定めなし 宮崎県児湯郡高鍋町大字高鍋町７

５１番地２
宮崎県児湯郡高鍋町

理学療法士または作
業療法士

株式会社　介護とリハビリ
のエンゼル

○「デイサービスエンゼル　た
かなべ」でのリハビリ業務。
（利用者　４０名）
○その他、附随作業あり。

労災
不問

1,000円～1,500
円雇用期間の定めなし 宮崎県児湯郡高鍋町大字高鍋町７

５１番地２
宮崎県児湯郡高鍋町

送迎運転手（たかな
べ）

株式会社　介護とリハビリ
のエンゼル

○デイサービス利用者の送迎と
送迎に伴う介助業務。
（エリア　高鍋町・新富町・木
城町）

労災
不問

765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７
５１番地２

宮崎県児湯郡高鍋町

パート／店舗スタッフ／
高鍋店／１１５９／急募

株式会社　ヤマダ電機 主に次のような店舗内業務をお
願いします。
　＊販売業務
　　（小物家電製品、理美容用

雇用・労
災・健康・
厚生

不問

825円～1,050円雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上）

群馬県高崎市栄町１番１号

宮崎県児湯郡高鍋町

国保レセプト点検事
務：いきいき健康課

新富町役場 ◯いきいき健康課にて国民健康
保険で受診したレセプトの
点検業務全般。
・レセプトの整理・管理

雇用・公
災・健康・
厚生

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上富田７
４９１

宮崎県児湯郡新富町

機械オペレーター（ペッ
トフード製造）

ビッグウッド　株式会社
宮崎工場

○成型機によるドライフード
（かりかりタイプのご飯）の製
　造を専門に行う業務に携わっ
ていただきます。

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

詰め口作業（焼酎） 株式会社　正春酒造 ○焼酎詰め口ライン（ボトリン
グ）上での瓶詰作業。
・商品の運搬。（１５～１８ｋ
ｇ程度）

雇用・労災
不問

765円～765円雇用期間の定めなし 宮崎県西都市大字三納１００２９

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

農作業員 末光弘和（末光農園） ○スイカの植え付け、管理作
業、大根の収穫作業
・五月初め頃までは大根の収穫
作業

不問

850円～850円雇用期間の定めなし 宮崎県児湯郡川南町大字川南１８
１９８番地

総務・経理事務員
（パート）

テラスマイル　株式会社
菊川営業所

☆総務・経理事務員（パート）
の求人です。

【主な仕事内容】

雇用・労災
不問

1,000円～1,200
円雇用期間の定めあり

（4ヶ月未満）

静岡県菊川市堀之内１１０－１
コーポ石川２Ｆ

宮崎県児湯郡新富町

医療事務（宮崎県児
湯郡）

イントロン株式会社 ◇調剤薬局での医療事務のお仕
事です。
・処方箋入力（レセコン機種：
ＥＭシステムズ）

労災
不問

850円～850円雇用期間の定めなし 埼玉県川越市脇田本町１３－５
川越第一生命ビル８階

宮崎県児湯郡高鍋町

雇用・労
災・健康・
厚生

不問

825円～1,050円雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上）

群馬県高崎市栄町１番１号

宮崎県西都市

850円～1,000円雇用期間の定めなし 宮崎県児湯郡木城町大字石河内７
８８－１１

宮崎県児湯郡木城町
パート／店舗スタッフ／
西都店／１２８５／急募

株式会社　ヤマダ電機 主に次のような店舗内業務をお
願いします。
　＊販売業務
　　（小物家電製品、理美容用

（パート） 2月25日号
仕事の内容・就業場所

支援員（ひこうせ
ん）

特定非営利活動法人　ふぁ
む・ふぁーむ

○日中一時預かり事業の支援業
務。
・一緒に遊んだり、制作したり
します。

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） 2月25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)15時30分～18時30分

45060-  779091 就業場所

時給 普通自動車免許二種
8時00分～14時00分の
間の4時間程度 ※免許を所持してない方も

相談に応じます

45060-  784291 就業場所

時給 普通自動車免許ＡＴ
(1) 9時00分～17時00分

14100- 2380791 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- 7518491 就業場所 の間の2時間程度
時給 交替制あり

