
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
(1)10時00分～16時00分
(2) 9時15分～17時00分
(3) 9時15分～16時15分

45010- 5621591 就業場所

月給 変形（１年単位） 保安関連免許
(1) 8時00分～17時00分 ※採用後取得可

中型自動車免許一種

45010- 5642991 就業場所

月給 変形（１年単位） フォークリフト技能者
(1) 8時00分～17時00分 ※採用後取得可

大型自動車免許一種

45060-  889791 就業場所

月給 変形（１年単位） 普通自動車免許一種
(1) 8時30分～17時30分 電気工事士（第２種）以上

45060-  890591 就業場所

月給 変形（１年単位） 普通自動車免許一種
(1) 8時30分～17時30分

45060-  891191 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-  893391 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-  894691 就業場所

月給 交替制あり 普通自動車免許一種
(1) 7時00分～16時00分
(2) 9時00分～18時00分

45060-  895991 就業場所

月給 普通自動車免許ＡＴ
(1) 8時30分～17時15分

45060-  896491 就業場所

月給 変形（１年単位）
(1) 8時30分～17時30分

45060-  897791 就業場所

月給 正看護師
(1) 8時00分～17時00分 普通自動車免許ＡＴ
(2) 9時00分～18時00分
(3)10時00分～19時00分

45060-  898891 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-  875191 就業場所

月給 普通自動車免許ＡＴ
(1) 8時00分～16時30分

45060-  878691 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-  880891 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～17時00分

45060-  882591 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～17時00分

45060-  883191 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。

林業作業員：経験者 株式会社　ＳＡＳＡＫＩ
ＦＯＲＥＳＴＲＹ

○高性能林業機械（プロセッ
サー、林業用重機グラップル
　等）チエンソー、草刈機を使
用する山林伐採作業全般。

雇用・労
災・健康・
厚生

不問
195,000円～
250,000円雇用期間の定めなし 宮崎県児湯郡木城町大字椎木４７

３９番地６
宮崎県児湯郡木城町

林業作業員：未経験
者

株式会社　ＳＡＳＡＫＩ
ＦＯＲＥＳＴＲＹ

○高性能林業機械（プロセッ
サー、林業用重機グラップル
　等）チエンソー、草刈機を使
用する山林伐採補助作業。

雇用・労
災・健康・
厚生

不問
188,000円～
230,000円雇用期間の定めなし 宮崎県児湯郡木城町大字椎木４７

３９番地６
宮崎県児湯郡木城町

出荷作業員 株式会社　有村産業 ◯製品の準備、梱包、積出し作
業が主な作業になります。
　出荷製品は包装資材や梱包資
材などです。

雇用・労
災・健康・
厚生

不問
121,920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

学校図書事務 川南町役場 川南町内の小学校における図書
室の運営等を担当していただき
ます。


雇用・労
災・健康・
厚生

不問
130,200円～
130,200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
６８０－１

宮崎県児湯郡川南町

現場作業員 有限会社　横山建設 ◯宮崎県及び西米良村発注の公
共工事で土木工事に関する
・現場作業、土木作業
・その他付随業務

雇用・労
災・健康・
厚生

不問
191,730円～
196,350円雇用期間の定めなし 宮崎県児湯郡西米良村大字村所１

０５－１９

看護師「看護」 社会福祉法人　金鈴学園 ○児童養護施設において、入所
児童の医療的ケアを担当する
　日勤のみで夜勤・宿直はあり
ません。

雇用・労
災・健康・
厚生

62歳
以下 185,478円～

185,478円雇用期間の定めなし 宮崎県児湯郡川南町大字川南２２
８４３

部品塗装及び印刷作
業員

株式会社　新生工業 ◆まず会社見学をしてくださ
い。
（流れ）
会社見学（紹介状発行）→応募

雇用・労
災・健康・
厚生・財形

30歳
以下 135,000円～

180,000円雇用期間の定めなし 宮崎県児湯郡木城町大字川原１６
２２－１

宮崎県児湯郡木城町

生活支援員（高鍋） 社会福祉法人　晴陽会 ○通所利用者の日中活動支援業
務。（定員４０名）
・食事介助、排泄介助、外出介
助（ドライブ等支援）

雇用・労
災・健康・
厚生

不問
122,400円～
129,600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３２９２－
３３

