
職種 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)23時00分～ 1時00分

45010-18756491 就業場所

時給 交替制あり
(1) 6時30分～12時00分
(2)14時00分～19時30分

45010-18940791 就業場所

時給
(1) 8時30分～12時00分
(2)13時00分～17時00分

45060- 3045791 就業場所

時給
(1) 8時00分～16時00分

45060- 3056591 就業場所

時給
(1) 9時00分～16時00分

45060- 3070291 就業場所

時給 変形（１ヶ月単位）
(1)16時00分～ 9時00分

45060- 3072191 就業場所

時給

44010-21563991 就業場所

時給 交替制あり

45010-18546291 就業場所

時給
(1) 8時00分～12時00分
(2)16時00分～20時30分

45010-18359491 就業場所

時給 変形（１年単位）
(1) 9時00分～15時00分

45060- 2998591 就業場所

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

45060- 3002791 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- 3004291 就業場所

時給
(1) 8時00分～14時00分

45060- 3006191 就業場所

時給
(1) 5時00分～ 9時00分
(2)15時00分～19時00分

45060- 3009691 就業場所

時給
(1)18時00分～22時00分

45060- 2985991 就業場所

時給 普通自動車免許ＡＴ

45060- 2986491 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)

清掃作業員／児湯郡高鍋町 株式会社　山崎ビル環境サー
ビス

遊技場において閉店後の清掃業
務に従事して頂きます。
・床清掃、什器拭きあげ、備品
の補充、男女トイレ清掃等

労災
18歳
以上 1,000円～

1,000円雇用期間の定めなし 宮崎県宮崎市高洲町１９９－１

宮崎県児湯郡高鍋町

宮崎県西都市

（パート） 8月5日号
年齢
・

指針
仕事の内容・就業場所

又は 8時30分～17時
00分の間の5時間程度

調理パート／西都市 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で
す。

＊朝６５食、昼９０食、夕６５

労災
不問

850円～900円雇用期間の定めあり（4ヶ月
以上）

宮崎県宮崎市原町６番３号　サンマリ
ノ２０２号

宮崎県児湯郡木城町

農作業員 永友農園（永友志伸） ○ハウスキュウリ、パプリカ等
の収穫・管理作業。
・ハウスは４か所あります（車
で５分程度の距離）

不問

800円～800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５０００
番地１

農作業員（トマト） 株式会社　フレッシュミート ◯ハウス内でのトマト栽培作業
　トマトの収穫作業
　農薬散布、草取り
　　　　

雇用・労災・
健康・厚生不問

800円～800円雇用期間の定めなし 宮崎県児湯郡木城町大字高城字東宮田
５００番地１

花の管理作業員 黒木芳文（黒木農園） ○スイトピーの管理作業。
・採花、誘引、スイトピーのツ
ルを吊り下げていく作業。


不問

762円～762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２０４０
４－２

宮崎県児湯郡新富町

 17時00分～ 0時15
分の間の4時間以上

介護職（夜勤専門）
≪　急募　≫

株式会社　さくらんぼ ○有料老人ホーム入居者の介護
業務（定員２６名）
○施設利用者への食事・排泄介
助、移動の介助等の身体介護

労災
18歳
以上

785円～785円雇用期間の定めなし 宮崎県児湯郡高鍋町大字持田字高河原
３１７１－１

 8時00分～20時30
分の間の4時間程度

ビジネスホテルフロント業務・飲
食業務（宮崎新富店）

株式会社　アメイズ（ＨＯＴ
ＥＬ　ＡＺチェーン）

【ホテルフロント業務の内容】
・接客
・予約受付
・チェックイン業務　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１７号

