
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 変形（１ヶ月単位） 普通自動車免許ＡＴ
(1)16時00分～10時00分

45060- 1631591 就業場所

時給 変形（１ヶ月単位） 普通自動車免許ＡＴ
(1)16時00分～10時00分

45060- 1632191 就業場所

時給
(1) 9時00分～12時30分
(2)13時30分～18時30分

45060- 1633091 就業場所

時給
(1)15時00分～20時00分

45060- 1634391 就業場所

時給
(1)17時10分～20時10分

45060- 1635691 就業場所

時給
(1) 8時30分～18時00分
(2) 8時30分～12時30分

46080- 1798391 就業場所

時給 交替制あり 普通自動車免許ＡＴ
(1) 8時00分～17時00分 ホームヘルパー２級以上
(2) 8時30分～17時30分 介護職員初任者研修
(3)10時00分～19時00分 介護福祉士

45060- 1606891 就業場所

時給 変形（１ヶ月単位） 普通自動車免許ＡＴ
(1) 7時00分～16時00分 ホームヘルパー２級以上
(2) 8時00分～17時00分 介護福祉士
(3)10時00分～19時00分 正看護師
(4)17時00分～8時00分 准看護師

45060- 1609191 就業場所

時給 変形（１ヶ月単位） 普通自動車免許
(1) 7時00分～16時00分 ホームヘルパー２級以上
(2) 8時00分～17時00分 介護福祉士
(3)10時00分～19時00分 正看護師
(4)17時00分～8時00分 准看護師