宮崎県児湯郡高鍋町

給油ガソリンスタッフ：
ＪＡ西都・西米良ＳＳ

西都農業協同組合 ◯「ＪＡ西都・西米良ＳＳ」で
のガソリンスタンドの接客
業務全般。
・ガソリンスタンドの給油業務

雇用・労
災・健康・
厚生

64歳
以下 124,800円～

131,200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

宮崎県児湯郡西米良村

製材作業員（製材
部）

井上林産　株式会社 ○製材部での製材作業全般業
務。
・製材盤木（規格品前の材料）
の積み上げ。

雇用・労
災・健康・
厚生

40歳
以下 142,000円～

184,600円雇用期間の定めなし 宮崎県児湯郡木城町大字高城２５
１８番地１

一般事務（製材部） 井上林産　株式会社 ○当社製材所での事務全般業
務。
・電話応対
・パソコン入力（会計伝票・売

雇用・労
災・健康・
厚生

不問
142,000円～
142,000円雇用期間の定めなし 宮崎県児湯郡木城町大字高城２５

１８番地１

林業作業員（本社：西米良
村）：重機オペレーター

株式会社　ハマテック ○西米良村での林業作業業務全
般
　・山林の抜木、伐倒、下刈り
作業

雇用・労
災・健康・
厚生

不問
200,000円～
320,000円雇用期間の定めなし 宮崎県児湯郡西米良村大字村所２

－２７

電気工事（西都営業
所）

株式会社　ハマテック ○西都営業所での電気工事作業
全般。
・太陽光（メガソーラー）現場
管理。

雇用・労
災・健康・
厚生

不問
205,000円～
350,000円雇用期間の定めなし 宮崎県児湯郡西米良村大字村所２

－２７
宮崎県西都市

トラック乗務員（九
州管内）

丸和運送　株式会社 ○主に食肉類配送業務。
　長距離配送・・・九州管内
○フォークリフト及び手作業で
の荷の積み下ろし作業あり。

雇用・労
災・健康・
厚生

60歳
以下 260,000円～

300,000円雇用期間の定めなし 宮崎県児湯郡高鍋町大字持田６２
８４

110,000円～
110,000円雇用期間の定めなし 宮崎県宮崎市錦町１－１０　宮崎

グリーンスフィア壱番館７階
宮崎県西都市

ＬＰガス配送／西都
営業所

株式会社　エネルギーコ
ミュニケーション宮崎

・一般家庭及び業務用のＬＰガ
ス容器の配送業務

＊業務範囲は宮崎県内

雇用・労
災・健康・
厚生

40歳
以下 159,240円～

225,500円雇用期間の定めなし 宮崎県宮崎市大字赤江字飛江田８
６８番１３－２Ｆ

宮崎県西都市

（一般） 3月4日号
仕事の内容・就業場所

商工会議所共済・福祉制度
推進スタッフ／西都商工会
議所

アクサ生命保険　株式会社
宮崎支社

【入社初月】
生命保険募集人の登録に必要な
一般課程試験に合格できるよう
に机上研修を受けていただきま

雇用・労
災・健康・
厚生

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

（一般） 3月4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50分～17時30分

45060-  885391 就業場所

月給 理学療法士
(1) 8時00分～17時00分 作業療法士
(2) 8時30分～17時30分 普通自動車免許ＡＴ

45060-  887991 就業場所

月給 フォークリフト技能者
(1) 8時00分～17時00分

40010-17445391 就業場所

月給 調理師
(1) 5時00分～14時30分 栄養士

45010- 5454191 就業場所

月給 交替制あり 保育士
7時30分～18時00分の間
の8時間程度

45010- 5469891 就業場所

月給 フォークリフト技能者
(1) 8時30分～17時30分

45030- 1029991 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)17時00分～ 9時00分 介護職員初任者研修

