
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 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

15070-12013691 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

15070-12014991 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

15070-12015491 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

15070-12016791 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

15070-12045191 就業場所

月給 変形（１ヶ月単位） 登録販売者
普通自動車免許（ＡＴ限定）

40120-28893791 就業場所

月給
(1) 9時15分～17時15分

40150- 9217391 就業場所

月給
(1) 8時30分～16時30分
(2)11時00分～19時00分

40150- 9229791 就業場所

月給
(1) 8時00分～17時00分

45010-26922691 就業場所

月給 変形（１年単位） 大型自動車免許
(1) 8時00分～17時00分 牽引免許

45060- 4366991 就業場所

月給 変形（１年単位） 大型自動車免許
(1) 8時00分～17時00分

45060- 4367491 就業場所

月給 変形（１年単位） 普通自動車免許
(1) 8時00分～17時00分 中型自動車免許

45060- 4368791 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55分

45060- 4369891 就業場所

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- 4370191 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～17時00分

45060- 4371091 就業場所

月給 普通自動車免許
(1) 8時00分～17時00分

45060- 4372391 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)

サッシの運搬・施工作業員 株式会社　創施 ◯住宅サッシの荷受、施工、調
整等全般作業。
◯サッシの現場搬入
◯その他、付随業務

雇用・労災・
健康・厚生49歳

以下 190,000円～
250,000円雇用期間の定めなし 宮崎県児湯郡新富町大字新田１６２７

８－１

配送員【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

◯集配車（ワゴン１トン車～ト
ラック３トン車）で
　ホテル・施設へのリネンク
リーニング

雇用・労災・
健康・厚生不問

170,000円～
200,000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

現場作業員 有限会社　横山建設 ◯宮崎県及び西米良村発注の公
共工事で土木工事に関する
・現場作業、土木作業
・その他付随業務

雇用・労災・
健康・厚生不問

191,730円～
196,350円雇用期間の定めなし 宮崎県児湯郡西米良村大字村所１０５

－１９

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 137,000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

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

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

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

倉庫内作業スタッフ／川南町 株式会社　アルボ 工場内の倉庫（バックヤード）
で商品箱をパレットに乗せて運
ぶ仕事です。
・商品仕分け、荷積みが主な仕

雇用・労災・
健康・厚生不問

137,700円～
137,700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

販売員（西都店）（ロング
パート）

株式会社　ドラッグストアモ
リ

＊ドラッグストア店舗での販売
業務
　・店舗での販売する商品の商
品出し、補充

雇用・労災・
健康・厚生不問

110,600円～
119,000円雇用期間の定めあり（4ヶ月以

上）

福岡県朝倉市一ツ木１１４８－１

宮崎県西都市

販売員（高鍋店）（ロング
パート）

株式会社　ドラッグストアモ
リ

＊ドラッグストア店舗での販売
業務
　・店舗での販売する商品の商
品出し、補充

雇用・労災・
健康・厚生不問

112,000円～
112,000円雇用期間の定めあり（4ヶ月以

上）

福岡県朝倉市一ツ木１１４８－１

宮崎県児湯郡高鍋町

登録販売者【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＞

　＊ドラッグストアー内での一

雇用・労災・
健康・厚生64歳

以下 204,000円～
237,000円雇用期間の定めなし 福岡県福岡市東区多の津１－１２－２

9時00分～22時00分の
間の8時間程度宮崎県児湯郡新富町

販売・店舗運営職
（リージョナル社員）

株式会社　コメリ 販売からスタートし、将来的に
は店長や地域マネージャーとし
て、店舗運営の中堅幹部を目指
していただく職種です。　まず

雇用・労災・
健康・厚生・
財形

35歳
以下 178,000円～

230,000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

販売・店舗運営職
（リージョナル社員）

株式会社　コメリ 販売からスタートし、将来的に
は店長や地域マネージャーとし
て、店舗運営の中堅幹部を目指
していただく職種です。　まず

雇用・労災・
健康・厚生・
財形

35歳
以下 178,000円～

230,000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

販売・店舗運営職
（リージョナル社員）

株式会社　コメリ 販売からスタートし、将来的に
は店長や地域マネージャーとし
て、店舗運営の中堅幹部を目指
していただく職種です。　まず

雇用・労災・
健康・厚生・
財形

35歳
以下 178,000円～

230,000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

（一般） 11月11日号
年齢
・

指針
仕事の内容・就業場所

販売・店舗運営職
（リージョナル社員）

株式会社　コメリ 販売からスタートし、将来的に
は店長や地域マネージャーとし
て、店舗運営の中堅幹部を目指
していただく職種です。　まず

雇用・労災・
健康・厚生・
財形

35歳
以下 178,000円～

230,000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

販売・店舗運営職
（リージョナル社員）

株式会社　コメリ 販売からスタートし、将来的に
は店長や地域マネージャーとし
て、店舗運営の中堅幹部を目指
していただく職種です。　まず

雇用・労災・
健康・厚生・
財形

35歳
以下 178,000円～

230,000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

 ℡ 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11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00分～17時00分

