
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 変形（１ヶ月単位） 大型自動車免許一種
(1) 7時45分～16時45分

45060- 3335591 就業場所

時給

45060- 3339691 就業場所

時給 普通自動車免許ＡＴ
(1) 8時30分～10時00分
(2)15時30分～17時00分

45060- 3340491 就業場所

時給
(1) 9時00分～16時00分
(2) 9時00分～15時00分

45060- 3310191 就業場所

時給
(1) 9時00分～15時00分
(2) 9時00分～16時00分

45060- 3312391 就業場所

時給

45060- 3313691 就業場所

時給 普通自動車免許ＡＴ

45060- 3314991 就業場所

時給 普通自動車免許ＡＴ

45060- 3315491 就業場所

時給 特定曜日のみ(2)(3)
(1) 9時00分～19時00分
(2) 9時00分～13時00分

45060- 3317891 就業場所

時給
(1) 9時00分～12時00分
(2)13時00分～16時00分

45060- 3321691 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～17時30分

45060- 3322991 就業場所

時給
(1) 9時00分～16時00分

45060- 3326291 就業場所

時給 普通自動車免許ＡＴ
(1) 8時00分～12時00分

45060- 3327591 就業場所

時給 薬剤師

45060- 3292091 就業場所

時給
(1) 9時00分～15時30分

45060- 3296491 就業場所

時給
(1) 8時00分～13時00分

45060- 3300291 就業場所

時給 普通自動車免許二種

45060- 3271791 就業場所

宮崎県児湯郡新富町大字上富田４３４
番地

 9時00分～18時00分の
間の4時間程度

（パート） 8月26日号
年齢
・

指針
仕事の内容・就業場所

出荷業務担当【急募】 株式会社　ヤミー・フードラボ ◯受注後の出荷作業：商品を
ピックアップし、袋詰めをして
頂きます。
＊詳細は面接時に説明します。

雇用・労災
不問

800円～800円雇用期間の定めあり（4ヶ月以
上）

宮崎県児湯郡高鍋町大字南高鍋１００
３２－２

宮崎県児湯郡高鍋町

生コン車運転手 宮崎味岡生コンクリート株式会
社

◯生コンクリートの運搬業務。
（運搬エリア：宮崎市内、新富
町内）
＊詳細は面接時に説明します。

雇用・労
災・健康・
厚生

不問
1,070円～1,070

円雇用期間の定めあり（4ヶ月未
満）

送迎（じゅうじの家デイサービスセ
ンター）【急募】

社会福祉法人　石井記念　友愛
社

○デイサービス利用者（定員１
５名）の送迎
・朝と夕方の送迎（どちらかの
勤務でも相談可）

労災
不問

825円～825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

宮崎県児湯郡高鍋町

一般事務（税務謀） 高鍋町役場 
○税務課において一般事務全
般。
・窓口業務、電話対応等をして

雇用・労
災・健康・
厚生

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上江８４３７

宮崎県児湯郡高鍋町

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１４３２
－７

雇用・労
災・健康・
厚生

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上江８４３７

宮崎県児湯郡高鍋町

 8時00分～17時00分の
間の5時間程度

一般事務（町民生活課） 高鍋町役場 
○国民年金・戸籍・住民基本台
帳事務における事務補助をして
いただきます。

 9時00分～16時00分の
間の7時間程度

学校事務：妻北小・妻南小・穂北
小・穂北中のいずれか

西都市役所 ◯西都市立妻北小学校、妻南小
学校、穂北小学校、穂北中学校
のいずれかでの一般事務業務。
・学校の予算管理事務

雇用・労
災・健康・
厚生

不問

780円～780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

一般事務 西都市役所 ◯西都市教育委員会での一般事
務　業務。

・電話応対、来客応対、文書受

雇用・労
災・健康・
厚生

不問

780円～780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

宮崎県西都市

 8時00分～16時30分の
間の7時間程度

受付及び歯科助手 こころ歯科クリニック ◯受付にて会計・予約を中心と
した業務が主となります。
◯時間があれば器具の滅菌や準
備、片付けなども手伝って頂

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富田３丁目１９－
２

ハンドマッサージ（通所介護事
業所めいりん）

株式会社　九州ケアライン高鍋 ○通所介護におけるハンドマッ
サージ業務

　・ハンドマッサージのみの仕

労災
不問

780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６６４９
番地１２３ 又は 9時00分～16時00分