スーパー店内でレジのお仕事
／高鍋町

株式会社　ＭＵＳＡＳＨＩ スーパー店内でのレジのお仕事
です。



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）

宮崎県宮崎市橘通西５丁目１番２３号
矢野興業ビル２階

宮崎県児湯郡高鍋町

品出し・パック詰め／高鍋町 ランスタッド　株式会社　宮
崎事業所

＊即日スタート
＊週３日からＯＫ

＜食品スーパー部門でのお仕事

労災
不問

930円～930円雇用期間の定めあり（4ヶ月
未満）

宮崎県宮崎市広島１丁目１８－１３
宮崎第一生命ビルディング新館１階

宮崎県児湯郡高鍋町

惣菜担当 ＭＧＳ有限会社 ○工場内での鶏肉カット作業。
・鶏肉加工のパック詰め作業及
び箱詰め作業。
・７～８Ｋｇの重さの作業にな

雇用・労災
不問

770円～770円雇用期間の定めなし 宮崎県西都市大字穂北４４２５番地１

介護職（２号館：新富町） 特定非営利活動法人こすもすの里
グループホームこすもす

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

雇用・労災
不問

780円～850円雇用期間の定めあり（4ヶ月
以上）

宮崎県児湯郡木城町大字椎木４００７
－２

宮崎県児湯郡新富町

ホールスタッフ（四季の味
宴）

有限会社　慶助 ◯四季の味　宴での接客業務全
般
・オーダー取り、配膳、レジ業
務

雇用・労災
不問

800円～900円雇用期間の定めあり（4ヶ月
以上）

宮崎県児湯郡都農町大字川北４７５２
－１

宮崎県児湯郡都農町

青果製造（都農店）（青果
部）

有限会社　慶助 ◯児湯青果市場での荷積み
◯川南店（都農店）にて荷おろ
し、商品カット、品出し作業
○青果物加工業務全般。

雇用・労災
不問

820円～820円雇用期間の定めあり（4ヶ月
以上）

宮崎県児湯郡都農町大字川北４７５２
－１

宮崎県児湯郡都農町

技術員後補充（調理補助員）
／月１０日程度勤務

公益財団法人　宮崎県奨学会
西都地区生徒寮

◯県立高校生（利用者２５名～
最大利用４０名）の朝食、
　昼食（弁当）、夕食の調理、
後片付け、掃除等業務。

労災
不問

775円～775円雇用期間の定めあり（4ヶ月
以上）

宮崎県西都市大字調殿２３０－２

塾講師 暁会館　文武青年育成塾 ◯パソコン講師・・・・・・２
名
・初心者向けからの指導：小学
生、中学生対象

労災
不問

800円～875円雇用期間の定めなし 宮崎県西都市大字岡富８７２－２

雇用・労災
不問

850円～850円雇用期間の定めあり（4ヶ月
以上）

宮崎県児湯郡都農町大字川北１９４８
－２

 8時00分～17時00
分の間の6時間程度

一般事務 有明産業　株式会社　都農工
場

◯営業事務及び生産管理の業務
になります。
・エクセルでの表やグラフ作
成、ワードでの社内文書作成な

 ℡ 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。 



職種 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） 8月5日号
年齢
・

指針
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 保育士

45060- 2990091 就業場所

時給 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- 2992691 就業場所

時給 交替制あり
(1) 8時00分～16時00分
(2) 8時00分～15時00分

45060- 2977991 就業場所

時給 保育士
正看護師
准看護師
保育補助2年以上経験者

45060- 2979791 就業場所

時給 普通自動車免許一種
(1) 8時00分～17時00分 保育士
(2) 9時00分～16時00分

45060- 2952791 就業場所

時給
(1) 9時30分～16時00分 普通自動車免許ＡＴ

45060- 2954291 就業場所

時給
(1)14時30分～18時00分
(2) 8時30分～17時30分

45060- 2964591 就業場所

時給
(1)19時30分～22時00分

45060- 2966091 就業場所

時給 普通自動車免許ＡＴ

45040- 8114991 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)

