
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) 7時00分～11時00分

40120-15373291 就業場所

時給
9時00分～14時00分の間

の2時間以上

44010-16189691 就業場所

時給
(1) 8時15分～15時00分

45010-13602491 就業場所

時給
(1) 9時30分～16時00分

45010-14493791 就業場所

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- 2254891 就業場所

時給
(1) 6時00分～12時30分

45010-13647591 就業場所

時給 普通自動車免許ＡＴ
7時00分～17時00分の間

の5時間程度

45060- 2266391 就業場所

時給
(1)13時00分～16時00分

45060- 2268991 就業場所

時給
7時00分～19時00分の間

の5時間程度

45060- 2270291 就業場所

時給 交替制あり
(1) 8時00分～13時00分
(2)13時00分～17時00分

45060- 2201491 就業場所

時給 フォークリフト運転
8時30分～17時30分の間

の5時間程度

45060- 2158891 就業場所

時給
8時00分～17時00分の間

の4時間以上

45060- 2281091 就業場所

時給
(1) 8時00分～15時00分

45060- 2163991 就業場所

時給 准看護師
(1) 7時30分～11時00分

45060- 2166891 就業場所

時給 変形（１ヶ月単位） 介護職員初任者研修
8時30分～17時30分の間 介護福祉士
の5時間程度 ホームヘルパー2級以上

45060- 2180791 就業場所

時給 変形（１年単位）
(1) 8時00分～12時40分
(2)12時50分～17時10分

45060- 2184191 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、すべての求人を掲載することが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)

製材工の助手 有限会社　皆川ドライウッ
ド

○製材中にできる背板の、簡
単な機械操作。
・製品を並べて束ねる整理作
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４４
９９番地１

介護職（デイサービス） 医療法人　雅会　シルバー
コート新町

○デイサービスセンターにお
ける介護業務全般。
　（定員４０名）
・食事、排泄、入浴介助等

雇用・労災
不問

770円～850円雇用期間の定めなし 宮崎県西都市新町１丁目６６番地

准看護師 つねよしクリニック ○クリニック内での外来看護
業務及び院内全般。
・血圧・点滴等。
・レントゲン補助。

労災
不問

1,000円～1,200
円雇用期間の定めなし 宮崎県児湯郡都農町大字川北１２

２９番地
宮崎県児湯郡都農町

清掃員（川南町） 有限会社　サンクリーン日
向

○建物内清掃業務。
３名体制で小型掃除機等を使
用し、トイレ、フロア、
　事務室、更衣室、床、備品

雇用・労災
不問

762円～762円雇用期間の定めなし 宮崎県児湯郡都農町大字川北１０
２６－１４

宮崎県児湯郡川南町

洋蘭生産作業員 サカモト農園（坂本　功） ○ハウス内での胡蝶蘭、シン
ピジューム等の生産作業業
務。
・花の仕立て（鉢に支柱を立

雇用・労災
不問

770円～770円雇用期間の定めなし 宮崎県児湯郡新富町大字三納代字
北原牧２９５６

宮崎県児湯郡新富町

用務員 株式会社　カスタムジャパ
ン

・工場内の環境整備
・電動工具等の修理
・フォークリフトにて、物品
の移動

雇用・労
災・健康・
厚生

不問
1,000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３９
６

ぺットボトルの選別：リサイ
クルセンター【急募】

株式会社　井上商店 ○ライン上のペットボトルを
手作業により、選別する作
業。
・ベルトコンベアーから流れ

雇用・労災
不問

762円～900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１８
６０番地３

宮崎県西都市

介護職員／（有料老人ホー
ム）

株式会社　丸喜　さくらの
里

○住宅型有料老人ホーム　さ
くらの里における食事介助、
排泄介助、入浴介助等の管理
業務全般。　

労災
不問

800円～900円雇用期間の定めなし 宮崎県児湯郡川南町大字平田９１
１－６

インターネット販売 ヤマイチ農園　合同会社 ○弊社商品等（野菜類・水産
物加工品）をインターネット
で　県内外への物品販売全般
をして頂きます。

労災
不問

800円～800円雇用期間の定めなし 児湯郡新富町大字三納代２３０１

養豚飼養管理 小野株式会社 ◯仕事に慣れるまでは養豚場
の管理全般の補助業務。
◯１日の仕事は日によって異
なります。

雇用・労災
不問

770円～800円雇用期間の定めなし 宮崎県児湯郡川南町大字川南４１
４２－１

調理補助／児湯郡川南町・国
立宮崎病院

日清医療食品　株式会社
南九州支店　宮崎営業所

・入院患者様のお食事づくり
の補助を行って頂きます。
（野菜の切り込み等）


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）

宮崎県宮崎市原町６番３号　サン
マリノ２０２号

宮崎県児湯郡川南町

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

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

製作作業／みどりのもり みどりのもり 宮崎県内の観光地売店等にオ
リジナルのお土産品を製造し
販売しています。
・工芸品（ストラップ、置物

労災
不問

762円～830円雇用期間の定めなし 宮崎県東諸県郡国富町大字本庄１
７３５－４６

宮崎県西都市

調理業務（週５日勤務）／川
南町学校給食共同調理場

株式会社　文化コーポレー
ション

・学校給食調理業務の仕事で
す。
（下処理、調理、清掃等）


雇用・労災
不問

780円～810円雇用期間の定めあり（4ヶ月
未満）

宮崎県宮崎市生目台西３丁目４番
地２

宮崎県児湯郡川南町

株式会社　アメイズ（ＨＯ
ＴＥＬ　ＡＺチェーン）

【ホール業務】
・接客　　・レジ業務
・テーブルセッティング　・
片付け　等

労災
不問

1,050円～1,050
円雇用期間の定めなし 大分県大分市西鶴崎１丁目７番１

７号
宮崎県児湯郡高鍋町

ホール・キッチンスタッフ（宮崎
高鍋店・お祭り一番館）

青果（新富店） 株式会社　メガ生鮮 ＜スーパーセンタートライア
ル　新富店内スタッフ＞

○「青果」コーナーを担当し

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丁目１
２－２

宮崎県児湯郡新富町

（パート） 6月10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。 



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） 6月10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 変形（１ヶ月単位） 普通自動車免許ＡＴ
(1)10時00分～15時00分
(2)16時00分～21時00分

40180-10186891 就業場所

時給
(1) 8時30分～16時30分
(2) 9時00分～16時00分

45060- 2187691 就業場所

時給 変形（１年単位） ホームヘルパー２級以上
(1) 7時30分～16時30分 普通自動車免許ＡＴ
(2) 8時30分～17時30分 介護職員初任者研修
(3)13時00分～22時00分

45060- 2250691 就業場所

時給 交替制あり
(1) 9時00分～17時00分
(2)16時45分～ 0時00分

44010-16607791 就業場所

時給
7時30分～18時30分の間

の4時間程度

45060- 2194391 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- 2227991 就業場所

時給 変形（１年単位）
(1) 9時00分～14時30分

45060- 2228491 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
(2) 8時15分～17時15分
(3) 8時30分～17時30分

45060- 2230591 就業場所

時給
(1) 9時15分～15時15分
(2)17時30分～20時30分

45060- 2232091 就業場所

時給 社会福祉士
(1) 9時00分～18時00分 精神保健福祉士

心理療法士

45060- 2234691 就業場所

時給 正看護師
(1) 8時30分～12時30分 准看護師

45060- 2197491 就業場所

時給 普通自動車免許ＡＴ
8時00分～18時00分の間

の8時間

45060- 2142591 就業場所

時給 保育士
7時15分～18時45分の間

の6時間程度

45060- 2240091 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- 2243991 就業場所 の間の3時間以上
時給

(1) 8時00分～13時00分
(2)13時00分～17時00分

40062- 2963291 就業場所

時給
(1)10時00分～14時00分
(2)18時00分～22時00分
又は、10時00分～22時00分

の間の4時間程度
43010-20473091 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、すべての求人を掲載することが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)

ホール接客（西都店） 株式会社　坂本 回転寿司店での
《ホール接客業務》
　・お客様のご案内
　・ご注文のお伺い、お会計

雇用・労災
不問

800円～800円雇用期間の定めなし 熊本県熊本市中央区本山町２１１
－３

宮崎県西都市

惣菜スタッフ
（宮崎県児湯郡都農町）

東洋食品　株式会社 ＊商品の前出し、お弁当の盛
付け
＊おにぎり、お稲荷の製造
＊和え物などのお惣菜等、

雇用・労災
不問

770円～770円雇用期間の定めあり（4ヶ月
以上）

北九州市門司区黄金町６番２８号

宮崎県児湯郡都農町

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「Ｏｍｕｓ
ｕｂｉ（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

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

保育補助 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。（主に３歳未満児）
◯その他、不随業務あり。