の間の3時間程度宮崎県児湯郡高鍋町

洗濯【仁の里】 社会福祉法人　善仁会 ○全施設利用者への洗濯全般業
務。
・約９０名分の洗濯（衣類・
シーツ等）

雇用・労災
不問

765円～765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

製造及び接客補助：土曜、日
曜、祝日のみ勤務

株式会社　ゲシュマック ○店舗内製造部門での惣菜調理
業務。
・調理
・パック詰め作業等

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２３０２
８

宮崎県児湯郡川南町

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

雇用・労災
不問

800円～850円雇用期間の定めなし 宮崎県児湯郡川南町大字川南２３０２
８

宮崎県児湯郡川南町

宮崎県児湯郡高鍋町

 9時00分～18時00分の
間の5時間程度

配達業務 株式会社　ゲシュマック ○自社製品を契約事業所へ配達
して頂きます。
（配達エリア：川南町、高鍋
町）

切干大根等の袋詰（本社） 株式会社　山本勘一商店 ○切干大根、椎茸、お茶の加
工、選別、袋詰作業。
・異物混入、品質検査。
・切干大根が主になります。

雇用・労災
不問

762円～762円雇用期間の定めあり（4ヶ月以
上）

宮崎県西都市御舟町１丁目４６番地

宮崎県西都市

店舗スタッフ セブン・イレブン　新富三納代
店

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

雇用・労災
不問

790円～790円雇用期間の定めなし 宮崎県児湯郡新富町大字三納代１８８
４－４

 8時00分～14時00分の
間の4時間程度

タクシー乗務員 有限会社　あい交通 ○タクシー乗務業務全般。
（エリア：主に都農町、川南
町）
・お客様を乗せて目的地までお

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４７９８
番地２

宮崎県児湯郡新富町

 ℡ 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。 



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26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
(1)13時00分～17時00分