宮崎県児湯郡川南町

 8時30分～17時30
分の間の4時間以上

宮崎県児湯郡高鍋町

保育士（臨時） 社会福祉法人　敬神福祉会
川南東保育園

○保育補助全般業務。
・０才～小学校入学前までの子
供さんの保育業務です。


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２１８７
０番地

宮崎県児湯郡高鍋町

車両のレンタル業務／高鍋店 株式会社　トヨタレンタリー
ス宮崎　高鍋店

〇レンタカーフロント業務
・車両貸渡時の契約（契約内
容、車両の説明・観光案内等）
・車両返却時の生産（車両の確

雇用・労災・
健康・厚生不問

800円～800円雇用期間の定めなし 宮崎県児湯郡高鍋町大字北高鍋４６５
９－１

 8時30分～17時00
分の間の5時間以上

学校生活支援員 高鍋町役場 ○学校生活支援のお仕事です。
　町立高鍋東小学校において障
がい等を有し、学校生活への
適応が困難な児童に対する支援

雇用・労災・
健康・厚生不問

930円～930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８４３７

保育士
（０歳～５歳までの保育）

社会福祉法人稚児ヶ池福祉会
穂北保育園

０歳～５歳児の保育補助全般。
（定員５０名）
・送迎バス乗車なし
・パソコン使用なし

雇用・労災
不問

980円～980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２５８８

宮崎県児湯郡新富町

保育士（月２０日勤務） 社会福祉法人　カリタスの園
めぐみの聖母保育園

◯保育業務全般に従事して頂き
ます。
　・食事、トイレ介助、遊び時
の見守りなどですが、複数

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平田６６２６

一般事務及び配膳業務 新富町役場 ○職員の事務補助
・窓口対応
・電話応対
・パソコン入力作業

雇用・公災
不問

4,200円～
4,200円雇用期間の定めあり（4ヶ月

未満）

宮崎県児湯郡新富町大字上富田７４９
１

児童指導員 社会福祉法人あけぼの福祉会
なでしこ児童館

◯小学生の学習支援及び健全育
成にかかわる業務。
（現在５名体制　７０名程度の
利用者）

雇用・労災
不問

780円～800円雇用期間の定めあり（4ヶ月
以上）

児湯郡高鍋町持田１６００番地１

 9時00分～15時00
分の間の6時間

塾講師 有限会社　文理ゼミ ◯中学生・高校生の理数系の講
師業務。
（５名～１５名程度）
・指導業務、採点等

労災
不問

1,500円～
2,800円雇用期間の定めなし 宮崎県西都市大字妻１４４１番地

フィールドラウンダー（宮崎市・
西都市・児湯郡地区）

株式会社　都城酒造 ＊店舗巡回業務
　（社用車有り、範囲：宮崎
市、西都市、児湯郡）


雇用・労災
不問

800円～800円雇用期間の定めあり（4ヶ月
以上）

宮崎県都城市乙房町２８８７－１

宮崎県宮崎市



職種 賃金 求人者名 就業時間 加入保険等 必要な免許資格

月給 建築士２級以上
(1) 8時30分～18時20分

14100- 9455391 就業場所

月給
(1) 7時00分～16時00分
(2) 8時00分～17時00分

43090- 1572691 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

45010-18960191 就業場所

月給
(1) 5時00分～ 9時00分
(2)15時00分～19時00分

45010-18518991 就業場所

月給
(1) 8時00分～17時00分

45010-18487391 就業場所

月給 変形（１ヶ月単位） 大型自動車免許一種
(1) 9時00分～17時00分 フォークリフト免許

45010-18392791 就業場所

月給 変形（１ヶ月単位） 大型自動車免許一種
(1) 9時00分～17時00分 フォークリフト免許

45010-18393891 就業場所

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

45030- 3515491 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- 3019991 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- 3031191 就業場所

月給
(1) 8時30分～17時00分

45060- 3044491 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- 3055291 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30分

45060- 3060791 就業場所

月給 変形（１ヶ月単位） 介護福祉士
(1) 7時15分～16時15分 ホームヘルパー2級以上
(2) 8時30分～18時00分 介護職員初任者研修修了者
(3)16時45分～ 8時45分

45060- 3065091 就業場所

月給 変形（１年単位）
(1) 8時00分～17時00分

45060- 3067691 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- 3068991 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)