45060- 1615291 就業場所 介護職員初任者研修
時給 介護支援専門員

(1) 9時00分～16時00分 普通自動車免許

45060- 1617191 就業場所

時給 普通自動車免許ＡＴ
(1)14時00分～19時00分

45060- 1627691 就業場所

時給 准看護師
(1) 8時40分～12時00分
(2)13時40分～17時00分

45060- 1629491 就業場所

時給
(1) 9時00分～16時00分
(2) 9時00分～12時00分

45060- 1630291 就業場所

時給 調理師
(1) 8時30分～15時30分

45060- 1589691 就業場所

時給
(1)22時00分～ 8時00分
(2)17時00分～22時00分

45060- 1594591 就業場所

時給
(1)10時00分～15時00分

45060- 1596091 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。

厨房スタッフ：１０時
～１５時

株式会社　サイトーファーム
焼肉苑　齋藤牧場

◯調理補助業務全般。
・盛り付け、片付け、食器洗
浄、厨房清掃等
＊特に衛生面に注意して頂きま

雇用・労災
不問

780円～950円雇用期間の定めなし 宮崎県西都市大字妻１５２０－１

店舗スタッフ セブン・イレブン　新富三
納代店

○販売業務に伴う接客、清掃、
その他の業務。
　品出し、検品、発注、陳列、
レジ等。

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三納代１
８８４－４

宮崎県児湯郡新富町

調理業務 社会福祉法人　つばさ福祉
会

・０歳から５歳の乳幼児を預か
る認定こども園の給食、及び
併設するデイサービスセンター
利用者への昼食の調理業

労災
不問

890円～890円雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上）

宮崎県西都市白馬町３番地

宮崎県西都市

作業員 日野　正悟　（ひのキノコ
園）

◯ハウス内での椎茸収穫作業。
（ハウス内は涼しいです）
◯収穫した椎茸を個数ごとに
パック詰め作業をして頂きます

労災
不問

762円～762円雇用期間の定めなし 宮崎県児湯郡高鍋町大字南高鍋８
７７５番地

准看護師 糸井医院 ◯医院における外来看護業務及
び作業業務。
・主に看護業務
・院内清掃

労災
不問

830円～950円雇用期間の定めなし 宮崎県児湯郡川南町大字平田１８
８８

店内スタッフ モンマート　あおき ○店内でのレジ、品出し。
○お客様対応、電話対応などの
接客業務。
○まれに配達をお願いする場合

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北高鍋９
４７－４

介護支援専門員【急
募】

株式会社　耕智 ○グループホームこころみでの
計画作成業務。
＊詳細は面接時に説明します。


雇用・労災
不問

1,000円～2,000
円雇用期間の定めなし 宮崎県児湯郡都農町大字川北１６

９７５－３

介護職 株式会社　耕智 ○グループホームで生活される
方の介護及び食事の世話等。
○通所される方の送迎や食事及
び入浴の介助、レクレーショ

労災
不問

900円～950円雇用期間の定めなし 宮崎県児湯郡都農町大字川北１６
９７５－３

宮崎県児湯郡都農町

介護職 特定非営利活動法人あおぞらの会
グループホームあおぞら

○入居者の介護職全般業務。
（定員　９床）
・食事介助、入浴介助、排泄介
助等。

労災
不問

900円～1,000円雇用期間の定めなし 宮崎県児湯郡都農町大字川北１８
９２２番地３

宮崎県児湯郡都農町

介護職（３号館：川
南）

特定非営利活動法人こすもすの里
グループホームこすもす

○グループホームにおける認知
症高齢者の介護サービス全般
（利用者　９名）
◎スキルアップの研修あり。

雇用・労災
不問

780円～850円雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上）

宮崎県児湯郡木城町大字椎木４０
０７－２

宮崎県児湯郡川南町

調剤業務（西都市） 株式会社　大樹 ◎調剤薬局の受付、保険請求事
務、調剤の助手



労災
不問

1,000円～1,200
円雇用期間の定めあり

（4ヶ月未満）

鹿児島県志布志市志布志町志布志
三丁目２７番６号

宮崎県西都市

清掃員（川南町） 有限会社　サンクリーン日
向

○動力噴霧器や水道ホースを使
用し、機械清掃作業。
（１２名体制）


労災
不問

900円～900円雇用期間の定めなし 宮崎県児湯郡都農町大字川北１０
２６－１４

宮崎県児湯郡川南町

品出し及びレジ係 シティサイト　株式会社 ◯パオ食鮮館クックにて商品の
品出し作業及びレジ業務があり
ます。


雇用・労災
不問

770円～770円雇用期間の定めなし 宮崎県西都市小野崎１丁目７６番
地

歯科助手 医療法人社団　中崎歯科医
院

○歯科医師の指示をうけながら
歯科診療・治療の補助業務。
・診療用器具の滅菌・準備、器
具器材の管理等。

雇用・労災
不問

900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
０２４－１

1,000円～1,000
円雇用期間の定めなし 宮崎県西都市大字右松３２９２番

地６５
宮崎県西都市

介護職員（夜勤専従）
／向陵台

株式会社Ｒ．Ｓ西都 ○有料老人ホーム調殿館におけ
る介護業務（居室４３部屋）
・入居者の日常業務の介護業務
・食事介助、排泄介助、外出介

雇用・労災
18歳
以上 1,000円～1,000

円雇用期間の定めなし 宮崎県西都市大字右松３２９２番
地６５

宮崎県西都市

（パート） 4月22日号

仕事の内容・就業場所

介護職員（夜勤専従）
／調殿館

株式会社Ｒ．Ｓ西都 ○有料老人ホーム調殿館におけ
る介護業務（居室５２部屋）
・入居者の日常業務の介護業務
・食事介助、排泄介助、外出介

労災
18歳
以上

 ℡ 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） 4月22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
8時00分～17時00分の間
の4時間程度

