
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) 9時30分～17時30分 普通自動車免許

45010-27422191 就業場所

月給
(1) 9時30分～17時30分 普通自動車免許

45010-27423091 就業場所

月給 交替制あり
(1) 8時30分～16時30分
(2)16時30分～ 0時30分
(3) 0時30分～ 8時30分

45010-27428791 就業場所

月給 変形（１年単位）
(1) 8時00分～16時40分

45010-27432391 就業場所

月給
(1) 8時00分～17時00分

45010-27435491 就業場所

月給
(1) 8時00分～17時00分

45010-27442991 就業場所

月給 変形（１年単位） フォークリフト運転技能者

(1) 8時00分～17時00分
(2)20時00分～ 5時00分

45010-27453891 就業場所

月給
(1) 9時00分～18時00分

45060- 4457891 就業場所

月給 普通自動車免許（ＡＴ限定）

(1) 8時30分～17時15分

45060- 4458291 就業場所

月給 普通自動車免許（ＡＴ限定）

(1) 8時00分～17時00分

45060- 4459591 就業場所

月給 変形（１ヶ月単位）
(1) 8時00分～18時00分
(2) 8時30分～18時00分
(3) 8時30分～12時30分
(4)18時00分～19時00

45060- 4460391 就業場所

月給 変形（１年単位） 普通自動車免許
(1) 8時30分～17時30分

45060- 4461691 就業場所

月給 変形（１年単位） 普通自動車免許
(1) 8時30分～17時30分 第二種電気工事士

第一種電気工事士

45060- 4462991 就業場所

月給 変形（１年単位） 普通自動車免許
(1) 8時30分～17時30分

45060- 4463491 就業場所

月給 変形（１年単位） フォークリフト運転技能者

(1) 8時00分～17時00分

45060- 4465891 就業場所

月給 変形（１年単位） 普通自動車第二種免許以上

(1) 7時00分～17時00分
(2) 8時00分～ 0時00分
(3) 9時00分～ 1時00分

45060- 4466291 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） 11月18日号
年齢
・

