
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 交替制あり 栄養士
(1) 5時30分～14時30分
(2) 8時00分～17時00分
(3)10時30分～19時30分

45010-16881791 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

45010-16900691 就業場所

月給 変形（１年単位） 警備員検定試験１級
(1) 8時00分～17時00分 警備員検定試験２級
(2)21時00分～ 6時00分

45010-16901991 就業場所

月給 交替制あり
(1) 8時30分～17時10分
(2)16時45分～ 1時25分
(3) 1時10分～ 8時50分

45010-16946291 就業場所

月給 普通自動車免許二種
(1)20時00分～ 3時00分 普通自動車免許一種

45060- 2677691 就業場所

月給 変形（１ヶ月単位） フォークリフト技能者
(1) 8時30分～16時30分
(2)16時30分～ 0時30分

45060- 2678991 就業場所

月給 普通自動車免許一種
(1) 8時00分～18時00分

45060- 2679491 就業場所

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

45060- 2681591 就業場所

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

45060- 2682191 就業場所

月給 普通自動車免許一種
(1) 8時00分～16時30分

45060- 2685691 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- 2688791 就業場所

月給 変形（１年単位）
(1) 8時00分～17時00分

45060- 2689891 就業場所

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

45060- 2693691 就業場所

月給
(1) 8時00分～16時40分

46040- 7737291 就業場所

月給
(1) 8時00分～17時00分

46040- 7742491 就業場所

月給
(1) 8時00分～17時00分

46040- 7746591 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） ７月８日号

仕事の内容・就業場所

栄養士／三納の里 日清医療食品　株式会社　南九
州支店　宮崎営業所

福祉施設での入居者への食事提
供業務
・献立の作成、材料の発注、食
数の管理、勤務管理等の栄養

雇用・労
災・健康・
厚生

不問
175,200円～
220,000円雇用期間の定めなし 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

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～

180,600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（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～

182,700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

製造工程検査作業員（３交
替）／川南町

株式会社　エフオーテクニカ 電子部品製造工程において製品
の特性検査の業務
・水晶発振器の温度特性検査
・テスターなどのマシンオペ

雇用・労
災・健康・
厚生

18歳
以上 157,500円～

157,500円雇用期間の定めあり（4ヶ月
未満）

宮崎県宮崎市清武町今泉丙１８６４番
地１０号（今泉工業団地内）

宮崎県児湯郡川南町

代行運転 ハマユウ運転代行 ○運転代行業務全般。（エリ
ア：宮崎県内）
（代行運転業務）
・お客様の目的地までお客様を

雇用・労
災・健康・
厚生

18歳
以上 134,400円～

134,400円雇用期間の定めなし 宮崎県西都市御舟町１丁目８１番地

宮崎県西都市

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

雇用・労
災・健康・
厚生

18歳
以上 175,000円～

175,000円雇用期間の定めあり（4ヶ月
以上）

宮崎県児湯郡高鍋町大字蚊口浦５０２
９

ガスサービススタッフ 宇都宮ガス　有限会社 ガス器具修理・販売業務
ガス配管工事
ガス検針業務
集金業務（エリア：一部宮崎市

雇用・労
災・健康・
厚生

不問
165,000円～
230,000円雇用期間の定めなし 宮崎県児湯郡高鍋町大字蚊口浦２５－

１１

スーツのプレス工【トライア
ル併用求人】

株式会社　サイト ○スーツの成型プレス、アイロ
ン掛け作業員

・スーツの成型プレス、アイロ

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

ズボン・スカート縫製スタッ
フ【トライアル併用求人】

株式会社　サイト ○ズボン・スカート縫製業務。
・各パーツを作成し、ズボン、
スカートをミシンにて作成し
ます。

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

鉄筋工【トライアル併用求
人】

株式会社　原田 ○マンション、病院、橋梁関係
の鉄筋加工作業業務全般。

＊詳細は面接時に説明します。

雇用・労
災・健康・
厚生

18歳
以上 184,000円～

299,000円雇用期間の定めなし 宮崎県児湯郡都農町大字川北１８７０
２－２

宮崎県児湯郡都農町

一般事務 株式会社　原田 ○一般事務全般業務
・鉄筋等の数量表作成。
・受発注業務。
・加工帳作成。

雇用・労
災・健康・
厚生

35歳
以下 145,000円～

175,000円雇用期間の定めなし 宮崎県児湯郡都農町大字川北１８７０
２－２

宮崎県児湯郡都農町

冷凍野菜の加工・包装 株式会社　ジェイエイフーズみ
やざき

○野菜の冷凍加工作業全般。
・その他、附随作業あり。

＊ライン工程での立ち仕事にな

雇用・労
災・健康・
厚生

不問
132,192円～
138,240円雇用期間の定めあり（4ヶ月

以上）

宮崎県西都市大字南方３３９８番地２

宮崎県西都市

看護助手 河野産科婦人科医院 ○産科婦人科での看護業務の補
佐業務全般。
・分娩時（残業がある場合）
○院内看護に係わる業務全般の

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 宮崎県児湯郡高鍋町大字北高鍋２６０

５
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 ・鶏卵商品の目視検査、パック
詰め、運搬出荷の一連業務を
していただきます。


雇用・労
災・健康・
厚生

不問
144,694円～
144,694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）孵卵場内業務（川南
町）

有限会社　サンテック ○孵卵場内業等に従事します。
・卵を拾う作業
・餌やり、水やり
・場内清掃作業

雇用・労
災・健康・
厚生

不問
155,520円～
155,520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）食品加工、包装作業
（児湯郡木城町）

有限会社　サンテック ○簡単な食品加工のお仕事で
す。
・目視で大根を大きさ毎に区分
する。

雇用・労
災・健康・
厚生

不問
141,473円～
166,439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

 ℡ 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。 
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（一般） ７月８日号

仕事の内容・就業場所

 ℡ 0983-23-0848 fax0983-23-0849 

ハローワーク高鍋 

 ※ 面接にはハローワークが発行する紹介状が必要です。 

月給
(1) 8時30分～17時00分
(2) 8時00分～17時30分

46040- 7750791 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

22080- 2108791 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～18時00分
(2)14時00分～23時30分

40120-17717791 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～18時00分
(2)14時00分～23時30分

40120-17729191 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00分

44060- 4401691 就業場所

月給 管理栄養士
(1) 9時00分～18時00分

45010-16736891 就業場所

月給 交替制あり 栄養士
(1) 5時30分～14時30分
(2) 8時00分～17時00分
(3)10時30分～19時30分

45010-16738591 就業場所

月給 交替制あり
(1) 8時30分～17時10分
(2)16時45分～ 1時25分
(3) 1時10分～ 8時50分

45020- 4135391 就業場所

月給 変形（１ヶ月単位）
(1) 9時00分～18時00分
(2)11時00分～20時00分

45060- 2652691 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- 2655791 就業場所

月給 変形（１ヶ月単位） 介護福祉士
(1) 9時00分～18時00分 その他社会福祉専門職

45060- 2656891 就業場所

月給 変形（１ヶ月単位）
(1)17時00分～ 9時00分

45060- 2657291 就業場所

月給 変形（１ヶ月単位） 介護支援専門員
(1) 9時00分～18時00分 普通自動車免許ＡＴ

45060- 2659191 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 その他社会福祉専門職
(2) 9時00分～18時00分 准看護師
(3)17時00分～ 9時00分

45060- 2663791 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 その他社会福祉専門職
(2) 9時00分～18時00分

45060- 2664891 就業場所

月給 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

介護福祉士

45060- 2666591 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)

（契）野菜苗の接木業務（児
湯郡高鍋町）

有限会社　サンテック ○色々な野菜苗の接木作業で
す。

・その他付随する業務

雇用・労
災・健康・
厚生

不問
159,600円～
182,400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

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 165,000円～

220,000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

店舗マネージャー【正】／
（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＞
○店舗のマネジメント全般をお
任せします。

雇用・労
災・健康・
厚生

64歳
以下 254,000円～

467,000円雇用期間の定めなし 福岡県福岡市東区多の津１－１２－２

宮崎県西都市

店舗マネージャー【正】／
（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＞
○店舗のマネジメント全般をお
任せします。