住宅設備のメンテナンス【ト
ライアル併用求人】

ＥＮＴ　合同会社 ◯個人住宅設備の販売・設置・
メンテナンス業務
　（家電品、エアコン、ＴＶア
ンテナなど）

雇用・労
災・健康・
厚生

不問
147,000円～
252,000円雇用期間の定めなし 宮崎県西都市大字南方３３７２－１

０
宮崎県西都市

ゴム成型作業員【急募】 株式会社　マスオカ ○ゴムパッキンの成型
〇ゴム材料裁断作業
○一般作業（製品の運搬、管理
等）

雇用・労
災・健康・
厚生

45歳
以下 165,000円～

215,000円雇用期間の定めなし 宮崎県西都市大字穂北８７０番地

宮崎県西都市

介護職員／新納荘 社会福祉法人　清和会　特別
養護老人ホーム　新納荘

○特別老人ホームでの介護業務
全般。（定員　５０名）
・当施設利用者の身の回りの世
話、生活指導、食事、入浴な

雇用・労
災・健康・
厚生

不問
195,700円～
213,200円雇用期間の定めなし 宮崎県児湯郡木城町大字高城３０７

８
宮崎県児湯郡木城町

介護職：デイケア（夜勤な
し）

医療法人　育心会 ○通所リハビリテーション（デ
イケア）利用者（定員３０
名）の介護業務。
・ケアプランに順った介護サー

雇用・労
災・健康・
厚生

不問
137,500円～
160,200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

青果栽培・加工 株式会社　フレッシュミート ◯青果物の生産業務
　芋の栽培作業全般

○青果物加工業務

雇用・労
災・健康・
厚生

不問
138,240円～
146,880円雇用期間の定めなし 宮崎県児湯郡木城町大字高城字東宮

田５００番地１
宮崎県児湯郡木城町

農作業員 永友農園（永友志伸） ○ハウスキュウリ、パプリカ等
の収穫・管理作業。
・ハウスは４か所あります（車
で５分程度の距離）

不問
142,200円～
142,200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５００
０番地１

養豚管理 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１６４

４０番地３
宮崎県児湯郡川南町

製造管理担当者　　【急募】 株式会社　井崎製作所 ○事務所内外での営業技術業務
有り。
○ＣＡＤ／ＣＡＭを使用して
の、産業機械の設計、生産支

雇用・労
災・健康・
厚生

40歳
以下 149,500円～

195,000円雇用期間の定めなし 宮崎県児湯郡新富町大字上富田３２
１５番地

ＬＰガスの顧客管理及び販売
（高鍋営業所）

旭マルヰガス株式会社 高鍋営業所においてＬＰガス卸
小売業務全般。
　ガス器具、住設機器の販売業
務。

雇用・労
災・健康・
厚生

40歳
以下 169,300円～

177,100円雇用期間の定めなし 宮崎県東臼杵郡門川町加草３丁目３
６番地

宮崎県児湯郡高鍋町

長距離ドライバー（１０ｔ）
／西都営業所

有限会社　宮崎配送センター 農畜産物の配送を行っていただ
きます。
・荷物の積み降ろしにフォーク
リストを使用します。

雇用・労
災・健康・
厚生

59歳
以下 301,670円～

401,670円雇用期間の定めなし 宮崎県宮崎市港東１丁目１１番地１

宮崎県西都市

大型ドライバー（地場）／西
都営業所

有限会社　宮崎配送センター ・県内での青果物の集荷作業
・県内での貸し切りチャーター
業務
・大型トラックの荷積み補助

雇用・労
災・健康・
厚生

59歳
以下 201,670円～

201,670円雇用期間の定めなし 宮崎県宮崎市港東１丁目１１番地１

宮崎県西都市

機械オペレーター・付随業務
／川南町

株式会社　ＭＵＳＡＳＨＩ 部品製造における機械オペレー
ション作業
・他、電気溶接やプレス加工機
械へのセット及び操作

雇用・労
災・健康・
厚生

不問
151,200円～
151,200円雇用期間の定めあり（4ヶ月

未満）

宮崎県宮崎市橘通西５丁目１番２３
号　矢野興業ビル２階

宮崎県児湯郡川南町

生徒寮の調理業務／西都市 株式会社　文化コーポレー
ション

・学生寮の調理業務
（下処理、調理、配膳、洗浄、
簡単な発注業務です）
・３０食程度を２名で行いま

雇用・労
災・健康・
厚生

不問
121,920円～
124,800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

宮崎県西都市

飲料の製造／川南町 株式会社　ワークスタッフ
宮崎営業所

ジュースやお茶など飲料製造工
場でのお仕事
・ジュースの原料作りや検査
・飲料製造機械のオペレーター

雇用・労
災・健康・
厚生

18歳
以上 159,600円～

173,040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

宮崎県児湯郡川南町

農作業員 株式会社　後藤青果 ＊白菜、キャベツの栽培から出
荷までの業務全般
　・白菜、キャベツの種まき、
植え付け

雇用・労
災・健康・
厚生

不問
207,460円～
207,460円雇用期間の定めなし 熊本県阿蘇市波野大字小園５８９－

４
宮崎県児湯郡高鍋町・阿蘇市

（一般） 8月5日号
年齢
・

指針
仕事の内容・就業場所

設計士（宮崎支店） 戸大建設工業　株式会社 ＣＡＤを使用しての
・図面作成
・積算業務など
・お客様との打合せ

雇用・労
災・健康・
厚生・財形

64歳
以下 300,000円～

400,000円雇用期間の定めなし 神奈川県座間市さがみ野２－５－２
２

宮崎県西都市

 ℡ 0983-23-0848 fax0983-23-0849 

ハローワーク高鍋 

 ※ 面接にはハローワークが発行する紹介状が必要です。 



職種 賃金 求人者名 就業時間 加入保険等 必要な免許資格

（一般） 8月5日号
年齢
・

指針
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- 3069491 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- 3071591 就業場所