指針
仕事の内容・就業場所

洗車・清掃係／高鍋店 宮崎ダイハツ販売　株式会社 ・自動車ディーラーで自動車の
洗車、清掃などを行います。

・自動車の移動作業（構内な

雇用・労
災・健康・
厚生

不問
129,430円～
129,430円雇用期間の定めあり（4ヶ月以

上）

宮崎県宮崎市花ケ島町立毛１０８５番
地

宮崎県児湯郡高鍋町

洗車・清掃係／川南店 宮崎ダイハツ販売　株式会社 ・自動車ディーラーで自動車の
洗車、清掃などを行います。

・自動車の移動作業（構内な

雇用・労
災・健康・
厚生

不問
129,430円～
129,430円雇用期間の定めあり（4ヶ月以

上）

宮崎県宮崎市花ケ島町立毛１０８５番
地

宮崎県児湯郡川南町

半導体設備のメンテナンス／新
富町

日本物産情報通信　株式会社 半導体設備のメンテナンスのお
仕事です。



雇用・労
災・健康・
厚生

18歳
以上 156,600円～

156,600円雇用期間の定めあり（4ヶ月未
満）

宮崎県宮崎市淀川１丁目２番８号

宮崎県児湯郡新富町

卵の検品・出荷作業／児湯郡新
富町

日本物産情報通信　株式会社 ・卵の検品をするために機械に
セットするお仕事です
・他、商品のチェック、梱包、
出荷作業など

雇用・労
災・健康・
厚生

不問
139,930円～
139,930円雇用期間の定めあり（4ヶ月未

満）

宮崎県宮崎市淀川１丁目２番８号

宮崎県児湯郡新富町

漬物原料カット／児湯郡木城町 日本物産情報通信　株式会社 ・お漬物の原料となる大根の
カット作業

＊出張面接致しますので、お気

雇用・労
災・健康・
厚生

不問
127,322円～
127,322円雇用期間の定めあり（4ヶ月未

満）

宮崎県宮崎市淀川１丁目２番８号

宮崎県児湯郡木城町

野菜の収穫　選別・植え付け等
の作業／宮崎市

日本物産情報通信　株式会社 
・農業の収穫、送別、植え付け
等の作業になります。


雇用・労
災・健康・
厚生

不問
140,250円～
140,250円雇用期間の定めあり（4ヶ月未

満）

宮崎県宮崎市淀川１丁目２番８号

宮崎県児湯郡川南町

フォークリフト作業／児湯郡川
南町

株式会社　ＭＵＳＡＳＨＩ 大手メーカーでの運搬作業
・製品の運搬作業
・容器の原料の運搬


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

システムエンジニア／総務課 株式会社　さくら調剤薬局 ○ランディングページ・ホーム
ページ作成及び修正
○システムのトラブルの対処
（Ｗｉｎｄｏｗｓ１０・コピー

雇用・労
災・健康・
厚生

40歳
以下 250,000円～

250,000円雇用期間の定めなし 宮崎県西都市御舟町１丁目５７番地２

宮崎県西都市

生活保護ケースワーカー 西都市役所 ◯西都市福祉事務所において

・生活保護受給者に対しての相
談、援助等

雇用・公
災・健康・
厚生

不問
124,000円～
124,000円雇用期間の定めあり（4ヶ月未

満）

宮崎県西都市聖陵町２丁目１番地

内装工又は見習い 永建工業 〇主に宮崎県内での建設現場を
中心に壁、天井の施工業務。
　（外壁工事その他、施工を行
う場合あり）

25歳
以下 200,000円～

325,000円雇用期間の定めなし 宮崎県児湯郡新富町大字三納代２３４
３－２駅前ハウス２０１

宮崎県児湯郡新富町

事務職（医事業務） 医療法人　隆徳会　鶴田病院 ◯医事業務全般
・受付、窓口業務
・診療報酬請求業務
・健診業務、請求等

雇用・労
災・健康・
厚生・財形

59歳
以下 140,000円～

200,000円雇用期間の定めなし 宮崎県西都市御舟町１－７８

接客・調理 株式会社　ハマテック ◯主に平成３１年５／１オープ
ンしたキャンプ場での受付、
清掃、接客、客室の準備、食事
の配膳、電話対応、

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 宮崎県児湯郡西米良村大字村所２－２

７
宮崎県児湯郡西米良村

電気工事（西都営業所） 株式会社　ハマテック ○西都営業所での電気工事作業
全般。
・太陽光（メガソーラー）現場
管理。

雇用・労
災・健康・
厚生

不問
205,000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２－２

７
宮崎県西都市

林業作業員：重機オペレーター 株式会社　ハマテック ○西米良村での林業作業業務全
般
　・山林の抜木、伐倒、下刈り
作業

雇用・労
災・健康・
厚生

不問
200,000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２－２

７
熊本県八代市・西米良村

残渣処理作業員：宮崎くみあい
チキンフーズ内

有限会社　松本畜産 ○宮崎くみあいチキンフーズ株
式会社　川南食品工場内での
残渣処理作業。
・フォークリフトに乗り、残渣

雇用・労
災・健康・
厚生

不問
165,000円～
165,000円雇用期間の定めなし 宮崎県児湯郡新富町大字新田１９１５

４
宮崎県児湯郡川南町

タクシー乗務員 エムアール交通　株式会社 ◆タクシー乗務員業務。
・６日ローテーションのくり返
しになります。
＊詳細は面接時に説明します。

雇用・労
災・健康・
厚生

18歳
以上 147,000円～

157,000円雇用期間の定めなし 宮崎県児湯郡高鍋町大字高鍋町９０２
－２

 ℡ 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） 11月18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00分 准看護師
(2)17時00分～ 8時00分

45060- 4467591 就業場所

月給
(1) 8時00分～17時00分

45060- 4468191 就業場所

月給
(1) 8時00分～17時00分

45060- 4469091 就業場所

月給 変形（１年単位） 普通自動車免許（ＡＴ限定）

(1) 8時00分～17時00分

45060- 4470991 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- 2263891 就業場所