介護福祉士

45060-  860991 就業場所

月給 普通自動車免許ＡＴ
(1) 8時00分～17時00分

45060-  861491 就業場所

月給 普通自動車免許ＡＴ
(1) 8時00分～17時00分

45060-  862791 就業場所

月給
(1) 8時00分～17時00分

45060-  865591 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 准看護師
(2)10時00分～19時00分 普通自動車免許ＡＴ

45060-  867091 就業場所

月給 正看護師
(1) 8時30分～17時30分 普通自動車免許一種
(2) 8時30分～12時30分

45060-  868391 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

45060-  869691 就業場所

月給
(1) 7時00分～16時15分

45060-  870491 就業場所

月給 変形（１年単位）
(1) 8時00分～17時00分

40010-17194091 就業場所

月給
(1)10時00分～19時00分

43010- 8099291 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。

ドコモショップでの接客・
販売（紹派）／宮崎県児湯
郡

株式会社　ミリオンネット
ワーク

ドコモショップ内での窓口受付
業務
・携帯電話等の販売
・料金のお支払受付

雇用・労災
不問

189,200円～
206,400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

コンクリート製品製造ス
タッフ／児湯郡川南町

株式会社　ヤマウトラスト 工場内でコンクリート製品（下
水道整備などに使われるボック
スカルバートや側溝など）の製
造業務を行って頂きます

雇用・労
災・健康・
厚生

不問
169,750円～
196,100円雇用期間の定めあり

（4ヶ月以上）

福岡県福岡市早良区東入部５丁目
１５－７

宮崎県児湯郡川南町

ゴルフ作業員 財団法人　一ツ瀬川県民ス
ポーツセンター

◯ゴルフ場内の芝整備業務
◯コース管理、メンテナンス
◯芝刈
◯ゴルフカートの管理

雇用・労
災・健康・
厚生

不問
170,000円～
170,000円雇用期間の定めなし 宮崎県児湯郡新富町大字新田２５

９１
宮崎県児湯郡新富町

フロント及び一般事
務

財団法人　一ツ瀬川県民ス
ポーツセンター

◯主にスポーツセンターでのフ
ロント受付業務全般
・電話での予約受付
◯一般事務業務全般

雇用・労
災・健康・
厚生

不問
160,000円～
160,000円雇用期間の定めなし 宮崎県児湯郡新富町大字新田２５

９１
宮崎県児湯郡新富町

訪問看護（正看護師）：ひ
まわり訪問看護ステーショ
ン

医療法人　隆徳会　鶴田病
院

◯病状や障害、全身状態の観察
◯点滴治療、褥創の処置、排便
コントロール、服薬管理等
◯主治医、ケアマネージャーな

雇用・労
災・健康・
厚生・財形

不問
180,000円～
220,000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

正又は准看護師／望
み苑【急募】

社会福祉法人春光会　特別
養護老人ホーム　望み苑

○特別養護老人ホーム（定員２
９名）・ショートステイ（空床
型）の看護業務（健康管理、薬
等の管理）を担当していただき

雇用・労
災・健康・
厚生・財形

不問
210,336円～
228,016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

１１８－１
宮崎県児湯郡高鍋町

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
121,920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