雇用・労災
不問

880円～1,000円雇用期間の定めあり（4ヶ月
以上）

宮崎県西都市大字三宅２７２７番
地

介護職員（デイサービス・有
料老人ホーム）【急募】

株式会社　豊和会 ○デイサービス利用者（約１
５名）及び有料老人ホーム
（１５床）の介護業務全般。
・食事介助、排泄介助、入浴

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１
０８９

宮崎県児湯郡高鍋町

正又は准看護師：（外来） 医療法人社団　児玉内科ク
リニック

○外来看護業務全般。
　医療器具準備等の補助。
　受付補助等。
＊週１回程度７：３０～（早

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）

宮崎県西都市大字三宅２９４９番
地

宮崎県西都市

児童指導員『ぴゅあらんど光
の手』

有限会社　さくら 〇主に重度心身障害児の児童
発達支援、放課後デイサービ
スにて児童指導員として子供
達の療育をして頂きます。

雇用・労
災・健康・
厚生

不問

900円～900円雇用期間の定めなし 宮崎県児湯郡木城町大字高城３８
８８番地１

プール監視員：川南町教育委
員会

川南町役場 ◯川南町運動公園プールの監
視員業務全般
・プール内への薬剤投入
・プール及び腰浴槽の浮遊ゴ

公災
不問

1,000円～1,000
円雇用期間の定めあり（4ヶ月

未満）

宮崎県児湯郡川南町大字川南１３
６８０－１

宮崎県児湯郡川南町

介護スタッフ（認知症対応型
デイサービス）

特定非営利活動法人　仁秀会
（グループホーム　たいよう）

○認知症の方（少人数１日１
２名）に対し、穏やかな時間
の　ながれを楽しみながら、
個人のペースに合わせた、入

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６２
１９番地４２

宮崎県児湯郡都農町

ベットメイクスタッフ 丸山物産　株式会社　ホテ
ルプリムローズ西都

○ホテル客室の清掃とベット
や備品のセッテイング業務。
・１人当たり１日　約１０～
１５室の客室担当

労災
不問

770円～770円雇用期間の定めなし 宮崎県西都市妻町３丁目１３番地

宮崎県西都市

介護補助員 株式会社　藤やま ＊介護施設（ケアホーム）に
おいて、入居者や利用者の介
護　補助。（身の回りのお世
話・話し相手など）

雇用・労災
不問

765円～800円雇用期間の定めなし 宮崎県児湯郡新富町大字新田１９
３６４－７

宮崎県児湯郡新富町

児童クラブ指導員 社会福祉法人　高鍋町社会
福祉協議会

○放課後児童クラブ内で、小
学校低学年（１～６年生）の
健　全育成にかかわる活動を
行います。

労災
不問

770円～770円雇用期間の定めあり（4ヶ月
以上）

宮崎県児湯郡高鍋町大字北高鍋３
００番地

宮崎県児湯郡高鍋町

ホールスタッフ（高鍋店） 株式会社　エーワン エーワンで働くスタッフの半
数は業界未経験！！
業界初の方も大歓迎！！先輩
が丁寧に指導します！！

雇用・労
災・健康・
厚生

18歳
以上 1,000円～1,000

円雇用期間の定めあり（4ヶ月
以上）

大分市畑中７８０－１

宮崎県児湯郡高鍋町

介護職（高鍋） 有限会社　すいせん ○介護職全般　（利用者　各
９名）
・日常生活（食事、排泄、入
浴等）の介助、介護をして

雇用・労災
不問

800円～900円雇用期間の定めなし 宮崎県児湯郡川南町大字川南１９
４１５－１

宮崎県児湯郡高鍋町

現場事務 柴坂建設　株式会社 ・パソコン等による書類の作
成。
・来客時の接客。
・現場事務所の清掃等。

雇用・労
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）

宮崎県児湯郡川南町大字平田１６
７０－７

斎場でのギフト商品の受け渡し業
務（パート）／宮崎県内

国際経営株式会社 ＊セレモニー式場にて、弔問
された方のお香典を確認し、
返礼品等のギフト商品をお渡
しするお仕事です。

労災
不問

1,000円～1,000
円雇用期間の定めあり（4ヶ月

以上）

福岡県筑紫野市牛島４７２－３

宮崎県宮崎市



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

（パート） 6月10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00分～19時00分

40120-15374591 就業場所

時給
(1)22時00分～ 2時00分

40120-15375191 就業場所

時給
(1)23時00分～ 0時00分

45060- 2262291 就業場所

時給 変形（１ヶ月単位）
(1)17時00分～ 9時00分

45060- 2276991 就業場所

時給
(1) 9時00分～16時00分
(2) 8時00分～15時00分

46040- 6635691 就業場所

時給
(1)13時00分～17時00分

46040- 6636991 就業場所

時給
(1) 9時00分～16時00分

46040- 6642391 就業場所

時給
(1) 8時00分～12時00分

46040- 6645491 就業場所

時給 登録販売者（医薬品）
(1) 9時00分～18時00分
(2)13時00分～22時00分
(3)17時00分～22時00分

41010- 9204091 就業場所

日給 変形（１ヶ月単位） 准看護師
(1)17時00分～ 9時00分 ホームヘルパー２級

普通自動車免許ＡＴ

45060- 2224091 就業場所

時給 保育士
(1) 9時00分～18時00分

45060- 2237791 就業場所

時給 作業療法士
(1) 9時00分～18時00分 理学療法士

45060- 2239291 就業場所

時給

44010-16190491 就業場所

時給

44010-16191791 就業場所

時給

44010-16192891 就業場所

時給

44010-16194591 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、すべての求人を掲載することが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)

ホール・キッチンスタッフ
（ジョイフル高鍋店・９時
～）

株式会社　アメイズ（ＨＯ
ＴＥＬ　ＡＺチェーン）

【ホール業務】
・接客　　・レジ業務
・テーブルセッティング　・
片付け　等

労災
不問

1,050円～1,050
円雇用期間の定めなし 大分県大分市西鶴崎１丁目７番１

７号
宮崎県児湯郡高鍋町

ホール・キッチンスタッフ
（ジョイフル高鍋店・１８時
～

株式会社　アメイズ（ＨＯ
ＴＥＬ　ＡＺチェーン）

【ホール業務】
・接客　　・レジ業務
・テーブルセッティング　・
片付け　等

労災
18歳
以上 1,050円～1,050

円雇用期間の定めなし 大分県大分市西鶴崎１丁目７番１
７号

宮崎県児湯郡高鍋町

キッチンスタッフ（宮崎高鍋
店
・ジョイフル高鍋店）

株式会社　アメイズ（ＨＯ
ＴＥＬ　ＡＺチェーン）

【キッチン業務】
・簡単な調理
・材料の下ごしらえ
・片付け

労災
18歳
以上 1,050円～1,050

円雇用期間の定めなし 大分県大分市西鶴崎１丁目７番１
７号

宮崎県児湯郡高鍋町

ホールスタッフ（宮崎高鍋
店・ジョイフル高鍋店）

株式会社　アメイズ（ＨＯ
ＴＥＬ　ＡＺチェーン）

【ホール業務】
・接客
・調理の補充
・片付け

労災
18歳
以上 1,050円～1,050

円雇用期間の定めなし 大分県大分市西鶴崎１丁目７番１
７号

宮崎県児湯郡高鍋町

理学療法士又は作業療法士
『ぴゅあらんど光の手』

有限会社　さくら 〇「主に重症心身障害児を通
わせる」多機能型通所療育施
設　ぴゅあらんどでの子供た
ちのリハビリをして頂きま

雇用・労災
不問

900円～1,000円雇用期間の定めなし 宮崎県児湯郡木城町大字高城３８
８８番地１

保育士『ぴゅあらんど光の
手』

有限会社　さくら 〇「主に重症心身障害児を通
わせる」児童発達支援、放課
後デイサービスにて保育士と
して子供たちの療育をして頂

労災
不問

900円～900円雇用期間の定めなし 宮崎県児湯郡木城町大字高城３８
８８番地１

介護職（夜勤担当者） 株式会社　藤やま ○介護施設（ケアホーム）に
おいて、入居者や利用者に対
し　て排泄介助等の業務。
・その他付随業務あり。

労災
18歳
以上

800円～800円雇用期間の定めなし 宮崎県児湯郡新富町大字新田１９
３６４－７

宮崎県児湯郡新富町

登録販売者（高鍋店） ダイレックス　株式会社 〇サンドラッググループ店舗
での一般薬品（第二類・第三
類）の健康食品、化粧品等の
管理・販売

雇用・労災
不問

850円～950円雇用期間の定めあり（4ヶ月
未満）

佐賀県佐賀市高木瀬町大字長瀬９
３０

宮崎県児湯郡高鍋町

（契）有機肥料製造業務（児
湯郡高鍋町）

有限会社　サンテック ○有機肥料の袋詰め業務に従
事していただきます。
・有機肥料の袋詰め作業
・工場内清掃

労災
不問

1,000円～1,000
円雇用期間の定めあり（4ヶ月

未満）

姶良市東餅田２３２４番地１０

宮崎県児湯郡高鍋町

（契）卵パック商品の検査・
出荷業務（児湯郡新富町）

有限会社　サンテック ○卵パック商品の検査・出荷
業務に従事していただきま
す。
・鶏卵商品の目視検査

雇用・労災
不問

840円～840円雇用期間の定めあり（4ヶ月
未満）

姶良市東餅田２３２４番地１０

宮崎県児湯郡新富町

（契）アイスクリーム製造業
務（児湯郡川南町）４ｈ／日

有限会社　サンテック ○アイスクリーム製造に関わ
る一連業務をしていただきま
す。


雇用・労災
不問

850円～850円雇用期間の定めあり（4ヶ月
未満）

姶良市東餅田２３２４番地１０

宮崎県児湯郡川南町

（契）アイスクリーム製造業
務（児湯郡川南町）６ｈ／日

有限会社　サンテック ○アイスクリーム製造に関わ
る一連業務をしていただきま
す。


雇用・労災
不問

850円～850円雇用期間の定めあり（4ヶ月
未満）

姶良市東餅田２３２４番地１０

宮崎県児湯郡川南町

介護職【夜勤専門】 株式会社　丸喜　さくらの
里

○『住宅型有料老人ホーム
さくらの里』での利用者様の
　健康管理、服薬管理等の看
護業務及びその他附随する介

雇用・労災
18歳
以上

900円～1,000円雇用期間の定めなし 宮崎県児湯郡川南町大字平田９１
１－６

宮崎県児湯郡川南町

清掃作業員（西都本店（閉店
後担当）

岩下兄弟　株式会社　西都
事務所

○閉店後のパチンコ店内の清
掃作業。

　

労災
18歳
以上 1,000円～1,000

円雇用期間の定めあり（4ヶ月
以上）

宮崎県西都市大字三宅字下鶴９４
３１

夜間スタッフ（新富店） 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　新富店のスタッフ≫

○夜間の時間帯を担当する店

労災
不問

1,050円～1,050
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

宮崎県児湯郡新富町

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丁目１
２－２

宮崎県児湯郡新富町

精肉（新富店） 株式会社　メガ生鮮 ＜スーパーセンタートライア
ル　新富店内スタッフ＞

○生鮮部門において、「精

労災



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） 6月10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。 