月給
(1) 8時00分～16時00分

45010-27285891 就業場所

月給
(1) 8時00分～17時00分

45010-27371491 就業場所

月給
(1) 8時00分～17時00分

45010-27375591 就業場所

月給 大型自動車免許
(1) 8時00分～17時00分

45060- 4440291 就業場所

月給
(1) 9時00分～18時30分
(2) 9時00分～16時30分
(3) 9時00分～13時00分

45060- 4441591 就業場所

月給 普通自動車免許
(1) 8時00分～17時00分

45060- 4442191 就業場所

月給 普通自動車免許
(1) 8時00分～18時00分

45060- 4410091 就業場所

月給 変形（１年単位）
(1) 8時00分～17時00分

45060- 4448791 就業場所

月給 交替制あり 保育士
(1) 8時30分～17時30分 精神保健福祉士
(2) 9時00分～18時00分 社会福祉士
(3) 9時30分～18時30分 教諭
(4)10時00分～19時00

45060- 4449891 就業場所

月給 変形（１年単位）
(1) 9時00分～17時00分

45060- 4450191 就業場所

月給 変形（１年単位）
(1) 8時00分～17時00分

45060- 4451091 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)

看護職（正又は准）：西米良村
職員

西米良村役場 ◯国民健康保険西米良診療所で
看護師として勤務頂きます。
◯外来業務、病棟業務に従事
し、日勤、夜勤の交代制となり

雇用・労
災・健康・
厚生

40歳
以下 189,600円～

284,800円雇用期間の定めなし 宮崎県児湯郡西米良村大字村所１５

宮崎県児湯郡西米良村

農作業員 増永逸雄　農園 ○干大根にともなう一連の作
業。
・大根の結束・干し作業・選別
作業を行います。

不問
162,500円～
175,000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新田１５６４
０－１

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

総合事務 株式会社　正春酒造 ○一般事務及び経理事務業務全
般。
・請求書、納品書入力、出力。
・発送、出荷伝票作成。

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 宮崎県西都市大字三納１００２９

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

病院内清掃員／西都市 株式会社　文化コーポレー
ション

病院内の清掃業務全般
・廊下、食堂、男女トイレ、病
室等の清掃
・ゴミの分別、搬出等

雇用・労
災・健康・
厚生

不問
110,600円～
110,600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

卵の検査及び付随業務（短期）
／児湯郡川南町

株式会社　ＭＵＳＡＳＨＩ 養鶏場でのお仕事です。
・卵の検査
・洗浄　等


雇用・労
災・健康・
厚生

不問
167,200円～
167,200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
養鶏場での管理及び付随業務　（短
期）／児湯郡川南町