雇用・労
災・健康・
厚生

64歳
以下 254,000円～

467,000円雇用期間の定めなし 福岡県福岡市東区多の津１－１２－２

宮崎県児湯郡新富町

営業（西都営業所） 富士甚醤油　株式会社 ・既存の得意先を中心とした
ルート営業が主な業務です。先
輩社員が同行し、丁寧に指導し
ますのでご安心ください。

雇用・労
災・健康・
厚生・財形

不問
168,800円～
231,710円雇用期間の定めあり（4ヶ月

以上）

大分県臼杵市大字末広黒丸１６２番１

宮崎県西都市

管理栄養士／向陵台（西都
市）

日清医療食品　株式会社　南九
州支店　宮崎営業所

入居者５０名への食事提供業務
に携わって頂きます。

＜栄養士業務＞

雇用・労
災・健康・
厚生

不問
200,200円～
245,000円雇用期間の定めなし 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

栄養士／並木の里（西都市） 日清医療食品　株式会社　南九
州支店　宮崎営業所

・福祉施設での入居者への食事
提供業務

・献立作成、材料の発注、食数

雇用・労
災・健康・
厚生

不問
175,200円～
220,000円雇用期間の定めなし 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

（派）製造オペレーター及び
　ＰＣ入力業務（川南町）

株式会社　ウイルテック　延岡
サポートセンター

＊水晶振動子といわれる電子部
品の製造機械オペレーター
　業務及びそれに付随するＰＣ
データ入力業務

雇用・労
災・健康・
厚生

18歳
～45
歳

163,630円～
163,630円雇用期間の定めなし 宮崎県延岡市桜ケ丘１丁目６９９－４

宮崎県児湯郡川南町

アミューズメントスタッフ
【急募】

株式会社　コミュニケーショ
ン・ワークス　ピノキオランド
西都店

○接客業務。
・フロアー、機械の清掃。
・商品の補充、手直し。


雇用・労
災・健康・
厚生

不問
140,800円～
149,600円雇用期間の定めあり（4ヶ月

以上）

宮崎県西都市小野崎町１－７６

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５９８－
１

介護職員管理者候補及び訪問
介護サービス提供責任者

有限会社　ひかり苑　新富 ○住宅型有料老人ホームにおけ
る入居利用者様の日常的な
　お世話（定員３０名）
・入浴介助、食事介助、排泄介

雇用・労
災・健康・
厚生

不問
185,500円～
220,000円雇用期間の定めなし 宮崎県児湯郡新富町大字新田１９２８

番１
宮崎県児湯郡新富町

介護職員（夜勤専門）【急
募】

有限会社　ひかり苑　新富 ○住宅型有料老人ホームでの介
護業務。（定員３０名）
・夜勤専門
・夜間の見守り・巡回・おむつ

雇用・労
災・健康・
厚生

18歳
以上 211,200円～

235,600円雇用期間の定めなし 宮崎県児湯郡新富町大字新田１９２８
番１

宮崎県児湯郡新富町

ケアマネージャー【急募】 有限会社　ひかり苑　新富 ○施設における入居・利用者様
のケアプラン作成
・入居管理、介護指導
・レクレーション参加・渉外窓

雇用・労
災・健康・
厚生

不問
166,400円～
199,680円雇用期間の定めなし 宮崎県児湯郡新富町大字新田１９２８

番１
宮崎県児湯郡新富町

介護職員（有料・デイサービ
ス）【急募】

有限会社　ひかり苑　新富 ○住宅型有料老人ホーム・デイ
サービスにおける入居・利用者
様の日常的なお世話（定員３０
名）

雇用・労
災・健康・
厚生

18歳
以上 166,000円～

200,000円雇用期間の定めなし 宮崎県児湯郡新富町大字新田１９２８
番１

宮崎県児湯郡新富町

サービス提供責任者 有限会社　ひかり苑　新富 ○住宅型有料老人ホーム・デイ
サービスにおける入居・利用
者様の日常的なお世話
・訪問介護

雇用・労
災・健康・
厚生

不問
180,000円～
220,000円雇用期間の定めなし 宮崎県児湯郡新富町大字新田１９２８

番１
宮崎県児湯郡新富町

夜勤専門／月１３回以内 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

18歳
以上 194,700円～

205,700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



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） ７月８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
(1) 8時30分～17時30分
(2) 7時00分～16時00分
(3)11時00分～20時00分

45060- 2673591 就業場所

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

45060- 2674191 就業場所

月給 普通自動車免許一種
(1) 7時30分～16時30分

45060- 2675091 就業場所

月給 変形（１年単位） 普通自動車免許一種
(1) 9時00分～17時40分

40140- 3499691 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 管理栄養士
(2)15時30分～ 0時00分

40150- 5481991 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 管理栄養士
(2)15時30分～ 0時00分

40150- 5492291 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

45010-16489791 就業場所

月給 中型一種（８ｔ限定）
(1) 8時00分～17時00分

45060- 2615591 就業場所

月給 変形（１年単位） 保育士
(1) 7時10分～16時00分 普通自動車免許ＡＴ
(2) 7時30分～16時20分
(3) 8時05分～16時55分

45060- 2617091 就業場所

月給 変形（１ヶ月単位） 看護師
(1) 7時30分～16時30分 准看護師
(2) 8時30分～17時30分
(3) 9時00分～18時30分

45060- 2618391 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30分～16時30分 介護福祉士
(2) 8時30分～17時30分 准看護師
(3) 9時00分～18時30分

45060- 2619691 就業場所

月給 変形（１ヶ月単位） 看護師
(1) 8時30分～17時30分 准看護師
(2) 8時30分～12時30分

45060- 2620491 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 介護福祉士
(2) 8時30分～12時30分 看護師

45060- 2621791 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 介護福祉士
(2) 8時30分～12時30分 看護師

45060- 2622891 就業場所

月給 変形（１ヶ月単位） 介護福祉士
(1) 7時30分～16時30分
(2) 8時30分～17時30分
(3) 9時00分～18時30分

45060- 2623291 就業場所

月給 変形（１ヶ月単位）
(1) 7時30分～16時30分
(2) 8時30分～17時30分
(3) 9時00分～18時30分

45060- 2624591 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)

入所介護職員（並木の里） 医療法人　暁星会　三財病院 ○介護老人保健施設入所者（８
０名）に対する
　食事介助、入浴介助、排泄介
助等の介護業務全般。

雇用・労
災・健康・
厚生

59歳
以下 160,100円～

196,000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

看護職員（正または准）
（並木の里）

医療法人　暁星会　三財病院 ○介護老人保健施設入所者（約
８０名）に対する看護業務。
（３～５名体制）
・入居者の健康管理、バイタル

雇用・労
災・健康・
厚生

59歳
以下 210,000円～

290,000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

養豚管理【トライアル併用求
人】

有限会社　尾鈴ミート ○豚の飼養管理
（交配・分娩補助・給餌等）
○豚舎の修理。
○飼料配合。

雇用・労
災・健康・
厚生

40歳
以下 150,000円～

192,000円雇用期間の定めなし 宮崎県児湯郡川南町大字川南８５０－
１３

技術職（新富支店） ヤンマーアグリジャパン株式会
社　九州支社

工場での農業用機械の修理及び
点検整備。農業用機械の納品、
引き取り業務。機械の取り扱
い、メンテナンス技術は社内研

雇用・労
災・健康・
厚生

不問
145,000円～
210,000円雇用期間の定めなし 福岡県筑後市大字一条５３５番地２

宮崎県児湯郡新富町

管理栄養士（正・高鍋店・地
域専任職）

株式会社　ドラッグストアモリ ○栄養士としての専門知識を活
かし、お客様の食生活を含め
た栄養面でのアドバイスを行っ
ていただきます。

雇用・労
災・健康・
厚生

不問
184,000円～
230,000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

管理栄養士（正・西都店・地
域専任職）

株式会社　ドラッグストアモリ ○栄養士としての専門知識を活
かし、お客様の食生活を含め
た栄養面でのアドバイスを行っ
ていただきます。

雇用・労
災・健康・
厚生

不問
184,000円～
230,000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

運搬作業（短期）／高鍋事務
所

有限会社　三昌農材種苗　宮崎
営業所

トラック（３ｔユニック車）で
生産農家（畑）から甘藷を集
め、集荷場へ運搬する業務で
す。

雇用・労
災・健康・
厚生

不問
192,000円～
192,000円雇用期間の定めあり（4ヶ月

以上）

宮崎県宮崎市大字島ノ内字川添５５６
０番地

宮崎県児湯郡高鍋町

自動車リサイクル部品の商品
化スタッフ

株式会社　井上商店 ◯自動車部品の取外し、商品美
化、検品作業など、リサイク
ルパーツの商品化を行います。


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１８６０
番地３

宮崎県西都市

保育士／正社員 社会福祉法人　カリタスの園
めぐみの聖母保育園

◯保育業務全般（０歳児クラス
担当：リーダーがいます）
　主な担当業務：育成記録、保
育計画立案

雇用・労
災・健康・
厚生

不問
170,300円～
179,700円雇用期間の定めなし 宮崎県児湯郡川南町大字平田６６２６

看護職（正又は准）
（もくせい苑）

社会福祉法人　弘成会　新富希
望の里

○利用者の看護業務全般。（利
用者６０名）
・食事介助、入浴介助、排泄介
助等。

雇用・労
災・健康・
厚生

不問
160,000円～
180,000円雇用期間の定めあり（4ヶ月

以上）

宮崎県児湯郡新富町大字下富田６２９
－５

宮崎県児湯郡高鍋町

介護職（もくせい苑） 社会福祉法人　弘成会　新富希
望の里

○利用者への介護業務全般。
（利用者６０名）
・食事介助、入浴介助、排泄介
助等。

雇用・労
災・健康・
厚生

不問
136,000円～
162,000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下富田６２９
－５