生活指導員（自然芸
術館）

社会福祉法人石井記念友愛社茶臼
原自然芸術館就労支援Ａ・Ｂ型事
業所

○主に利用者への生活支援業
務。
（利用者　２０名程度　２０歳
～６０歳）

雇用・労
災・健康・
厚生

不問
146,960円～
168,960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６０
３－１

宮崎県児湯郡木城町

職業指導員（自然芸
術館）

社会福祉法人石井記念友愛社茶臼
原自然芸術館就労支援Ａ・Ｂ型事
業所

○主に利用者への作業支援業
務。
（利用者　２０名程度　２０歳
～６０歳）

雇用・労
災・健康・
厚生

不問
146,960円～
168,960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６０
３－１

宮崎県児湯郡木城町

夜勤専門（月１０～１３回
以内（ケアポート木の瀬）

株式会社　メイセイ ○有料老人ホームにおける夜間
介護及び利用者の健康管理。
・見守り。
・各部屋巡回。

雇用・労
災・健康・
厚生

不問
175,200円～
184,200円雇用期間の定めなし 宮崎県児湯郡木城町大字椎木６０

２７－１

工場内梱包作業員 有限会社　誠交食品 『ミヤチク都農工場』において
・牛・豚の廃棄物を飼料に加工
するためにフォークリフトを
使って廃棄物を計量し、水分を

雇用・労
災・健康・
厚生

不問
130,560円～
138,720円雇用期間の定めなし 宮崎県日向市財光寺１４７７－２

宮崎県児湯郡都農町

保育士／わかば保育
所

学校法人　宮崎総合学院 ・指定管理者となっている事業
所内保育所における、
　保育その他必要な業務に従事
して頂きます。

雇用・労
災・健康・
厚生

59歳
以下 170,000円～

178,000円雇用期間の定めなし 宮崎県宮崎市別府町４番１９号

宮崎県児湯郡川南町

学校寮給食調理／宮崎県立
高鍋農業高等学校　明倫寮

株式会社　総合人材セン
ター　宮崎支店

宮崎県立高鍋農業高等学校「明
倫寮」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

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

フォークリフトオペレー
ター（正）／児湯郡川南町

株式会社　ヤマウトラスト コンクリート製品製造工場で、
フォークリフトを使って、コン
クリート製品の集積及び出荷ト
ラックへの積込み。

雇用・労
災・健康・
厚生

不問
175,150円～
196,100円雇用期間の定めなし 福岡県福岡市早良区東入部５丁目

１５－７
宮崎県児湯郡川南町

理学療法士、作業療法士
【トライアル併用求人】
【急募】

株式会社　Ｓｕｎｎｙ　Ｄａｙｓ
（リハビリ特化型デイサービス）

○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
ン、リハビリ業務です。


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 宮崎県児湯郡川南町大字川南１３

２４７－６

総務職 みやざきバイオマスリサイ
クル　株式会社

◯総務課にて主に経理、資材業
務を担当して頂きます・
（主な業務）専用システムへ入
力

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 宮崎県児湯郡川南町大字川南４６

２１番地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） 3月4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) 9時00分～17時00分

45060-  847891 就業場所

月給 変形（１年単位）
(1) 9時00分～17時00分

45060-  848291 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-  849591 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-  850391 就業場所

月給 変形（１年単位）
(1) 8時00分～17時00分

45060-  852991 就業場所

月給 変形（１年単位）
(1) 8時00分～17時00分

45060-  853491 就業場所

月給 介護支援専門員
(1) 8時30分～17時30分 普通自動車免許一種

45060-  854791 就業場所

月給 交替制あり
10時00分～20時00分の間
の8時間程度

45060-  855891 就業場所

月給
(1) 8時00分～17時00分

45060-  856291 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-  858191 就業場所

月給 特定曜日のみ(2)(3)
(1) 8時30分～19時00分
(2) 1時30分～12時00分

45060-  859091 就業場所

月給 交替制あり 普通自動車免許ＡＴ
(1) 8時00分～16時00分
(2)14時00分～22時00分

45060-  826391 就業場所

月給 交替制あり 普通自動車免許ＡＴ
(1) 7時00分～15時15分
(2)14時00分～22時15分
(3)15時00分～23時15分

45060-  827691 就業場所

月給 変形（１年単位）
(1) 8時00分～16時45分

45060-  831591 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-  833091 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-  835691 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。