日給 普通自動車免許二種
(1)21時00分～ 2時00分

45060- 2156491 就業場所

時給 変形（１ヶ月単位）
(1) 6時00分～12時30分
(2)14時00分～19時00分
(3) 9時00分～14時00分

45060- 2157791 就業場所

時給 変形（１ヶ月単位） 看護師
(1)16時00分～ 9時00分 准看護師

45060- 2170691 就業場所

時給 中学校教諭免許

45060- 2173791 就業場所

時給 変形（１ヶ月単位） 介護職員初任者研修
(1)17時00分～ 9時00分 ホームヘルパー１級

介護福祉士

45060- 2181891 就業場所

時給 普通自動車免許ＡＴ
(1) 8時30分～13時30分 准看護師
(2)12時00分～17時30分 看護師
(3) 9時00分～12時00分

45060- 2183591 就業場所

日給 変形（１ヶ月単位） ホームヘルパー２級
(1)17時00分～ 9時00分 介護職員初任者研修

ホームヘルパー１級

45060- 2191591 就業場所

時給 普通自動車免許ＡＴ
(1) 9時30分～16時30分

45060- 2193091 就業場所

時給 ホームヘルパー２級
(1) 8時30分～13時30分 介護福祉士
(2)12時00分～17時30分 警備員検定試験１級

45060- 2196991 就業場所

日給 普通自動車免許ＡＴ
(1) 8時30分～16時00分

45060- 2198791 就業場所

時給 交替制あり
(1)12時00分～17時00分
(2)17時00分～22時00分

45060- 2275691 就業場所

時給
(1) 8時00分～15時00分
(2) 8時00分～16時00分
(3) 7時45分～15時15分

45060- 2216091 就業場所

時給 変形（１年単位） 普通自動車免許二種
普通自動車免許一種

45060- 2221291 就業場所

時給 看護師
(1)17時00分～ 9時30分 准看護師

45060- 2139991 就業場所

時給 交替制あり 看護師
(1) 8時00分～17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) 9時00分～18時00分

45060- 2143191 就業場所

日給 変形（１ヶ月単位）
(1)17時30分～ 8時30分

45060- 2144091 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、すべての求人を掲載することが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)

夜勤介護専門員【急募】 株式会社　豊和会 ○利用者の介護全般・食事介
助・排泄介助等の介護業務。
＊利用者は１５名。
＊２名体制。

雇用・労災
18歳
以上 1,000円～1,000

円雇用期間の定めなし 宮崎県児湯郡高鍋町大字北高鍋１
０８９

宮崎県児湯郡高鍋町

看護職員（正又は准）（デイ
サービス・有料老人ホーム）

株式会社　豊和会 ○利用者の看護及び介護業務
全般。（利用者：１５名）
・入浴介助、食事介助、排泄
介助等。

労災
不問

1,000円～1,050
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

０８９
宮崎県児湯郡高鍋町

看護師（正又は准）：夜勤担
当

医療法人　育心会 ○介護老人保健施設（６５
床）の夜勤帯の看護業務。
・入所利用者に対して、医師
の診療方針やケアプランの

労災
18歳
以上 1,900円～1,900

円雇用期間の定めなし 宮崎県児湯郡新富町大字新田４８
１－１

宮崎県児湯郡新富町

タクシー乗務員 宮崎タクシー株式会社　西
都営業所

○タクシー乗務員業務。（養
成乗務員制度あり）

「養成乗務員制度について」

雇用・労災
18歳
以上

762円～800円雇用期間の定めなし 宮崎県西都市御舟町２丁目２９番
地

学校生活支援員（こすもす） 医療法人　隆徳会　鶴田病
院

◯西都市内の小・中学校に在
学する障害を持った児童生徒
さんが支障なく学校生活を送
る事が出来るようにする為の

雇用・労災
不問

787円～787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

カラオケ場スタッフ（月１０
日程度勤務）

ヤマイチ農園　合同会社 ○新富ホール（カラオケ場）
にて接客業務。
・カラオケの操作説明
・コーヒーのみの注文受付

労災
不問

800円～800円雇用期間の定めなし 児湯郡新富町大字三納代２３０１

宮崎県児湯郡新富町

家事使用人【週３日勤務】
【急募】

高鍋フェニックス又川 ○家事業務全般等を行ってい
ただきます。
　・食事の支度（オーナーの
夕食準備）

不問

800円～800円雇用期間の定めなし 宮崎県児湯郡新富町大字日置４１
２４－８

介護職 株式会社　Ｓｕｎｎｙ　Ｄ
ａｙｓ（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

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

職業指導員及び生活支援員 特定非営利活動法人　しろ
はと工房

○障がいのある方々と一緒に
生産活動（お菓子製造、農作
業　野菜の袋詰め等）を行
い、必要であれば支援を行っ

雇用・労災
不問

780円～800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２
９９

介護職（夜勤専門） 有限会社　木犀 ○グループホームにおける夜
勤専門介護業務。
（月／４～６回程度）
・排泄介助等

雇用・労災
18歳
以上

900円～900円雇用期間の定めなし 宮崎県児湯郡高鍋町大字上江１８
３１－２

看護職（正又は准） 株式会社　Ｓｕｎｎｙ　Ｄ
ａｙｓ（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
スでの看護業務全般
○リハビリのみを行うデイ
サービスで送迎、レクリエー

労災
不問

1,000円～1,100
円雇用期間の定めなし 宮崎県児湯郡川南町大字川南１３

２４７－６

介護職（訪問：夜勤担当） 医療法人　雅会　シルバー
コート新町

○『住宅型有料老人ホーム
新町』での訪問介護業務全
般。
　（利用者　４０名）

労災
18歳
以上

800円～850円雇用期間の定めなし 宮崎県西都市新町１丁目６６番地

宮崎県西都市

数学教科非常勤講師：都農中
学校

都農町役場 ◯町立都農中学校での中学教
員免許（数学）を有する非常
勤　講師業務。


労災
不問

2,750円～2,750
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４８
７４－２

宮崎県児湯郡都農町

看護職：夜勤専従／有料老人
ホーム

株式会社　兒玉 ＊入所者の方の健康管理や服
薬管理等の
　看護業務をしていただきま
す。

労災
18歳
以上

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

調理員（有料老人ホームさく
らの里）

株式会社　丸喜　さくらの
里

○住宅型有料型老人ホーム
さくらの里での入所者への食
事　提供。（利用者最大４０
名）

雇用・労災
不問

780円～900円雇用期間の定めなし 宮崎県児湯郡川南町大字平田９１
１－６

宮崎県児湯郡川南町

代行運転 夢代行 ◯お客様の車をお客様の希望
される場所まで運転を代行す
る　お仕事です。
＊２人体制で行います。

18歳
以上

833円～833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
１４４－９

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

（パート） 6月10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 交替制あり
(1) 9時00分～17時00分
(2)16時30分～ 0時00分

45060- 2148491 就業場所

時給
(1)18時00分～21時30分
(2)18時00分～22時00分

45060- 2150591 就業場所

時給 変形（１ヶ月単位） 普通自動車免許ＡＴ
(1) 8時00分～13時00分 中型自動車免許一種

準中型自動車免許

45060- 2151191 就業場所

日給 交替制あり 普通自動車免許ＡＴ
(1) 8時30分～16時00分
(2) 9時45分～17時15分

45060- 2155991 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、すべての求人を掲載することが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)

一般相談員 高鍋公共職業安定所 ・求職者に対する職業相談及
び職業紹介。
・総合受付業務。
・求人情報紙作成及び配達。

雇用・公
災・健康・
厚生

不問
1,121円～1,266

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８３
４０

集配ドライバー：川南セン
ター

ヤマト運輸　株式会社　川
南センター

○主にダイレクトメール便並
びに宅急便集配業務。
（エリア：川南町・都農町管
内）

雇用・労
災・健康・
厚生

不問
1,000円～1,000

円雇用期間の定めあり（4ヶ月
未満）

宮崎県児湯郡川南町大字川南２０
０８０

ホールスタッフ 株式会社　ジョイフル　宮
崎西都店

○お客様のご注文承りから料
理の運搬、会計作業が主な業
務
・客席担当に慣れていただい

労災
18歳
以上

850円～850円雇用期間の定めなし 宮崎県西都市大字三宅字下鶴９４
６５－２

ホールスタッフ 有限会社　久和　サン大助
川南店

○ホール内での接客業務全
般。
・重量物の持ち運び（パチン
コ玉・コイン等）

雇用・労災
18歳
以上 1,100円～1,100

円雇用期間の定めなし 宮崎県児湯郡川南町大字川南１３
８９０



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） 普通自動車免許一種
(1) 8時30分～17時15分

43010-21336591 就業場所

月給 変形（１ヶ月単位） 普通自動車免許ＡＴ

10時00分～22時00分の
間の8時間程度

44020- 4771791 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30分～ 8時30分

45010-14404191 就業場所

月給 大型自動車免許一種
(1) 8時00分～17時00分

45060- 2175291 就業場所

月給 特定曜日のみ(2)(3) 保育士
(1) 7時30分～16時15分
(2) 9時00分～17時45分
(3) 8時30分～12時30分

45060- 2176591 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 土木施工管理技士１級

土木施工管理技士２級

45010-14424991 就業場所

月給
(1)11時10分～18時10分

45010-14432991 就業場所

月給
(1) 8時30分～18時00分
(2) 8時30分～12時30分

45060- 2253791 就業場所

月給 保育士
(1) 9時30分～18時30分 普通自動車免許ＡＴ

45060- 2255291 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- 2256591 就業場所

月給 変形（１ヶ月単位） 普通自動車免許ＡＴ
(1) 9時00分～18時00分
(2)10時00分～19時00分
(3)18時00分～ 9時30分

45060- 2257191 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- 2211791 就業場所

月給 変形（１ヶ月単位）
(1) 7時10分～16時10分
(2) 8時00分～17時00分
(3) 8時10分～17時10分

45060- 2212891 就業場所

月給 変形（１ヶ月単位）
(1) 9時00分～17時00分 普通自動車免許ＡＴ
(2)16時20分～ 0時20分
又は9時00分～00時20分の
間の5時間以上

45060- 2260791 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

介護福祉士
認知症介護実践者研修
介護支援専門員

45060- 2172491 就業場所

月給 普通自動車免許ＡＴ
(1) 8時00分～17時00分

45060- 2263591 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、すべての求人を掲載することが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)