宮崎県児湯郡高鍋町

看護職（正又は准）《鈴山荘
デイサービスセンター》

社会福祉法人　弘成会　新富希
望の里

○利用者の看護業務全般。（利
用者２０名）
・食事介助、排泄介助、入浴介
助等。

雇用・労
災・健康・
厚生

不問
160,000円～
180,000円雇用期間の定めあり（4ヶ月

以上）

宮崎県児湯郡新富町大字下富田６２９
－５

宮崎県児湯郡高鍋町

介護職（鈴山荘デイサービス
センター）

社会福祉法人　弘成会　新富希
望の里

○利用者の介護業務全般。（利
用者１５名）
・食事介助、排泄介助、入浴介
助等。

雇用・労
災・健康・
厚生

不問
136,000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下富田６２９
－５

宮崎県児湯郡高鍋町

介護職（新富希望の里：デイ
サービスセンター）

社会福祉法人　弘成会　新富希
望の里

○利用者の介護業務全般。（利
用者２０名）
・食事介助、排泄介助、入浴介
助等。

雇用・労
災・健康・
厚生

不問
136,000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下富田６２９
－５

介護職（新富希望の里） 社会福祉法人　弘成会　新富希
望の里

○施設内での利用者の介護業務
全般。
・食事介助、入浴介助、排泄介
助等。

雇用・労
災・健康・
厚生

不問
159,500円～
176,600円雇用期間の定めなし 宮崎県児湯郡新富町大字下富田６２９

－５
宮崎県児湯郡新富町

介護職（新富希望の里） 社会福祉法人　弘成会　新富希
望の里

○施設内での利用者の介護業務
全般。
・食事介助、入浴介助、排泄介
助等。

雇用・労
災・健康・
厚生

不問
136,000円～
162,000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下富田６２９
－５

宮崎県児湯郡新富町



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） ７月８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30分～16時30分
(2) 8時30分～17時30分
(3) 9時00分～18時30分

45060- 2625191 就業場所

月給 変形（１ヶ月単位）
(1) 7時30分～16時30分
(2) 8時30分～17時30分
(3) 9時00分～18時30分

45060- 2626091 就業場所

月給 変形（１ヶ月単位）
(1) 6時30分～15時30分
(2) 8時30分～17時30分
(3) 9時30分～18時30分

45060- 2627391 就業場所

月給 変形（１ヶ月単位）
(1) 6時30分～15時30分
(2) 8時30分～17時30分
(3) 9時30分～18時30分

45060- 2628691 就業場所

月給 変形（１年単位）
(1) 8時00分～17時00分

45060- 2631291 就業場所

月給 変形（１ヶ月単位） 保育士
普通自動車免許ＡＴ
看護師

45060- 2633191 就業場所

月給 変形（１ヶ月単位） 保育士
普通自動車免許ＡＴ
看護師

45060- 2634091 就業場所

月給 変形（１ヶ月単位） 保育士
普通自動車免許ＡＴ
看護師

45060- 2636691 就業場所

月給 変形（１ヶ月単位） 保育士
(1) 7時00分～16時00分 普通自動車免許ＡＴ
(2) 7時30分～16時30分
(3) 8時30分～17時30分

45060- 2638491 就業場所

月給 変形（１年単位）
(1) 7時30分～16時30分
(2) 7時30分～11時30分

45060- 2639791 就業場所

月給 変形（１ヶ月単位） 保育士
(1) 7時00分～16時00分 普通自動車免許ＡＴ
(2) 7時30分～16時30分
(3) 8時30分～17時30分

45060- 2640591 就業場所

月給
(1) 8時00分～17時00分

45060- 2644691 就業場所

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

45060- 2645991 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～17時00分

45060- 2647791 就業場所

月給 変形（１年単位） 普通自動車免許ＡＴ
(1) 7時00分～16時00分
(2) 9時30分～18時30分
(3)10時30分～19時30分

45060- 2648891 就業場所

月給 変形（１年単位）
(1) 7時00分～16時00分
(2) 8時30分～17時30分
(3) 9時30分～19時00分

45060- 2649291 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)

介護職（鈴山荘） 社会福祉法人　弘成会　新富希
望の里

○施設内での利用者の介護業務
全般。
・食事介助、入浴介助、排泄介
助等。

雇用・労
災・健康・
厚生

不問
159,500円～
176,600円雇用期間の定めなし 宮崎県児湯郡新富町大字下富田６２９

－５
宮崎県児湯郡高鍋町

介護職（鈴山荘） 社会福祉法人　弘成会　新富希
望の里

○施設内での利用者の介護業務
全般。
・食事介助、入浴介助、排泄介
助等。

雇用・労
災・健康・
厚生

不問
136,000円～
162,000円雇用期間の定めなし 宮崎県児湯郡新富町大字下富田６２９

－５
宮崎県児湯郡高鍋町

調理員《新富希望の里》 社会福祉法人　弘成会　新富希
望の里

○『新富希望の里』利用者の食
事を作って頂きます。
・利用者　８４名分を８名体制
で調理します。

雇用・労
災・健康・
厚生

不問
136,000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下富田６２９
－５

調理員《鈴山荘》 社会福祉法人　弘成会　新富希
望の里

○『特別養護老人ホーム鈴山
荘』利用者の食事を作って頂き
ます。
・利用者　１５０名分を１１名

雇用・労
災・健康・
厚生

不問
136,000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下富田６２９
－５

宮崎県児湯郡高鍋町

洋樽の製造 有明産業　株式会社　都農工場 ○業務用洋樽の製造作業全般業
務。
・側板加工、側板朝顔組立て、
側板内部曲げ（焼煙）加工、

雇用・労
災・健康・
厚生

39歳
以下 140,500円～

140,500円雇用期間の定めなし 宮崎県児湯郡都農町大字川北１９４８
－２

保育士又は指導員又は看護師
又は職業指導員【臨時職員】

社会福祉法人　石井記念　友愛
社

◯児童養護施設の保育士・指導
員◯乳児院・保育園の看護師
○児童養護施設の職業指導
○入居する子どもたちの対する

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６４４－
１

宮崎県児湯郡木城町

保育士又は指導員又は看護師
又は職業指導員【特別契約職
員】

社会福祉法人　石井記念　友愛
社

◯児童養護施設の保育士・指導
員◯乳児院・保育園の看護師
○児童養護施設の職業指導
○入居する子どもたちの対する

雇用・労
災・健康・
厚生

不問
169,000円～
191,000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６４４－
１

宮崎県児湯郡木城町

保育士又は指導員又は看護師
又は職業指導員【正社員】

社会福祉法人　石井記念　友愛
社

◯児童養護施設の保育士・指導
員◯乳児院・保育園の看護師
○児童養護施設の職業指導
○入居する子どもたちの対する

雇用・労
災・健康・
厚生

不問
169,000円～
191,000円雇用期間の定めなし 宮崎県児湯郡木城町大字椎木６４４－

１
宮崎県児湯郡木城町

保育士：グループ内９か所
【特別契約職員】

社会福祉法人　石井記念　友愛
社

○グループ内保育園での保育業
務全般。（１年度毎の更新）
【勤務地】
（西都市）石井記念　ひかり保

雇用・労
災・健康・
厚生

不問
169,000円～
191,000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６４４－
１

宮崎県西都市

孵化業務【西都孵卵場】 株式会社　児湯食鳥 ○孵化業務全般。
・ヒヨコのワクチン接種作業。
・ヒヨコの選別・鑑別作業。


雇用・労
災・健康・
厚生・財形

不問
138,000円～
138,000円雇用期間の定めなし 宮崎県児湯郡川南町大字川南２１６２

２－１
宮崎県西都市

保育士：グループ内９か所
【正社員】

社会福祉法人　石井記念　友愛
社

○グループ内保育園での保育業
務全般。
【勤務地】
（西都市）石井記念　ひかり保

雇用・労
災・健康・
厚生

不問
169,000円～
191,000円雇用期間の定めなし 宮崎県児湯郡木城町大字椎木６４４－

１
宮崎県西都市

農作業（イチゴ） 河野剛（河野いちご園） ○ハウス内でのイチゴ栽培の農
作業になります。
・イチゴは畝からの収穫作業や
イチゴの摘花作業等。

不問
132,825円～
138,000円雇用期間の定めなし 宮崎県児湯郡川南町大字平田４５３２

－３
宮崎県児湯郡川南町

正看護師（病棟） 医療法人　愛生堂　坂田病院 ○病棟担当：正看護師
○病棟での看護業務全般。（一
般病棟：３１床）
　

雇用・労
災・健康・
厚生・財形

64歳
以下 160,000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８１０８
番地

宮崎県児湯郡高鍋町

支援員【愛生園】 社会福祉法人　善仁会 ○愛生園（入所者６３名）での
日常生活の介助など
・入浴、食事、排泄、更衣の介
助

雇用・労
災・健康・
厚生

不問
139,051円～
139,051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字浦畑３
９５０番１