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

作業員 児湯郡茶農業協同組合 ◯お茶の集荷、加工、梱包作
業。
・集荷作業：２人体制で児湯郡
管内を集荷します。

雇用・労災
不問

176,000円～
176,000円雇用期間の定めあり

（4ヶ月以上）

宮崎県児湯郡高鍋町大字持田３３
６７－１２

プラスチック部品の
生産～出荷

株式会社　シンコー精機 ◯完成品の出荷検査、抜き取り
検査になります。

◆初心者の方でも親切丁寧に指

雇用・労
災・健康・
厚生

不問
131,102円～
131,102円雇用期間の定めなし 宮崎県児湯郡新富町大字日置２０

３２番地１５

ホテルフロント及び
事務

有限会社　四季亭 ○ホテルのフロント業務及び事
務業務
・電話応対
・顧客管理

雇用・労
災・健康・
厚生

59歳
以下 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５
２２４

ホテル業務スタッフ 有限会社　四季亭 ○ホテルでの接客サービス業務
全般。
・婚礼、宴会等の接客サービ
ス。

雇用・労
災・健康・
厚生

40歳
以下 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５
２２４

歯科受付 ながとも歯科医院 ○受付窓口業務
　・患者様の受付、予約の受付
　・電話応対
　・清算業務

雇用・労
災・健康不問

149,000円～
149,000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

２４３－５

【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

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

人材採用サポート事
務／正社員

株式会社　エスプール　西
都センター

◯当社が提供する「Ｏｍｕｓｕ
ｂｉ（オムスビ）」という
サービスで、企業の人事部に代
わって、応募者の問合せ対　応

雇用・労
災・健康・
厚生

40歳
以下 180,000円～

250,000円雇用期間の定めなし 宮崎県西都市大字右松２１１１番
地　Ａコープさいと店敷地内

介護支援専門員：美
老苑【急募】

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）
・入居者のサービス計画書作成
・請求書作成

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

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 155,400円～

180,200円雇用期間の定めなし 宮崎県西都市大字茶臼原２８６－
２

溶接作業員【トライ
アル併用求人】

オリンピア工業株式会社
宮崎工場

○工場内での板金作業（組立・
溶接）
・金属薄板を組み合わせて、溶
接作業を行います。

雇用・労
災・健康・
厚生

40歳
以下 155,400円～

220,400円雇用期間の定めなし 宮崎県西都市大字茶臼原２８６－
２

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～
350,000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

一般事務（パート） 森敬　株式会社 ○事務所内での一般事務業務全
般。
○文書作成（パソコンにて入
力）

雇用・労
災・健康・
厚生

不問
115,360円～
122,570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

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・健康・
厚生

不問
109,880円～
109,880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



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） 3月4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）
(1) 8時15分～17時15分

45060-  837491 就業場所

月給 変形（１年単位）
(1) 8時15分～17時15分

45060-  838791 就業場所

月給 変形（１年単位）
(1) 8時15分～17時15分

45060-  841091 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) 6時30分～15時30分
(2) 9時30分～18時30分
(3)17時00分～ 9時00分

45060-  843691 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～18時00分 介護職員初任者研修
(2) 9時30分～19時00分 正看護師
(3) 8時00分～17時30分 普通自動車免許ＡＴ
(4)18時00分～ 9時00分