45060- 3301591 就業場所

時給
(1)17時00分～22時00分

45060- 3302191 就業場所

時給
(1)22時00分～ 8時00分

45060- 3303091 就業場所

時給
(1)13時00分～18時00分

45060- 3304391 就業場所

時給
(1) 9時00分～16時00分 普通自動車免許一種

45060- 3305691 就業場所

時給

45020- 5073691 就業場所

時給 普通自動車免許ＡＴ

21010-30233791 就業場所

時給
(1) 8時00分～13時00分

45010-20071991 就業場所

時給 普通自動車免許ＡＴ

45020- 5013191 就業場所

時給

45060- 3287991 就業場所

時給 普通自動車免許ＡＴ

45060- 3288491 就業場所

時給
(1)21時30分～ 0時30分

45060- 3289791 就業場所

時給

45060- 3290591 就業場所

時給
(1) 8時50分～14時00分
(2)17時50分～23時00分

40180-14535291 就業場所

時給 中型自動車免許一種以上
(1)13時00分～17時00分

45060- 3262791 就業場所

時給

45060- 3266191 就業場所

時給 普通自動車免許ＡＴ
(1) 9時30分～15時30分

45060- 3273291 就業場所

店舗スタッフ セブン・イレブン　新富三納代
店

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

雇用・労災
不問

790円～790円雇用期間の定めなし 宮崎県児湯郡新富町大字三納代１８８
４－４

宮崎県児湯郡新富町

店舗スタッフ セブン・イレブン　新富三納代
店

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

雇用・労災
不問

790円～790円雇用期間の定めなし 宮崎県児湯郡新富町大字三納代１８８
４－４

宮崎県児湯郡新富町

店舗スタッフ（夜勤専門） セブン・イレブン　新富三納代
店

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

雇用・労災
18歳
以上

790円～790円雇用期間の定めなし 宮崎県児湯郡新富町大字三納代１８８
４－４

宮崎県児湯郡新富町

店舗スタッフ セブン・イレブン　新富三納代
店

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

雇用・労災
不問

790円～790円雇用期間の定めなし 宮崎県児湯郡新富町大字三納代１８８
４－４

宮崎県児湯郡新富町

一般事務 坂元和紀税理士事務所 １、パソコンにて仕訳伝票及び
現金出納帳、預金通帳のデータ
入力事務。


雇用・労災
不問

1,050円～1,150
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１３５０
９－４０

 12時30分～18時00分
の間の3時間以上

店内接客、販売（高鍋町） 有限会社　木村仏具店 ＊主に店内における接客がメイ
ンですが、商品の在庫
チェック、店内のお掃除等も
行って頂きます。

労災
不問

800円～880円雇用期間の定めなし 宮崎県延岡市日の出町２丁目１の４

西都警察署より委託された車庫
証明の現地調査

株式会社　チュウカン ○宮崎県内の警察署からの業務
委託により、自動車保管場所の
現地調査及び同報告書の作成


労災
不問

800円～850円雇用期間の定めあり（4ヶ月以
上）

岐阜市六条福寿町９番６号

宮崎県西都市

宮崎県児湯郡高鍋町

 9時00分～18時00分の
間の4時間以上

マッサージスタッフ及び見習い（木
城温泉館、めいりんの湯）

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

労災
不問

800円～800円雇用期間の定めなし 宮崎県延岡市旭町１丁目４－１２

雇用・労災
不問

762円～762円雇用期間の定めあり（4ヶ月以
上）

宮崎県宮崎市花ヶ島町鴨ノ丸８２９番
地１

宮崎県児湯郡川南町

宮崎県児湯郡木城町・高鍋

 10時00分～22時00分
の間の6時間程度

店員（惣菜部門）／ＪＡＯ（川
南店）

株式会社　エーコープみやざき 店内の惣菜部門における業務全
般を行います。
・惣菜商品づくり（下ごしら
え、揚げる、煮る、焼く等）、

 8時00分～17時00分の
間の6時間以上

温泉受付スタッフ 株式会社　日南　妻湯 ○西都市にある源泉かけ流し温
泉「妻湯」の受付スタッフ
・妻湯の受付
・レジ操作

雇用・労災
不問

830円～850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６８７－５

ルート配送（レンタル商品交換
等）及び清掃

株式会社　はまゆう ○お客様を訪問し、レンタル商
品の交換業務。
（エリア：児湯郡）
＊曜日ごとのエリアがありま

雇用・労災
不問

950円～950円雇用期間の定めなし 宮崎県児湯郡高鍋町大字南高鍋９４２

 9時30分～21時30分の
間の4時間程度

温泉の清掃スタッフ 株式会社　日南　妻湯 ○西都市にある源泉かけ流し温
泉「妻湯」内にあるレストラン
のホールスタッフ
・レジ、オーダー

雇用・労災
不問

880円～880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６８７－５

労災
不問

1,100円～1,100
円雇用期間の定めあり（4ヶ月以

上）

宮崎県西都市大字調殿６８７－５

 9時30分～21時30分の
間の5時間

温泉の清掃スタッフ 株式会社　日南　妻湯 ○西都市にある源泉かけ流し温
泉「妻湯」の清掃スタッフ
・館内の清掃
・浴室内の清掃等

販売スタッフ
（ドラッグイレブン都農店）

ＪＲ九州ドラッグイレブン　株
式会社

・接客販売
・レジ業務
・清掃業務
・荷出しなど店内業務全般

労災
不問

765円～765円雇用期間の定めなし 福岡県大野城市川久保１丁目２番１号

宮崎県児湯郡都農町

宮崎県児湯郡高鍋町

 7時30分～18時00分の
間の6時間程度

集荷及び配送 有限会社　スト－ク運輸 ○会社から三財のＪＡ西都で野
菜の集荷をして会社まで
◯会社から国富にニラ集荷～会
社まで

労災
不問

762円～762円雇用期間の定めなし 宮崎県児湯郡新富町大字伊倉１３３７
番地

保育補助（送迎バス乗務及び保
育補助）

学校法人　宮崎カトリック学園　高
鍋カトリック聖母幼稚園

１．送迎バス乗務業務
　　保護者から園児を預かり安
全にイスに座らせ幼稚園に送
り、帰りは園児を再びバスに乗

雇用・労災
不問

850円～900円雇用期間の定めあり（4ヶ月以
上）

宮崎県児湯郡高鍋町大字北高鍋７５５
－１

宮崎県児湯郡新富町

生活支援員・職業指導員 株式会社　ｏｒｂ ○ご利用者の方に対する生活支
援、職業指導を担当して頂きま
す。（定員：２０名）
○送迎（エリア：児湯郡、西都

雇用・労災
不問

850円～850円雇用期間の定めなし 宮崎県児湯郡川南町大字川南１７７０
２－３４



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
(1)10時00分～19時00分

43010-30104091 就業場所

月給
(1) 7時00分～16時00分

45060- 3333891 就業場所

月給 変形（１ヶ月単位） 普通自動車免許一種
(1) 7時45分～16時45分

45060- 3334291 就業場所

月給 変形（１ヶ月単位） 普通自動車免許ＡＴ
(1) 8時15分～17時00分
(2) 7時00分～15時45分
(3)10時15分～19時00分
(4)16時00分～ 9時30分

45060- 3336191 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- 3337091 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 正看護師