株式会社　ＭＵＳＡＳＨＩ 養鶏場での業務となります。
・養鶏場の清掃
・エサやり
・受け入れ準備　等

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

大型ダンプ運転手【急募】 株式会社　江本運輸 ○大型（１０トン）ダンプ運転
等を現場まで受渡及び受取を
していただきます。
（エリア：宮崎県内）

雇用・労
災・健康・
厚生

不問
184,000円～
207,000円雇用期間の定めなし 宮崎県児湯郡新富町大字日置７４３－

１

受付事務／佐土原町 株式会社　ＴＭＫｃｏｒｐｏ
ｒａｔｉｏｎ

○薬局での受付が主な作業にな
ります。
＊未経験者でも大丈夫です。
　コミュニケーション能力のあ

雇用・労
災・健康・
厚生

不問
136,800円～
144,000円雇用期間の定めあり（4ヶ月未

満）

宮崎県西都市聖陵町１丁目１０番地

養豚作業員 有限会社　ナガトモ （繁殖部門）
・ＡＩ（人工授精）から分娩
（平均１１４日程度：３ヶ月～
４ヶ月）までの作業及び管理

雇用・労
災・健康・
厚生

49歳
以下 168,500円～

188,500円雇用期間の定めなし 宮崎県児湯郡木城町大字椎木１０８５
－１

品質管理業務 株式会社　マスオカ 製品の品質を維持する為、生産
工程の管理を行うとともに、外
部協力会社、及び客先との打合
せのコントロール等に携わって

雇用・労
災・健康・
厚生

45歳
以下 158,000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

管理者候補 株式会社　祐脩　まーぶるク
ラブ

○発達に問題を抱えた学齢児へ
の支援を行います。
・学習指導、生活指導
・施設運営全般

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三納代字薗田

２１９７番地５
宮崎県宮崎市・新富町

一般事務（パート） 森敬　株式会社 ○事務所内での一般事務業務全
般。
○文書作成（パソコンにて入
力）

雇用・労
災・健康・
厚生

不問
115,360円～
122,570円雇用期間の定めなし 宮崎県西都市大字清水７５８－１

宮崎県西都市

重機部品加工・修理 アグリパートナーズ株式会社 【機械製造】
ブッシュチョッパー、アース
シェーバー（特許取得、国土交
通省ＮＥＴＩＳ推奨技術認定の

雇用・労
災・健康・
厚生

不問
180,000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１８０５

８番地
宮崎県児湯郡川南町

ガスサービススタッフ 宇都宮ガス　有限会社 ガスの開閉栓・点検、ガス機器
の修理・取付
ガス配管工事
ガス検針業務

雇用・労
災・健康・
厚生

不問
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



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） 11月18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） 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限定）

介護職員初任者研修修了者

45060- 4452391 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限定）

(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

45060- 4453691 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限定）

(2) 8時00分～17時00分
(3)10時00分～19時00分

45060- 4454991 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限定）

(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

45060- 4455491 就業場所

月給 正看護師
(1) 9時00分～18時00分 普通自動車免許（ＡＴ限定）

27020-78452391 就業場所

月給 変形（１年単位） 第二種電気工事士
(1) 8時00分～17時00分

普通自動車免許（ＡＴ限定）

28060-12148491 就業場所

月給
(1)10時00分～19時00分

43010-40747291 就業場所

月給 変形（１年単位）
(1) 8時30分～17時50分

45010-27166591 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

45010-27203291 就業場所

月給 変形（１年単位）
(1) 8時00分～17時00分

45010-27114291 就業場所

月給 普通自動車免許
(1) 8時00分～16時00分

45010-27117091 就業場所

月給 変形（１ヶ月単位） 普通自動車免許
(1) 8時30分～18時00分
(2) 8時30分～12時30分

45060- 4424891 就業場所

月給
(1) 8時00分～17時00分

45060- 4428091 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- 4434191 就業場所

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

45060- 4437691 就業場所

月給
(1) 8時00分～17時00分

45060- 4438991 就業場所

月給 変形（１ヶ月単位） 保育士
普通自動車免許（ＡＴ限定）

看護師
児童指導員資格
准看護師

45060- 4408891 就業場所 心理士

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

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（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