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１３６５
８－１

宮崎県児湯郡都農町

グループホーム管理者 株式会社　メイセイ ◯グループホームでの管理者業
務全般
○利用者の生活相談業務全般。
（定員９名）

雇用・労
災・健康・
厚生

不問
250,000円～
300,000円雇用期間の定めなし 宮崎県児湯郡木城町大字椎木６０２７

－１
宮崎県児湯郡木城町

ホール係（本店） 岩下兄弟　株式会社　西都事務
所

◯パチンコ店内でのカウンター
及びホールでの接客業務全般
◯お客様への店内設備のご案内
や遊技台及びその説明

雇用・労
災・健康・
厚生

18歳
以上 184,800円～

184,800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下鶴９４３１

宮崎県西都市

製造工 宮崎くみあいチキンフーズ　株
式会社　中部工場

○製造業務（ライン作業）
・包丁を使用して鶏肉の解体及
び骨抜き作業。
・出荷・梱包作業。

雇用・労
災・健康・
厚生・財形

不問
135,000円～
135,000円雇用期間の定めなし 宮崎県児湯郡高鍋町大字持田１８３５

番地

木材伐採・重機オぺレーター
（山林部）

井上林産　株式会社 ○林業の伐採及び重機オペレー
ター　
　・高性能林業機械やパワー
ショベルオペレーターの仕事。

雇用・労
災・健康・
厚生

不問
224,000円～
268,800円雇用期間の定めなし 宮崎県児湯郡木城町大字高城２５１８

番地１

介護職：ぶどうのみ 有限会社　ライフサポート宙　介護付
有料老人ホーム　ぶどうのみ

○介護業務全般。（施設利用者
３３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・財形

64歳
以下 140,000円～

178,000円雇用期間の定めなし 宮崎県児湯郡都農町大字川北４７０７
－７

宮崎県児湯郡都農町

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２３７
宮崎県児湯郡新富町

保育士 特定非営利活動法人　ふぁむ・
ふぁーむ

○児童通所支援事業の指導員と
して療育に携わる業務。
・対象者は未就学児・小学生。
（軽度の発達障がい児）

雇用・労
災・健康・
厚生

不問
151,000円～
151,000円雇用期間の定めなし 宮崎県児湯郡木城町大字石河内７８８

－１１
宮崎県児湯郡高鍋町

事務職（人事・秘書） 医療法人　隆徳会　鶴田病院 ・求人活動（学校訪問、就職説
明会等への参加）
・施設見学、職場体験等受入れ
対応、調整

雇用・労
災・健康・
厚生・財形

30歳
以下 180,000円～

195,000円雇用期間の定めなし 宮崎県西都市御舟町１－７８

販売職／高鍋ギフトショップ 株式会社　宮崎山形屋 ・店内での接客及び販売、その
他付帯業務
（食器、リビング、雑貨、衣料
など全般）

雇用・労
災・健康・
厚生・財形

不問
107,583円～
107,583円雇用期間の定めなし 宮崎県宮崎市橘通東３丁目４－１２

宮崎県児湯郡高鍋町

土木施工監理／高鍋本社 株式会社　増田工務店　宮崎支
店

・土木現場作業
・土木現場管理
・上記に付随する業務
等を担当していただきます。　

雇用・労
災・健康・
厚生・財形

59歳
以下 166,000円～

371,000円雇用期間の定めなし 宮崎県宮崎市南花ヶ島町１８５

宮崎県児湯郡高鍋町

保育士（臨時） 西都市役所 西都市管内保育所での保育業
務。
・園児の遊び等活動時の健康管
理、ケガ等の見守り。　　

雇用・労
災・健康・
厚生

不問
144,000円～
144,000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

宮崎県西都市

運搬作業員 株式会社　黒木開発 ◯大型自動車による伐採林の運
搬作業
○西都市内・国富・高岡・木
城・米良等各現場でチェン

雇用・労
災・健康・
厚生

不問
230,000円～
310,500円雇用期間の定めなし 宮崎県西都市大字南方１５番地

宮崎県西都市

正看護師／東米良診療所 社会医療法人　善仁会　市民の
森病院

東米良診療所での看護業務全般
を行います。
外来及び病棟の看護になりま
す。

雇用・労
災・健康・
厚生・財形

59歳
以下 195,000円～

275,000円雇用期間の定めなし 宮崎県宮崎市大字塩路２７８３－３７

宮崎県西都市

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・発注・返
品・検品データ照合・在庫管
理）

雇用・労
災・健康・
厚生

不問
137,632円～
147,016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

サービス／川南営業所 三光クボタ建機　株式会社 自社のレンタル機を貸出す時の
出荷点検。
返却時のメンテ等を行う仕事で
す。

雇用・労
災・健康・
厚生・財形

不問
160,000円～
230,000円雇用期間の定めなし 熊本県熊本市東区西原１丁目１３－５

宮崎県児湯郡川南町

（一般） ６月１０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。 



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） ６月１０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 保健師
(1) 8時30分～17時15分 正看護師

普通自動車免許ＡＴ

45060- 2264191 就業場所

月給 変形（１年単位）
(1) 8時00分～17時00分
(2)21時00分～ 6時00分

45060- 2265091 就業場所

月給 普通自動車免許ＡＴ
(1) 7時00分～17時00分

45060- 2267691 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

45060- 2269491 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- 2214591 就業場所

月給 臨床検査技師
(1) 7時30分～17時00分
(2) 8時30分～18時00分
(3) 8時30分～12時30分

45060- 2215191 就業場所

月給 変形（１年単位）
(1) 8時00分～17時00分

45060- 2273091 就業場所

月給 変形（１ヶ月単位） 介護職員初任者研修
(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

45060- 2178091 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～16時40分

45060- 2179391 就業場所

月給
(1) 8時00分～17時00分

45060- 2280191 就業場所

月給
(1) 8時00分～17時00分

46040- 6634391 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 土木施工管理技士２級

土木施工管理技士１級

45030- 2483691 就業場所

月給 普通自動車免許一種
(1) 8時30分～17時15分

46040- 6422591 就業場所

月給
(1) 8時00分～17時00分
(2)16時00分～ 0時45分

45010-13427791 就業場所

月給 交替制あり 普通自動車免許ＡＴ
(1) 8時30分～17時30分
(2)12時15分～21時15分

40010-43950191 就業場所

月給 変形（１ヶ月単位）
(1) 7時00分～19時00分
(2)19時00分～ 7時00分

45010-14247491 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、すべての求人を掲載することが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)

施設警備／宮崎キャノン（高鍋
工場）

宮崎綜合警備　株式会社　（Ａ
ＬＳＯＫ）

・出入管理（従業員、出入業者
等の出入管理）
・巡回業務（施設内外の異常の
有無確認及び巡回）

雇用・労
災・健康・
厚生

18歳
以上 169,000円～

169,000円雇用期間の定めあり（4ヶ月以
上）

宮崎県宮崎市生目台西３丁目４番地２

宮崎県児湯郡高鍋町

エリア社員（正）／三宅店 株式会社　コスモス薬品 ドラッグストア店内での接客・
販売・仕入・レジ業務
陳列棚や在庫商品等の整理
上記に付随する業務

雇用・労
災・健康・
厚生

35歳
以下 170,000円～

180,000円雇用期間の定めなし 福岡市博多区博多駅東２－１０－１
第一福岡ビルＳ館４階

宮崎県西都市

製品のマスキング・印刷・検査
／木城町

株式会社　ワークスタッフ　宮
崎営業所

カメラフレーム部分のマスキン
グや印刷、製品の検査など
・力作業は一切ありません
・事前に導入教育でお仕事につ

雇用・労
災・健康・
厚生

不問
129,730円～
132,225円雇用期間の定めあり（4ヶ月未

満）

宮崎県宮崎市広島２丁目５－１６　興
亜宮崎ビル３Ｆ

宮崎県児湯郡木城町

農業機械販売及び修理（新富営
業所）

株式会社南九州沖縄クボタ（宮
崎県内）

○主にクボタ農業機械の販売及
び修理業務に従事します。
・農家を主に訪問、上司や先輩
の同行あり。

雇用・労
災・健康・
厚生

59歳
以下 175,000円～

300,000円雇用期間の定めなし 霧島市溝辺町崎森９７３－１

宮崎県児湯郡新富町

現場監督・施工管理業務
（土木）

株式会社　カトウ 各現場での土木施工管理業務。
　現場代理人の業務全般。
　営業車の使用あり。
　遠方の方も歓迎します。

雇用・労
災・健康・
厚生

不問
210,000円～
360,000円雇用期間の定めなし 宮崎県日向市大字富高小松崎３０１－

１
宮崎県日向市

（契）アイスクリーム製造業務
（児湯郡川南町）

有限会社　サンテック ○アイスクリーム製造に関わる
一連業務をしていただきま
す。


雇用・労
災・健康・
厚生

不問
146,880円～
146,880円雇用期間の定めあり（4ヶ月未

満）

姶良市東餅田２３２４番地１０

宮崎県児湯郡川南町

洋蘭生産作業員 サカモト農園（坂本　功） ○ハウス内での胡蝶蘭、シンピ
ジューム等の生産作業業務。
・花の仕立て（鉢に支柱を立て
花を添わせる）作業

雇用・労災
不問

146,304円～
152,400円雇用期間の定めなし 宮崎県児湯郡新富町大字三納代字北原

牧２９５６
宮崎県児湯郡新富町

製材工（機械操作員）【急募】 有限会社　皆川ドライウッド ○製材機械操作の業務。
・製材助手作業。

・機械操作。

雇用・労
災・健康・
厚生

不問
165,646円～
173,075円雇用期間の定めなし 宮崎県児湯郡高鍋町大字持田４４９９

番地１

介護職（デイサービス） 医療法人　雅会　シルバーコー
ト新町

○デイサービスセンターにおけ
る介護業務全般。
（利用者　４０名）
・食事、排泄、入浴介助等

雇用・労
災・健康・
厚生

不問
132,500円～
170,000円雇用期間の定めなし 宮崎県西都市新町１丁目６６番地

宮崎県西都市

機械補助【トライアル併用求
人】

オリンピア工業株式会社　宮崎
工場

◯レーザー加工機オペレーター
の補助作業。
（レーザーで切断した鉄板の仕
分け）

雇用・労
災・健康・
厚生

不問
155,400円～
195,400円雇用期間の定めなし 宮崎県西都市大字茶臼原２８６－２

宮崎県西都市

臨床検査技師 医療法人　隆徳会　鶴田病院 ○病院内での臨床検査業務全般
・心電図検査、エコー検査等
・検体検査、整理検査機能検査
等

雇用・労
災・健康・
厚生・財形

59歳
以下 172,000円～

260,000円雇用期間の定めなし 宮崎県西都市御舟町１－７８

現場代理人及び主任技術者（未
経験者）

株式会社　中岡工業 ◯公共工事の管工事及び機械設
備工事の現場代理人及び主任
技術者としての業務全般。
・現場管理、人員管理、打ち合

雇用・労
災・健康・
厚生

35歳
以下 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７６１８
番地

看護職／（有料老人ホーム） 株式会社　丸喜　さくらの里 『住宅型有料老人ホーム　さく
らの里』介護施設での利用者
様の健康管理、服薬管理等の看
護業務及び附随する介護業　務

