
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年単位）
(1) 8時00分～17時00分

45010-10838391 就業場所

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

45010-10863391 就業場所

月給
(1) 9時00分～19時00分

45060- 1702191 就業場所

月給 管理栄養士
(1) 8時30分～17時00分

45060- 1707491 就業場所

月給 交替制あり 管理栄養士
(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- 1708791 就業場所

月給
(1) 8時00分～17時00分

45060- 1709891 就業場所

月給
(1) 8時00分～17時00分

45060- 1711091 就業場所

月給
(1) 8時00分～17時00分

45060- 1712391 就業場所

月給 普通自動車免許ＡＴ
(1) 9時00分～18時00分

45060- 1713691 就業場所

月給 変形（１年単位） 普通自動車免許ＡＴ
(1) 7時45分～15時45分 フォークリフト技能者
(2) 7時45分～16時45分 危険物取扱者（乙種）
(3)11時45分～19時45分

45060- 1714991 就業場所

月給 変形（１年単位）
(1) 8時00分～17時00分

45060- 1686691 就業場所

月給 変形（１年単位）
(1) 8時00分～17時00分

45060- 1691191 就業場所

月給 変形（１ヶ月単位） 普通自動車免許ＡＴ
(1)18時00分～ 2時00分
(2) 1時00分～ 9時00分
(3)21時00分～ 6時00分
(4）9時00分～18時00分

45060- 1692091 就業場所

月給 変形（１ヶ月単位） 医療事務士
(1) 8時00分～17時30分
(2) 8時30分～18時00分
(3) 8時30分～12時30分
(4）9時00分～18時30分

45060- 1694691 就業場所 (5）8時00分～12時00分
月給 普通自動車免許一種

(1) 8時00分～17時00分

45060- 1698891 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- 1699291 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。

◎紙面スペースの都合上、すべての求人を記載できない場合があります。スマートフォンでもハローワークで受理した求人を見ることができます。　Https:www.hellowork.go.jp/　で検索してください。

電気工【トライアル
併用求人】

株式会社　琴弾 ○木造住宅の新築工事等の電気
配線工事を行います
◯公共工事における現場監督
員、図面作成など

雇用・労
災・健康・
厚生

不問
170,000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

６２２－１

配管工【トライアル
併用求人】

株式会社　琴弾 ○木造住宅の新築工事等の給排
水、設備配管工事を行います
◯公共工事における現場監督
員、図面作成など

雇用・労
災・健康・
厚生

不問
170,000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

６２２－１

医療事務（代替要
員）

こうの整形外科 ○院内での受付・応対・案内・
医師の行った診療、投薬など
の内容を電子カルテへデータ入
力、会計事務、レセプト請　求

雇用・労
災・健康・
厚生

不問
134,000円～
176,260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田中２９
５０－１