45060- 1597391 就業場所

時給
(1) 7時50分～12時00分
(2)12時50分～17時00分

45060- 1599991 就業場所

時給 普通自動車免許ＡＴ
10時00分～22時00分の間
の6時間程度

45020- 2550791 就業場所

時給
8時00分～17時00分の間
の5時間程度

40010-31460691 就業場所

時給
(1) 8時00分～12時00分

45010-10212291 就業場所

時給 交替制あり
8時00分～20時30分の間
の4時間

45010-10214191 就業場所

時給
(1)16時30分～20時30分

45010-10217691 就業場所

時給
(1) 8時00分～13時00分

45060- 1582791 就業場所

時給
(1)13時30分～18時00分

45060- 1587091 就業場所

時給 保育士
(1) 8時30分～17時30分

45060- 1567891 就業場所

時給 交替制あり 調理師
(1) 7時00分～12時00分
(2)11時00分～17時00分
(3)15時00分～21時00分

45060- 1570391 就業場所

時給 調理師
(1) 9時00分～13時00分 栄養士

45060- 1571691 就業場所

時給
8時30分～19時00分の間
の4時間以上

45060- 1574791 就業場所

時給 普通自動車免許一種
(1) 8時00分～11時00分
(2)14時00分～17時00分

45060- 1393091 就業場所

時給
(1) 8時30分～16時30分

45060-1490391 就業場所

時給
(1) 10時30分～13時20分
(2) 18時00分～22時00分

45060- 1321491 就業場所

時給 普通自動車運転免許
(1) 06時30分～09時30分
(2) 13時15分～18時15分
又は6時30分～18時15分の間

の8時間程度
45060- 1399891 就業場所

配達員 日本郵便　株式会社　高鍋
郵便局

◯配達（郵便物、はがき、郵便
小包）の配達
○配達範囲は　高鍋～新富間、
高鍋～都農間があります

労災
不問

870円～870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
５１６－２

宮崎県児湯郡高鍋町

店内スタッフ ゑべっさん ○店内での接客業務全般
　・ホール、レジ、調理補助、
皿洗い等
・店内清掃

不問

800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１７
７０２－８０

宮崎県児湯川南町

農産物の加工及び食品
加工：木城町

株式会社　ドライアップ
ジャパン

○農産物を、洗浄から袋詰めま
での加工全般。（洗浄、カッ
ト、乾燥、焙煎、粉砕、袋詰
め）

雇用・労災
不問

762円～800円雇用期間の定めなし 宮崎県児湯郡木城町大字椎木３５
８２番地１

肉用牛の飼養管理作業
員

株式会社　山畜 ◯肉用牛（２５０頭）の飼養管
理作業全般。
・牛の給餌作業：フォークリフ
ト使用

労災
不問

800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
５１８－２５

宮崎県児湯郡新富町

厨房員 医療法人社団　聖山会　川
南病院

◯病院食の調理補助、配膳業
務、食器洗浄業務等。

＊詳細については面接時にお問

雇用・労災
不問

780円～800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

宮崎県児湯郡川南町

給食調理 特定非営利活動法人　ヒマ
ワリ保育園

＊０歳～２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

調理員 株式会社　ダイバーシティ
ひむか

○レシピに基づく調理作業
○食材の仕込み・下ごしらえ
○食材の仕入れ
○メニュー考案とレシピの作成

雇用・労災
不問

850円～950円雇用期間の定めなし 宮崎県児湯郡高鍋町大字蚊口浦１
－２０

保育士（石井記念川南
保育園）【急募】

社会福祉法人　石井記念
友愛社

０～５歳児までの保育補助業務
全般。（定員６０名）
・園児の遊び等活動時の健康管
理、ケガ等への見守り。

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

宮崎県児湯郡川南町

医療事務：月・火・
木・金曜日

医療法人　高悠会 ◯おりたこどもクリニックにて
医療事務全般業務。
・受付、会計、レセプト業務を
行います。

労災
不問

900円～1,100円雇用期間の定めなし 宮崎県児湯郡高鍋町大字上江８２
７９番地

出荷作業員 有限会社　中山青果 ○青果物の袋詰め・箱詰め作業
等をして頂きます。
（キュウリ・ピーマン等）
＊詳細は面接時に説明します。

雇用・労災
不問

762円～800円雇用期間の定めなし 宮崎県西都市大字三宅２２７５番
地

宮崎県西都市

清掃／高鍋店 生活協同組合　コープみや
ざき

・生鮮部門の掃除、片づけ

＊雇用期間終了後、更新の可能
性あり（１年毎）

雇用・労災
不問

790円～1,027円雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上）

宮崎県宮崎市瀬頭２－１０－２６

宮崎県児湯郡高鍋町

店員（フロア部門）／
高鍋店

生活協同組合　コープみや
ざき

・フロア部門：商品の品出し・
発注

＊雇用期間終了後、更新の可能

雇用・労災
不問

890円～1,157円雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上）

宮崎県宮崎市瀬頭２－１０－２６

宮崎県児湯郡高鍋町

店員（フロア）／高鍋
店

生活協同組合　コープみや
ざき

・品だし、発注など

＊初心者歓迎
＊雇用期間終了後、更新の可能

雇用・労災
不問

810円～931円雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上）

宮崎県宮崎市瀬頭２－１０－２６

宮崎県児湯郡高鍋町

精肉加工販売／児湯郡
高鍋町

株式会社　エル三和 スーパー内の精肉ブースでの作
業
　・パック詰め
　・値札貼り

労災
不問

800円～850円雇用期間の定めなし 福岡県福岡市博多区金の隈２丁目
２０－６１

宮崎県児湯郡高鍋町

マッサージスタッフ及び見習い
（木城温泉館、めいりんの湯）

癒し家 ＊タイ古式マッサージの研修及
び補助業務
・１ヶ月程度研修あり
（研修場所は延岡になりますが

労災
不問

800円～800円雇用期間の定めなし 宮崎県延岡市旭町１丁目４－１２

宮崎県児湯郡木城町

製造作業員 株式会社　児湯食産 ○ブロイラーももの骨抜き、小
肉、ヤゲン軟骨採取、ブロイ
ラー全般の加工、計量、検品。
○ライン作業の立ち仕事にな

雇用・労災
不問

800円～800円雇用期間の定めなし 宮崎県児湯郡川南町大字川南　２
５１５７－２

宮崎県児湯郡川南町

サツマイモ農作業員 有限会社　児湯芝農園 ○サツマイモ・サツマイモ苗・
玉ねぎ苗取り作業等。
　主にハウス内での作業になり
ます。

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８
３６０－１７



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～20時00分 普通自動車免許ＡＴ
(2)20時00分～ 9時00分
(3) 9時00分～ 8時59分