45060- 4373691 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分

45060- 4374991 就業場所

月給 普通自動車免許
(1) 8時20分～17時30分

45060- 4375491 就業場所

月給 精神保健福祉士
(1) 8時20分～17時20分 社会福祉士

普通自動車免許（ＡＴ限定）

45060- 4376791 就業場所

月給 交替制あり 普通自動車免許（ＡＴ限定）

(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 介護福祉士

介護職員初任者研修修了者

45060- 4377891 就業場所

月給 交替制あり 普通自動車免許（ＡＴ限定）

(1) 8時00分～17時00分 准看護師
(2) 8時30分～17時30分

45060- 4378291 就業場所

月給 交替制あり 普通自動車免許（ＡＴ限定）

(1) 8時00分～17時00分 介護福祉士
(2) 8時30分～17時30分

45060- 4379591 就業場所

月給 中型自動車免許
(1) 8時00分～17時00分

45060- 4383491 就業場所

月給 変形（１ヶ月単位） 理学療法士
(1) 8時30分～18時00分 作業療法士
(2) 8時30分～17時00分
(3) 8時30分～13時00分

45060- 4384791 就業場所

月給 普通自動車免許
(1) 8時30分～17時15分

46040-12249991 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

15070-11462991 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

15070-11466291 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

15070-11467591 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

15070-11468191 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

15070-11470991 就業場所

月給 変形（１ヶ月単位）
(1) 9時00分～ 0時00分

27060-39719691 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)

店長候補（高鍋菖蒲池店） 株式会社　あきんどスシロー ○店舗の営業

商品の仕込み、売上管理や７０
～１００名の店舗スタッフの

雇用・労災・
健康・厚生・
財形

18歳～
35歳 180,000円～

215,000円雇用期間の定めなし 吹田市江坂町１－２２－２

宮崎県児湯郡高鍋町

店舗販売職／地域正社員
（ホーム社員）

株式会社　コメリ ホームセンターの販売スタッ
フ。将来的には小型店の店長代
理や大型店の売場主任を目指し
ていただくことも可能です。接

雇用・労災・
健康・厚生・
財形

59歳
以下 168,000円～

179,000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

店舗販売職／地域正社員
（ホーム社員）

株式会社　コメリ ホームセンターの販売スタッ
フ。将来的には小型店の店長代
理や大型店の売場主任を目指し
ていただくことも可能です。接

雇用・労災・
健康・厚生・
財形

59歳
以下 168,000円～

179,000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

店舗販売職／地域正社員
（ホーム社員）

株式会社　コメリ ホームセンターの販売スタッ
フ。将来的には小型店の店長代
理や大型店の売場主任を目指し
ていただくことも可能です。接

雇用・労災・
健康・厚生・
財形

59歳
以下 168,000円～

179,000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

店舗販売職／地域正社員
（ホーム社員）

株式会社　コメリ ホームセンターの販売スタッ
フ。将来的には小型店の店長代
理や大型店の売場主任を目指し
ていただくことも可能です。接

雇用・労災・
健康・厚生・
財形

59歳
以下 168,000円～

179,000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

店舗販売職／地域正社員
（ホーム社員）

株式会社　コメリ ホームセンターの販売スタッ
フ。将来的には小型店の店長代
理や大型店の売場主任を目指し
ていただくことも可能です。接

雇用・労災・
健康・厚生・
財形

59歳
以下 168,000円～

179,000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

農業機械修理及び営業（川南
営業所）

株式会社南九州沖縄クボタ
（宮崎県内）

○主にクボタ農業機械の修理及
び販売業務に従事
・修理未経験者の方でも少しず
つ実践で覚えていただきます

雇用・労災・
健康・厚生59歳

以下 163,108円～
206,757円雇用期間の定めなし 霧島市溝辺町崎森９７３－１

宮崎県児湯郡川南町

理学療法士又は作業療法士 医療法人　昇山会 ○外来・病棟・通所の運動器リ
ハビリテーション業務又は作業
療法業務。　　
○計画書作成等。

雇用・労災・
健康・厚生不問

160,000円～
240,000円雇用期間の定めなし 宮崎県西都市妻町２丁目３３番地

宮崎県西都市

作業員 有限会社　都農町衛生公社 ○一般廃棄物の収集運搬で、し
尿・浄化槽の収集運搬と、ご
みの収集運搬。


雇用・労災・
健康・厚生31歳

以下 192,000円～
192,000円雇用期間の定めなし 宮崎県児湯郡都農町大字川北４９８９

－１
宮崎県児湯郡都農町

生活相談員兼介護職（通所介
護事業所めいりん）

株式会社　九州ケアライン高
鍋

○通所介護における相談業務、
介護業務。
・送迎、入浴、排せつ、食事介
助。

雇用・労災・
健康・厚生不問

180,000円～
180,000円雇用期間の定めなし 宮崎県児湯郡高鍋町大字上江６６４９

番地１２３
宮崎県児湯郡高鍋町

看護職（通所介護事業所めい
りん）

株式会社　九州ケアライン高
鍋

○通所介護における看護業務及
び介護サポート
・送迎、入浴、排せつ、食事介
助

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 宮崎県児湯郡高鍋町大字上江６６４９

番地１２３

介護職（通所介護事業所めい
りん）

株式会社　九州ケアライン高
鍋

○通所介護における介護業務。
・入浴、排せつ、食事介助。
・レクレーション、オイルマッ
サージ。

雇用・労災・
健康・厚生不問

150,000円～
160,000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
宮崎県児湯郡高鍋町

就業支援員：たかなべ障害者
就業・生活支援センター

社会福祉法人　光陽会 ○障がいがある方の就職や生活
の相談業務。
◯企業の障がい者雇用相談など
に応じる総合窓口の仕事に従

雇用・労災・
健康・厚生40歳

以下 173,200円～
250,000円雇用期間の定めなし 宮崎県西都市大字清水７９３番地

宮崎県児湯郡高鍋町

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
○その他、付随業務あり。

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

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

152,320円～
173,520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１１７９
５番地

農作業及び飼料管理作業員 日高　康雄（日高畜産） ◯農作業（畑）及び畜産の飼料
管理作業全般をして頂きます
農作業（露地）：かりんとう
用、焼酎用の甘藷の収穫作業、