介護福祉士
准看護師
ケアマネージャー

45060- 3338391 就業場所

月給 変形（１年単位）
(1) 8時30分～17時30分

45060- 3341791 就業場所

月給 保育士
(1) 7時00分～16時00分
(2) 7時45分～16時45分
(3) 8時30分～17時30分
(4)9時00分～18時00分

45060- 3342891 就業場所 (5)10時00分～19時00分

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
(2) 8時30分～17時30分
(3) 9時00分～18時00分
(4)9時30分～18時30分

45060- 3344591 就業場所 (5)8時00分～12時00分

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

40180-14695991 就業場所

月給 保健師
(1) 8時25分～17時10分 正看護師

准看護師
普通自動車免許ＡＴ

45060- 3311091 就業場所

月給 特定曜日のみ(2)(3)
(1) 9時00分～19時00分
(2) 9時00分～13時00分

45060- 3316791 就業場所

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

45060- 3318291 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- 3319591 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- 3320391 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55分

45060- 3323491 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)

加工機の操作 有限会社　シンコーエンジニア
リング

○機械を使って金属部品を作る
仕事です。
＊未経験の方でも丁寧に指導し
ます。

雇用・労
災・健康・
厚生

40歳
以下 135,000円～

245,000円雇用期間の定めなし 宮崎県児湯郡川南町大字川南字名貫２
０２２２－４

自動車整備士（無資格者） 有限会社　都農ホンダ販売 ◯車両の整備業務全般。
・小型・普通自動車主体。
・車検整備、定期点検整備、一
般点検整備の業務。

雇用・労
災・健康・
厚生

30歳
以下 135,000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５４７０
－３

宮崎県児湯郡都農町

営業職 有限会社　都農ホンダ販売 ◯車の営業、販売業務
・お客様宅訪問・郵送・電話対
応等
・お客様のご自宅、勤務先への

雇用・労
災・健康・
厚生

不問
145,000円～
205,000円雇用期間の定めなし 宮崎県児湯郡都農町大字川北５４７０

－３
宮崎県児湯郡都農町

自動車整備士（資格者） 有限会社　都農ホンダ販売 ◯車両の整備業務全般。
・小型・普通自動車主体。
・車検整備、定期点検整備、一
般点検整備の業務。

雇用・労
災・健康・
厚生

不問
145,000円～
205,000円雇用期間の定めなし 宮崎県児湯郡都農町大字川北５４７０

－３
宮崎県児湯郡都農町

受付及び歯科助手 こころ歯科クリニック ◯受付にて会計・予約を中心と
した業務が主となります。
◯時間があれば器具の滅菌や準
備、片付けなども手伝って頂

雇用・労
災・健康・
厚生

不問
132,000円～
170,000円雇用期間の定めなし 宮崎県児湯郡新富町富田３丁目１９－

２

介護認定調査員 高鍋町役場 
○認定申請者の自宅を訪問し、
心身状況についての調査を
していただきます。

雇用・労
災・健康・
厚生

不問
168,000円～
168,000円雇用期間の定めあり（4ヶ月以

上）

宮崎県児湯郡高鍋町大字上江８４３７

宮崎県児湯郡高鍋町

ルート配送（児湯郡） 株式会社　九州児湯フーズ スーパー・精肉店への納入（鶏
肉）

エリア：主に宮崎

雇用・労
災・健康・
厚生・財形

不問
200,766円～
245,000円雇用期間の定めなし 福岡県太宰府市水城１－２５－５

宮崎県児湯郡川南町

正・准看護師（産休・育休代替
職員）

おおやまこどもクリニック ○小児科医での外来看護業務全
般
・医師の診療、検査の介助
・問診、検査、採血

雇用・労
災・健康・
厚生

不問
150,000円～
210,000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西２丁目２番
地１