支援員【愛生園】 社会福祉法人　善仁会 ○愛生園（入所者６３名）での
日常生活の介助など
・入浴、食事、排泄、更衣の介
助

雇用・労
災・健康・
厚生・財形

不問
198,000円～
206,000円雇用期間の定めなし 宮崎県児湯郡木城町大字椎木字浦畑３

９５０番１

介護職 社会福祉法人　百喜会　特別養
護老人ホーム　とのこおり荘

○常時介護を必要とする利用者
への直接措置業務。

（夜勤について）

雇用・労
災・健康・
厚生・財形

不問
124,440円～
132,600円雇用期間の定めあり（4ヶ月

以上）

宮崎県西都市大字岩爪１６４５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） ７月８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） 普通自動車免許ＡＴ
(1) 7時00分～16時00分 介護福祉士
(2) 8時30分～17時30分
(3) 9時30分～19時00分

45060- 2650091 就業場所

月給 変形（１ヶ月単位）
(1) 8時00分～17時00分

40062- 3457291 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00分～17時00分

40062- 3594291 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 栄養士
(2)14時30分～23時00分

40150- 5528691 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 栄養士
(2)15時30分～ 0時00分

40150- 5646591 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

43010-23695291 就業場所

月給 交替制あり
(1) 9時00分～18時15分
(2)15時00分～ 0時15分
(3) 0時00分～ 9時15分

44010-19300791 就業場所

月給 大型自動車免許二種
(1) 9時00分～17時00分

45010-16072091 就業場所

月給 変形（１年単位） 普通自動車免許一種
(1) 9時00分～17時30分 普通自動車免許ＡＴ

45010-16084491 就業場所

月給 交替制あり
(1) 8時00分～17時00分
(2)20時00分～ 5時00分

45010-16127091 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 普通自動車免許一種
(2)21時00分～ 5時00分

45010-16138691 就業場所

月給 交替制あり
(1) 6時00分～15時30分
(2)10時00分～19時30分

45010-16284991 就業場所

月給 変形（１ヶ月単位）
(1) 8時30分～17時00分

45060- 2577291 就業場所

月給 普通自動車免許ＡＴ
(1) 7時30分～17時00分
(2) 7時30分～17時30分

45060- 2578591 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 ホームヘルパー２級
(2) 8時30分～17時30分 准看護師
(3)10時00分～19時00分

45060- 2579191 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 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

45060- 2580691 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)

介護職（介護福祉士） 社会福祉法人　百喜会　特別養
護老人ホーム　とのこおり荘

○常時介護を必要とする利用者
への直接措置業務。
＊詳細は面接時に説明します。


雇用・労
災・健康・
厚生・財形

18歳
以上 145,750円～

178,080円雇用期間の定めなし 宮崎県西都市大字岩爪１６４５番地

宮崎県西都市

惣菜スタッフ（児湯郡都農
町）
／正社員

東洋食品　株式会社 ＊商品の前出し、お弁当の盛り
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・健康・
厚生

不問
140,800円～
140,800円雇用期間の定めなし 北九州市門司区黄金町６番２８号

宮崎県児湯郡都農町

寿司・弁当・揚物・惣菜等の
調理及び陳列（宮崎県児湯
郡）

九州惣菜　株式会社 ＊寿司・弁当・揚物・惣菜等の
調理及び陳列

＊将来的には店舗責任者として

雇用・労
災・健康・
厚生・財形

不問
162,500円～
162,500円雇用期間の定めなし 北九州市門司区黄金町６－２８

宮崎県児湯郡高鍋町

栄養士（正・西都店・地域専
任職）

株式会社　ドラッグストアモリ ○栄養士としての専門知識を活
かし、お客様の食生活を含め
た栄養面でのアドバイスを行っ
ていただきます。

雇用・労
災・健康・
厚生

35歳
以下 176,000円～

222,000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

栄養士（正・高鍋店・地域専
任職）

株式会社　ドラッグストアモリ ○栄養士としての専門知識を活
かし、お客様の食生活を含め
た栄養面でのアドバイスを行っ
ていただきます。

雇用・労
災・健康・
厚生

35歳
以下 176,000円～

222,000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

調理（寿司職人）／西都店 株式会社　坂本 回転寿司店での寿司調理業務全
般



雇用・労
災・健康・
厚生

不問
240,000円～
300,000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

総合職（フロント又は飲食ス
タッフ・宮崎高鍋店）

株式会社　アメイズ（ＨＯＴＥ
Ｌ　ＡＺチェーン）

〈宿泊部門〉
・チェックイン、チェックアウ
ト・接客・予約受付
・ＰＣ入力・精算業務　等

雇用・労
災・健康・
厚生

18歳
～35
歳

180,000円～
250,000円雇用期間の定めなし 大分県大分市西鶴崎１丁目７番１７号

宮崎県児湯郡高鍋町

貸切バス運転士／美登観光バ
ス

株式会社　山口運送 ・貸切バス運転士の募集です。

＊経験者募集

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 宮崎県宮崎市高岡町花見中水流１９４

５－１
宮崎県宮崎市

営業（高鍋営業所）／美登観
光バス

株式会社　山口運送 ・貸切バスの営業及び運行管理
を含め旅行業全般に携わって
頂きます。
・個人旅行、団体旅行及び学生

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 宮崎県宮崎市高岡町花見中水流１９４

５－１
宮崎県児湯郡高鍋町

飲料品製造スタッフ／川南町 株式会社　エフオーテクニカ ジュースを作るラインでの装置
オペレーションです。

・ボタン操作、確認、点検、記

雇用・労
災・健康・
厚生

18歳
以上 160,000円～

160,000円雇用期間の定めあり（4ヶ月
未満）

宮崎県宮崎市清武町今泉丙１８６４番
地１０号（今泉工業団地内）

宮崎県児湯郡川南町

交通誘導警備（高速）／高鍋
営業所

株式会社　Ｆ・Ｃガード ・高速道路での警備業務全般を
担当していただきます。

＊社有車使用

雇用・労
災・健康・
厚生

18歳
以上 204,900円～

256,300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

調理員／三納の里 日清医療食品　株式会社　南九
州支店　宮崎営業所

・利用者様へ食事提供業務で
す。
・調理、盛り付け、配膳、洗浄
等です。

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

工場作業員【トライアル併用
求人】【急募】

一ツ葉リネンサプライ　株式会
社

○シーツ、包布、浴衣、衣類、
タオル等の整理作業。
・クリーニング機から取り出し
たものをほぐして広げて、

雇用・労
災・健康・
厚生

不問
145,000円～
145,000円雇用期間の定めなし 宮崎県西都市大字調殿字馬場崎７７６

番地１

養豚管理【トライアル併用求
人】

有限会社　香川畜産 ○養豚管理業務全般。（繁殖・
分娩・肥育）
・治療、ワクチン接種、器材の
水洗い消毒。

雇用・労
災・健康・
厚生

不問
180,000円～
200,000円雇用期間の定めなし 宮崎県児湯郡川南町大字川南１６４４

０番地３
宮崎県児湯郡川南町

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１８０７

３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１８０７
３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） ７月８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） 看護師
(1)17時00分～ 8時00分 ホームヘルパー２級

介護福祉士

45060- 2581991 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 普通自動車免許ＡＴ
(2) 8時00分～17時00分
(3) 9時30分～18時30分