不問
170,000円～
180,000円雇用期間の定めなし 宮崎県児湯郡新富町大字新田２１６２

６番地



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11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 交替制あり
(1) 5時00分～14時30分
(2) 6時00分～15時30分
(3) 9時30分～18時30分

45010-26559691 就業場所

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

45010-26569991 就業場所

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

45010-26596891 就業場所

月給
(1) 8時30分～17時50分

45010-26636291 就業場所

月給 交替制あり 普通自動車免許
(1) 5時00分～14時00分
(2) 6時00分～15時00分
(3)18時00分～ 6時00分

45040-12031291 就業場所

月給 変形（１ヶ月単位） 普通自動車免許

45050- 2978691 就業場所

月給 変形（１ヶ月単位） 大型自動車免許
(1) 8時00分～17時00分 車両系建設機械

45060- 4345291 就業場所

月給 臨床検査技師
(1) 8時30分～17時00分

45060- 4346591 就業場所

月給 保健師
(1) 8時00分～17時00分

45060- 4347191 就業場所

月給 社会福祉士
(1) 8時00分～17時00分 普通自動車免許（ＡＴ限定）

社会福祉主事
介護支援専門員

45060- 4354191 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)12時00分～21時00分 看護師
(3) 8時30分～17時30分 准看護師
(4)10時00分～19時00分 介護職員初任者研修修了者

45060- 4355091 就業場所 (5)21時00分～7時30分
月給 看護師

(1) 8時00分～17時00分

45060- 4358991 就業場所

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

45060- 4359491 就業場所

月給
(1) 8時30分～17時15分

45060- 4361591 就業場所

月給 変形（１ヶ月単位）
(1) 8時00分～17時00分

45060- 4362191 就業場所

月給 変形（１ヶ月単位）
(1) 8時00分～17時00分

45060- 4364391 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)