機動隊員 企業警備保障　株式会社
高鍋待機所

○契約先お客様施設に設置して
ある警報機器の異常発生時対
応、及び夜間・土日昼間等施設
の見回り業務。

雇用・労
災・健康・
厚生

18歳
以上 154,000円～

187,000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北高鍋５
１３８　高鍋商工会議所２Ｆ

宮崎県児湯郡高鍋町

交通誘導警備員 企業警備保障　株式会社
高鍋待機所

○工事現場等の交通誘導。
○イベント・駐車場の誘導。
○工事現場等の出入り監視。
○九電工工事誘導業務。

雇用・労
災・健康・
厚生

18歳
以上 154,000円～

187,000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北高鍋５
１３８　高鍋商工会議所２Ｆ

宮崎県児湯郡高鍋町

箱詰め包装作業【急
募】

有限会社　アンビシアス ○箱詰め作業全般作業。
○パレットに乗せる作業。
・重量８キロ～１０キロ、１日
３００ケース等の箱詰め作業

雇用・労
災・健康・
厚生

不問
140,400円～
140,400円雇用期間の定めなし 宮崎県児湯郡高鍋町大字持田６３

０４番地３

販売スタッフ（生活
館）

株式会社　ナフコ　都農店 ◯品出し、補充、レジ業務
（１日の勤務；基本２人体制で
すがどちらかが休日の場合は
８時間勤務になります。）

雇用・労
災・健康・
厚生

不問
137,060円～
137,060円雇用期間の定めあり

（4ヶ月未満）

宮崎県児湯郡都農町大字川北三日
月原１０８８－１

宮崎県児湯郡都農町

人材コーディネー
ター

株式会社　ＴＭＫｃｏｒｐ
ｏｒａｔｉｏｎ

人材派遣・人材紹介部門で営業
職を中心に担当して頂きます
・求職者の募集・応募者対応
・求人企業開拓、採用条件のヒ

雇用・労
災・健康・
厚生

不問
173,470円～
313,330円雇用期間の定めなし 宮崎県西都市聖陵町１丁目１０番

地

型枠大工（臨時） 株式会社　鈴成組 ○建設工事現場において、主に
型枠工を行います。
　個人宅、事業所、公共機関ま
で行います。

雇用・労
災・健康・
厚生

不問
184,000円～
345,000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５６
９３

宮崎県宮崎市

型枠大工：正社員【トラ
イアル併用求人】

株式会社　鈴成組 ○建設工事現場において、主に
型枠工を行います。
　個人宅、事業所、公共機関ま
で行います。

雇用・労
災・健康・
厚生

44歳
以下 180,000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５６
９３

宮崎県宮崎市

惣菜スタッフ 株式会社　ＴＭＫｃｏｒｐ
ｏｒａｔｉｏｎ

○スーパーでの惣菜スタッフ作
業となります。
・惣菜のパック詰め、品仕出し
・野菜のカット作業

雇用・労
災・健康・
厚生

不問
145,520円～
154,080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

管理栄養士 医療法人社団　聖山会　川
南病院

○栄養管理・栄養指導
◯献立作成・発注業務
◯配膳チェック


雇用・労
災・健康・
厚生

不問
182,400円～
213,600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

管理栄養士 社会福祉法人　聖山会　特別養護
老人ホーム　フェニックス

○入所者への食事提供、栄養ケ
ア、マネジメント等
（５０食～６０食）


雇用・労
災・健康・
厚生

不問
182,400円～
203,600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

受付事務 株式会社　ＴＭＫｃｏｒｐ
ｏｒａｔｉｏｎ

・窓口業務：外来受付業務、患
者さんのご案内電話応対、予
約管理、会計業務
・事務業務：パソコンによる

雇用・労
災・健康・
厚生

不問
172,800円～
172,800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

宮崎県児湯郡高鍋町

138,000円～
138,000円雇用期間の定めあり

（4ヶ月以上）

宮崎県宮崎市中村東２丁目８番２
１号

宮崎県児湯郡新富町

調理師／児湯郡新富
町

淀川食品　株式会社　宮崎
営業所

老人ホーム施設利用者の朝、
昼、夕食の調理業務
・入所者４０名の３食の食事の
調理、盛り付け、配膳、仕込

雇用・労
災・健康・
厚生

59歳
以下 160,000円～

170,000円雇用期間の定めなし 宮崎県宮崎市新別府町前浜１４０
１－３１９

宮崎県児湯郡新富町

（一般） 5月7日号

仕事の内容・就業場所

一般事務 南州建設　株式会社 ・大型ダンプカーの運行管理
　（日報、月末報告書作成）
・電話応対（チャーター配車連
絡含）

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） 5月7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25分～17時10分

45060- 1700291 就業場所

月給
(1) 8時00分～17時00分

46010-11666791 就業場所

月給
(1) 8時30分～17時30分
(2)16時00分～ 0時45分
(3) 0時15分～ 9時00分

46010-11667891 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

45010-10663691 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

45010-10666791 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

45010-10667891 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

45010-10668291 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

45010-10669591 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

45010-10671691 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

45010-10673491 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

45010-10681491 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

45010-10683891 就業場所

月給 変形（１ヶ月単位） 簿記検定（全商３級）
(1) 8時00分～16時40分

45010-10570291 就業場所

月給 変形（１ヶ月単位）
(1) 8時00分～16時40分

45010-10572191 就業場所

月給 変形（１ヶ月単位） 簿記検定（全商３級）
(1) 8時00分～16時40分

45010-10575691 就業場所

月給 変形（１ヶ月単位）
(1) 8時00分～16時40分

45010-10578791 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。

◎紙面スペースの都合上、すべての求人を記載できない場合があります。スマートフォンでもハローワークで受理した求人を見ることができます。　Https:www.hellowork.go.jp/　で検索してください。