保育士（にっしん保育園） 社会福祉法人　石井記念　友愛
社

○未満児（０～２歳児・定員５
０名）の保育全般。
・就業時間については、ロー
テーションを組みますが（３）

雇用・労
災・健康・
厚生

不問
168,960円～
176,000円雇用期間の定めあり（4ヶ月以

上）

宮崎県児湯郡木城町大字椎木６４４－
１

宮崎県児湯郡高鍋町

生産管理スタッフ【トライアル
併用求人】【急募】

株式会社　サイト ○生産管理事務全般業務。
・データ入力等。
・ネームマシーン使用


雇用・労
災・健康・
厚生

不問
138,667円～
147,333円雇用期間の定めなし 宮崎県西都市大字鹿野田２６６２

宮崎県西都市

管理職（じゅうじの家デイサー
ビスセンター）

社会福祉法人　石井記念　友愛
社

○デイサービス管理者業務
・事務、給与関係、行政機関へ
の手続き、人事管理
○デイサービス利用者（定員１

雇用・労
災・健康・
厚生

不問
182,926円～
212,000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

宮崎県児湯郡高鍋町

林業作業員【トライアル併用求
人】

株式会社　英代産業 ◯山林で伐採及び木寄せ造林、
木材運搬作業。
◯現場によっては重機にて作業
道を造り、その付随作業や傾

雇用・労
災・健康・
厚生

49歳
以下 180,000円～

240,000円雇用期間の定めなし 宮崎県児湯郡都農町大字川北１５２９
１－１

宮崎県児湯郡・西都市・県北地域

生活支援員（西都） 社会福祉法人　晴陽会 ○入所者の食事、入浴等の生活
一般援助業務
（施設定員８０名）
　その他付随業務

雇用・労
災・健康・
厚生・財形

不問
176,800円～
225,000円雇用期間の定めなし 宮崎県西都市大字右松３２９２－３３

宮崎県児西都市

生コンクリート製造係 宮崎味岡生コンクリート株式会
社

◯コンクリートの製造及び設備
管理業務。
　出荷係よりデータが端末に入
り、機械操作をクリックして

雇用・労
災・健康・
厚生

40歳
以下 155,000円～

200,000円雇用期間の定めなし 宮崎県児湯郡新富町大字上富田４３４
番地

放血作業又は懸鳥作業 中尾産業 ○放血作業：生きた鳥の首を
ローラーに入れる作業及び検査
の作業になります。
・ライン作業で座り作業になり

雇用・労
災・健康・
厚生

不問
182,500円～
222,500円雇用期間の定めなし 宮崎県児湯郡新富町大字新田６１８１

番地８
宮崎県児湯郡新富町

（一般） 8月26日号
年齢
・

指針
仕事の内容・就業場所

ドコモショップでの接客・販売（紹
派）／宮崎県児湯郡

株式会社　ミリオンネットワー
ク

ドコモショップ内での窓口受付
業務
・携帯電話等の販売
・料金のお支払受付

雇用・労災
不問

189,200円～
206,400円雇用期間の定めあり（4ヶ月未

満）

熊本県熊本市東区渡鹿８丁目１２番１
８号

宮崎県児湯郡高鍋町

 ℡ 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。 



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26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 変形（１ヶ月単位） 正看護師
(1) 8時00分～17時30分
(2) 8時30分～18時00分
(3) 9時00分～18時30分
(4) 8時30分～12時00分

45060- 3328191 就業場所

月給 変形（１ヶ月単位） 准看護師
(1) 8時00分～17時30分
(2) 8時30分～18時00分
(3) 9時00分～18時30分
(4) 8時30分～12時00分

45060- 3329091 就業場所

月給 変形（１ヶ月単位） 正看護師
(1) 8時00分～17時30分
(2) 8時30分～18時00分
(3) 9時00分～18時30分
(4) 8時30分～12時00分

45060- 3330991 就業場所

月給 変形（１ヶ月単位） 准看護師
(1) 8時00分～17時30分
(2) 8時30分～18時00分
(3) 9時00分～18時30分
(4) 8時30分～12時00分

45060- 3331491 就業場所

月給 変形（１ヶ月単位） 大型自動車免許一種
(1) 7時00分～16時00分

45060- 3291191 就業場所

年俸 特定曜日のみ(2)(3) 薬剤師
(1) 9時00分～18時00分
(2) 9時00分～12時30分

45060- 3293391 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

45060- 3294691 就業場所

月給
(1) 8時00分～17時00分 普通自動車免許一種

45060- 3295991 就業場所

月給 普通自動車免許一種
(1) 8時00分～17時10分

45060- 3297791 就業場所

月給 変形（１ヶ月単位） 普通自動車免許ＡＴ
(1) 8時00分～17時00分 介護福祉士
(2) 8時30分～17時30分 ホームヘルパー２級以上
(3)10時00分～19時00分 介護職員初任者研修
(4)17時00分～ 9時00分

45060- 3298891 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- 3299291 就業場所

月給 特定曜日のみ(2)(3)
(1) 8時00分～17時00分
(2) 9時00分～18時00分 普通自動車免許ＡＴ
(3) 9時00分～12時00分

45060- 3306991 就業場所

月給
(1) 8時00分～17時00分

45060- 3307491 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- 3275191 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 中型自動車免許一種