（障）鶏舎作業員【障害者ト
ライアル併用求人】

株式会社　ミヤポー ○主に養鶏場での採卵作業
＊立ち仕事で手作業での採卵に
なります。
○その他、附随作業あり。

雇用・労災・
健康・厚生不問

160,000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２０６６

６－２
宮崎県児湯郡川南町

鶏舎作業員【トライアル併用
求人】

株式会社　ミヤポー ○主に養鶏場での採卵作業
＊立ち仕事で手作業での採卵に
なります。
○その他、附随作業あり。

雇用・労災・
健康・厚生不問

160,000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２０６６

６－２
宮崎県児湯郡川南町

一般事務補助 宮崎県高鍋土木事務所 ◯庶務一般に関すること
・工事関係書類の整理
・各種資料のパソコンへの入出
力

雇用・労災・
健康・厚生不問

124,000円～
124,000円雇用期間の定めあり（4ヶ月以

上）

宮崎県児湯郡高鍋町大字北高鍋中須ノ
三３８７０－１（宮崎県高鍋総合庁舎

保育士（のぞみ保育園） 社会福祉法人　もえぎ福祉会
のぞみ保育園

○児童福祉法にもとづいて乳幼
児の保育事業を行う。
・乳幼児０歳～６歳までの保育
活動。

雇用・労災・
健康・厚生不問

163,000円～
172,500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三納代８０３
番地

宮崎県児湯郡新富町

正看護師（のぞみ保育園） 社会福祉法人　もえぎ福祉会
のぞみ保育園

◆児童福祉法に基づいて乳幼児
の保育事業を行う。
（乳幼児０歳～６歳児まで）
○病児・病後児の担当。

雇用・労災・
健康・厚生不問

165,000円～
198,000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三納代８０３
番地

宮崎県児湯郡新富町

介護職 社会福祉法人　三星会　 ○施設利用の介護業務。
　入居者９０名ショートステイ
１０名。
○記録はパソコンにて入力・管

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

デイサービス生活相談員 株式会社　メイセイ ○利用者の生活相談業務全般。
（定員９名）
・役所関係との連携
◯人員管理

雇用・労災・
健康・厚生不問

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

－１
宮崎県児湯郡木城町

保健師 宮崎キヤノン株式会社 ◯従業員の保健指導、健康促
進、健康診断、メンタルヘルス
対応など。


雇用・労災・
健康・厚生不問

193,100円～
196,100円雇用期間の定めなし 宮崎県児湯郡高鍋町南高鍋１１７００

－１
宮崎県児湯郡高鍋町

臨床検査技師 医療法人社団　聖山会　川南
病院

○血液、尿などの検体検査。
○超音波、心電図などの生理検
査。


雇用・労災・
健康・厚生40歳

以下 185,200円～
237,200円雇用期間の定めなし 宮崎県児湯郡川南町大字川南１８１５

０－４７

チップ工場作業員 株式会社　宮崎森林発電所 ○工場内又は木材伐採現場に
て、破砕機を操作してのウッド
チップ製造作業
○木材・ウッドチップを大型ト

雇用・労災・
健康・厚生不問

193,700円～
240,000円雇用期間の定めなし 宮崎県児湯郡川南町大字川南４５９１

－５
宮崎県児湯郡川南町

食鳥処理【幹部候補】／西都
市（加工センター）

株式会社　地頭鶏ランド日南 加工センター内の鶏肉の解体や
加工に関する業務。
＊鶏の中抜き作業、鶏の解体
等。

雇用・労災・
健康・厚生35歳

以下 175,000円～
175,000円雇用期間の定めなし 宮崎県日南市大字毛吉田２７２３－１

6時00分～17時00分の
間の8時間宮崎県西都市

飼育作業員（養鰻場） 南国興産　株式会社 ＊養殖池にて「鰻・チョウザ
メ」の飼育を行う仕事です。
　・鰻やチョウザメの給餌（餌
やり）

雇用・労災・
健康・厚生18歳～

35歳 160,000円～
200,000円雇用期間の定めなし 宮崎県都城市高城町有水１９４１

宮崎県児湯郡新富町

部品の塗装作業／児湯郡木城
町

ランスタッド　株式会社　宮
崎事業所

カメラの部品の塗装作業や、作
業が終わった製品が入った箱の
運搬などを行います。


雇用・労災・
健康・厚生不問

139,400円～
139,400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

宮崎県児湯郡木城町

調理師・調理員／老人ホーム
川南

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の業務
です。
（調理、盛付、配膳、洗浄、清
掃等）

雇用・労災・
健康・厚生不問

149,600円～
176,000円雇用期間の定めあり（4ヶ月以

上）

宮崎県宮崎市原町６番３号　サンマリ
ノ２０２号

宮崎県児湯郡川南町

調理師・調理員／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

利用者様への食事提供業務で
す。

・調理、盛付、配膳洗浄業務

雇用・労災・
健康・厚生不問

211,200円～
211,200円雇用期間の定めあり（4ヶ月以

上）

宮崎県宮崎市原町６番３号　サンマリ
ノ２０２号

宮崎県西都市

調理員／川南町　国立病院機
構宮崎病院

日清医療食品　株式会社　南
九州支店　宮崎営業所

病院の入院患者様への食事提供
の為の調理のお仕事です。
・調理及び調理補助、盛付、配
膳、洗浄、清掃業務等々

雇用・労災・
健康・厚生不問

149,600円～
176,000円雇用期間の定めあり（4ヶ月以

上）

宮崎県宮崎市原町６番３号　サンマリ
ノ２０２号

宮崎県児湯郡川南町



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11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） フォークリフト運転技能者
(1) 8時00分～17時00分

46040-12199291 就業場所

月給 交替制あり 普通自動車免許（ＡＴ限定）

(1) 8時30分～17時30分
(2)12時15分～21時15分

40010-83492191 就業場所

月給 交替制あり 普通自動車免許（ＡＴ限定）

(1) 8時30分～17時30分
(2)12時15分～21時15分

40010-83494391 就業場所

月給 交替制あり 普通自動車免許（ＡＴ限定）

(1) 8時30分～17時30分
(2)12時15分～21時15分

40010-83495691 就業場所

月給 変形（１年単位） 普通自動車免許
(1) 9時00分～17時40分

40140- 5634391 就業場所

月給 変形（１年単位） 普通自動車免許
(1) 9時00分～17時40分

40140- 5635691 就業場所

月給 変形（１年単位） 普通自動車免許
(1) 9時00分～17時40分

40140- 5638791 就業場所

月給 変形（１年単位） 普通自動車免許
(1) 9時00分～17時40分

40140- 5639891 就業場所

月給
(1) 9時15分～18時30分
(2)15時30分～ 0時00分

40150- 8989091 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) 8時00分～17時00分 介護職員初任者研修修了者

介護福祉士

45060- 4310891 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) 8時00分～17時00分 介護職員初任者研修修了者
(2)10時00分～19時00分
(3)17時00分～ 9時00分

45060- 4311291 就業場所

月給 変形（１ヶ月単位） ホームヘルパー２級以上
(1) 7時00分～16時00分 介護福祉士
(2) 9時00分～18時00分 普通自動車免許（ＡＴ限定）

(3)10時00分～19時00分 介護職員初任者研修修了者
(4)17時00分～9時00分 准看護師

45060- 4313191 就業場所

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

45060- 4314091 就業場所

月給 交替制あり 看護師
(1) 7時30分～16時30分 准看護師
(2) 8時30分～17時30分

45060- 4315391 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- 4316691 就業場所

月給 変形（１年単位）
(1) 7時45分～17時15分
(2) 8時15分～17時45分

45060- 4318491 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)