惣菜店員／西都店 株式会社　永野（ながの屋
うめこうじ）

・スーパー内の惣菜コーナーに
おいて、料理作り、パック詰
め、値札付け、商品陳列等のお
仕事です。

雇用・労
災・健康・
厚生

不問
130,747円～
130,747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

青果定員／新富店 株式会社　永野（ながの屋
うめこうじ）

・スーパーマーケットで販売す
る青果物のパック詰め
・値札付け
・商品陳列等が主な業務となり

雇用・労
災・健康・
厚生

不問
130,747円～
130,747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

宮崎県児湯郡新富町

青果店員／西都店 株式会社　永野（ながの屋
うめこうじ）

・スーパーの野菜・果物コー
ナーにおいて、市場より入荷の
青果物仕分け、パック詰め、値
札付け及び商品陳列等のお　仕

雇用・労
災・健康・
厚生

不問
130,747円～
130,747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

フロアレジ／新富店 株式会社　永野（ながの屋
うめこうじ）

・スーパーマーケットのレジ、
接客対応
・商品陳列
・その他レジ周りの清掃等に携

雇用・労
災・健康・
厚生

不問
130,747円～
130,747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

宮崎県児湯郡新富町

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

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
155,000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

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
155,000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

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

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
128,520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

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
155,000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
148,000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

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

成形機械オペレーター（無
期雇用派遣）［宮崎県児湯
郡］

イタックス株式会社 ○プラスチック成型工場内にて
数台の整形機械の操作を担当
　して頂きます。
・基本立作業になります。

雇用・労
災・健康・
厚生

18歳
以上 161,200円～

176,836円雇用期間の定めなし 鹿児島市小松原一丁目４４番８号


宮崎県児湯郡木城町

小物プラスチック製品の
検査［宮崎県児湯郡］

イタックス株式会社 ○小物プラスチック製品の装飾
前のマスキング作業や、塗装
後の目視検査、印刷作業を担当
して頂きます。

雇用・労
災・健康・
厚生

不問
149,499円～
161,126円雇用期間の定めなし 鹿児島市小松原一丁目４４番８号


宮崎県児湯郡木城町

一般事務（高鍋町選
挙管理委員会）

高鍋町役場 ○選挙管理委員会において、各
種選挙事務を行う。
・その他　付随業務あり


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）

宮崎県児湯郡高鍋町大字上江８４
３７

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） 5月7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。 

(1) 8時00分～16時40分
(2) 8時30分～17時10分

45010-10581091 就業場所

月給 変形（１ヶ月単位）
(1) 8時00分～16時40分

45010-10586791 就業場所

月給 変形（１ヶ月単位）
(1) 8時00分～16時40分

45010-10589591 就業場所

月給 変形（１年単位）
(1) 8時00分～17時00分

45010-10488991 就業場所

月給 変形（１年単位） 交通・雑踏警備有資格者
(1) 8時00分～17時00分 指導教員責任者2号有資格者

45010-10489491 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- 1673291 就業場所

月給 普通自動車免許ＡＴ
(1) 8時30分～17時15分

45060- 1674591 就業場所

月給 普通自動車免許一種
(1) 8時00分～17時30分 建築士（２級以上）

建築施工管理技士２級以上

45060- 1676091 就業場所

月給 普通自動車免許一種
(1) 8時00分～17時30分

45060- 1677391 就業場所

月給 普通自動車免許ＡＴ
(1) 8時00分～17時30分

45060- 1678691 就業場所

月給 交替制あり
(1) 0時00分～ 9時00分

45060- 1682591 就業場所

月給 普通自動車免許ＡＴ
(1) 8時00分～17時00分

45060- 1685391 就業場所

月給 普通自動車免許ＡＴ
(1) 9時00分～18時00分

45060- 1662791 就業場所

月給 変形（１年単位）
(1) 8時00分～17時00分
(2)16時30分～ 1時30分

45060- 1665591 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- 1666191 就業場所