月給 変形（１年単位）
(1) 7時00分～16時00分

45060- 2999191 就業場所

月給 普通自動車免許ＡＴ
(1) 8時30分～17時30分 介護支援専門員

45060- 3007091 就業場所

月給 交替制あり
(1) 8時00分～17時30分
(2) 8時45分～18時15分

45060- 3010491 就業場所

月給
(1) 8時30分～17時30分

45060- 3014591 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- 2981191 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- 2982091 就業場所

月給 交替制あり 社会福祉士
(1) 8時00分～17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

社会福祉主事
正看護師

45060- 2983391 就業場所 准看護師
月給 変形（１ヶ月単位） ホームヘルパー２級以上

(1)17時00分～ 9時00分 介護職員初任者研修
介護福祉士

45060- 2984691 就業場所

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

45060- 2987791 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- 2989291 就業場所

月給 変形（１年単位） 保育士
(1) 7時00分～16時00分
(2) 8時30分～17時30分
(3) 9時30分～18時30分

45060- 2991391 就業場所

月給 変形（１ヶ月単位）
(1) 8時30分～17時00分

45060- 2973191 就業場所

月給 交替制あり
(1) 8時00分～16時15分
(2)16時00分～ 0時15分
(3) 0時00分～ 8時15分

45060- 2974091 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- 2975391 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)

溶接工 有限会社　楠本鉄工建設 ◯建築鉄工の溶接作業になりま
す。
（ガス溶接ができれば尚可）
（エリア：宮崎県内）

雇用・労
災・健康・
厚生

18歳
以上 184,800円～

207,900円雇用期間の定めなし 宮崎県児湯郡川南町大字川南２３４
６６番地４

【準社員】焼酎製造スタッフ
　（交替勤務）

宝酒造　株式会社　黒壁蔵 ○もろみ製造工程における製造
設備のオペレーション及びメ
ンテナンスを行っていただくお
仕事です。

雇用・労
災・健康・
厚生

18歳
以上 171,800円～

171,800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蚊口浦５３
２３

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７７

６番地１

保育士（臨時） 社会福祉法人　敬神福祉会
川南東保育園

○保育補助全般業務。
＊０才～小学校入学前までの子
供さんの保育業務です。


雇用・労
災・健康・
厚生

不問
138,240円～
138,240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２１８
７０番地