総合事務員 有限会社有田牧畜産業　有田
食肉加工センター

◯書類作成（伝票、請求書等）
パソコン使用での業務。
・来客、電話応対
・納品チェック・梱包・発送作

雇用・労災・
健康・厚生不問

143,424円～
155,520円雇用期間の定めなし 宮崎県西都市大字岡富字土ノ口８２９

－１

営業職 稲尾リース株式会社　西都出
張所

（業務内容）
・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１３７２

看護師（血液浄化療法室） 医療法人　隆徳会　鶴田病院 透析看護業務全般
○透析の準備・穿刺・抜針・止
血
○透析中の患者様の看護

雇用・労災・
健康・厚生・
財形

不問
190,000円～
260,000円雇用期間の定めなし 宮崎県西都市御舟町１－７８

宮崎県西都市

介護職員（グループホーム並
木２号館）

医療法人　暁星会　三財病院 ◯令和２年３月オープンを予定
しているグループホームです
◯入居者９名に対して食事、入
浴、排泄等の介護業務。

雇用・労災・
健康・厚生18歳

以上 166,000円～
202,500円雇用期間の定めなし 宮崎県西都市大字下三財３３７８番地

宮崎県西都市

介護職員（ルーチェ） 医療法人　暁星会　三財病院 ○有料老人ホーム内においての
入居者２０名に対する介護
（排せつ介助・食事介助・生活
支援など）

雇用・労災・
健康・厚生59歳

以下 172,000円～
204,000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

介護職員【有料老人ホーム
花ほたる】

株式会社　作松　花ほたる ○「有料老人ホーム　花ほた
る」にて、入居者様４０名の日
常生活の支援業務。
・食事介助、排泄介助等、見守

雇用・労災・
健康・厚生18歳

以上 155,000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２０２０

８番地１

介護職員【デイサービス　花
ほたる】

株式会社　作松　花ほたる ○「デイサービス　花ほたる」
の利用者の日常生活等の支援
・食事介助、入浴介助、排泄介
助。

雇用・労災・
健康・厚生不問

136,000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２０２０

８番地１

販売員（高鍋店）（準社員） 株式会社　ドラッグストアモ
リ

＊ドラッグストア店舗での販売
業務
　・店舗での販売する商品の商
品出し、補充

雇用・労災・
健康・厚生不問

140,800円～
158,400円雇用期間の定めあり（4ヶ月以

上）

福岡県朝倉市一ツ木１１４８－１

宮崎県児湯郡高鍋町

営業職（新富支店） ヤンマーアグリジャパン株式
会社　九州支社

トラクタなどの農業用機械の販
売およびアフターサービス。入
社後、一定期間は先輩社員がお
客様訪問に同行するなどして指

雇用・労災・
健康・厚生不問

146,000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

営業職（西都支店） ヤンマーアグリジャパン株式
会社　九州支社

トラクタなどの農業用機械の販
売およびアフターサービス。入
社後、一定期間は先輩社員がお
客様訪問に同行するなどして指

雇用・労災・
健康・厚生不問

146,000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

宮崎県西都市

営業職（川南支店） ヤンマーアグリジャパン株式
会社　九州支社

トラクタなどの農業用機械の販
売およびアフターサービス。入
社後、一定期間は先輩社員がお
客様訪問に同行するなどして指

雇用・労災・
健康・厚生不問

146,000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

宮崎県児湯郡川南町

技術職（川南支店） 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

146,000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

宮崎県児湯郡川南町

エリア社員（正）／つきどの
店

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

雇用・労災・
健康・厚生35歳

以下 170,000円～
180,000円雇用期間の定めなし 福岡市博多区博多駅東２－１０－１

第一福岡ビルＳ館４階
宮崎県西都市

エリア社員（正）／高鍋樋渡
店

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

雇用・労災・
健康・厚生35歳

以下 170,000円～
180,000円雇用期間の定めなし 福岡市博多区博多駅東２－１０－１

第一福岡ビルＳ館４階
宮崎県児湯郡高鍋町

エリア社員（正）／高鍋平原
店

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

雇用・労災・
健康・厚生35歳

以下 170,000円～
180,000円雇用期間の定めなし 福岡市博多区博多駅東２－１０－１

第一福岡ビルＳ館４階
宮崎県児湯郡高鍋町

（契）コンクリート製品の出
荷作業（児湯郡川南町）

有限会社　サンテック ○コンクリート製品をフォーク
リフトにての出荷する一連作
業に従事します。


雇用・労災・
健康・厚生不問

190,080円～
190,080円雇用期間の定めあり（4ヶ月以

上）

姶良市東餅田２３２４番地１０

宮崎県児湯郡川南町



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） 11月11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) 6時30分～15時00分 普通自動車免許（ＡＴ限定）

45060- 4320591 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30分～17時30分
(2) 9時00分～18時00分
(3) 9時00分～13時00分

45060- 4323391 就業場所

月給 変形（１年単位） 看護師
(1) 8時15分～17時15分

普通自動車免許（ＡＴ限定）

45060- 4328891 就業場所

月給 変形（１年単位） 准看護師
(1) 8時15分～17時15分

普通自動車免許（ＡＴ限定）

45060- 4330091 就業場所

月給 変形（１年単位） 看護師
(1) 8時15分～17時15分 准看護師

普通自動車免許（ＡＴ限定）

介護福祉士
社会福祉士

45060- 4331391 就業場所 社会福祉用資格
月給 変形（１年単位） 普通自動車免許（ＡＴ限定）

(1) 8時15分～17時15分 介護福祉士

45060- 4332691 就業場所

月給 変形（１年単位） 大型自動車免許
(1) 8時00分～17時00分 フォークリフト運転技能者

45060- 4333991 就業場所

月給
(1) 8時00分～17時00分

45060- 4340691 就業場所

月給 普通自動車免許
(1) 8時00分～17時00分

45060- 4341991 就業場所

月給 普通自動車免許
(1) 8時00分～17時00分

45060- 4343791 就業場所

月給 変形（１年単位）
(1) 9時00分～18時00分 普通自動車免許（ＡＴ限定）

23070-13666791 就業場所

月給 変形（１年単位） 普通自動車免許
(1) 8時45分～17時45分

33110- 7896491 就業場所

月給 普通自動車免許（ＡＴ限定）

危険物取扱者（乙種四類）
三級自動車整備士

38010-37530591 就業場所

月給 変形（１ヶ月単位） 普通自動車免許（ＡＴ限定）

40010-83315691 就業場所

月給 変形（１ヶ月単位） 普通自動車免許（ＡＴ限定）

40010-83330391 就業場所

月給 変形（１ヶ月単位） 普通自動車免許（ＡＴ限定）

40010-83348391 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)