45060- 3276091 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

45060- 3277391 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)

大型運転手（１０トン～１５ト
ン）【急募】

有限会社　黒木運輸 ○大型車（１０トン～１５ト
ン）により九州管内への貨物輸
送。
・輸送貨物は主に肥料、飼料、

雇用・労
災・健康・
厚生

不問
200,000円～
270,000円雇用期間の定めなし 宮崎県児湯郡川南町大字川南５１９９

－２１０

運転手（４トン）【急募】 有限会社　黒木運輸 ○４トン車により九州管内への
貨物輸送。
・輸送貨物は主に肥料、飼料、
その他。

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 宮崎県児湯郡川南町大字川南５１９９

－２１０

電気工事及び空調工事 荒木電機店 ◯公共事業７０％、民間事業３
０％の割合で電気工事及び空
調工事に着手しています。
・電気工事作業及び空調工事作

35歳
以下 150,000円～

200,000円雇用期間の定めなし 宮崎県西都市大字都於郡町５６０７番
地

工場内工作機械オペレーター 株式会社　翔永鋼業 ◯サッシ、ドア等の製造の為の
鋼板を薄板加工したり、曲げ
たりたりします。
＊立ち仕事の機械操作になりま

雇用・労
災・健康・
厚生

30歳
以下 180,000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１５６７
２

経理事務 株式会社　デイリーマーム　ママンマ
ルシェ　ＴＡＫＡＮＡＢＥ

○経理事務業務
　将来的に管理業務も従事して
いただきます
・伝票管理

雇用・労
災・健康・
厚生

30歳
以下 180,000円～

230,000円雇用期間の定めなし 宮崎県児湯郡高鍋町大字持田５６５４
－１

宮崎県児湯郡高鍋町・宮崎市

配送及び検針 宇都宮ガス　有限会社 〇プロパンガスの配送及び交換
業務
　社用車は２トントラック（Ｍ
Ｔ車）です。配送エリアは、

雇用・労
災・健康・
厚生

35歳
以下 170,000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

宮崎県児湯郡高鍋町

介護職（本館）【トライアル併
用求人】

特定非営利活動法人こすもすの里
グループホームこすもす

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

雇用・労
災・健康・
厚生

不問
169,000円～
192,000円雇用期間の定めなし 宮崎県児湯郡木城町大字椎木４００７

－２

品質管理 株式会社　花菱塗装技研工業
新富支店

自動車関連部品
１、塗装部品の外観検査、試験
検査に伴う品質管理
２、顧客要求事項に伴う資料作

雇用・労
災・健康・
厚生・財形

不問
150,000円～
190,000円雇用期間の定めなし 宮崎県児湯郡新富町大字上富田２３７

０
宮崎県児湯郡新富町

農作業員 黒木園芸（黒木孝幸） ○ハウスでの大玉トマト・ミニ
トマトの専業農家で育苗、
　接木、定植等から収穫作業
迄の一連の作業。

雇用・労災
不問

142,875円～
142,875円雇用期間の定めなし 宮崎県児湯郡都農町大字川北２１４５

番地
宮崎県児湯郡都農町

大型ダンプ運転手（１０トン） 株式会社　高鍋運送 ○大型ダンプ運転にて土砂等の
運搬業務主体となります。
（運搬範囲は宮崎県内で公共事
業関係がほとんどです）

雇用・労
災・健康・
厚生

不問
184,000円～
190,900円雇用期間の定めなし 宮崎県児湯郡高鍋町大字持田６２９７

－３
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・健康・
厚生

不問
458,400円～
500,000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

大型自動車運転手 株式会社　藤東Ｅライン ○集卵及び卵の運搬業務（１０
ｔトラック）が主となります
＊運搬範囲：児湯管内の養鶏農
場～新富ＧＰセンター

雇用・労
災・健康・
厚生

不問
230,000円～
230,000円雇用期間の定めなし 宮崎県児湯郡新富町富田南２丁目２２

番地
宮崎県児湯郡新富町

准看護職（鈴山荘） 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８８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

正看護職（鈴山荘） 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８８名）
・食事介助、入浴介助、排泄介
助等

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下富田６２９

－５
宮崎県児湯郡高鍋町

准看護職（しんとみ希望の里） 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５４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

宮崎県児湯郡新富町

正看護職（しんとみ希望の里） 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５４名）
・食事介助、入浴介助、排泄介
助等

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下富田６２９

－５
宮崎県児湯郡新富町



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26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 変形（１ヶ月単位） 大型自動車免許一種
(1) 8時00分～17時00分 牽引免許（一種）