45010-10453391 就業場所

月給 変形（１年単位）
(1) 8時00分～17時00分

45010-10320191 就業場所

月給 変形（１年単位）
(1) 8時00分～17時00分

45010-10354591 就業場所

月給 変形（１年単位）
(1) 8時00分～17時00分

45010-10355191 就業場所

月給 変形（１年単位）
(1) 8時00分～17時00分

45010-10357391 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 普通自動車免許ＡＴ

45010-10358691 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) 9時00分～18時00分

45060- 1637491 就業場所

月給 普通自動車免許ＡＴ
(1) 8時30分～17時30分

45060- 1602691 就業場所

月給 普通自動車免許ＡＴ
(1) 8時00分～17時00分

45060- 1603991 就業場所

月給 大型特殊自動車一種
(1) 7時00分～17時00分

45060- 1604491 就業場所

月給 変形（１週間単位非定型的） 普通自動車免許ＡＴ
(1) 7時30分～17時00分

45060- 1605791 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 介護職員初任者研修
(4)17時00分～9時00分

45060- 1607291 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 介護福祉士
(2) 8時00分～17時00分 正看護師
(3)10時00分～19時00分 准看護師

45060- 1608591 就業場所

月給 変形（１ヶ月単位） 正看護師
(1)17時00分～ 8時00分 ホームヘルパー２級以上

介護福祉士
准看護師
介護職員初任者研修

45060- 1610691 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) 7時00分～16時00分 准看護師
(2) 8時00分～17時00分 普通自動車免許ＡＴ
(3)10時00分～17時00分 正看護師