45060- 2582491 就業場所

月給 普通自動車免許ＡＴ
(1) 8時30分～17時00分

45060- 2584891 就業場所

月給
(1) 8時00分～17時00分

45060- 2585291 就業場所

月給 変形（１年単位）
(1) 8時00分～17時00分

45060- 2586591 就業場所

月給 変形（１年単位）
(1) 8時00分～17時00分

45060- 2587191 就業場所

月給
(1) 8時00分～17時00分

45060- 2589391 就業場所

月給
(1) 8時00分～17時00分

45060- 2592291 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- 2593591 就業場所

月給 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

中型自動車免許一種

45060- 2594191 就業場所

月給 変形（１年単位）
(1) 8時00分～16時45分

45060- 2595091 就業場所

月給 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

中型自動車免許一種

45060- 2596391 就業場所

月給 普通自動車免許一種
(1)12時00分～19時30分 普通自動車免許ＡＴ

45060- 2598991 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

45060- 2600391 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- 2601691 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- 2602991 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)

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１８０７
３番地１

介護職 医療法人　山仁会　山口整形外
科　介護老人保健施設　なでし
こ園

○法人内施設利用者の介護業務
全般。
（入所利用者：８０名、通所利
用者：５０名）

雇用・労
災・健康・
厚生

59歳
以下 143,000円～

168,000円雇用期間の定めなし 宮崎県児湯郡高鍋町大字北高鍋３２２
５番地

総合事務 川南町漁業協同組合 ◯事務所内勤務が主であるが業
務により内容が異なります。
・管理課・購買課・販売課・加
工所・郵便局及び宮崎県信漁

雇用・労
災・健康・
厚生

25歳
以下 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川南１７４３
７－４

宮崎県児湯郡川南町

ミニトマト、ぶどう農作業員
【急募】

小島　忠良（小島農園） ◯ミニトマトの収穫作業、葉切
り作業、芽切り作業等の農作
業全般。（８月下旬～翌年６
月）

不問
146,600円～
164,925円雇用期間の定めなし 宮崎県児湯郡都農町大字川北１６０１

番地
宮崎県児湯郡都農町

漬物加工・整形・カット
【急募】

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

雇用・労
災・健康・
厚生

不問
133,458円～
133,458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８０１－
１

漬物加工製造・袋詰め【急
募】

株式会社　宮崎農産 ○工場内での漬物加工製造業務
全般。
○漬物の袋詰め作業になりま
す。

雇用・労
災・健康・
厚生

不問
133,458円～
133,458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８０１－
１

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５６９３

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５６９３

宮崎県宮崎市

ルート営業及び配送 有限会社　三友 先輩社員と一定期間同行して、
仕事の内容や商品の特徴等を現
場にて覚えて頂きます。
その後、担当地域のＪＡや農業

雇用・労
災・健康・
厚生

30歳
以下 150,000円～

180,000円雇用期間の定めなし 宮崎県児湯郡高鍋町大字上江２１４２
－１

宮崎県児湯郡高鍋町

造園兼土木作業員／正社員 有限会社　宮崎ジー・アイ・エ
ス

◯造園及び土木業
・主に公園、学校、工場敷地内
の芝、樹木管理、剪定、
　芝刈、芝張り作業

雇用・労
災・健康・
厚生

35歳
以下 190,000円～

260,000円雇用期間の定めなし 宮崎県児湯郡新富町大字日置５０６２
番地

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２０３２

番地１５

造園兼土木作業員 有限会社　宮崎ジー・アイ・エ
ス

◯造園及び土木業
・主に公園、学校、工場敷地内
の芝、樹木管理、剪定、
　芝刈、芝張り作業

雇用・労
災・健康・
厚生

不問
196,000円～
250,000円雇用期間の定めなし 宮崎県児湯郡新富町大字日置５０６２

番地

接客販売及び配達 有限会社　池田精肉店 ○店内での精肉等接客販売及び
配達があります。
・精肉カット、パック詰め作業
・配達エリアは西都市内、新富

雇用・労
災・健康・
厚生

不問
143,437円～
143,437円雇用期間の定めなし 宮崎県西都市小野崎１丁目７０

宮崎県西都市

鶏舎管理 有限会社　信商 ◯鶏舎の管理業務全般
・鶏の衛生管理
◯各農場飼育管理及び指導他
◯各農場巡回シフトで農場管理

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 宮崎県児湯郡都農町大字川北１３２２

９
宮崎県日向市

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８２５０

番地

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５１３
８　高鍋商工会議所２Ｆ

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） ７月８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)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

45060- 2603491 就業場所

その他
(1) 8時30分～17時30分

45060- 2606291 就業場所

その他 普通自動車免許一種
(1) 8時30分～17時30分

45060- 2607591 就業場所

その他 普通自動車免許一種
(1) 8時30分～17時30分

45060- 2608191 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

45060- 2609091 就業場所

月給 普通自動車免許一種
(1) 7時00分～16時00分

45060- 2612791 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

45060- 2613891 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) 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- 2614291 就業場所

月給 変形（１年単位）
(1) 8時00分～17時00分

46020- 3848391 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

22080- 1925591 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

45010-15977891 就業場所

その他 電気工事施工管理１級
(1) 8時00分～17時00分 普通自動車免許一種

45060- 2569291 就業場所

月給 変形（１年単位） 調理師
(1) 8時00分～17時30分
(2) 9時40分～19時10分
(3) 6時00分～15時00分

45060- 2570091 就業場所

その他 管工事施工技士１級
(1) 8時00分～17時00分

45060- 2571391 就業場所

月給 普通自動車免許ＡＴ
(1) 8時00分～17時00分

45060- 2572691 就業場所

月給 大型特殊自動車一種
(1) 8時00分～17時00分 中型一種（８ｔ限定）

45060- 2573991 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)

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５１３
８　高鍋商工会議所２Ｆ

宮崎県児湯郡高鍋町

設計 株式会社　ジェイ・ピー・シー
宮崎工場

◯クーラント装置及び専用機の
装置設計業務
（ＣＡＤソフトを使用しての業
務が基本となります）

雇用・労
災・健康・
厚生

37歳
以下 160,000円～

210,000円雇用期間の定めなし 宮崎県西都市大字茶臼原字緑ヶ丘２８
６－１

電気技術者 株式会社　ジェイ・ピー・シー
宮崎工場

○自動車部品用の洗浄機及び工
作機械用液処理装置の電気配
線工事、配線後の試運転確認、
制御図面の作成

雇用・労
災・健康・
厚生

37歳
以下 150,000円～

190,000円雇用期間の定めなし 宮崎県西都市大字茶臼原字緑ヶ丘２８
６－１

溶接・組立技術者 株式会社　ジェイ・ピー・シー
宮崎工場

○自動車部品用の洗浄機及び工
作機械用液処理の装置の材料
切断・曲げ、溶接作業、部品組
立、配管作業。

雇用・労
災・健康・
厚生

37歳
以下 150,000円～

190,000円雇用期間の定めなし 宮崎県西都市大字茶臼原字緑ヶ丘２８
６－１

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２９５０
－１

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５４３６

宮崎県児湯郡都農町

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

不問
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５８５９

番地

看護師／有料老人ホーム（夜
勤あり）【トライアル併用求
人】

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５８５９

番地

鉄筋工【宮崎】 株式会社　小原鉄筋工業 ※建築、土木工事においての鉄
筋組立作業
◎業務内容　　
　ビルやマンションなどの建築

雇用・労
災・健康・
厚生・財形

64歳
以下 200,000円～

350,000円雇用期間の定めなし 鹿児島県薩摩川内市平佐町３５３９－
１

宮崎県宮崎市

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

59歳
以下 175,000円～

240,000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

大型ダンプ運転手／新富営業
所

南州建設　株式会社 ・大型ダンプカー運転手を募集
します。
・砂利、土等の運搬業務
・トラックの点検及び清掃等も

雇用・労
災・健康・
厚生

不問
185,600円～
185,600円雇用期間の定めなし 宮崎県宮崎市中村東２丁目８番２１号

宮崎県児湯郡新富町

電気工事 株式会社　岩崎電管工業 ○電気工事に関わる業務全般
・空調、屋外及び屋内配線、太
陽光発電工事
・信号機工事、官公庁電気工

雇用・労
災・健康・
厚生

18歳
以上 218,000円～

310,000円雇用期間の定めなし 宮崎県西都市大字上三財５２９４－４

調理員 社会福祉法人　信和会　特別養
護老人ホーム　幸楽荘

○施設入所者の給食の調理。
　朝食・夕食：７３食
　昼食　　　：１１０食（デイ
３７食を含む）

雇用・労
災・健康・
厚生

不問
142,900円～
176,000円雇用期間の定めなし 宮崎県西都市大字茶臼原字轟９４１番

地１

管工事 株式会社　岩崎電管工業 ○管工事に関わる業務全般
・空調工事、給水排水工事
・浄化槽工事、民間水道工事
・官公庁管工事、土木工事等

雇用・労
災・健康・
厚生

18歳
以上 218,000円～

310,000円雇用期間の定めなし 宮崎県西都市大字上三財５２９４－４

タイヤ交換・販売スタッフ 株式会社　井上商店 ◯店頭にて、接客販売、タイヤ
交換を行っていただきます。
　また、ネット販売で売れたタ
イヤ、ホイールの梱包、発送

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１８６０
番地３

宮崎県西都市

集荷スタッフ（積載トラック
ドライバー）

株式会社　井上商店 ◯積載トラックにて、車両の搬
送業務を行っていただきま
す。（県内）
　取引先は、一般のお客様や

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１８６０
番地３

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） ７月８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 介護福祉士
(2)10時00分～19時00分
(3)13時00分～22時00分