月給 普通自動車免許ＡＴ
(1) 7時00分～16時00分

45060- 1667091 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。

◎紙面スペースの都合上、すべての求人を記載できない場合があります。スマートフォンでもハローワークで受理した求人を見ることができます。　Https:www.hellowork.go.jp/　で検索してください。

一般事務 有限会社　都農青果卸市場 ◯パソコンを使用した伝票入力
作業が主な仕事です。
　（定型フォームへの文字・数
字等の入力）

雇用・労
災・健康・
厚生

不問
135,000円～
135,000円雇用期間の定めなし 宮崎県児湯郡都農町大字川北５４

３６
宮崎県児湯郡都農町

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

プラスチック部品製
造業務

大新産業　株式会社　宮崎
工場

◯プラスチック部品の塗装・印
刷・検査、箱詰め作業業務。
（塗装担当）
　部品にマスキングを付け、部

雇用・労
災・健康・
厚生

不問
133,000円～
149,624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４３
４３－１

多能工（内装工事、清掃
作業等含む原状回復工事
へ作業全般）

合同会社　クリエイトプラ
イス

◯賃貸住宅の入退去時における
クリーニングを中心とした原
状回復作業。
エリア：児湯郡、宮崎市内

雇用・労
災・健康・
厚生

45歳
以下 154,000円～

220,000円雇用期間の定めなし 宮崎県児湯郡都農町大字川北１８
８６１－１１１

土木作業員（見習い
可）

成瀬建設 ・工事現場にて重機を運転
・土木作業
・建築現場での手元作業


雇用・労災
不問

195,500円～
299,000円雇用期間の定めなし 宮崎県児湯郡川南町大字川南２１

９７０―２
宮崎県児湯郡川南町

調理及びホールス
タッフ

株式会社　ジョイフル　新
富店

○お客様からご注文いただいた
メニューの調理、仕込み、
準備作業や片付け、清掃作業
等。

雇用・労
災・健康・
厚生

18歳
以上 146,200円～

146,200円雇用期間の定めなし 宮崎県児湯郡新富町大字日置１－
６０７－１１

総合事務員 有限会社　有田牧畜産業 ◯牧場内事務所での管理事務。
・書類作成（伝票・請求書
等）、牛の出荷書類作成等
　ＰＣ業務

雇用・労
災・健康・
厚生

不問
138,240円～
138,240円雇用期間の定めなし 宮崎県西都市大字茶臼原１００３

宮崎県西都市

建築現場作業員 有限会社　斎藤建設 ◯現場への材料運搬及び現場作
業全般
・工事写真撮影や書類作成：パ
ソコン操作（ワード、エクセ

雇用・労
災・健康・
厚生

35歳
以下 160,000円～

180,000円雇用期間の定めなし 宮崎県西都市大字鹿野田３２９３
番地１

建築現場管理者 有限会社　斎藤建設 ◯建築現場の管理業務全般
◯現場への材料運搬及び現場で
の職人の管理
・工事写真撮影や書類作成：パ

雇用・労
災・健康・
厚生

40歳
以下 190,000円～

220,000円雇用期間の定めなし 宮崎県西都市大字鹿野田３２９３
番地１

一般事務 公益社団法人　新富町シル
バー人材センター

公益社団法人新富町シルバー人
材センターの嘱託職員として、
シルバー会員の就業をサポート
する為の事務を担当して頂きま

雇用・労
災・健康・
厚生

不問
130,000円～
130,000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上富田７
４９１