果樹生産及び農場管理業務／
１０：西都上三財（正）

ニューガイアアグリ株式会社 《果樹園（キウイフルーツ）の
生産管理業務》

九州・山口エリアにあるゼスプ

雇用・労災・
健康・厚生59歳

以下 153,000円～
253,000円雇用期間の定めなし 福岡県福岡市中央区天神３丁目１０番

３０号　オフィスニューガイア天神  8時00分～18時00分の
間の8時間程度宮崎県西都市

果樹生産及び農場管理業務／
０９：児湯都農（正）

ニューガイアアグリ株式会社 《果樹園（キウイフルーツ）の
生産管理業務》
２０２０年１月に新規オープン
する農場です。

雇用・労災・
健康・厚生59歳

以下 153,000円～
253,000円雇用期間の定めなし 福岡県福岡市中央区天神３丁目１０番

３０号　オフィスニューガイア天神  8時00分～18時00分の
間の8時間程度宮崎県児湯郡都農町

果樹生産及び農場管理業務／
０１：西都三宅（正）

ニューガイアアグリ株式会社 《果樹園（キウイフルーツ）の
生産管理業務》

九州・山口エリアにあるゼスプ

雇用・労災・
健康・厚生59歳

以下 153,000円～
253,000円雇用期間の定めなし 福岡県福岡市中央区天神３丁目１０番

３０号　オフィスニューガイア天神 8時00分～18時00分の
間の8時間程度宮崎県西都市

ガソリンスタンド店員（セル
フ西都給油所）

太陽石油販売　株式会社 ・給油監視
・給油方法説明
・オイル交換等軽作業　など


雇用・労災・
健康・厚生不問

172,080円～
229,440円雇用期間の定めあり（4ヶ月以

上）

愛媛県松山市高岡町７４番地１
6時45分～23時10分の
間の8時間程度宮崎県西都市

児湯郡／営業又は技術職（児
湯営業所）

三菱農機販売　株式会社 農業用機械の販売、納品及び補
修サービス
・エリア内の主に農家を対象と
した営業、納品、

雇用・労災・
健康・厚生・
財形

59歳
以下 147,900円～

249,900円雇用期間の定めなし 岡山県瀬戸内市邑久町豆田１６１－１

宮崎県児湯郡新富町

ルート営業（高鍋営業所） 株式会社　中京医薬品 取引先のお客様を定期的に訪問
し、薬の点検や商品の販売をす
る仕事です。コミュニケーショ
ンにより信頼を深め、

雇用・労災・
健康・厚生・
財形

44歳
以下 207,700円～

248,900円雇用期間の定めなし 愛知県半田市亀崎北浦町２丁目１５－
１

宮崎県児湯郡高鍋町

ガラス・サッシ取付及び配達 有限会社　大野ガラス店 ◯ガラス工事の施工・建築用ガ
ラス・アルミ資材及びアルミ
製品の施工、配達。
◯サッシの組立及び現場への搬

雇用・労災・
健康・厚生40歳

以下 175,000円～
200,000円雇用期間の定めなし 宮崎県西都市中妻１丁目２５番地

ルート営業 農事組合法人　香川ランチ ○取引先（スーパー等）への
ルート営業業務。
（営業範囲：宮崎市内、西都
市、児湯郡、国富、綾、小林、

雇用・労災・
健康・厚生49歳

以下 170,000円～
200,000円雇用期間の定めなし 宮崎県児湯郡川南町大字平田３０８７

番地１

養鶏管理 農事組合法人　香川ランチ ○養鶏舎での管理業務全般。
（養鶏管理業務）
・養鶏の水・エサ等の管理作
業。

雇用・労災・
健康・厚生49歳

以下 150,000円～
180,000円雇用期間の定めなし 宮崎県児湯郡川南町大字平田３０８７

番地１

トラック乗務員（九州管内） 丸和運送　株式会社 ○主に食肉類配送業務。
　長距離配送・・・九州管内
○フォークリフト及び手作業で
の荷の積み下ろし作業あり。

雇用・労災・
健康・厚生60歳

以下 260,000円～
300,000円雇用期間の定めなし 宮崎県児湯郡高鍋町大字持田６２８４

デイサービス介護：介護福祉士【ト
ライアル併用求人】

株式会社　介護とリハビリの
エンゼル

○デイサービスでの介助業務。
　・食事介助、入浴介助、排せ
つ介助、レク企画
　・利用者の送迎と介助

雇用・労災・
健康・厚生不問

160,000円～
200,000円雇用期間の定めなし 宮崎県児湯郡高鍋町大字高鍋町７５１

番地２
宮崎県児湯郡高鍋町

生活相談員
（たかなべ）

株式会社　介護とリハビリの
エンゼル

○デイサービスでの相談業務

○利用者の送迎と介助。


雇用・労災・
健康・厚生不問

175,000円～
250,000円雇用期間の定めなし 宮崎県児湯郡高鍋町大字高鍋町７５１

番地２
宮崎県児湯郡高鍋町

デイサービス看護（准看護
師）（たかなべ）

株式会社　介護とリハビリの
エンゼル

○デイサービスでの看護・介護
業務
（食事介助や入浴介助など）
○利用者の送迎と介助。

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高鍋町７５１

番地２
宮崎県児湯郡高鍋町

デイサービス看護（正看護
師）（たかなべ）

株式会社　介護とリハビリの
エンゼル

○デイサービスでの看護・介護
業務
（食事介助や入浴介助など）
○利用者の送迎と介助。

雇用・労災・
健康・厚生不問

185,000円～
250,000円雇用期間の定めなし 宮崎県児湯郡高鍋町大字高鍋町７５１

番地２
宮崎県児湯郡高鍋町

営業補助及び事務／総務課
≪急募≫

株式会社　さくら調剤薬局 ◯営業担当者の補助・事務業務
を担当して頂きます。
・簡単な文書作成：パソコン使
用

雇用・労災・
健康・厚生不問

147,200円～
150,000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

又は 8時30分～18時00分
の間の8時間程度宮崎県西都市

運転手 医療法人社団　聖山会　川南
病院

○外来患者の送迎業務に従事し
て頂きます。
（送迎エリア：児湯郡、西都
市、日向市）

雇用・労災・
健康・厚生不問

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１８１５

０－４７



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11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）
(1) 8時00分～17時00分 普通自動車免許（ＡＴ限定）