45060- 2575791 就業場所

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)10時00分～19時00分
(3)13時00分～22時00分

45060- 2576891 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)

介護職 社会福祉法人　信和会　特別養
護老人ホーム　幸楽荘

○施設入所者の介護（４～７名
体制で行う）
・食事、入浴介助、生活全般の
介護。

雇用・労
災・健康・
厚生

59歳
以下 194,000円～

257,400円雇用期間の定めなし 宮崎県西都市大字茶臼原字轟９４１番
地１

介護職 社会福祉法人　信和会　特別養
護老人ホーム　幸楽荘

○施設入所者の介護（４～７名
体制で行う）
・食事、入浴介助、生活全般の
介護。

雇用・労
災・健康・
厚生

不問
171,600円～
219,300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字轟９４１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

時給
(1)13時00分～17時00分

40120-18087391 就業場所

時給
(1) 7時00分～11時00分
(2)13時00分～17時00分

40120-18089991 就業場所

時給
(1) 8時00分～12時00分

40120-18091291 就業場所

時給

40120-18093191 就業場所

時給
(1) 1時00分～ 5時00分

40120-18096691 就業場所

時給
(1) 7時00分～11時00分

40120-18141691 就業場所

時給

40120-18145891 就業場所

時給
(1) 9時00分～13時00分
(2)18時00分～22時00分

40120-18157091 就業場所

時給 介護福祉士
介護職員基礎研修
普通自動車免許ＡＴ

45060- 2676391 就業場所

時給 交替制あり 普通自動車免許ＡＴ
(1) 9時00分～14時00分

45060- 2683091 就業場所

時給 変形（１ヶ月単位）
(1) 5時00分～11時00分
(2) 6時00分～12時00分
(3)11時00分～17時00分

45060- 2690191 就業場所

時給
(1) 8時30分～17時15分

45060- 2691091 就業場所

時給 交替制あり 薬剤師

45060- 2692391 就業場所

時給
(1) 9時00分～15時00分

46040- 7749391 就業場所

時給

27060-24263491 就業場所

時給

45010-16676391 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／炭
火やきとり恵屋（高鍋店）

株式会社　マスコ ・ホールでの接客業務（お出迎
え、お席案内、注文受け、飲
　み物・料理の提供、お見送
り、片付け・セッティング等）

労災
不問

900円～900円雇用期間の定めなし 宮崎県宮崎市大字赤江飛江田１２５
３－１

宮崎県児湯郡高鍋町

キッチン・ホールスタッフ
（スシロー高鍋菖蒲池店）

株式会社　あきんどスシロー （キッチンのお仕事）
　・お寿司の調理、調理補助
　・食器の洗浄　・厨房の清掃
など

労災
不問

830円～830円雇用期間の定めあり（4ヶ月以
上）

吹田市江坂町１－２２－２

宮崎県児湯郡高鍋町

（契）野菜苗の接木業務（児湯
郡高鍋町）

有限会社　サンテック ○色々な野菜苗の接木作業で
す。

・その他付随する業務

雇用・労
災不問

950円～950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

薬剤師（サンパーム薬局　高鍋
店）

株式会社　メディカル伊藤 ○調剤薬局における調剤業務全
般。
・医師から出せれた処方箋の受
付。

雇用・労
災不問

2,500円～3,000
円雇用期間の定めなし 宮崎県児湯郡高鍋町大字蚊口浦２３

番地７
宮崎県児湯郡高鍋町

場内作業員（養鶏科） 宮崎県畜産試験場　川南支場 ○試験場試験研究の補助
◯作業服等の洗濯及びその他の
軽作業


雇用・労
災不問

800円～800円雇用期間の定めあり（4ヶ月以
上）

宮崎県児湯郡川南町大字川南２１９
８６

カット野菜（小袋）製造
【急募】

株式会社　ジェイエイフーズ
みやざき

○野菜をカットして、包装機で
包装して、出荷する作業にな
ります。
（スーパーやコンビニで販売し

雇用・労
災不問

765円～800円雇用期間の定めあり（4ヶ月以
上）

宮崎県西都市大字南方３３９８番地
２

宮崎県西都市

接客業：ホール・厨房 一般財団法人　こゆ地域づく
り推進機構

◯ｋｏｙｕ　Ｃａｆｅにて接客
業務全般。
・主に厨房のお仕事になりま
す。

雇用・労
災不問

850円～850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２丁目１
－１

宮崎県児湯郡新富町

訪問介護員（ホームヘルパー） 社会福祉法人　高鍋町社会福
祉協議会

○要介護老人世帯及び障がい者
世帯を訪問しての介護業務。
・食事、掃除、入浴、排泄等の
介助を行います。

労災
不問

1,100円～1,200
円雇用期間の定めあり（4ヶ月以

上）

宮崎県児湯郡高鍋町大字北高鍋３０
０番地

宮崎県児湯郡高鍋町

商品管理（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≫

○主に商品管理業務を担当して

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

宮崎県児湯郡新富町

レジ担当（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≫

　○レジ業務

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

宮崎県児湯郡新富町

惣菜担当（新富店） 株式会社　メガ生鮮 ＜スーパーセンタートライアル
新富店スタッフ＞

○生鮮部門において、「惣菜」

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１２
－２

宮崎県児湯郡新富町

夜間スタッフ（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＞

○夜間の時間帯を担当する店舗

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

宮崎県西都市

早朝スタッフ（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＞

○早朝の時間帯を担当する店舗

労災
不問

900円～900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

惣菜担当（西都店） 株式会社　メガ生鮮 ＜スーパーセンタートライアル
西都店スタッフ＞

○生鮮部門において、「惣菜」

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１２
－２

宮崎県西都市

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１２
－２

宮崎県西都市

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１２
－２

宮崎県西都市

精肉担当（西都店） 株式会社　メガ生鮮 ＜スーパーセンタートライアル
西都店スタッフ＞
○生鮮部門において、「精肉」
コーナーを担当して

（パート） ７月８日号

仕事の内容・就業場所

青果担当（西都店） 株式会社　メガ生鮮 ＜スーパーセンタートライアル
西都店スタッフ＞

○「青果」コーナーを担当して

労災
不問

 ℡ 0983-23-0848 fax0983-23-

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） ７月８日号

仕事の内容・就業場所

 ℡ 0983-23-0848 fax0983-23-

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

45010-16685691 就業場所

時給

45010-16692391 就業場所

時給 普通自動車免許一種
(1)10時00分～14時00分 普通自動車免許ＡＴ

45010-16744891 就業場所

時給
(1) 9時00分～16時00分

45010-16749391 就業場所

時給 普通自動車免許ＡＴ
(1) 9時00分～16時00分

45030- 3042791 就業場所

時給 交替制あり
(1)14時00分～20時00分
(2) 9時00分～15時00分

45060- 2653991 就業場所

時給 普通自動車免許一種
(1) 9時30分～16時00分 普通自動車免許ＡＴ

45060- 2654491 就業場所

時給 交替制あり
(1) 7時30分～16時30分

45060- 2658591 就業場所

時給 変形（１ヶ月単位）
(1) 7時00分～16時00分
(2) 9時00分～18時00分
(3)17時00分～ 9時00分

45060- 2660691 就業場所

時給 変形（１ヶ月単位）
(1) 7時00分～16時00分
(2) 9時00分～18時00分

45060- 2661991 就業場所

時給 准看護師

45060- 2662491 就業場所

時給 普通自動車免許一種
(1) 8時15分～17時00分 普通自動車免許ＡＴ

介護職員初任者研修

45060- 2667191 就業場所

時給 普通自動車免許一種
(1) 8時15分～17時00分 普通自動車免許ＡＴ

45060- 2668091 就業場所

時給 看護師
(1) 8時15分～17時00分 准看護師

普通自動車免許ＡＴ

45060- 2669391 就業場所

時給 歯科衛生士
(1) 8時30分～12時30分

45060- 2670791 就業場所

時給 変形（１ヶ月単位） ホームヘルパー２級
(1) 7時45分～16時45分 看護師
(2) 8時30分～17時30分 普通自動車免許一種
(3) 9時00分～18時00分