45060- 3278691 就業場所

月給 変形（１週間単位非定型的） 保育士
(1) 7時00分～16時00分 幼稚園教諭免許
(2) 8時00分～17時00分
(3) 8時30分～17時30分
(4) 9時00分～18時00分

45060- 3279991 就業場所 (5) 9時30分～18時30分

月給 変形（１週間単位非定型的） 准看護師
(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
(4) 9時00分～18時00分

45060- 3280891 就業場所 (5) 9時30分～18時30分

月給 変形（１週間単位非定型的） 正看護師
(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
(4) 9時00分～18時00分

45060- 3281291 就業場所 (5) 9時30分～18時30分

月給 特定曜日のみ(2)(3) 正看護師
(1) 8時30分～18時00分 准看護師
(2) 8時30分～12時30分

45060- 3282591 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)17時00分～ 8時00分 普通自動車免許ＡＴ

介護職員初任者研修修了者

45060- 3283191 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) 8時00分～17時00分 介護職員初任者研修修了者
(3)10時00分～19時00分
(4)17時00分～ 8時00分

45060- 3284091 就業場所

月給 交替制あり
(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)10時00分～19時00分

45060- 3285391 就業場所

月給 変形（１ヶ月単位）
(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)10時00分～19時00分
(4)17時00分～ 8時00分

45060- 3286691 就業場所

月給 普通自動車免許一種
(1) 7時00分～17時00分 中型自動車免許一種以上

フォークリフト技能者

45060- 3261491 就業場所

月給 大型特殊自動車一種
(1) 7時00分～17時00分 フォークリフト技能者

45060- 3263891 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 介護職員初任者研修修了者
(2) 8時00分～17時00分 ホームヘルパー１級
(3)10時00分～19時00分
(4)17時00分～ 9時00分

45060- 3264291 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- 3265591 就業場所

月給 変形（１年単位） 幼稚園教諭免許
保育士

45060- 3267091 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～18時00分 普通自動車免許取得2年以上
(2) 9時00分～13時00分

45060- 3268391 就業場所

月給 変形（１ヶ月単位） 普通自動車免許二種
(1) 8時00分～ 0時00分
(2)10時00分～ 2時00分
(3)19時00分～10時00分

45060- 3270491 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)