訪問正看護師（精神科）（西都
市）

株式会社　Ｎ・フィールド 医療機関・保健所など他機関と
密な連携により、利用者が
より快適な日常生活を営める様
に在宅療養をサポートする

雇用・労
災・健康・
厚生

59歳
以下 240,000円～

261,000円雇用期間の定めなし 大阪府大阪市北区堂島浜１丁目４番４
号　アクア堂島東館４階

宮崎県西都市

電気工事士（宮崎支店）【画像
あり】

株式会社ＭＡＲＫＳ ◇太陽光発電システムの電気工
事、電源工事等、
　電気工事全般の作業を担当し
ていただきます。

雇用・労
災・健康・
厚生

59歳
以下 207,000円～

500,000円雇用期間の定めなし 兵庫県加古川市東神吉町西井ノ口５８
７

各現場
（紹派）ドコモ店内にて携帯電話の
販売・受付業務／西都店

株式会社　グッドコミュニ
ケーション

ドコモショップ店内にて携帯電
話の販売・受付業務



雇用・労
災・健康・
厚生

不問
188,320円～
205,440円雇用期間の定めあり（4ヶ月以

上）

熊本県熊本市南区近見１丁目４－１０
吉田ビル２Ｆ

宮崎県西都市

部品の塗装および付随業務／木
城町

株式会社　ＭＵＳＡＳＨＩ カメラ等の部品の塗装です。
・部品の塗装
・機械への部品の脱着
・部品を塗装用の網へ整列

雇用・労
災・健康・
厚生

不問
165,440円～
165,440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

宮崎県児湯郡木城町

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

鶏舎内鶏卵拾いスタッフ／川南
町

株式会社　アルボ ・３ヶ所の鶏舎内にて、鶏卵を
拾い回収する作業です。
・全自動にて回収できる鶏舎も
ありますが、一輪車を押して

雇用・労
災・健康・
厚生

不問
156,240円～
173,600円雇用期間の定めあり（4ヶ月以

上）

宮崎県宮崎市大字大瀬町３５９番地

宮崎県児湯郡川南町

林業作業員 大成産業　株式会社 ・宮崎県内の山林にて、立木の
伐採、搬出を行います。

＊作業服及び防護服は貸与いた

雇用・労
災・健康・
厚生

不問
204,000円～
288,000円雇用期間の定めなし 宮崎県宮崎市青葉町２２番地１１

宮崎県西都市　他

外来受付及び医療事務 北村医院 ◯外来受付及び医療報酬請求事
務全般
◯電話対応や来院対応等
○その他、附随する業務の一切

雇用・労
災・健康・
厚生

不問
145,000円～
160,000円雇用期間の定めなし 宮崎県児湯郡新富町富田２丁目５３

宮崎県児湯郡新富町

集荷場業務（総合選果場） 尾鈴農業協同組合 ◯青果物（野菜）の選果・選別
作業
・袋詰め、パック詰め、箱詰め
等

雇用・労
災・健康・
厚生

59歳
以下 147,840円～

147,840円雇用期間の定めなし 宮崎県児湯郡川南町大字川南１３６５
８－１

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・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

食肉処理（食肉製品製造） 株式会社　ミヤチク都農工場 ○牛豚肉のカット、整形、箱詰
め。　

○牛豚肉内臓の処理

雇用・労
災・健康・
厚生

不問
138,240円～
155,520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１５５３
０

事務職 株式会社　新酒販・宮崎 ◯一般的な事務職です。
・毎日の売上伝票の発行
・入金のチェック・パソコンへ
の入力

雇用・労
災・健康・
厚生

不問
137,000円～
137,000円雇用期間の定めなし 宮崎県西都市大字右松４丁目２７番地

３

保育士・指導員・看護師・職業指導
員・心理士／正社員養護部

社会福祉法人　石井記念　友
愛社

◆養護部での正社員募集求人
◯児童養護施設の保育士・指導
員
◯乳児院の看護師

雇用・労
災・健康・
厚生

不問
200,800円～
222,800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

 6時00分～21時00分
の間の8時間程度

宮崎県児湯郡木城町・高原・都城



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） 11月18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） 普通自動車免許
(1) 8時00分～17時00分

45060- 4439491 就業場所

月給 普通自動車免許
(1) 8時00分～17時00分

45060- 4411391 就業場所

月給 普通自動車免許
(1) 8時00分～17時00分

45060- 4413991 就業場所

月給 変形（１年単位） 普通自動車免許（ＡＴ限定）

(1) 8時00分～16時25分

45060- 4415791 就業場所

月給 変形（１年単位） 看護師
(1) 8時00分～16時45分 普通自動車免許（ＡＴ限定）

(2) 8時30分～17時15分 准看護師
(3) 9時00分～17時45分

45060- 4418591 就業場所

月給 普通自動車免許
(1) 8時00分～16時30分

45060- 4419191 就業場所

月給
(1) 8時00分～17時00分 普通自動車免許

45060- 4420691 就業場所

月給 交替制あり 介護福祉士
(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修了者

(3) 9時00分～18時00分 普通自動車免許（ＡＴ限定）

45060- 4422491 就業場所

月給 交替制あり 精神保健福祉士
(1) 8時30分～17時30分 作業療法士
(2) 9時00分～18時00分 理学療法士
(3) 9時30分～18時30分 言語聴覚士