45060-  845491 就業場所

月給
(1) 9時00分～18時00分
(2) 9時00分～13時00分

45060-  851691 就業場所

年俸 特定曜日のみ(2)(3) 薬剤師
(1) 8時30分～18時00分 普通自動車免許ＡＴ
(2) 8時30分～12時30分

45010- 5319691 就業場所

月給 普通自動車免許ＡＴ
(1) 8時45分～17時00分

45060-644491 就業場所

月給 普通自動車免許一種
(1) 8時00分～17時00分

45060-679891 就業場所

月給 変形（１年単位）
(1) 8時00分～17時00分

45060-668991 就業場所

月給 普通自動車免許一種
(1) 8時00分～17時00分

45060-558891 就業場所

月給 ヘルパー２級以上
(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 ※無資格者応募可

普通自動車免許ＡＴ

45060-4985981 就業場所

年俸 普通自動車免許一種
(1) 8時00分～17時00分

45060-337891 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。

宮崎県児湯郡木城町

◎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。

職業指導員（自然芸
術館）

社会福祉法人石井記念友愛社茶臼
原自然芸術館就労支援Ａ・Ｂ型事
業所

○主に利用者への作業支援。
（利用者　２０名程度　２０歳
～６０歳）
・農業等

雇用・労
災・健康・
厚生

不問
131,674円～
153,446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６０
３－１

介護職員／デイサー
ビス

株式会社　兒玉 ○利用定員４５名の介護業務全
般。
・食事介助、入浴介助等。
・送迎あり（社用車：ＡＴタイ

雇用・労
災・健康・
厚生

不問
135,720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
宮崎県児湯郡新富町

林業作業員【トライ
アル併用求人】

株式会社　英代産業 ○山林で伐採及び木寄せ造林、
木材運搬作業。
○現場によっては重機にて作業
道を造り、その付随作業や傾斜

雇用・労
災・健康・
厚生

49歳
以下 180,000円～

240,000円雇用期間の定めなし 宮崎県児湯郡都農町大字川北１５
２９１－１

土木作業員及びコン
クリート製造作業員

阿萬建設　株式会社 ○一般土木作業及びコンクリー
トブロック製造作業業務。
・敷地内でのフォークリフト作
業

雇用・労
災・健康・
厚生

不問
184,000円～
184,000円雇用期間の定めなし 宮崎県児湯郡西都市大字南方１５

６１－５
宮崎県西都市

電気工事及び空調工
事

荒木電機店 ○公共事業７０％、民間事業３
０％の割合で電気工事及び空調
工事に着手しています。
・電気工事作業及び空調工事作

30歳
以下 150,000円～

200,000円雇用期間の定めなし 宮崎県西都市大字都於郡町５６０
７番地

宮崎県西都市

生花小売【トライア
ル併用求人】

タカラダフラワー ○当店にて切花、鉢物の販売、
花束アレンジフラワー束花等の
作成、葬儀等のスタンド花作
成。

雇用・労
災・健康・
厚生

33歳
以下 140,000円～

170,000円雇用期間の定めなし 宮崎県児湯郡都農町大字川北４７
６１－１

宮崎県児湯郡都農町

薬剤師／心愛メ
ディック

株式会社　ＨＳＣ 薬剤師の業務全般
・管理薬剤師
・処方箋に基づく調剤業務


雇用・労
災・健康・
厚生

不問
550,000円～
550,000円雇用期間の定めなし 宮崎県宮崎市大字瓜生野１１５番

地
宮崎県西都市

医療事務 有限会社　柊　（虹ヶ丘薬
局）

〇調剤薬局における医療事務と
調剤の補助業務
・受付及び電話の応対
・処方箋のデータ入力

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）

宮崎県児湯郡新富町大字三納代２
４７２－１

宮崎県児湯郡新富町

介護職員又は看護職
員

株式会社　博愛　小規模多
機能ホーム　なぎのき

◯「小規模多機能ホーム　なぎ
のき」での介護又は看護業務
　全般。
・送迎（社用車あり）

雇用・労
災・健康・
厚生

不問
160,000円～
188,000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南高鍋７
１６１番地１２

介護職 社会福祉法人　日章福祉会
養護老人ホーム静和園

○老人福祉施設における介護業
務等。
（定員　５０名）
・食事介助、入浴介助、排泄介

雇用・労
災・健康・
厚生

18歳
以上 178,600円～

191,800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

ソーイングスタッフ
（高鍋）（正社員）

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
仕事です・


雇用・労
災・健康・
厚生

不問
144,000円～
182,000円雇用期間の定めなし 宮崎県児湯郡高鍋町大字北高鍋３

１９０－３

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

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
142,037円～
163,100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