雇用・労
災・健康・
厚生

45歳
以下 162,000円～

225,000円雇用期間の定めなし 宮崎県児湯郡川南町大字平田９１１－
６

養豚飼養管理【トライアル併用
求人】

小野株式会社 ◯仕事に慣れるまでは養豚場の
管理全般の補助業務。
◯１日の仕事は日によって異な
ります。

雇用・労
災・健康・
厚生

40歳
以下 150,000円～

170,000円雇用期間の定めなし 宮崎県児湯郡川南町大字川南４１４２
－１

警備員 株式会社　セキュリティロード
高鍋営業所

【夏場のクールダウンシャツ
（ファン付き）揃えました。】
・警備業全般、施設警備、交通
誘導警備、イベント警備。

雇用・労
災・健康・
厚生

18歳
以上 145,390円～

232,190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１３３
１番地４

保健指導 木城町役場 ◯特定健康診査、がん検診等各
種検診業務。
　補助及び事務業務
・データ入力；パソコン使用

雇用・労
災・健康・
厚生

不問
180,000円～
180,000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１２２７
－１

宮崎県児湯郡木城町



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） ６月１０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ＡＴ
(1) 7時45分～16時45分
(2)10時00分～19時00分
(3) 9時30分～18時30分
(4)18時00分～9時00分

45010-14374091 就業場所

月給 変形（１年単位）
(1) 8時00分～17時00分
(2)21時00分～ 6時00分

45010-14015591 就業場所

月給 変形（１年単位） 自動車整備士（２級）
(1) 9時30分～18時00分 普通自動車免許一種

45010-14079491 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～18時00分 普通自動車免許一種
(2)17時00分～ 2時30分

45060- 2217391 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 普通自動車免許ＡＴ
(2)10時00分～19時00分
(3) 8時30分～17時30分
(4)17時00分～　9時00分

45010-14131391 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- 2168591 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

45030- 2622291 就業場所

月給 変形（１年単位）
(1) 8時30分～17時30分

45060- 2219991 就業場所

月給 変形（１年単位） 普通自動車免許二種
(1) 7時00分～17時00分 普通自動車免許一種
(2) 8時00分～22時00分
(3) 9時00分～ 1時00分
(4)18時00分～02時00分

45060- 2220891 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
(2)10時00分～21時00分

45060- 2248591 就業場所

月給 普通自動車免許ＡＴ
(1) 8時30分～17時00分
(2) 8時30分～12時00分

45060- 2249191 就業場所

月給
(1) 8時30分～17時15分

45060- 2251991 就業場所

月給 変形（１ヶ月単位） 介護支援専門員
(1) 6時00分～15時00分 普通自動車免許ＡＴ
(2) 8時00分～17時00分
(3)11時00分～20時00分

45060- 2222591 就業場所

月給 交替制あり 中型自動車免許一種
(1) 7時30分～16時30分 危険物取扱者（乙種）
(2) 8時00分～17時00分 危険物取扱者（丙種）
(3) 8時00分～18時00分
(4)　9時00分～19時00分

45060- 2165791 就業場所

月給 変形（１年単位）
(1) 8時00分～17時00分

45060- 2167291 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- 2226691 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、すべての求人を掲載することが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)

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

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２５１８

番地１

製造補助 オリンピア工業株式会社　宮崎
工場

○工場内での産業用ボイラ付属
部品（直径３～４ｃｍ、長さ
　５．５ｍのパイプ）の切断、
仕上げ、梱包作業及び社内試

雇用・労
災・健康・
厚生

不問
135,000円～
135,000円雇用期間の定めあり（4ヶ月以

上）

宮崎県西都市大字茶臼原２８６－２

給油所店頭販売及びハウス燃料
の配達・配管作業（新富）

児湯農業協同組合 ○ガソリンスタンドでの給油
（接客対応）作業。
・洗車、オイル交換等
○児湯管内の生産者ハウスへ燃

雇用・労
災・健康・
厚生

不問
138,000円～
138,000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９９－
１

宮崎県児湯郡新富町

介護支援専門員
（ケアマネージャー）

株式会社　藤やま ○介護施設（ケアホーム）にお
いて入居者や利用者に対して
のケアプラン作成及び、介護業
務等。

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 宮崎県児湯郡新富町大字新田１９３６

４－７
宮崎県児湯郡新富町

一般事務 都農町役場 ◯町長部局等に勤務し、一般事
務に従事して頂きます。

＊詳細は後日、説明します。

公災・健
康・厚生不問

148,600円～
170,100円雇用期間の定めなし 宮崎県児湯郡都農町大字川北４８７４

－２
宮崎県児湯郡都農町

総合事務及び葬儀スタッフ 株式会社　西都児湯くみあい葬
祭

・会計ソフトへの入力
・パソコンにてエクセル使用
・電話応対、接客業務
・葬儀での片づけ、呈茶

雇用・労
災・健康・
厚生

不問
137,680円～
154,180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１７９５
５－４

スタンドスタッフ【急募】 林田商事　株式会社 ○ガソリンスタンド業務。
・お客様の受け入れ・誘導等。
○清掃・代金精算等。
○給油・洗車及び配達等。

雇用・労
災・健康・
厚生

不問
140,000円～
170,000円雇用期間の定めなし 宮崎県児湯郡川南町大字川南１２７５

１番地
宮崎県児湯郡木城町

タクシー乗務員 宮崎タクシー株式会社　西都営
業所

○タクシー乗務員業務。（養成
乗務員制度あり）

「養成乗務員制度について」

雇用・労
災・健康・
厚生

18歳
以上 135,000円～

238,000円雇用期間の定めなし 宮崎県西都市御舟町２丁目２９番地

縫製スタッフ【トライアル併用
求人】

株式会社　サイト ○工場内で紳士・婦人服の縫製
業務。
・ミシン作業、ハサミ作業が主
な仕事になります。

雇用・労
災・健康・
厚生

不問
138,667円～
182,000円雇用期間の定めなし 宮崎県西都市大字鹿野田２６６２

土木施工管理 株式会社　五幸建設 ・一般土木工事、舗装工事及び
法面工事における施工管理全
般に従事していただきます。
・県内の公工事が中心です。

雇用・労
災・健康・
厚生

不問
350,000円～
500,000円雇用期間の定めなし 宮崎県日向市大字日知屋４７２６番地

１０
宮崎県日向市

現場作業員 株式会社　岩下建設 ○住宅建築現場の資材運搬・片
づけ
　作業場の整理整頓
　簡単な作業補助

雇用・労
災・健康・
厚生

不問
184,000円～
184,000円雇用期間の定めあり（4ヶ月以

上）

宮崎県児湯郡新富町富田東１－１７

宮崎県児湯郡新富町

介護職員 株式会社　リン・テック・サービス
（有料老人ホーム　ケアリング　まり
あーじゅ）

有料老人ホーム（入所者１９名
程度）での介護業務をお願いし
ます。
　・食事介助、入浴介助、排泄

雇用・労
災・健康・
厚生

64歳
以下 150,000円～

170,000円雇用期間の定めなし 宮崎県宮崎市佐土原町西上那珂字曽根
５６１９－３

宮崎県宮崎市

事務兼配車オペレーター（本
社）

三和交通　株式会社 ○タクシー配車業務。
・当社タクシー利用希望のお客
さまからの連絡を受けた際、
営業中のタクシーの中から空車

雇用・労
災・健康・
厚生・財形

18歳
以上 128,770円～

128,770円雇用期間の定めなし 宮崎県西都市御舟町１丁目８３

宮崎県西都市

自動車整備／高鍋店 宮崎ダイハツ販売　株式会社 ・お客様の自動車の車検、それ
に伴う整備と一般的な修理の
業務を行う。


雇用・労
災・健康・
厚生・財形

40歳
以下 146,000円～

203,300円雇用期間の定めなし 宮崎県宮崎市花ケ島町立毛１０８５番
地

宮崎県児湯郡高鍋町

交通誘導警備（一般）／高鍋営
業所

株式会社　Ｆ・Ｃガード ・工事現場、建設現場での誘導
業務、イベント会場及び周辺
での雑踏警備業務等を行って頂
きます。

雇用・労
災・健康・
厚生

18歳
以上 167,400円～

218,800円雇用期間の定めなし 宮崎県宮崎市大塚町鵜ノ島３９２－１

宮崎県児湯郡高鍋町

指導員又は保育士／放課後デイ
サービスれもん

合同会社　さくら会 障がいをお持ちの児童に対する
支援
・自閉スペクトラム児の療育支
援。

雇用・労
災・健康・
厚生

18歳
以上 135,000円～

155,000円雇用期間の定めあり（4ヶ月以
上）

宮崎県宮崎市清武町加納甲１３０４番
地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） ６月１０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ＡＴ
(1) 8時00分～17時00分
(2) 8時15分～17時15分
(3) 8時30分～17時30分

45060- 2229791 就業場所

月給 高等学校教諭免許(国語）
(1) 8時15分～16時45分

45060- 2231191 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- 2233391 就業場所

月給
(1) 9時15分～17時00分

45060- 2192191 就業場所

月給 変形（１ヶ月単位）
(1) 7時00分～16時00分
(2) 8時30分～17時30分
(3)10時00分～19時00分

45060- 2202791 就業場所

月給 保育士
(1) 9時00分～18時00分

45060- 2238891 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

45060- 2242691 就業場所

月給 変形（１年単位） 土木施工管理技士１級
(1) 8時00分～17時00分 土木施工管理技士２級

普通自動車免許一種

45060- 2244491 就業場所

月給 普通自動車免許一種
(1) 8時00分～17時00分 電気工事士（第２種）

45060- 2186391 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 介護職員初任者研修
(2) 8時00分～17時00分
(3) 8時30分～17時30分