社会福祉士
45060- 4423791 就業場所 保育士・教諭

月給 変形（１ヶ月単位） 普通自動車免許（ＡＴ限定）

(1) 8時45分～17時45分
(2)10時45分～19時45分
(3)12時15分～21時15分

15070-12269891 就業場所

月給 変形（１ヶ月単位） 普通自動車免許（ＡＴ限定）

(1) 8時45分～17時45分
(2)10時45分～19時45分
(3)12時15分～21時15分

15070-12276791 就業場所

月給 変形（１ヶ月単位） 普通自動車免許（ＡＴ限定）

(1) 8時45分～17時45分
(2)10時45分～19時45分
(3)12時15分～21時15分

15070-12277891 就業場所

月給 変形（１ヶ月単位） 普通自動車免許（ＡＴ限定）

(1) 8時45分～17時45分
(2)10時45分～19時45分
(3)12時15分～21時15分

15070-12278291 就業場所

月給 変形（１ヶ月単位） 普通自動車免許（ＡＴ限定）

(1) 8時45分～17時45分
(2)10時45分～19時45分
(3)12時15分～21時15分

15070-12306491 就業場所

月給 普通自動車免許（ＡＴ限定）

(1)10時00分～19時00分

43010-40400691 就業場所

月給 変形（１ヶ月単位）
(1) 8時00分～17時00分

45060- 4385891 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

設備工事員 有限会社　斉田商事 ◯水道建築設備工事全般
・新築、リフォームの配管工事
・管　水道、公共工事
・修理、漏水等工事

雇用・労
災・健康・
厚生

不問
160,000円～
337,000円雇用期間の定めなし 宮崎県児湯郡新富町富田２丁目１０番

地１

農作業員 末光弘和（末光農園） ○主に大根の収穫作業
・五月初め頃までは大根の収穫
作業
（大根の間引き、管理、運搬作

不問
168,000円～
168,000円雇用期間の定めなし 宮崎県児湯郡川南町大字川南１８１９

８番地

惣菜製造 南薩食鳥　株式会社　宮崎工
場

◯冷凍食品、惣菜品を製造する
時、補助的な役を行って頂き
ます。
・箱・袋入れ、パン粉付け、味

雇用・労
災・健康・
厚生

49歳
以下 139,200円～

174,000円雇用期間の定めなし 宮崎県児湯郡高鍋町大字持田１９９１
－１

准看護師【急募】 社会福祉法人　木城町社会福
祉協議会

・デイサービス利用者へのバイ
タルチェック、内服確認、
　健康管理。
・レクレーション企画及び補助

雇用・労
災・健康・
厚生

不問
186,000円～
186,000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２１４０
－１　木城町福祉保健センター内