45060- 2671891 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)

介護業務 有限会社　さくら 住宅型有料老人ホーム（入所者
５名）での介護業務全般。
・食事介助、入浴介助、排泄介
助等。

労災
不問

850円～950円雇用期間の定めなし 宮崎県児湯郡木城町大字高城３８８
８番地１

宮崎県児湯郡木城町

歯科衛生士又は歯科助手 津曲歯科医院 ◯歯科診療の助手及び受付業
務。
・カルテの整理（パソコン使
用）

労災
不問

800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４５
８１

看護師（正または准）（デイ
サービス）

合同会社　ライフサポート ○デイサービスにおける看護業
務
・送迎（新富町内）
・健康管理

雇用・労
災不問

1,000円～1,000
円雇用期間の定めなし 宮崎県児湯郡新富町大字新田４６３

８番地１

介護職員（デイサービス） 合同会社　ライフサポート ○デイサービスにおける業務
・送迎（新富町内）
・介護業務
（食事・入浴・排せつ等の介

労災
不問

820円～820円雇用期間の定めなし 宮崎県児湯郡新富町大字新田４６３
８番地１

介護職員（デイサービス） 合同会社　ライフサポート ○デイサービスにおける業務
・送迎（新富町内）
・介護業務
（食事・入浴・排せつ等の介

労災
不問

850円～850円雇用期間の定めなし 宮崎県児湯郡新富町大字新田４６３
８番地１

看護業務：老人ホーム
【急募】

有限会社　ひかり苑　新富 ◯老人ホーム内における看護業
務全般
○老人ホーム内における薬の管
理。

労災
不問

950円～1,000円雇用期間の定めなし 宮崎県児湯郡新富町大字新田１９２
８番１

宮崎県児湯郡新富町

介護職員（デイサービスセン
ター）【急募】

有限会社　ひかり苑　新富 ○デイサービスセンターでの介
護業務。
・食事・入浴・排泄介助・レク
レーションなど、利用者との

雇用・労
災不問

850円～1,000円雇用期間の定めなし 宮崎県児湯郡新富町大字新田１９２
８番１

宮崎県児湯郡新富町

介護職員（有料老人ホーム）
【急募】

有限会社　ひかり苑　新富 ○有料老人ホームでの介護業
務。
・食事・入浴・排泄介助・レク
レーションなど、利用者との

雇用・労
災不問

850円～1,000円雇用期間の定めなし 宮崎県児湯郡新富町大字新田１９２
８番１

宮崎県児湯郡新富町

調理スタッフ：有料老人ホーム
しんとみ

有限会社　ひかり苑　新富 ◯有料老人ホームしんとみでの
調理全般業務。
・利用者に合わせた食材切りか
ら調理、盛り付け等

雇用・労
災不問

770円～850円雇用期間の定めなし 宮崎県児湯郡新富町大字新田１９２
８番１

一般事務 社会福祉法人　高鍋町社会福
祉協議会

○「架け橋」の事務業務
・来客、電話応対
・その他、庶務業務


雇用・労
災不問

770円～770円雇用期間の定めあり（4ヶ月以
上）

宮崎県児湯郡高鍋町大字北高鍋３０
０番地

宮崎県児湯郡高鍋町

ゲームコーナーの維持管理
【急募】

株式会社　コミュニケーショ
ン・ワークス　ピノキオラン
ド　西都店

○接客業務。
・フロアー、機械の清掃。
・商品の補充、手直し。


雇用・労
災不問

800円～850円雇用期間の定めなし 宮崎県西都市小野崎町１－７６

生花配達及び装飾（祭壇装飾）
都農営本部

株式会社　華りん 各葬祭場における
祭壇や生花の制作、装飾、配
達、撤収業務。
（店頭販売は、ありません）

雇用・労
災不問

800円～800円雇用期間の定めなし 宮崎県日向市北町１丁目１１５

宮崎県児湯郡都農町

軽作業・検査業務 株式会社　山洋製作所 ・自動車用や産業用等のワイ
ヤーハーネス（電気配線）の加
工及び組立作業を行っていただ
きます。

雇用・労
災64歳

以下
762円～762円雇用期間の定めなし 宮崎県宮崎市佐土原町下田島１８９

６４－１
宮崎県宮崎市

イベント案内スタッフ／高鍋メ
モリードホール

株式会社　メモリード宮崎 ・高鍋町内において、当社宣伝
チラシをポスティングしてい
ただく仕事です。


労災
不問

800円～850円雇用期間の定めなし 宮崎県宮崎市錦町６番１１号

宮崎県児湯郡高鍋町

ホール・キッチンスタッフ／恵
屋プラス（新富店）

株式会社　マスコ ・ホールでの接客業務（お出迎
え、お席案内、注文受け、飲
　み物・料理の提供、お見送
り、片付け・セッティング等）

労災
不問

900円～900円雇用期間の定めなし 宮崎県宮崎市大字赤江飛江田１２５
３－１

宮崎県児湯郡新富町

ホール・キッチンスタッフ／恵
屋プラス（西都店）

株式会社　マスコ ・ホールでの接客業務（お出迎
え、お席案内、注文受け、飲
　み物・料理の提供、お見送
り、片付け・セッティング等）

労災
不問

900円～900円雇用期間の定めなし 宮崎県宮崎市大字赤江飛江田１２５
３－１

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

（パート） ７月８日号

仕事の内容・就業場所

 ℡ 0983-23-0848 fax0983-23-

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 看護師
(1) 9時00分～18時00分

45060- 2672291 就業場所

時給

45060- 2616191 就業場所

時給 変形（１ヶ月単位）
(1) 8時00分～13時30分
(2)14時30分～18時30分

45060- 2629991 就業場所

時給 変形（１ヶ月単位）
(1) 8時00分～13時00分
(2)14時30分～18時30分

45060- 2630891 就業場所

時給
(1) 9時00分～16時00分

45060- 2632591 就業場所

時給 交替制あり
(1) 8時00分～12時00分
(2)13時00分～16時30分

45060- 2635391 就業場所

時給
(1) 8時00分～12時00分

45060- 2643391 就業場所

時給
(1) 8時30分～ 9時30分

45060- 2646491 就業場所

時給
(1) 8時30分～16時30分

45060- 2651391 就業場所

時給
(1) 8時00分～10時15分
(2)14時00分～16時30分
(3)13時00分～17時00分

13110-14841991 就業場所

時給 変形（１週間単位非定型的）

(1)14時00分～17時00分
(2)17時00分～22時00分
(3)18時00分～23時00分

35080- 3555891 就業場所

時給
(1) 7時00分～11時00分
(2) 8時00分～12時00分
(3)13時00分～17時00分

40062- 3590991 就業場所

時給
(1) 7時30分～12時30分

44010-19009991 就業場所

時給

44060- 3970891 就業場所

時給
(1) 7時00分～10時00分
(2) 7時30分～10時30分
(3) 8時00分～11時00分

45010-16040991 就業場所

時給 交替制あり
(1) 6時30分～12時00分
(2)13時30分～18時30分

45010-16286791 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)