電気工事作業員【トライ
アル併用求人】

藤田電気 ◯住宅設備工事全般
・住宅配線工事
・オール電化工事
（ＩＨ調理器具、電気温水器、

雇用・労災
40歳
以下 149,500円～

230,000円雇用期間の定めなし 宮崎県西都市大字三宅７１７５番
地４

宮崎県西都市

交通誘導警備員（有資格
者）／西都地区・高鍋地区

南日本警備保障　株式会社 ・道路工事、建築工事現場及び
イベント等の交通誘導警備

＊業務地区は高鍋地区・西都地

雇用・労
災・健康・
厚生

18歳
以上 138,600円～

157,500円雇用期間の定めなし 宮崎県宮崎市太田４丁目４－１３

宮崎県児湯郡高鍋町

交通誘導警備員／西都地
区・高鍋地区

南日本警備保障　株式会社 ・道路工事、建築工事現場及び
イベント等の交通誘導警備

＊業務地区は高鍋地区、西都地

雇用・労
災・健康・
厚生

18歳
以上 136,500円～

153,300円雇用期間の定めなし 宮崎県宮崎市太田４丁目４－１３

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・健康・
厚生

不問
130,747円～
130,747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

水産店員／西都店 株式会社　永野（ながの屋
うめこうじ）

・スーパー内鮮魚部門にて、刺
身、切身等の調理加工、陳列
等が主な業務です。その他値札
付け、パック詰等もありま

雇用・労
災・健康・
厚生

不問
130,747円～
130,747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

事務員／西都店 株式会社　永野（ながの屋
うめこうじ）

・売上金の検金、預金、両替、
現金出納帳の記入
・パソコン入力
・報告書作成

雇用・労
災・健康・
厚生

不問
130,747円～
130,747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



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） 5月7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- 1639891 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- 1641091 就業場所

月給 普通自動車免許ＡＴ
(1) 7時30分～16時30分

45060- 1643691 就業場所

月給 簿記検定
(1) 9時00分～18時00分 普通自動車免許ＡＴ

45060- 1645491 就業場所

月給
(1)11時30分～19時30分
(2) 8時00分～16時00分

45060- 1646791 就業場所

月給
(1) 9時00分～18時00分

45060- 1648291 就業場所

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

45060- 1658191 就業場所

月給 変形（１ヶ月単位） ホームヘルパー２級
(1) 8時30分～17時30分 ホームヘルパー１級

介護職員初任者研修

45060- 1659091 就業場所

月給
(1) 8時00分～15時00分

45060- 1661491 就業場所

月給 変形（１ヶ月単位） 介護福祉士
(1) 7時00分～15時50分 普通自動車免許ＡＴ
(2) 8時30分～17時20分
(3)10時10分～19時00分

45070- 1688891 就業場所

月給 (1)8時00分～16時00分

45060- 1474391 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 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- 1459391 就業場所

月給 普通自動車免許
(1) 8時00分～17時00分

45060- 1397491 就業場所

月給 普通自動車免許
(1) 7時00分～16時00分 （8Tを含む）

中型運転免許以上

45060- 1358891 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。

◎紙面スペースの都合上、すべての求人を記載できない場合があります。スマートフォンでもハローワークで受理した求人を見ることができます。　Https:www.hellowork.go.jp/　で検索してください。

廃棄物運転手 フジクリーン　有限会社 ○廃棄物収集業務全般。(2t～

4t）

・事業所の一般廃棄物の収集、
運搬。

雇用・労
災・健康・
厚生・退職

不問
182,000円～
202,000円雇用期間の定めなし 宮崎県西都市大字上三財５６８１

－２
宮崎県西都市

木炭製造工場工場作
業員【急募】

ひむか燃料株式会社 ○下記の工程の何れかの作業に従事していた

だきます。

オガ粉を撹拌、乾燥→オガライト圧
縮機→オガライト製造→窯入れ→木
炭(備長炭）を作る

雇用・労
災・健康・
厚生・退職

40歳
以下 135,000円～

162,933円雇用期間の定めなし 宮崎県児湯郡川南町大字川南１４
９１８－1

宮崎県児湯郡川南町

現場作業員 株式会社　クリーンビル西
都

○一般清掃作業：ビル・店舗・
病院等の清掃
○エアコン分解クリーニング
○大理石研磨再生業務

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 宮崎県西都市大字穂北１１２５番

地イ
宮崎県西都市

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・退職

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

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

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

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

管理者兼サービス提供責
任者（ミューズの朝西
都）

社会福祉法人　報謝会 ◎ご利用者様の日常生活の状況
等の把握
　施設サービス計画に基づく訪
問管理者を担当していただき

雇用・労
災・健康・
厚生

64歳
以下 207,000円～

220,000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

ハウス栽培及び管理 河野農園（河野まり） ○ハウス内でキュウリの収穫、
手入れ、ハウス内の草むしり
等の作業があります。
・脇目とり。

不問
115,200円～
115,200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平田４２
４３－１