介護職員初任者研修
45060- 1611991 就業場所

月給 変形（１年単位） 保育士
7時10分～18時25分の 幼稚園教諭免許
間の8時間程度

45060- 1612491 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） 4月22日号

仕事の内容・就業場所

警備員／西都待機所 セコム宮崎　株式会社 ・警備サービス提供先（事務
所、店舗、民家等）から火災や
侵入者等の信号を受信した際の
現場確認

雇用・労
災・健康・
厚生

18歳
以上

雇用・労
災・健康・
厚生

不問
151,668円～
151,668円雇用期間の定めあり

（4ヶ月未満）

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

宮崎県児湯郡木城町

155,000円～
155,000円雇用期間の定めあり

（4ヶ月以上）

宮崎県宮崎市橘通西４丁目３番４
号　セコム宮崎ビル

宮崎県西都市

食品製造業務／木城
町

株式会社　ＭＵＳＡＳＨＩ お漬物の製造業務に携わっても
らいます。

・お漬物をカットしたり、袋詰

作業員・組立員・塗
装工／新富工場

相馬工業　株式会社 船舶、電機、発電機、工作機械
などのさまざまな業界の機
械・機器の製作に取り組んでお
ります。

雇用・労
災・健康・
厚生

不問
138,000円～
240,000円雇用期間の定めなし 宮崎県宮崎市佐土原町下田島１１

３４４
宮崎県児湯郡新富町

溶接工／新富工場 相馬工業　株式会社 液晶、半導体、発電プラント、
造船、航空機、食品業界に関る
様々な業界の機械装置を製作し
ています。

雇用・労
災・健康・
厚生

不問
160,000円～
350,000円雇用期間の定めなし 宮崎県宮崎市佐土原町下田島１１

３４４
宮崎県児湯郡新富町

生産管理及び営業 相馬工業　株式会社 船舶、電機、発電機、工作機械
などのさまざまな業界の産業用
機械・機器の製作に取り組んで
おります。

雇用・労
災・健康・
厚生

不問
160,000円～
280,000円雇用期間の定めなし 宮崎県宮崎市佐土原町下田島１１

３４４
宮崎県宮崎市

営業管理／新富工場 相馬工業　株式会社 液晶、半導体、発電プラント、
造船、航空機、食品業界に関る
様々な業界の機械装置を製作し
ています。

雇用・労
災・健康・
厚生

不問
160,000円～
350,000円雇用期間の定めなし 宮崎県宮崎市佐土原町下田島１１

３４４
宮崎県児湯郡新富町

製造員 アリマン乳業　有限会社 ・牛乳、乳製品の製造
・在庫管理
・新商品開発
・発送、配達の準備

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 宮崎県児湯郡川南町大字平田１２

３８

経理事務員：臨時職
員

社会福祉法人　石井記念
友愛社

○施設内での経理事務全般業
務。
・パソコンでの伝票作成、
チェック等。

雇用・労
災・健康・
厚生

不問
168,960円～
176,000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６４
４－１

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

牧草担当 有限会社　ビッグファーム ○繁殖牛に与える牧草作り作業
になります。
・トラクターに乗り、種植え付
けから収穫までの一連作業。

雇用・労
災・健康・
厚生

44歳
以下 195,000円～

300,000円雇用期間の定めなし 宮崎県児湯郡都農町大字川北２１
４００－１１７

宮崎県児湯郡都農町

養鶏（ブロイラー） 有限会社　ジェイファーム ◯ブロイラーの飼育、管理業務
全般。
・清掃、水洗等あり
◯飼育、管理指導できる方歓迎

雇用・労
災・健康・
厚生

64歳
以下 175,000円～

300,000円雇用期間の定めなし 児湯郡都農町大字川北２１４００
－１１７

介護職（３号館：川南）
【トライアル併用求人】

特定非営利活動法人こすもすの里
グループホームこすもす

○認知症高齢者の介護全般。
（利用者：９名）
・食事介助、入浴介助、排泄介
助、外出介助等。

雇用・労
災・健康・
厚生

不問
169,000円～
192,000円雇用期間の定めなし 宮崎県児湯郡木城町大字椎木４０

０７－２
宮崎県児湯郡川南町

介護職 特定非営利活動法人あおぞらの
会　グループホームあおぞら

○入居者の介護職全般業務。
（定員　９床）
・食事介助、入浴介助、排泄介
助等。

雇用・労
災・健康・
厚生

不問
144,000円～
190,000円雇用期間の定めなし 宮崎県児湯郡都農町大字川北１８

９２２番地３
宮崎県児湯郡都農町

介護職（夜勤専門：１７
時～翌８時）

有限会社　あかつき ○グループホーム（定員１８
名）で生活する方の介護及び食
事等の介助、見守り等。
＊詳細については面接時説明致

雇用・労
災・健康・
厚生

18歳
以上 165,000円～

195,000円雇用期間の定めなし 宮崎県児湯郡川南町大字川南１８
０７３番地１

介護職（１５日勤
務）

有限会社　あかつき ○グループホーム（定員１８
名）での介護及び食事の介助
等、見守り等。
・交替制勤務（月１５日勤務）

雇用・労
災・健康・
厚生

59歳
以下 108,000円～

114,000円雇用期間の定めなし 宮崎県児湯郡川南町大字川南１８
０７３番地１

保育教諭 学校法人　朝日学園　あさ
ひ幼稚園

○認定こども園における保育補
助。
○その他、附随業務あり。


雇用・労
災・健康・
厚生

不問
160,000円～
185,000円雇用期間の定めなし 宮崎県西都市大字三宅２７２７番

地
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

（一般） 4月22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） 介護福祉士
(1) 7時00分～16時00分 ホームヘルパー２級以上
(2) 8時30分～17時30分 准看護師
(3)10時00分～19時00分 正看護師
(4)17時00分～8時00分 介護職員初任者研修

45060- 1613791 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) 7時00分～16時00分 介護福祉士
(2) 8時00分～17時00分 准看護師
(3)10時00分～19時00分 正看護師
(4)17時00分～8時00分 普通自動車免許

45060- 1614891 就業場所 介護職員初任者研修
月給 介護支援専門員

(1) 8時00分～17時00分 普通自動車免許

45060- 1616591 就業場所

月給 交替制あり 准看護師
(1) 8時30分～17時00分
(2) 7時00分～15時30分
(3)11時00分～19時30分

45060- 1618091 就業場所

月給 変形（１年単位）
(1) 8時00分～16時30分
(2) 8時00分～11時55分

45060- 1619391 就業場所

月給
(1) 8時15分～16時45分

45060- 1620791 就業場所

月給 交替制あり 普通自動車免許ＡＴ
(1) 7時00分～17時00分
(2) 8時00分～18時00分
(3) 9時00分～19時00分
(4)10時00分～20時00分

45060- 1621891 就業場所

月給
(1) 8時30分～15時00分

又は8時30分～17時00分の
間の6時間以上

45060- 1622291 就業場所

月給 診療放射線技師
8時30分～17時15分の
間の6時間以上

45060- 1623591 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
又は7時00分～18時00分の

45060- 1624191 就業場所 間の6時間程度
月給 保育士

8時30分～17時15分の
間の6時間以上

45060- 1625091 就業場所

月給 交替制あり 正看護師
(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
又は8時00分～17時30分の