45060- 2189491 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- 2247291 就業場所

月給 普通自動車免許一種
(1) 8時00分～18時30分

28130- 2099091 就業場所

月給 変形（１ヶ月単位）
(1) 8時00分～17時00分

40062- 2769891 就業場所

月給 自動車整備士（３級）
(1) 8時30分～17時30分 普通自動車免許一種

45060- 2162691 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- 2164491 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45分
(2)14時30分～23時00分

又は、8時30分～23時00分の
40150- 4649991 就業場所 間の8時間

◎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、すべての求人を掲載することが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)

販売員（正・西都店・地域専任
職）

株式会社　ドラッグストアモリ ○商品管理・店舗管理業務
（ドラッグストア店内でレジ、
接客、販売、商品陳列等の業
務）

雇用・労
災・健康・
厚生

35歳
以下 160,000円～

232,500円雇用期間の定めなし 福岡県朝倉市一ツ木１１４８－１

宮崎県西都市

配管工 有限会社　西都水道 ○水道配管作業全般業務。
・屋内外の配管工事作業。
・土方作業もある為、暑さ等で
体力を有します。

雇用・労
災・健康・
厚生

不問
184,000円～
200,000円雇用期間の定めなし 西都市大字妻１６９４－１

宮崎県西都市

自動車整備士 株式会社　カスタムジャパン ○自動車整備業務全般。
・自動車の整備・電装整備作
業。
・金属加工・溶接作業。

雇用・労
災・健康・
厚生

不問
169,000円～
252,000円雇用期間の定めなし 宮崎県児湯郡川南町大字川南３９６

店舗責任者（宮崎県西都市）
（正社員）

昭産商事　株式会社 ＊スーパー内の厨房で寿司、弁
当、惣菜、揚げ物等の調理
　パック詰め、後片付け等


雇用・労
災・健康・
厚生

不問
155,000円～
155,000円雇用期間の定めなし 北九州市門司区黄金町６－７

宮崎県西都市

牧場作業員（西都牧場）（宮崎
県）と一般事務

神戸畜産　株式会社 子牛の哺育、事務作業（パソコ
ン使用）

　

雇用・労
災・健康・
厚生

59歳
以下 160,000円～

250,000円雇用期間の定めなし 兵庫県丹波市氷上町中２６８

宮崎県西都市

肥料・飼料開発研究所作業員 有限会社　フィールドファー
マーズ

◯昆虫を利用したリサイクルシ
ステムの開発作業員。
・肥料・飼料の作成
・家畜フンなどの回収：契約農

雇用・労
災・健康・
厚生

不問
180,000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７６５０

－１

介護職 有限会社　木犀 ○グループホームにおける介護
業務全般
・食事、入浴、排泄、就寝介助
等

雇用・労
災・健康・
厚生

不問
155,000円～
178,000円雇用期間の定めなし 宮崎県児湯郡高鍋町大字上江１８３１

－２

電気工事士 株式会社　神田電工 ○一般配線業務全般。
○室内配線及び外部配線業務全
般。


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上江７０－２

宮崎県児湯郡高鍋町

土木施工管理技術者 阿萬建設　株式会社 ◯現場管理、現場書類作成等
・写真撮影、データ管理
・パソコン入力
＊詳細は面接時に説明します。

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 宮崎県西都市大字南方１５６１－５

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

保育士『ぴゅあらんど光の手』 有限会社　さくら 〇「主に重症心身障害児を通わ
せる」児童発達支援、放課後デ
イサービスにて保育士として子
供たちの療育をして頂きます。

雇用・労
災・健康・
厚生

不問
157,000円～
165,000円雇用期間の定めなし 宮崎県児湯郡木城町大字高城３８８８

番地１

介護職員（グループホーム並
木）

医療法人　暁星会　三財病院 ○グループホーム内においての
入居者９名に対する介護業務
・食事介助・入浴介助・排泄介
助等。

雇用・労
災・健康・
厚生

59歳
以下 163,100円～

197,500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

商工会議所・福祉制度推進スタ
ツフ

アクサ生命保険　株式会社　日
向営業所　高鍋分室

※アクサ生命保険　日向営業所
高鍋分室にて
・商工会議所の会員企業に対し
て、生命保険による従業員の

雇用・労
災・健康・
厚生

不問
180,000円～
240,000円雇用期間の定めなし 宮崎県児湯郡高鍋町大字北高鍋５１３

８　高鍋商工会議所３Ｆ

住宅機器取付およびリフォーム
工事作業員

有限会社　ウイング宮崎 ・マンション・戸建住宅のシス
テムバスキッチン・エコキュ
ートや石油給湯器・洗面化粧台
やトイレ等の住宅機器の取

雇用・労
災・健康・
厚生

59歳
以下 175,000円～

230,000円雇用期間の定めなし 宮崎県西都市加勢１２７６

高校講師：国語 宮崎県立　高鍋高等学校 ◯宮崎県立高鍋高等学校にて国
語の授業を中心に行なって頂
きます。
・教育活動全般：生徒指導等

公災・健康
不問

209,300円～
249,200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４２６
２番地

介護スタッフ（認知症対応型デ
イサービス）

特定非営利活動法人　仁秀会（グ
ループホーム　たいよう）

○認知症の方（少人数１日１２
名）に対し、穏やかな時間の
ながれを楽しみながら、個人の
ペースに合わせた、入浴介

雇用・労
災・健康・
厚生

不問
161,000円～
161,000円雇用期間の定めなし 宮崎県児湯郡都農町大字川北６２１９

番地４２
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） ６月１０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） 准看護師
(1) 8時30分～17時30分
(2)17時30分～ 8時30分

45010-14405091 就業場所

月給 変形（１ヶ月単位）
(1) 8時00分～17時00分
(2) 8時00分～12時00分
(3) 7時00分～16時00分

45010-14406391 就業場所

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

45060- 2258091 就業場所

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

45060- 2259391 就業場所

月給 変形（１ヶ月単位） 普通自動車免許ＡＴ
(1) 9時00分～17時00分
(2)16時20分～ 0時20分

45060- 2261891 就業場所

月給 変形（１ヶ月単位）
(1) 7時00分～16時00分
(2)10時00分～19時00分
(3)17時00分～ 9時00分

45060- 2271591 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)10時00分～19時00分

45060- 2272191 就業場所

月給 変形（１ヶ月単位）
(1) 8時00分～17時00分

45060- 2274391 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 ホームヘルパー２級
(2)10時00分～19時00分 ホームヘルパー１級

45060- 2278791 就業場所

月給 変形（１年単位）
(1) 8時00分～17時00分
(2) 8時40分～17時40分

46040- 6638791 就業場所

月給 交替制あり 普通自動車免許ＡＴ
(1) 8時30分～17時30分
(2)12時15分～21時15分

40010-43912691 就業場所

月給 交替制あり 普通自動車免許ＡＴ
(1) 8時30分～17時30分
(2)12時15分～21時15分

40010-43924891 就業場所

月給 変形（１年単位） 普通自動車免許一種
(1) 9時30分～18時30分

45010-14088791 就業場所

月給 変形（１ヶ月単位） 介護福祉士
(1) 7時00分～16時00分 普通自動車免許ＡＴ
(2)10時00分～19時00分 普通自動車免許一種
(3) 8時30分～17時30分

45010-14132691 就業場所

月給 変形（１年単位） 建築士（２級）
(1) 8時00分～17時00分 建築施工管理技士２級

普通自動車免許一種

45030- 2623591 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

45030- 2629491 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、すべての求人を掲載することが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)