40062- 5720891 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～16時30分

42040- 6116491 就業場所

月給
(1)10時00分～16時00分
(2) 9時15分～17時00分
(3) 9時15分～16時15分

45010-26229991 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

45010-26237991 就業場所

月給 変形（１ヶ月単位） ８トン限定中型自動車免許
(1) 8時00分～16時55分
(2) 6時00分～14時55分
(3) 7時00分～15時55分

45030- 4856091 就業場所

月給 変形（１ヶ月単位）
(1) 8時00分～16時55分
(2) 6時00分～14時55分
(3) 7時00分～15時55分

45030- 4857391 就業場所

月給 変形（１ヶ月単位） 普通自動車免許（ＡＴ限定）

(1) 7時40分～16時20分
(2) 8時20分～17時00分

45030- 4916291 就業場所

月給 ホームヘルパー１級
(1) 8時30分～17時20分 ホームヘルパー２級

45040-11814791 就業場所

月給 普通自動車免許
(1) 8時00分～17時00分

45060- 4251391 就業場所

月給 変形（１ヶ月単位） 普通自動車免許（ＡＴ限定）

(1) 9時00分～16時00分
(2)16時00分～22時30分

45060- 4252691 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修了者
(4)17時00分～9時00分

45060- 4253991 就業場所

月給 変形（１ヶ月単位）
(1) 8時30分～20時30分
(2) 9時30分～21時30分
(3)10時30分～22時30分

45060- 4254491 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修了者

45060- 4255791 就業場所

月給 普通自動車免許（ＡＴ限定）

(1) 7時30分～16時00分

45060- 4258591 就業場所

月給 普通自動車免許
(1) 8時00分～17時00分

45060- 4260691 就業場所

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

45060- 4262491 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)

正看護師または准看護師 医療法人社団　百喜会 ○外来看護業務（通常・遅出）
○透析看護業務（通常・準夜）
○宿直看護業務（入院患者４名
程度）

雇用・労災・
健康・厚生59歳

以下 197,000円～
209,000円雇用期間の定めなし 宮崎県西都市大字鹿野田５５７９－１

宮崎県西都市

建築資材等の配達 有限会社　松川商店 ◯建築資材等の配達。
・建設現場への資材配達（その
他付随業務あり）
・店内での接客等

雇用・労災・
健康・厚生不問

165,000円～
201,600円雇用期間の定めなし 宮崎県児湯郡新富町富田３丁目３２

宮崎県児湯郡新富町

事務及び作業員 株式会社　穏 ◯事務作業。
・会計ソフトによる書類発行、
在庫管理等
　（パソコンの経験のない方で

雇用・労災・
健康・厚生45歳

以下 130,000円～
160,000円雇用期間の定めなし 宮崎県西都市大字黒生野２０７７番地

介護職（３号館：川南）【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 (4)17時00分～9時00分
宮崎県児湯郡川南町

調理師及び調理師補助【高鍋
本店又は宮崎北店】

有限会社　小丸新茶屋 ○手打ちうどん、にぎり寿司・
調理全般業務。
　＊うどん店、居酒屋、飲食店
経験者優遇。

雇用・労災・
健康・厚生・
財形

18歳
以上 180,000円～

280,000円雇用期間の定めなし 宮崎県児湯郡高鍋町大字北高鍋４６２
２－７

宮崎県宮崎市、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

店内接客等【高鍋本店又は宮
崎北店】

有限会社　小丸新茶屋 ○店内接客全般業務。
・オーダー取り。
・店内の配膳および後片付け。
・料理の盛り付け。

雇用・労災・
健康・厚生18歳

以上 160,000円～
185,000円雇用期間の定めなし 宮崎県児湯郡高鍋町大字北高鍋４６２

２－７
宮崎県児湯郡高鍋町、佐土原町

電気工事作業及び管工事作業
員

村井電機　株式会社 ○工場、住宅、畜舎等の電気・
管工事作業
○工場、公共施設等消防用設備
施工・保守等作業

雇用・労災・
健康・厚生不問

170,000円～
207,000円雇用期間の定めなし 宮崎県児湯郡川南町大字川南１３９７

６番地

介護業務（西都市） 株式会社　スマイルジョブ ＊食事介助、入浴介助、排泄介
助、清拭、レクレーション、
　居室の清掃等を行っていただ
きます。　　　　　【介護】

雇用・労災・
健康・厚生不問

151,184円～
182,996円雇用期間の定めあり（4ヶ月未

満）

宮崎県都城市上町１７街区２号
マルケイビル　２Ｆ

宮崎県西都市

介護職員（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
利用者の介護業務全般。
（利用者定員４０名、職員１０
～１２名体制）