宮崎県児湯郡川南町

空調設備施工及び管工事 有限会社　二幸設備工業 ○空調設備施工修理及び管工事
全般業務
（エリア：児湯管内、宮崎市
内）　　　　　　　　　　　

雇用・労
災・健康・
厚生

不問
150,000円～
210,000円雇用期間の定めなし 宮崎県児湯郡川南町大字川南２２７

７７番地
宮崎県児湯郡川南町

看護職兼介護職 医療法人　隆徳会　鶴田クリ
ニック

○住宅型有料老人ホームの看
護、介護全般及び通所リハビリ
テーション（デイケア）の介護
業務。

雇用・労
災・健康・
厚生・財形

不問
143,500円～
172,000円雇用期間の定めなし 宮崎県西都市御舟町１－５５

宮崎県西都市

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６０２
７－１

生活相談員／デイサービス
【トライアル併用求人】

株式会社　サポート宮崎 ○デイサービスにおける利用者
の受け入れ、相談対応。
○通所介護計画の作成、評価：
パソコン入力ワードエクセル

雇用・労
災・健康・
厚生

不問
190,000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５８５

９番地

管工事作業員（見習い） 株式会社　黒木設備工業 ○民間から公共機関の水道工事
補助及び作業補助業務。
（エリア：主に宮崎市内から児
湯郡）

雇用・労
災・健康・
厚生

不問
160,000円～
190,000円雇用期間の定めなし 宮崎県児湯郡新富町大字三納代２３

８４番地１

管工事作業員 株式会社　黒木設備工業 ○民間から公共機関の水道工事
及び作業業務。
（エリア：主に宮崎市内から児
湯郡）

雇用・労
災・健康・
厚生

不問
180,000円～
300,000円雇用期間の定めなし 宮崎県児湯郡新富町大字三納代２３

８４番地１

保育補助（十文字保育園） 社会福祉法人　石井記念　友
愛社

０歳～５歳児（定員５０名）の
保育補助業務。
・保育全般（散歩等も含む）の
補助が主な業務。

雇用・労
災・健康・
厚生

不問
140,280円～
146,960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

宮崎県児湯郡川南町

接客販売：直売所 有限会社有田牧畜産業　有田
食肉加工センター

◯同敷地内での店舗接客販売業
務全般。
・食品加工業務：ハンバー
ガー、アイス等

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 宮崎県西都市大字岡富字土ノ口８２

９－１

介護支援専門員【急募】 社会福祉法人春光会　特別養
護老人ホーム　望み苑

＊入居者定員２９名の小規模施
設です。
○相談受付業務
○医療機関との連絡調整

雇用・労
災・健康・
厚生・財形

不問
202,000円～
211,000円雇用期間の定めなし 宮崎県児湯郡高鍋町大字南高鍋９１

１８－１

惣菜担当 ＭＧＳ有限会社 ○工場内での鶏肉カット作業。
・鶏肉加工のパック詰め作業及
び箱詰め作業。
○炭火焼作業。

雇用・労
災・健康・
厚生

不問
120,000円～
120,000円雇用期間の定めなし 宮崎県西都市大字穂北４４２５番地

１

営業職 稲尾リース株式会社　西都出
張所

（業務内容）３人体制
・公共工事、建築、土木工事な
どの現場で使用する資材や機
械のリース、レンタルを行いま

雇用・労
災・健康・
厚生

35歳
以下 210,000円～

225,000円雇用期間の定めなし 宮崎県西都市大字調殿字中島１３７
２

宮崎県内

花の管理作業員 黒木芳文（黒木農園） ○スイトピーの管理作業。
・採花、誘引、スイトピーの巻
きひげ取り作業。


不問
152,400円～
152,400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２０４
０４－２



職種 賃金 求人者名 就業時間 加入保険等 必要な免許資格

（一般） 8月5日号
年齢
・

指針
仕事の内容・就業場所

 ℡ 0983-23-0848 fax0983-23-0849 

ハローワーク高鍋 

 ※ 面接にはハローワークが発行する紹介状が必要です。 

月給 普通自動車免許ＡＴ
(1) 8時00分～17時00分

45060- 2976691 就業場所

月給 保育士
(1) 8時30分～17時00分 正看護師
(2) 7時00分～15時30分 准看護師
(3)10時30分～19時00分 保育補助2年以上経験者

45060- 2978491 就業場所

月給 普通自動車免許一種
(1) 8時25分～17時10分

45060- 2953891 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- 2955591 就業場所

月給
(1) 8時30分～17時00分 普通自動車免許ＡＴ
(2) 7時30分～16時00分
(3) 9時30分～18時00分

(4)17時00分～ 8時00
45060- 2956191 就業場所

月給 変形（１ヶ月単位） 普通自動車免許一種
(1) 8時00分～17時00分

45060- 2961791 就業場所

月給 変形（１ヶ月単位） 普通自動車免許一種
(1) 8時00分～17時00分

45060- 2962891 就業場所

月給
(1) 8時00分～17時00分

45060- 2965191 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 准看護師
(2)16時00分～ 9時00分 普通自動車免許ＡＴ
(3) 7時00分～16時00分

(4)10時00分～19時00
45060- 2967391 就業場所 (5) 9時00分～18時00

月給 変形（１年単位） フォークリフト及び
(1) 8時00分～17時00分 　　　　　車両系

45060- 2968691 就業場所

月給 普通自動車免許一種
(1) 8時30分～17時15分

45060- 2970891 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)

◎この求人情報紙『お仕事さがし！こゆ・さいと』は、管内市町村役場 (川南町、木城町、新富町、高鍋町、都農町、西米良村、西都市) のご協力の下、それぞれの役場のホームページ上でもご覧いただけます。

◎また、この情報紙は、次のスーパーマーケットのご協力により店舗内に置かせて頂いておりますので、ご利用ください。（＊面接にはハローワークが発行する紹介状が必要です）