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)10時00分～14時00分

44020- 1896591 就業場所

時給 特定曜日のみ(2)(3) 正看護師
(1) 8時30分～18時00分 准看護師
(2) 8時30分～12時30分

45060-  892091 就業場所

時給
(1)10時00分～16時00分

45060-  899291 就業場所

時給 交替制あり
(1)10時00分～15時00分
(2) 7時00分～12時00分

45060-  872891 就業場所

時給 交替制あり 普通自動車免許ＡＴ
(1) 8時10分～15時10分
(2) 9時00分～16時00分
(3)10時00分～17時00分

45060-  873291 就業場所

時給 普通自動車免許ＡＴ
9時00分～16時00分の間
の5時間程度

45060-  876091 就業場所

時給 交替制あり
(1)10時00分～17時00分
(2)17時00分～20時00分
(3)10時00分～14時00分
又は10時00分～20時00分

45060-  877391 就業場所 の間の3時間以上
時給 交替制あり

(1)14時00分～17時00分

45060-  884091 就業場所

時給 理学療法士
(1) 8時30分～13時30分 作業療法士
(2) 9時00分～12時00分 普通自動車免許ＡＴ
(3)12時30分～17時30分
(4)13時00分～16時30分

45060-  886691 就業場所

時給 普通自動車免許ＡＴ
(1) 9時00分～16時00分

45060-  866191 就業場所

時給 交替制あり
(1) 8時00分～14時00分
(2)10時00分～14時00分

45060-  871791 就業場所

時給 変形（１ヶ月単位）
(1) 9時00分～16時00分

45060-  846791 就業場所

時給
8時00分～17時00分の間
の4時間程度

45060-  857591 就業場所

時給
(1) 5時00分～14時30分

45010- 5523791 就業場所

時給
(1)14時00分～18時00分
(2)18時00分～22時00分

40120- 5876891 就業場所

時給
(1) 8時00分～12時00分

40120- 5877291 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） 3月4日号
仕事の内容・就業場所