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
140,000円～
154,000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
140,000円～
154,000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

調理師（のぶや　都
農道の駅店）

有限会社　信商 「のぶや　都農道の駅店」店内
での調理業務全般。
　仕込み、調理、盛り付け等、
一連の作業があります。

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 宮崎県児湯郡都農町大字川北１３

２２９
宮崎県児湯郡都農町

レジ及び販売 株式会社　ナフコ　高鍋店 ○主に接客、販売、商品補充、
レジ業務。

＊詳細は面接時に説明します。

雇用・労
災・健康・
厚生

不問
126,000円～
126,000円雇用期間の定めなし 宮崎県児湯郡高鍋町大字北高鍋４

７２０－４

事務員 アリマン乳業　有限会社 ○販売管理
・配達、発送の準備
・在庫管理
・帳票作成

雇用・労
災・健康・
厚生

不問
140,000円～
140,000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

ルート配達 アリマン乳業　有限会社 ・牛乳、乳製品の配達（児湯エ
リア、都城エリア、日向・延
岡エリア）
・社用車で配達

雇用・労
災・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
宮崎県児湯郡川南町

製造員（幹部候補） アリマン乳業　有限会社 ・牛乳、乳製品の製造
・製造管理
・スケジュール管理
・在庫管理

労災
不問

170,000円～
200,000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

漬物の製造・発送作
業

株式会社　ＴＭＫｃｏｒｐ
ｏｒａｔｉｏｎ

（１）漬物の箱詰め作業：段
ボール箱を作り、商品を詰める
　　　　　　　　　　　　作業
です。

雇用・労
災・健康・
厚生

不問
146,880円～
155,520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
12時00分～18時00分の間
の4時間以上

45010-10858491 就業場所

時給
(1)13時00分～18時00分

45010-10785391 就業場所

時給
(1) 8時00分～13時00分

45010-10786691 就業場所

時給
(1)12時00分～17時00分

45010-10787991 就業場所

時給
(1) 6時00分～ 9時00分

45010-10633791 就業場所

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

45010-10662391 就業場所

時給
(1) 5時30分～ 9時30分

45010-10670391 就業場所

時給
(1) 5時30分～ 9時30分
(2) 6時00分～12時00分

45010-10672991 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

45010-10682791 就業場所

時給
(1) 8時00分～13時00分

45010-10564191 就業場所

時給
(1)12時00分～17時00分

45010-10566391 就業場所

時給
(1)16時00分～21時00分

45010-10569491 就業場所

時給
(1) 8時00分～13時00分

45010-10574391 就業場所

時給
(1) 8時00分～13時00分

45010-10576991 就業場所

時給
(1)12時00分～17時00分

45010-10579891 就業場所

時給
(1) 8時00分～13時00分

45010-10580191 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。
◎紙面スペースの都合上、全ての求人を載せきれない場合があります。
◎スマートフォンでもハローワークで受理した求人を見ることが出来ます。（https://www.hellowork.go,jp/)で検索してください。
◎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） 5月7日号