45060- 1626391 就業場所 間の6時間以上
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

22080- 1265591 就業場所

月給
(1) 8時00分～17時00分

45010-10261791 就業場所

月給 正看護師
(1) 8時30分～17時30分 准看護師

45060- 1590491 就業場所

月給 交替制あり 正看護師
(1) 7時00分～16時00分 普通自動車免許ＡＴ
(2) 9時30分～18時30分

45060- 1592891 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 有限会社　あかつき ○グループホーム（定員１８
名）で生活する人の介護及び食
事の世話等、見守り等。


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 宮崎県児湯郡川南町大字川南１８

０７３番地１

介護職 株式会社　耕智 ○グループホームで生活される
方の介護及び食事の世話等。
○通所される方の送迎や食事及
び入浴の介助、レクレーショ

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 宮崎県児湯郡都農町大字川北１６

９７５－３

介護支援専門員【急
募】

株式会社　耕智 ○小規模多機能ホームでの計画
作成業務。
○通所される方の送迎や食事等
の介助、レクレーションの提供

雇用・労
災・健康・
厚生

不問
280,000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１６

９７５－３

准看護師 社会福祉法人　聖山会　特別養
護老人ホーム　フェニックス

◯特別養護老人ホームでの入所
者（６０名）の看護業務全般
・食事介助、入浴介助、排泄介
助等

雇用・労
災・健康・
厚生

49歳
以下 165,000円～

196,600円雇用期間の定めなし 宮崎県児湯郡川南町大字川南１７
９７９番地８７

一般事務 株式会社　村田製菓 （一般事務）
・電話応対、データー入力。
・生産管理。
・納品書、送り状作成。

雇用・労
災・健康・
厚生

30歳
以下 180,000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２１
７３１－２３

宮崎県児湯郡川南町

事務補助 宮崎県立　高鍋高等学校 ◯書類の作成：パソコン使用
・受付
・電話・来客応対等
＊詳細は面接時に説明します。

雇用・労
災・健康不問

124,000円～
124,000円雇用期間の定めあり

（4ヶ月未満）

宮崎県児湯郡高鍋町大字北高鍋４
２６２番地

ガソリンスタンドスタッ
フ【トライアル併用求
人】

株式会社　高鍋石油 ○ガソリスタンド店での接客及
び給油作業：所在地店舗
・洗車・オイル交換等の軽作
業。

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 宮崎県児湯郡高鍋町大字北高鍋３

２２０‐１
宮崎県児湯郡高鍋町

事務助手 独立行政法人　国立病院機
構　宮崎病院

◎医師の指示の下、以下の業務
を行う。
・診断書などの文書作成補助
・診療記録、サマリーの代行作

雇用・労
災・健康・
厚生

不問
108,400円～
108,400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

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

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

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

製茶機械の営業販売・メ
ンテナンス／宮崎県川南
町

株式会社　寺田製作所 ＊茶工場等製茶機械使用ユー
ザーをまわるルート営業。
　営業範囲は、宮崎県になりま
す。

雇用・労
災・健康・
厚生・財形

40歳
以下 196,000円～

308,000円雇用期間の定めなし 静岡県島田市牛尾８６９－１

宮崎県児湯郡川南町
ピッキング作業（荷物仕
分け：短期）／川南町

株式会社　ＭＵＳＡＳＨＩ ・出荷する商品を台車に乗せる
仕分け作業になります



雇用・労
災・健康・
厚生

不問
168,000円～
168,000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

看護職（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
る看護業務全般。
（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
172,040円～
192,440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

正看護師：三財病院 医療法人　暁星会　三財病
院

◯三財病院での病棟看護業務全
般又は外来看護業務全般。

＊詳細は面接時に説明します。

雇用・労
災・健康・
厚生

59歳
以下 190,000円～

350,000円雇用期間の定めなし 宮崎県西都市大字下三財３３７８
番地

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） 4月22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 准看護師
(1) 7時00分～16時00分
(2) 9時30分～18時30分

45060- 1593291 就業場所

月給 普通自動車免許ＡＴ
(1) 8時00分～17時00分

45060- 1595191 就業場所

月給 普通自動車免許一種
(1) 7時45分～17時00分

45060- 1598691 就業場所

月給
(1) 7時50分～17時00分

45060- 1600091 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- 1601391 就業場所

月給 変形（１ヶ月単位）
(1) 8時00分～16時00分

40010-31455791 就業場所

月給 変形（１ヶ月単位）
(1) 8時00分～16時00分

40010-31458591 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)10時00分～19時00分