宮崎県児湯郡木城町

林業作業全般及び重機オペレー
ター：未経験者応募可

松田木材株式会社 ○林業の伐採、搬出作業全般。
・チェンソーによる伐採。
（自分用を持ってない方は貸出
あり。

雇用・労
災・健康・
厚生

不問
176,000円～
264,000円雇用期間の定めなし 宮崎県児湯郡新富町大字新田１４７６

２－９
宮崎県西都市、児湯郡

農作業員 中武勝彦（グリーンアートな
かたけ）

○ビニールハウス内でのミニト
マトの栽培。
・手でミニトマトを収穫し、
パック詰め、計量して箱詰め

不問
148,125円～
148,125円雇用期間の定めあり（4ヶ月以

上）

宮崎県西都市大字三納３１５－１

宮崎県西都市

介護職員 株式会社　祐脩　まーぶるク
ラブ

多機能型生活介護・放課後等デ
イサービス（重心児含む）で
す。
＊障がい者・障がい児への生活

雇用・労
災・健康・
厚生

不問
160,000円～
180,000円雇用期間の定めなし 宮崎県児湯郡新富町大字三納代字薗田

２１９７番地５

児童発達支援管理責任者 株式会社　祐脩　まーぶるク
ラブ

＊発達に問題を抱えた学齢児へ
の支援を行います。
・計画、運営
・個別支援計画の作成

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三納代字薗田

２１９７番地５

店舗運営職・幹部候補（ナショ
ナル社員）

株式会社　コメリ 販売からスタートし、将来的に
は大型店店長や地域マネ
ジャー、バイヤー（仕入担当）
等、会社全体を牽引していく幹

雇用・労
災・健康・
厚生・財形

35歳
以下 189,000円～

241,000円雇用期間の定めなし 新潟市南区清水４５０１番地１

宮崎県児湯郡高鍋町・その他

店舗運営職・幹部候補（ナショ
ナル社員）

株式会社　コメリ 販売からスタートし、将来的に
は大型店店長や地域マネ
ジャー、バイヤー（仕入担当）
等、会社全体を牽引していく幹

雇用・労
災・健康・
厚生・財形

35歳
以下 189,000円～

241,000円雇用期間の定めなし 新潟市南区清水４５０１番地１

宮崎県児湯郡新富町・その他

店舗運営職・幹部候補（ナショ
ナル社員）

株式会社　コメリ 販売からスタートし、将来的に
は大型店店長や地域マネ
ジャー、バイヤー（仕入担当）
等、会社全体を牽引していく幹

雇用・労
災・健康・
厚生・財形

35歳
以下 189,000円～

241,000円雇用期間の定めなし 新潟市南区清水４５０１番地１

宮崎県児湯郡川南町・その他

店舗運営職・幹部候補（ナショ
ナル社員）

株式会社　コメリ 販売からスタートし、将来的に
は大型店店長や地域マネ
ジャー、バイヤー（仕入担当）
等、会社全体を牽引していく幹

雇用・労
災・健康・
厚生・財形

35歳
以下 189,000円～

241,000円雇用期間の定めなし 新潟市南区清水４５０１番地１

宮崎県児湯郡都農町・その他

店舗運営職・幹部候補（ナショ
ナル社員）

株式会社　コメリ 販売からスタートし、将来的に
は大型店店長や地域マネ
ジャー、バイヤー（仕入担当）
等、会社全体を牽引していく幹

雇用・労
災・健康・
厚生・財形

35歳
以下 189,000円～

241,000円雇用期間の定めなし 新潟市南区清水４５０１番地１

宮崎県西都市、その他
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
農作業員：都城・児湯郡・日向・鹿
児島県曽於市、志布志

海野搬送 ＊都城・日向・鹿児島県曽於
市・志布志・児湯方面の契約し
た農家にそれぞれ就業します。
（直行直帰）

雇用・労
災・健康・
厚生

不問
215,100円～
298,750円雇用期間の定めなし 宮崎県児湯郡都農町大字川北１８４０

３番地
宮崎県都城市・児湯・日向・鹿児島



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） 11月18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
(1) 8時30分～17時30分

45060- 4386291 就業場所

月給 普通自動車免許
(1) 8時30分～17時30分

45060- 4387591 就業場所

月給 変形（１ヶ月単位） 社会福祉士
(1) 8時30分～17時30分 介護福祉士

普通自動車免許（ＡＴ限定）

正看護師
准看護師

45060- 4389091 就業場所 社会福祉主事
月給 変形（１年単位）

(1) 8時00分～17時00分

45060- 4392791 就業場所

月給 交替制あり
(1) 5時30分～14時30分
(2) 6時00分～15時00分
(3)10時30分～19時30分

45060- 4395591 就業場所

月給 変形（１年単位）
(1) 8時00分～17時00分

45060- 4397091 就業場所

月給 変形（１ヶ月単位） 保育士
(1) 7時15分～16時00分
(2) 8時15分～17時15分
(3) 8時30分～17時00分
(4) 9時00分～18時00

45060- 4398391 就業場所

月給
(1) 7時00分～17時00分

45060- 4399691 就業場所

月給 普通自動車免許（ＡＴ限定）

(1) 8時25分～17時10分

45060- 4400591 就業場所

月給 普通自動車免許
(1) 8時00分～17時00分

45060- 4401191 就業場所

月給 １級管工事施工管理技士
(1) 8時00分～17時00分 ２級管工事施工管理技士

普通自動車免許

45060- 4402091 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 正看護師
(2) 7時30分～16時30分 准看護師
(3) 8時30分～17時30分 普通自動車免許（ＡＴ限定）

(4) 9時30分～18時30
45060- 4403391 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 正看護師
(2) 7時30分～16時30分 准看護師
(3) 8時30分～17時30分 普通自動車免許（ＡＴ限定）

(4) 9時30分～18時30
45060- 4404691 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 看護師
(2) 7時30分～16時30分 准看護師
(3) 8時30分～17時30分 普通自動車免許（ＡＴ限定）

(4) 9時30分～18時30
45060- 4405991 就業場所

月給 変形（１ヶ月単位） 保育士
普通自動車免許（ＡＴ限定）

正看護師
准看護師
心理士

45060- 4406491 就業場所 児童指導員
月給 変形（１ヶ月単位） 保育士

普通自動車免許（ＡＴ限定）

正看護師
准看護師
児童指導員

45060- 4407791 就業場所 心理士
月給 変形（１年単位） 普通自動車免許（ＡＴ限定）

(1) 8時00分～16時40分

45060- 4409291 就業場所

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

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

生活相談員／有料老人ホーム
【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入居
者の入退去手続き、相談対応
○家族、病院との連携。
○病院受診の送迎あり