仕事の内容・就業場所

お菓子の製造／高鍋
工場

株式会社　デイリーマーム ・お菓子製造の補助
・野菜カット作業の補助
・作業終了後の片付け


労災
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）

宮崎県宮崎市佐土原町下田島７７
３７番地

宮崎県児湯郡高鍋町

770円～770円雇用期間の定めなし 宮崎県宮崎市花ケ島町観音免８９
０－１

宮崎県児湯郡高鍋町

フロアーレジ係（午
後）／高鍋店

株式会社　永野（ながの屋
うめこうじ）

フロアー業務及びレジ業務に携
わって頂きます。
　・接客応対、商品案内
　・商品陳列、商品補充

惣菜店員（午前）／
高鍋店

株式会社　永野（ながの屋
うめこうじ）

スーパー内の惣菜部門業務に携
わって頂きます。
　・惣菜の調理加工
　・加工品のパック詰め

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

宮崎県児湯郡高鍋町

フロア部門品だし）
／高鍋店

株式会社　永野（ながの屋
うめこうじ）

・スーパー内において問屋さん
より入荷商品を陳列、補充す
るお仕事です。


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

宮崎県児湯郡高鍋町

清掃スタッフ／西都
市

株式会社　栄建工業 建物内、床の掃除（掃除機を
使って行う）
建物外、敷地内の除草、ちり処
理

労災
不問

1,000円～1,000
円雇用期間の定めあり

（4ヶ月以上）

宮崎県宮崎市大工３丁目８９番地
１

宮崎県西都市

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
フロアーレジ係（午前）
／新富店

株式会社　永野（ながの屋
うめこうじ）

・スーパーマーケットのレジ、
接客応対、商品陳列、その他
レジ周りの清掃等


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

宮崎県児湯郡新富町

フロアーレジ係（午
後）／新富店

株式会社　永野（ながの屋
うめこうじ）

・スーパーマーケットのレジ、
接客応対、商品陳列、その他
レジ周りの清掃等


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

宮崎県児湯郡新富町
フロアーレジ係（１６時
～）／新富店

株式会社　永野（ながの屋
うめこうじ）

・スーパーマーケットのレジ、
接客応対、商品陳列、その他
レジ周りの清掃等に携わって頂
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

宮崎県児湯郡新富町

青果店員（午前）／
新富店

株式会社　永野（ながの屋
うめこうじ）

・スーパー内で販売する青果物
のパック詰め、値札付け、商
品陳列等が主な仕事です。
　

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

宮崎県児湯郡新富町

フロアーレジ係（午
前）／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

フロアーレジ係（午
後）／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～800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

青果店員（午前）／
西都店

株式会社　永野（ながの屋
うめこうじ）

・スーパーの野菜・果物コー
ナーにおいて、市場より入荷の
青果物仕分け、パック詰め、値
札付け及び商品陳列等のお　仕

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

 ℡ 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） 5月7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) 8時00分～13時00分

45010-10582391 就業場所

時給
(1) 8時00分～12時00分

45010-10583691 就業場所

時給
(1) 8時00分～13時00分

45010-10584991 就業場所

時給 変形（１ヶ月単位） 普通自動車免許
(1)14時00分～18時30分

45060- 1701591 就業場所

時給
(1) 9時00分～13時00分
(2)13時00分～17時00分
又は9時00分～17時00分の
間の4時間程度

45060- 1703091 就業場所

時給
(1) 8時00分～13時00分

45060- 1704391 就業場所

時給 普通自動車免許ＡＴ
(1) 9時00分～17時30分
(2)14時30分～17時30分

45060- 1705691 就業場所

時給 普通自動車免許ＡＴ
(1) 9時00分～17時30分
(2)13時00分～18時00分

45060- 1706991 就業場所

時給 交替制あり
(1)11時00分～13時00分
(2)17時00分～22時00分

45060- 1687991 就業場所

時給
(1) 7時00分～12時00分
(2)12時00分～16時00分

45060- 1688491 就業場所

時給 調理師
(1) 7時00分～12時00分
(2)13時00分～17時00分

45060- 1690591 就業場所

時給 (1) 9時00分～16時00分 普通自動車免許ＡＴ
又は8時30分～17時00分の
間の6時間程度

45060- 1693391 就業場所

時給 大型特殊自動車一種
(1) 8時00分～17時00分

45060- 1695991 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- 1696491 就業場所

時給 フォークリフト技能者
(1) 8時00分～17時00分

45060- 1697791 就業場所

時給
(1) 8時45分～18時00分

45060- 1671791 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。
◎紙面スペースの都合上、全ての求人を載せきれない場合があります。
◎スマートフォンでもハローワークで受理した求人を見ることが出来ます。（https://www.hellowork.go,jp/)で検索してください。
◎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。