45010-10194091 就業場所

月給 交替制あり
8時00分～20時30分の
間の6時間程度

45010-10216391 就業場所

月給
(1) 8時00分～16時00分

45060- 1581491 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 介護福祉士
(2) 8時30分～17時30分 普通自動車免許ＡＴ
(3)10時30分～19時30分 社会福祉主事

45060- 1583891 就業場所

月給 変形（１ヶ月単位） 正看護師
(1) 7時00分～16時00分 准看護師
(2) 8時30分～17時30分 普通自動車免許ＡＴ
(3)10時30分～19時30分

45060- 1584291 就業場所

月給 交替制あり ホームヘルパー２級以上
(1) 8時00分～17時00分 介護職員初任者研修
(2)10時00分～19時00分
(3)17時00分～ 9時00分

45060- 1585591 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30分

45060- 1586191 就業場所

月給 普通自動車免許ＡＴ
(1) 8時00分～17時00分

45060- 1588391 就業場所

月給
(1) 8時00分～17時00分

45060- 1566791 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。

准看護師：三財病院 医療法人　暁星会　三財病
院

◯三財病院での病棟看護業務全
般又は外来看護業務全般。

＊詳細は面接時に説明します。

雇用・労
災・健康・
厚生

59歳
以下 180,000円～

260,000円雇用期間の定めなし 宮崎県西都市大字下三財３３７８
番地

宮崎県西都市

一般事務（総合職） 西都農業協同組合 ◯信用業務：窓口業務による入
出金等及び金融業務全般。
◯共済業務：生命・建物・自動
車等の共済普及及び保全業務

雇用・労
災・健康・
厚生

40歳
以下 150,400円～

181,200円雇用期間の定めなし 宮崎県西都市大字右松２０７１番
地

倉庫内出荷管理及び
生産管理作業員

有限会社　児湯芝農園 ○倉庫内出荷作業：取引先のお
客様から発注を受け、必要な
苗の種類を集計、梱包、出荷の
段取りを行う。

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 宮崎県児湯郡高鍋町大字南高鍋８

３６０－１７

製造作業員 株式会社　児湯食産 ○ブロイラーももの骨抜き、小
肉、ヤゲン軟骨採取、ブロイ
ラー全般の加工、計量、検品。
○ライン作業の立ち仕事にな

雇用・労
災・健康・
厚生

64歳
以下 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　２
５１５７－２

宮崎県児湯郡川南町

医療事務 野津手・加来内科医院 ○内科開業医院の外来受付及び
医療にかかわる事務業務。
・電話、受付対応。
・レセプト請求。

雇用・労
災・健康・
厚生

不問
133,000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８２

５０番地

精肉加工販売（正）
／児湯郡高鍋町

株式会社　エル三和 スーパー内の精肉ブースでの作
業
　・精肉の加工、調理
　・接客販売

雇用・労
災・健康・
厚生

不問
202,000円～
242,000円雇用期間の定めなし 福岡県福岡市博多区金の隈２丁目

２０－６１
宮崎県児湯郡高鍋町

精肉加工販売／児湯
郡高鍋町

株式会社　エル三和 スーパー内の精肉ブースでの作
業
　・社員の補助作業
　・パック詰め、値札貼り

雇用・労
災・健康・
厚生

不問
125,440円～
133,280円雇用期間の定めなし 福岡県福岡市博多区金の隈２丁目

２０－６１
宮崎県児湯郡高鍋町

調理師 栄食メディックス　株式会社
医療法人社団大和会　大塚病院事
業所

・大塚病院内厨房での業務で
す。
・調理全般業務を担当して頂き
ます。

雇用・労
災・健康・
厚生

不問
154,080円～
188,320円雇用期間の定めなし 宮崎県西都市御舟町２丁目４５

店員（水産・農産・
畜産・惣菜部門）／
高鍋店

生活協同組合　コープみや
ざき

水産・農産・畜産・惣菜部門の
いずれかの業務
・商品づくり、品出し、発注な
ど

雇用・労
災・健康・
厚生

不問
116,412円～
116,412円雇用期間の定めあり

（4ヶ月以上）

宮崎県宮崎市瀬頭２－１０－２６

宮崎県児湯郡高鍋町

出荷作業員 有限会社　中山青果 ○青果物の袋詰め・箱詰め作業
等をして頂きます。
（キュウリ・ピーマン等）


雇用・労
災・健康・
厚生

不問
112,014円～
117,600円雇用期間の定めなし 宮崎県西都市大字三宅２２７５番

地
宮崎県西都市

介護職／有料老人
ホーム【トライアル
併用求人】【急募】

株式会社　サポート宮崎 ○有料老人ホームにおける介護
業務。（２名夜勤体制）
・入浴介助、食事介助、排泄介
助、シーツ交換、清掃等。

雇用・労
災・健康・
厚生

18歳
以上 142,600円～

168,080円雇用期間の定めなし 宮崎県児湯郡新富町大字新田５８