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５８５９

番地

漬物漬込み作業員【期間雇用】 株式会社　宮崎農産 ○生産農家の方が運んできた大
根を塩漬けにしていく作業で
す。
◆就業時間　　　　（休憩時

雇用・労災
不問

230,000円～
230,000円雇用期間の定めあり（4ヶ月未

満）

宮崎県児湯郡木城町大字椎木８０１－
１

調理スタッフ（アライアンス御
舟）

医療法人　隆徳会　鶴田病院 ○住宅型有料老人ホーム『アラ
イアンス御舟』での調理業務
全般。（定員６０名）
・食事の準備、調理、後片づけ

雇用・労
災・健康・
厚生・財形

59歳
以下 165,000円～

195,000円雇用期間の定めなし 宮崎県西都市御舟町１－７８

宮崎県西都市

ペットフード製造 株式会社　ピーシーピー　都
農工場　（岸化学産業）

○ペットフード製造
・原料カット、包装作業
・包装作業
＊詳細は面接時に説明します。

雇用・労
災・健康・
厚生

不問
151,680円～
155,520円雇用期間の定めなし 宮崎県児湯郡都農町大字川北１８６９

５－４１
宮崎県児湯郡都農町

保育士 社会福祉法人　日向福徳会
一の宮保育園

◯園児（０～６歳児、定員６０
名）の保育全般。
・園児の遊び等活動時の健康管
理、ケガ等への見守り。

雇用・労
災・健康・
厚生

不問
149,840円～
149,840円雇用期間の定めなし 宮崎県児湯郡都農町大字川北１１７９

５番地

養豚作業員 有限会社　光洋ファーム ◯豚の分娩・出産補助業務
・餌やり
・豚舎の清掃
・豚の移動

雇用・労
災・健康・
厚生

不問
166,400円～
208,000円雇用期間の定めなし 宮崎県児湯郡川南町大字川南１８３３

７番地

障がい者（児）等基幹相談支援
センター事務

社会福祉法人　高鍋町社会福
祉協議会

○基幹センター相談員と共に、
地域へ出向いて実態調査を
行う。
○調査内容のまとめ（パソコン

雇用・労
災・健康・
厚生

不問
131,000円～
131,000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３００
番地

宮崎県児湯郡高鍋町

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 180,000円～

250,000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

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
250,000円～
350,000円雇用期間の定めなし 宮崎県児湯郡高鍋町大字上江７６１８

番地

保育士・看護師（臨時職員：保
育部）

社会福祉法人　石井記念　友
愛社

◆保育部での臨時職員募集求人
◯保育園での保育士業務全般
◯保育園での看護師業務全般
＊詳細は面接時に説明します。

雇用・労
災・健康・
厚生

不問
165,888円～
172,800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・高鍋・川南・都農

保育士・看護師（特別契約職
員：保育部）

社会福祉法人　石井記念　友
愛社

◆保育部での特別契約職員募集
求人
◯保育園での保育士業務全般
◯保育園での看護師業務全般

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・高鍋・川南・都農

保育士・看護師（正社員：保育
部）

社会福祉法人　石井記念　友
愛社

◆保育部での正社員募集求人
◯保育園での保育士業務全般
◯保育園での看護師業務全般
＊詳細は面接時に説明します。

雇用・労
災・健康・
厚生

不問
176,800円～
198,800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・高鍋・川南・都農

保育士・指導員又は看護師・職業指
導員・心理士／特別契約

社会福祉法人　石井記念　友
愛社

◆養護部での特別契約職員募集
求人
◯児童養護施設の保育士・指導
員◯乳児院の看護師

雇用・労
災・健康・
厚生

不問
193,000円～
215,000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

 6時00分～21時00分
の間の8時間程度

宮崎県児湯郡木城町・高原・都城

保育士・指導員・看護師・職業指導
員・心理士／臨時職員

社会福祉法人　石井記念　友
愛社

◆養護部での臨時職員募集求人
◯児童養護施設の保育士・指導
員
◯乳児院の看護師

雇用・労
災・健康・
厚生

不問
192,960円～
192,960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

 6時00分～21時00分
の間の8時間程度

宮崎県児湯郡木城町・高原・都城

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



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） 11月18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。 