惣菜店員（午前）／
西都店

株式会社　永野（ながの屋
うめこうじ）

・スーパー内の惣菜コーナーに
おいて、料理作り、パック詰
め、値札付け、商品陳列等のお
仕事です。

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

調理補助員／高鍋町 日本物産情報通信　株式会
社

障害者施設（通所）での給食調
理業務
・主に調理補助業務


雇用・労災
不問

1,000円～1,000
円雇用期間の定めあり

（4ヶ月未満）

宮崎県宮崎市淀川１丁目２番８号

宮崎県児湯郡高鍋町

水産店員（午前）／
西都店

株式会社　永野（ながの屋
うめこうじ）

・スーパー内鮮魚部門にて、刺
身、切身等の調理加工、陳列
等が主な業務です。その他値札
付け、パック詰等もありま

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

調理員 社会福祉法人　長平会　福
寿園

○養護老人ホーム内厨房での入
所者の給食調理業務。
・５０名程度の調理。
・３～４人体制。

雇用・労災
不問

850円～850円雇用期間の定めあり
（4ヶ月未満）

宮崎県児湯郡川南町大字川南１３
４２８－１７

宮崎県児湯郡川南町

販売 川南町漁業協同組合 ○主に、レジ、接客、陳列、生
魚の調理などを行っていただ
　きます。
　・開店前の清掃

雇用・労災
不問

762円～762円雇用期間の定めなし 宮崎県児湯郡川南町大字川南１７
４３７－４

宮崎県児湯郡川南町

惣菜スタッフ 株式会社　ＴＭＫｃｏｒｐ
ｏｒａｔｉｏｎ

○スーパーでの惣菜スタッフ、
スタッフ作業となります。
・惣菜のパック詰め、品仕出し
が中心となり経験は不要で

雇用・労災
不問

850円～900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
支援員（ひこうせん、も
くもくの兼務）

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。

雇用・労災
不問

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
支援員（ひこうせん、も
くもくの兼務）

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。

雇用・労災
不問

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

調理スタッフ（四季
の味　宴）

有限会社　慶助 ◯四季の味　宴での調理業務全
般。
・食材切り、調理、盛り付け等
・厨房内衛生管理、消毒等

雇用・労災
不問

1,000円～1,200
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４７
５２－１

宮崎県児湯郡都農町

調理スタッフ（都農
店）（惣菜部）

有限会社　慶助 ・都農店での調理作業、清掃
等。
・商品陳列や整理、管理作業。
・忙しいときに「四季の味

雇用・労災
不問

762円～820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４７
５２－１

宮崎県児湯郡都農町

調理師【急募】 株式会社　フィースト ○弁当、仕出し、惣菜の調理
○メニュー、献立の作成
○盛付、配膳


労災
不問

800円～1,200円雇用期間の定めなし 宮崎県児湯郡新富町大字新田１６
４９０番地１

認定調査員／健康管
理課　介護保険係

西都市役所 ○介護保険を申請された方及び
介護サービスを利用されてい
る方の自宅等を訪問し、面接を
行います、聞き取った内容　を

雇用・労
災・健康・
厚生

不問
1,083円～1,083

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

トラクター運転作業
員

株式会社　ＩＬｏｖｅ
ファーム

◯露地畑（川南町・都農町）で
のトラクター作業です。
・主に肥料の散布、畑の整地作
業になります。

雇用・労災
不問

1,000円～1,100
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字孫
谷南１２２６４－１６

軽トラック運転・収
穫・回収作業員

株式会社　ＩＬｏｖｅ
ファーム

◯主に露地畑（川南町・都農
町）での収穫された作物（ブ
ロッコリー）を回収し、軽ト
ラックで運搬してもらうお仕事

雇用・労災
不問

830円～930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字孫
谷南１２２６４－１６

フォークリフト運転
作業員

株式会社　ＩＬｏｖｅ
ファーム

◯集出荷場での荷受。出荷等を
フォークリフトで行う作業にな
ります。


雇用・労災
不問

1,000円～1,100
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字孫
谷南１２２６４－１６

受付事務及び治療補助
員：１日実働７．５時間

西都整骨院 ○整骨院での受付事務及び治療
補助業務全般。
（受付事務）
　・患者様の保険証を預かり、

雇用・労災
不問

800円～900円雇用期間の定めなし 宮崎県西都市右松２００４番地