調理員／児湯郡川南町・鈴南の
里事業所

日清医療食品　株式会社　南
九州支店　宮崎営業所

入所者様へ食事の提供業務
・１００食程度の食事を４名の
調理員で担当
・未経験者の方大歓迎

労災
不問

850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

清掃作業員／マルショク新富店 株式会社　宝ビルサービス ・店内の清掃作業で簡単な床の
掃き、拭き作業になります。
・男女トイレの清掃も行いま
す。

労災
不問

762円～762円雇用期間の定めなし 宮崎県宮崎市阿波岐原宝財２６８２
－１

宮崎県児湯郡新富町

販売員（アタックス高鍋店） 株式会社　アタックスマート 「アタックス　高鍋店」にて販
売業務を行います。
・レジ業務
・商品出し

雇用・労
災不問

765円～765円雇用期間の定めあり（4ヶ月以
上）

大分県佐伯市野岡町２丁目１－１０

宮崎県児湯郡高鍋町

野菜の陳列・加工（児湯郡新富
町・マルショク新富店）

サークルフーズ　株式会社 児湯郡新富町にある「マルショ
ク　新富店」内にて
野菜加工・陳列


雇用・労
災不問

762円～762円雇用期間の定めあり（4ヶ月以
上）

大分市原新町６丁目３０番地

宮崎県児湯郡新富町

寿司・弁当・揚物・惣菜等の調
理及び陳列（宮崎県児湯郡）

九州惣菜　株式会社 ＊寿司・弁当・揚物・惣菜等の
調理及び陳列

＊採用日から３月３１日までの

雇用・労
災不問

780円～780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６－２８

宮崎県児湯郡高鍋町

飲食店のホール及キッキン（牛
角宮崎高鍋店）

アートフード　株式会社 ＊ホール
　まずは明るく元気にお客様を
おもてなし。料理の提供や、
　テーブルの片付け等の誰にで

労災
不問

850円～850円雇用期間の定めなし 山口県下松市清瀬２－３－３０

宮崎県児湯郡高鍋町

清掃／ダイナム宮崎西都店 株式会社　日本ヒュウマップ パチンコ店内の清掃作業
・床清掃
・パチンコ台の拭きあげ
・ゴミ回収

労災
不問

765円～800円雇用期間の定めあり（4ヶ月以
上）

東京都荒川区西日暮里５－１５－７
ダイナム綜合投資ビル５階

宮崎県西都市

厨房スタッフ【急募】 株式会社　初音 ○チーフ中厨房担当者の指示の
もと会社の企画したランチメ
ニュー及びナイトメニューの調
理・提供業務全般。

雇用・労
災不問

800円～800円雇用期間の定めなし 宮崎県児湯郡新富町大字日置９６４
－２０

清掃 岩下兄弟　株式会社　モナコ
パレス高鍋店

○パチンコホール内、台全般の
清掃を行っていただきます。



労災
不問

1,000円～1,000
円雇用期間の定めあり（4ヶ月以

上）

宮崎県児湯郡高鍋町大字北高鍋２４
４５番地

農作業（イチゴ） 河野剛（河野いちご園） ○ハウス内でのイチゴ栽培の農
作業になります。
・イチゴは畝からの収穫作業や
イチゴの摘花作業等。

不問

770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４５３
２－３

宮崎県児湯郡川南町

孵化業務【西都孵卵場】 株式会社　児湯食鳥 ○孵化業務全般。
・ヒヨコのワクチン接種作業。
・ヒヨコの選別・鑑別作業。


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２１６
２２－１

宮崎県西都市

ブロイラー加工員（請） 川越産業 ○ブロイラー加工、串刺し業
務。
○主に串刺し作業で、立ち仕事
になります。

雇用・労
災不問

762円～762円雇用期間の定めなし 〒８８９－１４０６
宮崎県児湯郡新富町大字新田７０４

宮崎県児湯郡新富町

調理員補助《鈴山荘》 社会福祉法人　弘成会　新富
希望の里

○『鈴山荘』利用者の食事を
作って頂きます。
・利用者　１５０名分を１１名
体制で調理します。

雇用・労
災不問

850円～850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下富田６２
９－５

宮崎県児湯郡高鍋町

調理員補助《新富希望の里》 社会福祉法人　弘成会　新富
希望の里

○『新富希望の里』利用者の食
事を作って頂きます。
・利用者　８４名分を８名体制
で調理します。

雇用・労
災不問

850円～850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下富田６２
９－５

食品製造加工員【急募】 サンアグリフーズ株式会社 ○工場内での食品製造加工業務
全般。
・工場ラインでの野菜洗い、き
ざみ、袋詰め等の一連作業に

雇用・労
災不問

800円～800円雇用期間の定めなし 宮崎県児湯郡都農町大字川北１４３
２－７

看護職『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
災不問

1,200円～1,200
円雇用期間の定めなし 宮崎県児湯郡木城町大字高城３８８

８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

（パート） ７月８日号

仕事の内容・就業場所

 ℡ 0983-23-0848 fax0983-23-

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) 9時00分～15時00分
(2)12時00分～17時00分

45060- 2590791 就業場所

時給
(1) 9時00分～15時00分

45060- 2591891 就業場所

時給 普通自動車免許一種
(1)15時00分～19時30分 普通自動車免許ＡＴ

45060- 2597691 就業場所

時給 普通自動車免許一種
(1) 9時00分～13時30分 普通自動車免許ＡＴ

45060- 2599491 就業場所

時給 看護師
(1) 9時00分～18時00分 准看護師
(2) 9時00分～12時00分

45060- 2604791 就業場所

時給
(1) 9時00分～16時00分

45060- 2605891 就業場所

時給
(1) 8時00分～13時00分

45060- 2611491 就業場所

時給
(1) 9時00分～14時00分

13040-81742091 就業場所

時給 普通自動車免許ＡＴ
(1) 7時40分～10時10分
(2)15時30分～17時00分

45030- 2911291 就業場所

時給
(1) 9時00分～18時00分

45060- 2568891 就業場所

時給

45060- 2574491 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)

調理員 社会福祉法人　信和会　特別
養護老人ホーム　幸楽荘

○施設入所者の給食の調理。
　朝食・夕食：７３食
　昼食　　　：１１０食（デイ
３７食を含む）

雇用・労
災不問

900円～900円雇用期間の定めなし 宮崎県西都市大字茶臼原字轟９４１
番地１

店内スタッフ 株式会社　西都いきいき市場 ○店内での接客業務全般。
・レジ、集計等。
・品出し、値段付け。
・生産者が持ち込みされますの

労災
不問

790円～790円雇用期間の定めなし 宮崎県西都市大字藤田９９０－１

送迎業務（三日月原デイサービ
ス）

医療法人社団　慶城会　瀧井
病院

三日月原デイサービスにおいて
利用者の送迎業務。
送迎範囲：都野町～川南町地
区。

雇用・労
災不問

1,100円～1,100
円雇用期間の定めなし 宮崎県日向市大字塩見１１６５２番

地
宮崎県児湯郡都農町

ピッキングスタッフ／新富セー
ルスセンター

コカ・コーラボトラーズジャ
パン株式会社

倉庫内での商品の積込み、仕分
け作業、他
（求人ＮＯ．２９８９）

雇用・労
災・健
康・厚生

不問

840円～840円雇用期間の定めあり（4ヶ月以
上）

東京都港区赤坂９－７－１　ミッド
タウン・タワー

宮崎県児湯郡新富町

パンの製造・販売／１７日勤務 やきたてパン工房　ｍｉｎｏ
ｒｕ

◯パンの製造補助業務全般
・パンの品出し
・食パンのスライス
◯レジ・接客業務

雇用・労
災不問

770円～770円雇用期間の定めなし 宮崎県西都市大字三宅２２４７－４

ごみの分別作業員 合資会社　西都児湯環境社 ◯「西都児湯クリーンセン
ター」内でのビン・缶・ペット
ボ　トル・容器包装プラスチッ
ク系ごみなどの手選別作業。

雇用・労
災・健
康・厚生

不問

880円～880円雇用期間の定めなし 宮崎県西都市大字三宅２３００番地
３

宮崎県西都市

正看護師又は准看護師 黒木皮膚科 ◯病院における看護業務。
・外来勤務。
・医療器具準備等の補助。


雇用・労
災不問

1,100円～1,200
円雇用期間の定めなし 宮崎県児湯郡高鍋町大字蚊口浦２５

－２６

事務及び配達 有限会社　池田精肉店 ○事務及び配達業務
（事務）
・専用フォーマットへ簡単な入
力作業他

雇用・労
災不問

830円～830円雇用期間の定めなし 宮崎県西都市小野崎１丁目７０

宮崎県西都市

接客販売及び配達 有限会社　池田精肉店 ○店内での精肉等接客販売及び
配達があります。
・精肉カット、パック詰め作業
・配達エリアは西都市内、新富

雇用・労
災不問

850円～850円雇用期間の定めなし 宮崎県西都市小野崎１丁目７０

宮崎県西都市

（請）シール貼り、シールはが
し（作業）

株式会社　ＴＭＫｃｏｒｐｏ
ｒａｔｉｏｎ

○プラスチック製品へのシール
貼り作業または塗装後のシー
ルはがし作業。


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

宮崎県児湯郡木城町

野菜の袋詰め作業員 株式会社　園青果 ○千切り大根の袋詰めが主な作
業になります。
○季節の野菜の袋詰め作業・
ピーマン、千切大根等。

雇用・労
災不問

762円～762円雇用期間の定めあり（4ヶ月以
上）

児湯郡都農町大字川北岩山１４６５
２－２

宮崎県児湯郡都農町