　　　　　コープみやざき高鍋店　　　ながの屋高鍋店　　　マックスバリュ高鍋店・西都店　　　うめこうじ西都店

◎是非、ハローワーク高鍋（西都市雇用情報センター）へお出でください！

 　☞事業所の画像情報を見ることが出来ます
　　　　ハローワークにある求人検索機 (ご希望の求人票を探すことが出来るパソコンです) で求人票を探される場合に、全てではありませんが事業所の画像情報を見ることが出来ます。求人票画面で「事業所情報
表示」というボタンがあれば押してみて下さい。事業所外観・内観、作業風景や製造している商品等を見ることが出来ます。
　 ☞詳しい求人内容を確認できます
　　　　求人検索機に、この求人情報紙の「求人者名」にある４５０６０等で始まる求人番号を入力すると、より詳しい求人条件などが書かれた求人票をご覧になれます。（プリントしてお持ち帰りも可能です）
　　　※求人検索機のご利用方法がおわかりにならない場合は、お気軽に受付でお尋ねください。

営業（宮崎県）（化学肥料、培
土、農業用資材の販売）

南九州化学工業　株式会社 ◯化学肥料、培土、農業用資材
の販売業務全般
・会社が製造する化学肥料等を
九州一円のＪＡ組織に営業展

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蚊口浦５０

２９

廃棄物処理機械オペレーター【ト
ライアル併用求人】

有限会社　山下商事 ○廃棄物処理機械オペレーター
業務。
・廃棄物処理の機械操作があり
ますが指導しますので安心し

雇用・労
災・健康・
厚生

不問
149,600円～
167,200円雇用期間の定めなし 宮崎県児湯郡川南町大字川南４５９

２－１

正又は准看護師／有料老人
ホーム

株式会社　兒玉 ○有料老人ホーム入所者の方の
健康管理や服薬管理等の看護
業務をしていただきます。（利
用者定員４５人）

雇用・労
災・健康・
厚生

不問
175,300円～
184,500円雇用期間の定めなし 宮崎県児湯郡新富町大字上富田３８

０５番地
宮崎県児湯郡新富町

一般事務（畜産課） 西都農業協同組合 ・パソコン（ワード、エクセ
ル）を使った文書入力や文書発
送。
・データ等の入力から出力（専

雇用・労
災・健康・
厚生

不問
121,920円～
121,920円雇用期間の定めあり（4ヶ月

以上）

宮崎県西都市大字右松２０７１番地

宮崎県西都市

林業作業員：経験者 株式会社　ＳＡＳＡＫＩ　Ｆ
ＯＲＥＳＴＲＹ

○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４７３

９番地６
宮崎県内

林業作業員：未経験者 株式会社　ＳＡＳＡＫＩ　Ｆ
ＯＲＥＳＴＲＹ

○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４７３

９番地６
宮崎県内

一般事務 医療法人社団　聖山会　川南
病院

○書類作成、データ入力。
○備品管理。
○送迎（普通車）。
＊詳細は面接時に説明します。

雇用・労
災・健康・
厚生

不問
167,100円～
181,600円雇用期間の定めなし 宮崎県児湯郡川南町大字川南１８１

５０－４７

配管工【トライアル併用求
人】

有限会社　三原設備 ◯民間から公共機関の水道管の
布設工事作業。
・旧水道管の取り替え作業、新
築工事等

雇用・労
災・健康・
厚生

不問
160,000円～
160,000円雇用期間の定めなし 宮崎県児湯郡川南町大字川南１３８

８６－３

地域支援事務員 社会福祉法人　高鍋町社会福
祉協議会

◯地域支援事務全般
・団体事務局業務
・あんしんサポート事務業務
・社協塾事務業務

雇用・労
災・健康・
厚生

不問
131,000円～
165,000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３０
０番地

宮崎県児湯郡高鍋町

保育士
（０歳～５歳までの保育）

社会福祉法人稚児ヶ池福祉会
穂北保育園

０歳～５歳児の保育補助全般。
（定員５０名）
・送迎バス乗車なし。
・パソコン使用なし。

雇用・労
災・健康・
厚生

不問
180,600円～
195,000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２５８８

鉄筋工 有限会社　吉川鉄筋 ○鉄筋加工組み立て作業業務全
般。
・鉄筋工工場にて鉄筋加工業
務。

雇用・労
災・健康・
厚生

不問
185,250円～
296,400円雇用期間の定めなし 宮崎県児湯郡都農町大字川北１７５

８８番地