書店販売員（西都
店）

株式会社　明林堂書店 ・商品管理業務（入荷商品の検
品、返品、照合）
・レジ業務（販売、包装、点
検、精算）

労災
不問

雇用・労災
不問

1,100円～1,200
円雇用期間の定めなし 宮崎県西都市大字妻１５１６－１

宮崎県西都市

762円～762円雇用期間の定めなし 別府市山の手町１５－１５

宮崎県西都市

看護職 医療法人　いわみ小児科医
院

◯診察介助、処置等
・予防注射の流れの確認
・患者様の見守り等


事務補助（設備建設
グループ）

九州電力株式会社　高鍋配
電事業所

◯電力供給の申込に関する事務
処理。
・パソコンを使用して事務処理
を行っていただきます。

雇用・労災
不問

820円～820円雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上）

宮崎県児湯郡高鍋町北高鍋３４９
２－４

調理補助（ここっと
キッチン）

社会福祉法人　光陽会 ◯バイキング形式レストランの
調理補助業務全般。
・主に食材切りから調理：バッ
クヤードでの業務になります

労災
不問

800円～1,000円雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上）

宮崎県西都市大字清水７９３番地

宮崎県西都市

支援員（清水台スマ
イル館）

社会福祉法人　光陽会 ○障がいのある方に対する支援
業務。　　　　　　　　　　
・生産活動、日常生活支援。


雇用・労災
不問

900円～950円雇用期間の定めなし 宮崎県西都市大字清水７９３番地

宮崎県西都市

総務及び経理事務員
（パート）

テラスマイル株式会社 総務・経理事務員の（パート）
求人です。
（主な仕事内容）
・会社の経費処理及び請求書発

不問

850円～1,050円雇用期間の定めなし 宮崎県児湯郡新富町富田２－２０

人材採用サポート事
務／パート

株式会社　エスプール　西
都センター

◯当社が提供する「Ｏｍｕｓｕ
ｂｉ（オムスビ）」という
サービスで、企業の人事部に代
わって、応募者の問合せ対　応

労災
不問

850円～1,000円雇用期間の定めなし 宮崎県西都市大字右松２１１１番
地　Ａコープさいと店敷地内

児童クラブ補助員『高鍋西
小学校放課後児童クラブ』

特定非営利活動法人　ＡＩ ○児童クラブでの子供たちの学
習の補助業務。
○その他、附随業務あり。
○児童の見守が主になります。

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北高鍋１
００２番地

宮崎県児湯郡高鍋町

理学療法士又は作業
療法士

株式会社　Ｓｕｎｎｙ　Ｄａｙｓ
（リハビリ特化型デイサービス）

○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
ン、リハビリ業務です。


雇用・労災
不問

1,100円～1,500
円雇用期間の定めなし 宮崎県児湯郡川南町大字川南１３

２４７－６

梱包・軽作業（西
都）

株式会社　井上商店 （１）中古部品の梱包、洗浄、
磨きなど
　　（インターネットで注文を
受けた商品を段ボールに

雇用・労災
不問

850円～900円雇用期間の定めなし 宮崎県児湯郡高鍋町大字持田１８
６０番地３

宮崎県西都市
ホールスタッフ及び調理
補助（レストラン）

財団法人　一ツ瀬川県民ス
ポーツセンター

◯ホールスタッフ：ゴルフ場レ
ストランに於ける給仕業務
・配膳、後片付け、食器洗い等
◯調理補助全般業務

雇用・労災
不問

770円～770円雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上）

宮崎県児湯郡新富町大字新田２５
９１

宮崎県児湯郡新富町

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 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
学校寮給食調理／宮崎県立
高鍋農業高等学校　明倫寮

株式会社　総合人材セン
ター　宮崎支店

高鍋農業高等学校「明倫寮」の
給食調理及び付帯業務を行なっ
て頂きます。
・材料洗浄、下処理、調理

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

レジ担当（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
西都店のスタッフ＞

［主な業務内容］

労災
不問

762円～762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（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≫

　○店内、店外（駐車場など）

労災
不問

762円～762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） 3月4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) 5時00分～10時00分

45060-  828991 就業場所

時給
5時00分～11時00分の間
の2時間以上

45060-  829491 就業場所

時給 変形（１年単位）
(1) 9時00分～15時30分

45060-  830291 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)18時00分～10時00分 介護職員初任者研修

正看護師
准看護師

45060-  844991 就業場所

時給 変形（１年単位）
(1) 9時00分～16時00分

45060-562691 就業場所

時給 普通自動車免許ＡＴ
(1) 9時00分～16時00分

45060-556491 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。

接客及び調理補助
（レストラン）

有限会社　四季亭 ○簡単な接客
・朝食の盛り付け。
・皿洗い。
・厨房清掃等。

労災
不問

780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５
２２４

館内清掃係 有限会社　四季亭 ○１階・２階のトイレ・ロビー
の清掃業務
◯その他、付随作業をお願いす
る事もあります。

労災
不問

780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５
２２４

宮崎県児湯郡高鍋町

プラスチック部品の
生産～出荷

株式会社　シンコー精機 ◯完成品の出荷検査、抜き取り
検査になります。

◆初心者の方でも親切丁寧に指

雇用・労災
不問

762円～762円雇用期間の定めなし 宮崎県児湯郡新富町大字日置２０
３２番地１５

介護職員又は看護職
員：夜勤のみ

株式会社　博愛　小規模多
機能ホーム　なぎのき

◯「小規模多機能ホーム　なぎ
のき」での介護又は看護業務
・夜間の日常生活支援
・見守り、トイレ介助等

労災
不問

836円～836円雇用期間の定めなし 宮崎県児湯郡高鍋町大字南高鍋７
１６１番地１２

漬物加工・整形・
カット

株式会社　宮崎農産 ○工場内での漬物加工製造業務
全般。
○付けのもを整形してカットす
る作業になります。

雇用・労災
不問

800円～800円雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上）

宮崎県児湯郡木城町大字椎木８０
１－１

宮崎県児湯郡木城町

葬祭業務：都農まご
ころ斎場

幽玄会社　アキ・エンタープラ
イズ　高鍋まごころ斎場

○葬儀や祭事の執行を行う仕事
です。
・葬儀式場での案内や誘導等、
式場の設営、接客、簡単な事務

雇用・労災
不問

780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９
９３－１

宮崎県児湯郡都農町