土木見積・積算 株式会社　五幸建設 ・土木工事の見積・積算業務に
従事していただきます。
・県内の公共工事が主です。
・建設系の積算業務の経験が有

雇用・労
災・健康・
厚生

不問
350,000円～
500,000円雇用期間の定めなし 宮崎県日向市大字日知屋４７２６番地

１０
宮崎県日向市

建築施工管理 株式会社　五幸建設 ・建築工事における施工管理全
般に従事していただきます。
・県内の公共工事が中心です。
・１・２級建築士または１・２

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 宮崎県日向市大字日知屋４７２６番地

１０
宮崎県日向市

介護職員（介護福祉士、日勤の
み）

株式会社　リン・テック・サー
ビス
（有料老人ホーム　ケアリング

有料老人ホーム（入所者１９名
程度）での介護業務をお願いし
ます。
　・食事介助、入浴介助、排泄

雇用・労
災・健康・
厚生

64歳
以下 170,000円～

170,000円雇用期間の定めなし 宮崎県宮崎市佐土原町西上那珂字曽根
５６１９－３

宮崎県宮崎市

営業／高鍋店 宮崎ダイハツ販売　株式会社 ・管理客や来店されたお客様へ
の新車及び中古車の販売を始
めとする車両に関する業務全般
を担当していただきます。

雇用・労
災・健康・
厚生・財形

40歳
以下 143,000円～

200,300円雇用期間の定めなし 宮崎県宮崎市花ケ島町立毛１０８５番
地

宮崎県児湯郡高鍋町

エリア社員（正）／新富店 株式会社　コスモス薬品 ドラッグストア店内での接客・
販売・仕入・レジ業務
陳列棚や在庫商品等の整理
上記に付随する業務

雇用・労
災・健康・
厚生

35歳
以下 170,000円～

180,000円雇用期間の定めなし 福岡市博多区博多駅東２－１０－１
第一福岡ビルＳ館４階

宮崎県児湯郡新富町

エリア社員（正）／川南店 株式会社　コスモス薬品 ドラッグストア店内での接客・
販売・仕入・レジ業務
陳列棚や在庫商品等の整理
上記に付随する業務

雇用・労
災・健康・
厚生

35歳
以下 170,000円～

180,000円雇用期間の定めなし 福岡市博多区博多駅東２－１０－１
第一福岡ビルＳ館４階

宮崎県児湯郡川南町

（契）食品加工・出荷業務（児
湯郡木城町）

有限会社　サンテック ・生大根の漬け込み（１２月～
２月）
・漬け上がった大根の洗浄
・寸法切り、薬味投入、加工作

雇用・労
災・健康・
厚生

18歳
以上 147,148円～

173,116円雇用期間の定めあり（4ヶ月未
満）

姶良市東餅田２３２４番地１０

宮崎県児湯郡木城町

介護職員／（訪問） 株式会社　丸喜　さくらの里 ○『訪問介護事業所　さくらの
里』での訪問介護全般業務。
＊現在は併設の有料老人ホーム
への訪問が主です。

雇用・労災
不問

145,000円～
182,000円雇用期間の定めなし 宮崎県児湯郡川南町大字平田９１１－

６
宮崎県児湯郡川南町

介護職員／（デイサービス） 株式会社　丸喜　さくらの里 ○デイサービスセンター「さく
らの里」での介護業務全般。
○その他、附随業務あり。


雇用・労
災・健康・
厚生

不問
137,000円～
190,000円雇用期間の定めなし 宮崎県児湯郡川南町大字平田９１１－

６

サービス提供責任者（訪問） 株式会社　丸喜　さくらの里 『訪問介護事業所　さくらの
里』での訪問介護全般業務。
・ヘルパーの管理及びサービス
提供責任者業務

雇用・労
災・健康・
厚生

不問
160,000円～
210,000円雇用期間の定めなし 宮崎県児湯郡川南町大字平田９１１－

６

介護職員／（有料老人ホーム） 株式会社　丸喜　さくらの里 ○住宅型有料老人ホーム　さく
らの里における食事介助、排泄
介助、入浴介助や生活相談等。


雇用・労
災・健康・
厚生

不問
140,000円～
180,000円雇用期間の定めなし 宮崎県児湯郡川南町大字平田９１１－

６
宮崎県児湯郡川南町

ホールスタッフ（西都２号店） 岩下兄弟　株式会社　西都事務
所

○主にカウンター業務。
○パチンコ店内ホールでの接
客、その他諸業務。


雇用・労
災・健康・
厚生

18歳
以上 184,800円～

184,800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下鶴９４３１

宮崎県西都市

正看護師：ぶどうのみ 有限会社　ライフサポート宙
介護付有料老人ホーム　ぶどう
のみ

○施設利用者（３３名）の看護
業務全般。
　施設での看護業務（血圧・体
温・服薬管理）

雇用・労
災・健康・
厚生・財形

63歳
以下 195,000円～

195,000円雇用期間の定めなし 宮崎県児湯郡都農町大字川北４７０７
－７

准看護師／東米良診療所 社会医療法人　善仁会　市民の
森病院

東米良診療所での看護業務全般
を行います。
外来及び病棟の看護になりま
す。

雇用・労
災・健康・
厚生・財形

59歳
以下 165,000円～

225,000円雇用期間の定めなし 宮崎県宮崎市大字塩路２７８３－３７

宮崎県西都市

准看護師：ぶどうのみ 有限会社　ライフサポート宙
介護付有料老人ホーム　ぶどう
のみ

○施設利用者（３３名）の看護
業務全般。
　施設での看護業務（血圧・体
温・服薬管理）

雇用・労
災・健康・
厚生・財形

63歳
以下 185,000円～

185,000円雇用期間の定めなし 宮崎県児湯郡都農町大字川北４７０７
－７

看護助手／東米良診療所 社会医療法人　善仁会　市民の
森病院

当医院での看護助手業務を行っ
て頂きます。
・入院患者の入浴介助、オムツ
交換、食事介助、リハビリ介

雇用・労
災・健康・
厚生・財形

59歳
以下 150,000円～

157,000円雇用期間の定めなし 宮崎県宮崎市大字塩路２７８３－３７

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） ６月１０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） 普通自動車免許ＡＴ
(1) 7時00分～16時00分
(2) 8時00分～17時00分
(3) 9時00分～18時00分

45060- 2223191 就業場所

月給 変形（１ヶ月単位） 准看護師
(1) 6時00分～15時00分 ホームヘルパー２級
(2) 8時00分～17時00分 普通自動車免許ＡＴ
(3)11時00分～20時00分

45060- 2225391 就業場所

月給 看護師
(1) 9時00分～18時00分 准看護師

45060- 2235991 就業場所

月給 社会福祉士
(1) 9時00分～18時00分 精神保健福祉士

45060- 2236491 就業場所

月給 変形（１年単位）
(1) 8時00分～17時00分

45060- 2245791 就業場所

月給 変形（１年単位）
(1) 8時00分～17時00分

45060- 2246891 就業場所

月給 変形（１ヶ月単位） 普通自動車免許ＡＴ
(1) 9時15分～18時30分
(2)15時30分～ 0時00分

40150- 4521891 就業場所

月給
(1) 8時30分～17時45分
(2)14時30分～23時00分

40150- 4552991 就業場所

月給 変形（１ヶ月単位）
(1) 7時00分～16時00分
(2)10時00分～19時00分
(3)13時00分～22時00分

41010- 8881691 就業場所

月給 変形（１ヶ月単位）
(1) 9時00分～19時00分
(2)12時00分～22時00分

43010-20335191 就業場所

月給 交替制あり 調理師
(1) 5時30分～14時30分
(2) 7時00分～16時00分
(3) 9時30分～18時30分

45010-13636791 就業場所

月給 交替制あり
(1) 5時00分～14時45分
(2)10時00分～19時00分

45010-13638291 就業場所

月給 交替制あり
(1) 6時00分～15時00分
(2) 9時30分～18時30分

45010-13649091 就業場所

月給 変形（１年単位）
(1) 8時00分～17時00分

45010-13840891 就業場所

月給 変形（１ヶ月単位）
(1) 7時00分～16時00分

45020- 3455491 就業場所

月給 変形（１ヶ月単位）
(1) 7時00分～16時00分

45020- 3456791 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、すべての求人を掲載することが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)

鮮魚販売（うお屋新富店） 株式会社　岩木 ＊スーパー内での鮮魚販売
・魚の調理（刺身や三枚おろし
等）
・その他鮮魚販売に関係する業

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 宮崎県延岡市稲葉崎町２丁目１３３番

地
宮崎県児湯郡新富町

鮮魚販売（うお屋西都店） 株式会社　岩木 ＊スーパー内での鮮魚販売
・魚の調理（刺身や三枚おろし
等）
・その他鮮魚販売に関係する業

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 宮崎県延岡市稲葉崎町２丁目１３３番

地
宮崎県西都市

警備員・交通誘導員 株式会社　富士総合サービス ・電話配線、土木建築現場の交
通誘導
・駐車場の整理
・イベントの警備　等

雇用・労
災・健康・
厚生

18歳
～65
歳

143,000円～
165,000円雇用期間の定めなし 宮崎県宮崎市村角町寺田７１７番地１

宮崎県宮崎市

調理員／児湯郡川南町（鈴南の
里）

日清医療食品　株式会社　南九
州支店　宮崎営業所

・入所者様への食事提供業務

＊１００食程度の食事を４名程
度の調理員で担当

雇用・労
災・健康・
厚生

不問
149,600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

宮崎県児湯郡川南町

調理師・調理員／西都市（向陵
台　調殿館）

日清医療食品　株式会社　南九
州支店　宮崎営業所

・調理、盛付、配膳、切込、洗
浄、清掃業務等

・４５食程度を４名体制で行い

雇用・労
災・健康・
厚生

不問
158,400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

宮崎県西都市

調理師・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

・入居者への食事提供業務を
行っていただきます。

・調理、盛付、配膳、洗浄、清

雇用・労
災・健康・
厚生

不問
158,400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

宮崎県西都市

ホールスタッフ
（正社員）／西都店

株式会社　坂本 回転寿司店でのホール接客業務
・お客様のお出迎え、お見送り
・「本日のおすすめ」の推奨、
声掛け

雇用・労
災・健康・
厚生

不問
230,000円～
290,000円雇用期間の定めなし 熊本県熊本市中央区本山町２１１－３

宮崎県西都市

店舗社員（宮崎北エリア） ダイレックス　株式会社 ＜仕事内容＞
　商品の管理（食品・生活必需
品等）、販売、お客様対応、
　棚卸業務等店舗の運営にかか

雇用・労
災・健康・
厚生・財形

不問
145,000円～
250,000円雇用期間の定めなし 佐賀県佐賀市高木瀬町大字長瀬９３０

宮崎県宮崎市

販売員（西都店）準社員 株式会社　ドラッグストアモリ ＊ドラッグストア店舗での販売
業務
　・店舗での販売する商品の商
品出し、補充

雇用・労
災・健康・
厚生

不問
140,800円～
158,400円雇用期間の定めあり（4ヶ月以

上）

福岡県朝倉市一ツ木１１４８－１

宮崎県西都市

販売員（正・高鍋店・地域専任
職）

株式会社　ドラッグストアモリ ○商品管理・店舗管理業務（ド
ラッグストア店内でレジ、
　接客、販売、商品陳列等の業
務）　　　　　

雇用・労
災・健康・
厚生

35歳
以下 160,000円～

232,500円雇用期間の定めなし 福岡県朝倉市一ツ木１１４８－１

宮崎県児湯郡高鍋町

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 宮崎県西都市大字南方１５６１－５

品質管理技術者 阿萬建設　株式会社 ◯コンクリート二次製品製造販
売における品質管理業務全般
・データ入力、管理


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 宮崎県西都市大字南方１５６１－５

児童指導員『ぴゅあらんど光の
手』

有限会社　さくら 〇主に重度心身障害児の児童発
達支援、放課後デイサービスに
て児童指導員として子供達の療
育をして頂きます。

雇用・労
災・健康・
厚生

不問
160,000円～
175,000円雇用期間の定めなし 宮崎県児湯郡木城町大字高城３８８８

番地１

看護師（正又は准）『ぴゅあら
んど光の手』

有限会社　さくら 〇主に重症心身障害児を通わせ
る多機能型通所療育施設
　ぴゅあらんどでの看護（健康
管理、吸引等）

雇用・労
災・健康・
厚生

不問
140,000円～
191,000円雇用期間の定めなし 宮崎県児湯郡木城町大字高城３８８８

番地１

介護職 株式会社　藤やま ○介護施設（ケアホーム）にお
いて、入居者に対して入浴、
食事、排泄、散歩介助、掃除、
洗濯等。

雇用・労
災・健康・
厚生

不問
135,000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１９３６

４－７
宮崎県児湯郡新富町

一般事務及び介護補助 株式会社　藤やま ○事業所における一般事務業
務。
・書類整理、パソコン入力、伝
票整理、

雇用・労
災・健康・
厚生

不問
133,000円～
140,000円雇用期間の定めなし 宮崎県児湯郡新富町大字新田１９３６

４－７



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） ６月１０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 普通自動車免許一種
(1) 8時30分～17時30分