５９番地

看護師／有料老人
ホーム（夜勤あり）
【トライアル併用求

株式会社　サポート宮崎 ○有料老人ホームにおける看護
業務。（２名夜勤体制）
・健康管理、販薬管理。
○医療機関との調整。

雇用・労
災・健康・
厚生

不問
172,300円～
202,000円雇用期間の定めなし 宮崎県児湯郡新富町大字新田５８

５９番地

介護職員【有料老人ホー
ム　花ほたる】

株式会社　作松　花ほたる ○「有料老人ホーム　花ほた
る」にて、入居者様４０名の日
常生活の支援業務。
・食事介助、排泄介助等、見守

雇用・労
災・健康・
厚生

不問
154,000円～
188,000円雇用期間の定めなし 宮崎県児湯郡川南町大字川南２０

２０８番地１

事務職員 株式会社　児湯青果地方卸
売市場

◯事務所内での伝票作成：手書
き・パソコン入力
・文書作成、資料作成：専用ソ
フトへデータ入力

雇用・労
災・健康・
厚生

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北高鍋２

３７２－１

自動車リサイクル部品の
商品化生産スタッフ（西
都）

株式会社　井上商店 ≪自動車が好きな方、未経験者
歓迎≫
＊特別な資格や経験は必要あり
ません。

雇用・労
災・健康・
厚生

40歳
以下 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持田１８
６０番地３

宮崎県西都市

一般事務 株式会社　ＴＭＫｃｏｒｐ
ｏｒａｔｉｏｎ

◯電話対応、来客対応
◯仕入業者への支払い、代金決
済等一部経理的業務がありま
す。

雇用・労
災・健康・
厚生

不問
140,080円～
156,560円雇用期間の定めあり

（4ヶ月以上）

宮崎県西都市聖陵町１丁目１０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） 4月22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 保育士
(1) 8時30分～17時30分

45060- 1568291 就業場所

月給 交替制あり 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- 1573491 就業場所

月給 交替制あり 調理師
(1) 8時30分～17時30分
(2) 5時30分～14時30分
(3)10時30分～19時30分

45060- 1575891 就業場所

月給 交替制あり 保育士
(1) 7時00分～16時00分
(2) 9時00分～18時00分

45060- 1576291 就業場所

月給 変形（１ヶ月単位）
8時30分～22時30分の
間の8時間程度

45060- 1579091 就業場所

月給 (1)8時00分～16時00分

45060- 1474391 就業場所

◎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。

保育士（石井記念川南保
育園）【急募】

社会福祉法人　石井記念
友愛社

０～５歳児までの保育補助業務
全般。（定員１２０名）
・園児の遊び等活動時の健康管
理、ケガ等への見守り。

雇用・労
災・健康・
厚生

不問
168,960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６４
４－１

宮崎県児湯郡川南町

栄養士 医療法人社団　聖山会　川
南病院

○病院での栄養士全般業務。
・献立作成、発注業務
・配膳チェック、調理業務


雇用・労
災・健康・
厚生

不問
157,500円～
173,100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

調理師 医療法人社団　聖山会　川
南病院

○病院食の調理、配膳、食器洗
浄等。

＊早出・遅出があります

雇用・労
災・健康・
厚生

不問
145,500円～
163,500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
宮崎県児湯郡川南町

保育士 特定非営利活動法人　ヒマ
ワリ保育園

０歳～２歳児の保育全般業務。
（園児　２０名）
主に未満児担当


雇用・労
災・健康・
厚生

不問
170,000円～
200,000円雇用期間の定めなし 宮崎県児湯郡高鍋町大字上江８１

２９番地
宮崎県児湯郡高鍋町

◎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。

運営管理業務 シティサイト　株式会社 ◯西都市文化ホールの運営管理
業務全般。
座席数：４１５席（内車いす席
３席）

雇用・労
災・健康・
厚生

不問
150,000円～
185,000円雇用期間の定めあり

（4ヶ月以上）

宮崎県西都市小野崎１丁目７６番
地

宮崎県西都市

食肉加工作業員 農業生産法人株式会社　フ
レッシュミート

◯食品加工工程にて主に鶏肉の
カット作業。肉のパック詰めを
行っていただきます。食品加工
工場の軽作業です。

雇用・労
災・健康・
厚生・退職
金制度

不問
115,440円～
115,440円雇用期間の定めなし 宮崎県児湯郡木城町大字高城500番

地１
宮崎県児湯郡木城町