タクシー乗務員 有限会社　あい交通 ○タクシー乗務業務全般。
（エリア：主に都農町、川南
町）
・お客様を乗せて目的地までお

雇用・労
災・健康・
厚生

不問
159,258円～
159,258円雇用期間の定めなし 宮崎県児湯郡都農町大字川北４７９８

番地２
宮崎県児湯郡都農町

教習指導員見習又は教習指導員 高鍋産業　株式会社（高鍋自動
車学校）

○送迎、事務をしながら教習指
導員を目指します。
○資格取得後は教習指導員とし
て初心運転者の育成。

雇用・労
災・健康・
厚生

21歳～
50歳 151,000円～

245,000円雇用期間の定めなし 宮崎県児湯郡高鍋町大字持田１７００

宮崎県児湯郡高鍋町

幼稚園教諭 学校法人　宮崎カトリック学園　高
鍋カトリック聖母幼稚園

○園児の保育業務全般。
　

＊土曜日はローテーションによ

雇用・労
災・健康・
厚生

不問
177,000円～
249,700円雇用期間の定めなし 宮崎県児湯郡高鍋町大字北高鍋７５５

－１
宮崎県児湯郡高鍋町

 7時30分～18時30分の間の8時間程度

養豚飼養管理 有限会社　佐藤ファーム ○分娩舎、親豚・仔豚の飼養管
理。
○仔豚育成舎の飼養管理。
○肥育豚の飼養管理。

雇用・労
災・健康・
厚生

35歳
以下 180,000円～

350,000円雇用期間の定めなし 宮崎県児湯郡高鍋町大字南高鍋５５７
－５

介護職【介護付き有料老人ホー
ムすみれ】

株式会社　作松　　すみれ ○入居者（４０名）主に要介護
度（１）～（５）の日常生活
等の支援業務全般。
・食事介助、排泄介助、入浴介

雇用・労
災・健康・
厚生

不問
133,000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１６１３

８番１２
宮崎県児湯郡川南町

１０トントラック運転手 有限会社　スト－ク運輸 ○九州管内の市場配送（青果物
等）
（社用車：１０トントラック
ＭＴタイプ）

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 宮崎県児湯郡新富町大字伊倉１３３７

番地
宮崎県児湯郡新富町

４トントラック運転手 有限会社　スト－ク運輸 ○九州管内の市場配送（青果物
等）
（社用車：４トントラック　Ｍ
Ｔタイプ）

雇用・労
災・健康・
厚生

不問
150,000円～
200,000円雇用期間の定めなし 宮崎県児湯郡新富町大字伊倉１３３７

番地
宮崎県児湯郡新富町

介護業務（パート、夜勤あり） 特定非営利活動法人　仁秀会（グ
ループホーム　たいよう）

○グループホームにて認知症高
齢者が少人数（入居者９名）
により家庭的な雰囲気の中で、
穏やかな時間の流れを楽し　み

雇用・労
災・健康・
厚生

18歳
以上 142,200円～

145,200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

介護業務（夜勤なし） 特定非営利活動法人　仁秀会（グ
ループホーム　たいよう）

○グループホームにて認知症高
齢者が少人数（入居者９名）
により家庭的な雰囲気の中で、
穏やかな時間の流れを楽し　み

雇用・労
災・健康・
厚生

不問
156,000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

介護業務（正社員：夜勤あり） 特定非営利活動法人　仁秀会（グ
ループホーム　たいよう）

○グループホームにて認知症高
齢者が少人数（入居者９名）
により家庭的な雰囲気の中で、
穏やかな時間の流れを楽し　み

雇用・労
災・健康・
厚生

18歳
以上 173,000円～

181,000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

介護業務（夜勤専門） 特定非営利活動法人　仁秀会（グ
ループホーム　たいよう）

○グループホームにて認知症高
齢者が少人数（入居者９名）
により家庭的な雰囲気の中で、
穏やかな時間の流れを楽し　み

雇用・労
災・健康・
厚生

18歳
以上 166,000円～

207,000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

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。　
・医療器具等の準備、補助。
・受付け業務補助。
・その他、附随業務あり。

雇用・労
災・健康・
厚生

59歳
以下 155,000円～

165,000円雇用期間の定めなし 宮崎県西都市大字三宅２９４９番地

宮崎県西都市

正看護師（のゆり保育園） 社会福祉法人　石井記念　友愛
社

０歳児～５歳児までの健康管理
全般。
（現在の園児数４５名）
０歳児の保育補助

雇用・労
災・健康・
厚生

不問
200,200円～
200,200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

准看護師（のゆり保育園） 社会福祉法人　石井記念　友愛
社

０歳児～５歳児までの健康管理
全般。
（現在の園児数４５名）
０歳児の保育補助

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

宮崎県西都市

保育士（のゆり保育園） 社会福祉法人　石井記念　友愛
社

０歳児～５歳児までの保育補助
全般。
（現在の園児数４５名）


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

宮崎県西都市

大型トレーラー運転手【急募】 有限会社　黒木運輸 ○大型トレーラー車により貨物
を輸送する。
・輸送荷物は主に肥料・フレコ
ン・木材その他。

雇用・労
災・健康・
厚生

不問
300,000円～
370,000円雇用期間の定めなし 宮崎県児湯郡川南町大字川南５１９９

－２１０



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26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 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- 3272891 就業場所

月給 変形（１年単位）
(1) 8時00分～17時00分

45060- 3274591 就業場所

月給
(1) 8時30分～17時15分

45020- 5016691 就業場所

月給 変形（１年単位）
(1) 9時00分～18時00分

45040- 8872191 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)

直売店販売スタッフ 株式会社　ミヤチク ○直売店での商品の陳列、接客
販売。
○レジ業務
＊詳細は面接時に説明します。

雇用・労
災・健康・
厚生

不問
149,600円～
149,600円雇用期間の定めあり（4ヶ月以

上）

宮崎県都城市高崎町大牟田４２５１－
３

宮崎県児湯郡都農町

（派）製造ペレーター及び付随
する諸作業（川南町）

株式会社　ウイルテック　延岡
サポートセンター

＊リードフレーム装置の操作
＊エラー解除及び付随する作業
を行って頂きます。


雇用・労
災・健康・
厚生

不問
160,000円～
160,000円雇用期間の定めあり（4ヶ月未

満）

宮崎県延岡市桜ケ丘１丁目６９９－４

宮崎県児湯郡川南町

製品検査員【急募】 株式会社　マスオカ ◯工業用ゴムパッキンの製品検
査業務。
・大きさ）１ｃｍ～５ｃｍ、軽
い製品）

雇用・労
災・健康・
厚生

49歳
以下 140,000円～

167,000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

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