45060- 2159291 就業場所

月給 普通自動車免許一種
(1) 8時30分～17時30分

45060- 2160091 就業場所

月給 普通自動車免許一種
(1) 8時30分～17時30分

45060- 2161391 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- 2169191 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 普通自動車免許ＡＴ
(2) 8時30分～17時30分
(3) 9時00分～18時00分

45060- 2174891 就業場所

月給 変形（１年単位）
(1) 8時00分～16時40分

45060- 2177191 就業場所

月給 変形（１ヶ月単位） 介護職員初任者研修
(1) 7時00分～16時00分 介護福祉士
(2) 8時30分～17時30分 ホームヘルパー１級
(3)10時00分～19時00分

45060- 2182291 就業場所

月給 普通自動車免許一種
(1) 8時00分～17時00分 配管技能士（２級）

管工事施工技士２級

45060- 2185091 就業場所

月給 変形（１ヶ月単位） 介護支援専門員
(1) 7時00分～16時00分
(2) 8時00分～17時00分
(3) 8時30分～17時30分

45060- 2188991 就業場所

月給 変形（１年単位） 土木施工管理技士２級
(1) 8時00分～17時00分 普通自動車免許一種

45060- 2203891 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 普通自動車免許ＡＴ

45060- 2204291 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 普通自動車免許ＡＴ

45060- 2205591 就業場所

月給 管工事施工技士１級
(1) 8時00分～17時00分 管工事施工技士２級

普通自動車免許一種

45060- 2210491 就業場所

月給 変形（１年単位）
(1) 8時30分～17時30分

45060- 2218691 就業場所

月給 普通自動車免許ＡＴ
(1) 8時00分～17時00分 普通自動車免許一種

46040- 6206391 就業場所

月給 普通自動車免許一種
(1) 8時00分～17時00分

46040- 6211591 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、すべての求人を掲載することが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)

養鶏管理及び施設管理業務：
（川南農場）

株式会社　霧島エッグ ○養鶏一般管理業務に従事しま
す。
○鶏舎の維持管理
・養鶏機械のメンテナンス

雇用・労
災・健康・
厚生

59歳
以下 187,475円～

207,500円雇用期間の定めなし 霧島市霧島永水３９２５－４

宮崎県児湯郡川南町

鶏卵の集卵作業（川南農場） 株式会社　霧島エッグ ○鶏卵の集卵作業等に従事して
いただきます。

・集卵作業が主な作業となりま

雇用・労
災・健康・
厚生

59歳
以下 156,675円～

175,000円雇用期間の定めなし 霧島市霧島永水３９２５－４

宮崎県児湯郡川南町

検査納品スタッフ【トライアル
併用求人】

株式会社　サイト ○工場内で紳士・婦人服の検査
納品出荷業務。
・規格チェック、寸法仕上がり
チェック、品質チェック等の

雇用・労
災・健康・
厚生

不問
138,667円～
182,280円雇用期間の定めなし 宮崎県西都市大字鹿野田２６６２

現場代理人及び主任技術者 株式会社　中岡工業 ◯公共工事の管工事及び機械設
備工事の現場代理人及び主任
技術者としての業務全般
【職務内容として】

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上江７６１８

番地

林業作業員：経験者 株式会社　ＳＡＳＡＫＩ　ＦＯ
ＲＥＳＴＲＹ

○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４７３９

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　ＦＯ
ＲＥＳＴＲＹ

○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４７３９

番地６
宮崎県児湯郡木城町

施工管理者 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
・一般的な施工管理で相手先と
の工事打合せ、書類作成等の

雇用・労
災・健康・
厚生

不問
300,000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１０５

－１９

介護職及びケアマネージャー 有限会社　木犀 ○グループホームにおける介護
業務全般
・食事、入浴、排泄、就寝介
助・レクレーション・見守り等

雇用・労
災・健康・
厚生

不問
155,000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１８３１

－２

配管工事 株式会社　神田電工 ○室内・外の一般的な配管業務
全般。
・水道配管、浄化槽設置工事。
・建築現場（新築、リフォー

雇用・労
災・健康不問

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上江７０－２

宮崎県児湯郡高鍋町

介護職（訪問） 医療法人　雅会　シルバーコー
ト新町

○『住宅型有料老人ホーム　新
町』での訪問介護業務全般。
　（利用者　４０名）
・食事、排泄、入浴介助等。

雇用・労
災・健康・
厚生

不問
132,500円～
170,000円雇用期間の定めなし 宮崎県西都市新町１丁目６６番地

宮崎県西都市

製材工の助手【急募】 有限会社　皆川ドライウッド ○製材中にできる背板の、簡単
な機械操作。
・製品を並べて束ねる整理作
業。

雇用・労
災・健康・
厚生

不問
137,218円～
140,921円雇用期間の定めなし 宮崎県児湯郡高鍋町大字持田４４９９

番地１

介護福祉士 株式会社　メイセイ ○通所施設での介護サービスの
実施。（定員　３５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

18歳
以上 175,000円～

213,000円雇用期間の定めなし 宮崎県児湯郡木城町大字椎木６０２７
－１

宮崎県児湯郡木城町

現場監督（補助）又は建築技術
者（補助）【トライアル併用】

株式会社　岩下建設 ○木造住宅工事の品質・原価・
工程・安全管理。
○材料発注
○書類作成：パソコン使用

雇用・労
災・健康・
厚生

不問
210,000円～
300,000円雇用期間の定めなし 宮崎県児湯郡新富町富田東１－１７

宮崎県児湯郡新富町

旋盤・フライス加工 株式会社　カスタムジャパン ○旋盤加工業務。
○フライス加工業務。
○その他、附随業務あり。
＊当社ホームページを参照して

雇用・労
災・健康・
厚生

59歳
以下 184,000円～

292,000円雇用期間の定めなし 宮崎県児湯郡川南町大字川南３９６

宮崎県児湯郡川南町

トラックボディ架装 株式会社　カスタムジャパン ○トラックの架装部分の製作を
行う。
・ステンレス加工。


雇用・労
災・健康・
厚生

59歳
以下 184,000円～

292,000円雇用期間の定めなし 宮崎県児湯郡川南町大字川南３９６

宮崎県児湯郡川南町

製缶工 株式会社　カスタムジャパン ○バケットの製作やアタッチメ
ントの製作を行う。
・ステンレス加工
・フィーダーバケット

雇用・労
災・健康・
厚生

不問
184,000円～
292,000円雇用期間の定めなし 宮崎県児湯郡川南町大字川南３９６

宮崎県児湯郡川南町



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） ６月１０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 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- 2137391 就業場所

月給 変形（１ヶ月単位） 看護師
(1) 7時00分～16時00分 准看護師
(2) 9時00分～18時00分
(3)17時00分～ 9時30分

45060- 2138691 就業場所

月給 交替制あり 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- 2140891 就業場所

月給 普通自動車免許一種
(1) 7時30分～17時00分 大型自動車免許一種

45060- 2145391 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- 2146691 就業場所

月給 変形（１ヶ月単位） 普通自動車免許ＡＴ
(1) 9時00分～17時00分
(2)16時30分～ 0時00分

45060- 2147991 就業場所

月給 変形（１ヶ月単位）
(1) 8時00分～17時00分
(2)14時00分～21時00分 準中型自動車免許

45060- 2153391 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、すべての求人を掲載することが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)

集配ドライバー：川南センター ヤマト運輸　株式会社　川南セ
ンター

宅急便の担当エリアで宅配便の
集荷、配達および営業をしてい
ただきます。
（エリア：川南町・都農町管

雇用・労
災・健康・
厚生

40歳
以下 141,920円～

141,920円雇用期間の定めなし 宮崎県児湯郡川南町大字川南２００８
０

宮崎県児湯郡川南町

ホールスタッフ 有限会社　久和　サン大助　川
南店

○ホール内での接客業務全般。
・重量物の持ち運び（パチンコ
玉・コイン等）
・店内ラウンド等。（不正防止

雇用・労
災・健康・
厚生

18歳
以上 180,000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１３８９
０

繁殖牛、飼育管理 有限会社　ビッグファーム ○繁殖牛の餌やり、堆肥出し、
ノコクズ入れ、お産時の対
応。
○子牛の世話、出荷前の手入

雇用・労
災・健康・
厚生

44歳
以下 200,000円～

350,000円雇用期間の定めなし 宮崎県児湯郡都農町大字川北２１４０
０－１１７

宮崎県児湯郡都農町

肥育牛と繁殖牛の管理【急募】 江藤畜産（江藤　学） ○肉用牛の飼育、管理作業
○牛舎の清掃、堆肥だし
○牧草つくり
○ダンプにて運搬、トラクター

労災
49歳
以下 180,000円～

185,000円雇用期間の定めなし 宮崎県児湯郡木城町大字川原１６３４
番地

看護師（正又は准） 医療法人　育心会 ○介護老人保健施設利用者（約
６５名）の看護業務。
・入所利用者に対して医師の診
療方針やケアプランに沿った

雇用・労
災・健康・
厚生

不問
157,000円～
232,000円雇用期間の定めなし 宮崎県児湯郡新富町大字新田４８１－

１

看護師（正又は准）【夜勤あ
り】

医療法人　育心会 ○介護老人保健施設利用者（約
６５名）の看護業務。
・入所利用者に対して、医師の
診療方針やケアプランに沿っ

雇用・労
災・健康・
厚生

18歳
以上 202,800円～

277,000円雇用期間の定めなし 宮崎県児湯郡新富町大字新田４８１－
１

介護支援専門員 医療法人　育心会 ◯入所利用者６５名のケアプラ
ン作成及び付帯する業務。
＊２名のケアマネージャーで担
当してもらいます。

雇用・労
災・健康・
厚生

不問
180,000円～
230,000円雇用期間の定めなし 宮崎県児湯郡新富町大字新田４８１－

１