(1) 9時00分～16時30分
(2)13時00分～20時30分
(3)16時30分～ 0時00分
又は9時00分～00時00分

45010- 4905091 就業場所 の間の5時間程度
時給

(1)12時00分～17時00分

45010- 4983991 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３時間以上

45060-  752191 就業場所

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-  755691 就業場所

時給
(1) 9時00分～15時00分 幼稚園教諭

保育士

45060-  760191 就業場所

時給
9時20分～20時30分の
間の3時間以上

34020- 3066891 就業場所

時給
(1) 7時30分～13時30分

45010- 4851491 就業場所

時給
8時00分～17時00分の
間の5時間程度

45060-  729191 就業場所

時給
(1)10時00分～14時00分

45070-  774291 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。

調理員パート（ミューズ
の朝　西都）

社会福祉法人　報謝会 ◎調理業務全般（盛り付け・配
膳・下膳・食器洗浄）
　
その他付随する業務

労災
不問

800円～800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

食品製造加工員【急
募】

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

800円～800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

調理員／西都市・向
陵台

日清医療食品　株式会社
南九州支店　宮崎営業所

・入所者への食事提供業務を
行っていただきます。

・調理補助、盛付、配膳、洗浄

雇用・労災
不問

800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

販売（ダイソー宮崎
都農店）

株式会社　大創産業（ＤＡ
ＩＳＯ／ダイソー）

店舗の運営に関わる、レジ接
客・ご案内・品出し・商品整理
などをスタッフ全員で協力して
行います。

労災
不問

800円～850円雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上）

広島県東広島市西条吉行東１丁目
４番１４号

宮崎県児湯郡都農町

保育補助 学校法人　高鍋学園 ○保育園で子供の保育補助
・３～５歳児　人数１５名を２
名で担当していただきます。


雇用・労災
不問

850円～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３
３１４

入所介護 医療法人　隆徳会　老人保
健施設　菜花園

○施設入所者様（要介護者）へ
の介護ケアのお仕事です。
（入居者定員　８０名）（現在
入居者５７名

雇用・労災
不問

850円～950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

農作業員：ハウス
ピーマン

トモクサ園芸 ○西都市鹿野田でハウスピーマ
ンの生産にかかる作業をして
頂きます。
・収穫作業が主ですが時期によ

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字五節句
１４４

店員（書籍部門）／
川南店（ＪＡＯ）

株式会社　エーコープみや
ざき

・店内での書籍の陳列、販売業
務を主に行います。
　その他、付帯業務として在庫
の管理や予約商品の

雇用・労災
不問

762円～762円雇用期間の定めあり
（4ヶ月未満）

宮崎県宮崎市花ヶ島町鴨ノ丸８２
９番地１

宮崎県児湯郡川南町

ホールスタッフ／Ｏ
ＰＵＳ高鍋店

株式会社　ＯＰＵＳ ＯＰＵＳ高鍋店内において
・ホール内での接客業務（玉箱
の交換、台の清掃など）


雇用・労災
18歳
以上 1,000円～1,000

円雇用期間の定めあり
（4ヶ月未満）

宮崎県宮崎市新栄町８４－１

宮崎県児湯郡高鍋町

家庭教師（児湯郡高
鍋町及び近郊）

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：児湯郡高鍋町および

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

一般事務（宮崎西都
店）

戸大建設工業　株式会社 ・データ入力（エクセル、ワー
ド、専用システム等）

・電話、来客対応

雇用・労災
不問

770円～850円雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上）

神奈川県座間市さがみ野２－５－
２２

宮崎県西都市

タクシー乗務員 有限会社　あい交通 ○タクシー乗務業務全般。
（エリア：主に都農町、川南
町）
・お客様を乗せて目的地までお

労災
不問

800円～800円雇用期間の定めなし 宮崎県児湯郡都農町大字川北４７
９８番地２

採点スタッフ 公文式　川南唐瀬教室 ○幼児から小中学生を中心とし
た会員のプリント教材の採点
の仕事になります。（約７０
名）

労災
不問

762円～762円雇用期間の定めなし 宮崎県児湯郡川南町大字川南１９
３５４－１２