雇用・労災・
健康・厚生不問

155,000円～
155,000円雇用期間の定めなし 宮崎県日向市大字塩見１１６５２番地

宮崎県児湯郡都農町

孵卵場業務（ヒナの選別） 日本ホワイトファーム　株式
会社　宮崎事業所

・都農町の日本ホワイトファー
ム（株）孵卵場において
・ヒナの選別。
・工場内の洗浄、消毒作業な

雇用・労災・
健康・厚生不問

145,440円～
145,440円雇用期間の定めあり（4ヶ月以

上）

宮崎県日向市美々津町２２７７番地

宮崎県児湯郡都農町

孵卵場業務（配送） 日本ホワイトファーム　株式
会社　宮崎事業所

・都農町の日本ホワイトファー
ム（株）孵卵場から農場への
ヒナ配送２ｔ車（車両総重量
７．９９ｔ）

雇用・労災・
健康・厚生不問

159,600円～
183,600円雇用期間の定めあり（4ヶ月以

上）

宮崎県日向市美々津町２２７７番地

宮崎県児湯郡都農町

営業 株式会社　アイロード ・地域コンサルタント
・ウェブ・カタログ、営業、制
作、編集
・フォトグラファー・フォト

雇用・労災・
健康・厚生不問

140,000円～
200,000円雇用期間の定めなし 宮崎県宮崎市大工３丁目１９１番地

宮崎県宮崎市、西米良村、鹿児島県

商工会議所共済・福祉制度推進ス
タッフ／西都商工会議所

アクサ生命保険　株式会社
宮崎支社

【入社初月】
生命保険募集人の登録に必要な
一般課程試験に合格できるよう
に机上研修を受けていただきま

雇用・労災・
健康・厚生不問

110,000円～
110,000円雇用期間の定めなし 宮崎県宮崎市錦町１－１０　宮崎グ

リーンスフィア壱番館７階
宮崎県西都市

フォークリフト運転手（宮崎
営業所）◆急　募◆

株式会社　村里運輸 倉庫作業員（リフトマン／男
女）
・飲料品他の倉庫作業に伴う一
切の作業

雇用・労災・
健康・厚生不問

136,275円～
153,525円雇用期間の定めなし 長崎県大村市森園町１５８５の２

宮崎県児湯郡川南町

営業スタッフ（スーパー内惣菜コー
ナーでの店舗管理）高鍋町

九州惣菜　株式会社 ＊宮崎県児湯郡高鍋町周辺に展
開するスーパー内
　惣菜コーナーでの店舗運営・
指導及び調理指導。

雇用・労災・
健康・厚生・
財形

不問
210,000円～
275,000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



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11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） 普通自動車免許（ＡＴ限定）

(1) 8時00分～17時00分 ホームヘルパー２級以上
介護職員初任者研修修了者

45060- 4264891 就業場所

月給 変形（１年単位）
(1) 8時30分～17時30分

45060- 4265291 就業場所

月給 交替制あり 看護師
(1) 8時30分～17時30分
(2) 8時30分～12時30分
(3) 9時00分～13時00分
(4)17時00分～21時00分

45060- 4267191 就業場所 (5)17時00分～9時00分
月給 普通自動車免許

(1) 8時00分～17時00分 建設業資格

45060- 4268091 就業場所

月給 変形（１ヶ月単位）
(1) 9時00分～18時00分

45060- 4269391 就業場所

月給 交替制あり 准看護師
(1) 8時30分～17時30分
(2) 8時30分～12時30分
(3) 9時00分～13時00分
(4)17時00分～21時00分

45060- 4271891 就業場所 (5)17時00分～9時00分
月給 変形（１ヶ月単位）

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

45060- 4272291 就業場所

月給
(1)13時00分～21時00分
(2) 8時00分～16時00分

45060- 4275091 就業場所

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

45060- 4277691 就業場所

月給 交替制あり
(1) 8時00分～17時00分
(2)10時00分～19時00分
(3)16時30分～ 0時00分
(4)0時00分～9時00分

45060- 4278991 就業場所

月給 普通自動車免許
(1) 8時00分～18時00分

45060- 4279491 就業場所

月給 変形（１年単位）
(1) 7時50分～17時00分
(2) 7時10分～16時20分
(3) 8時20分～17時30分

45060- 4280291 就業場所

月給 変形（１年単位）
(1) 8時00分～17時00分

45060- 4281591 就業場所

月給 変形（１年単位）
(1) 8時15分～17時15分

45060- 4283091 就業場所

月給 変形（１年単位）
(1) 8時15分～17時15分

45060- 4285691 就業場所

月給 変形（１年単位） 普通自動車免許
(1) 8時15分～17時15分

45060- 4287491 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)

経理事務 勝田被服　株式会社　高鍋工
場

○会計ソフト（ＰＣＡ会計）入
力。
・受注・発注業務。
・請求・支払事務。

雇用・労災・
健康・厚生不問

150,000円～
180,000円雇用期間の定めなし 宮崎県児湯郡高鍋町大字北高鍋３１９

０－３
宮崎県児湯郡高鍋町

経理事務経験者【急募】 勝田被服　株式会社　高鍋工
場

○経理事務全般業務。
　会計ソフト（ＰＣＡ会計）入
力
・受注・発注業務

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 宮崎県児湯郡高鍋町大字北高鍋３１９

０－３
宮崎県児湯郡高鍋町

ソーイングスタッフ（高鍋）
（正社員）

勝田被服　株式会社　高鍋工
場

○紳士・婦人服の縫製部門で、
主にミシン、アイロン掛けの
仕事です・


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 宮崎県児湯郡高鍋町大字北高鍋３１９

０－３

養鶏業務（直営山路農場又は
直営三納農場）

株式会社　児湯食鳥 ○直営山路農場又は直営三納農
場での養鶏業務全般。
・種鶏の飼養管理：ヒヨコを成
長させて卵を産まるまで管理

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

ブロイラー処理・解体調理
鶏肉加工

株式会社　児湯食鳥 ○ブロイラー処理における各部
位毎の解体作業。
　
○包丁使用による鶏肉加工や検

雇用・労災・
健康・厚生・
財形

不問
140,800円～
140,800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

内装業 哲建 ○内装業での補助全般業務。
・軽天下地　ボード貼り。
・仕事準備、片づけ等。


不問
168,000円～
252,000円雇用期間の定めなし 宮崎県児湯郡川南町大字川南１４８６

４―２

看護助手 医療法人　恵喜会　西都病院 ○精神科及び老人病棟における
介護業務。（１７５床）
○看護的補助業務。
○研修会等は定期的に実施。

雇用・労災・
健康・厚生不問

130,000円～
155,000円雇用期間の定めなし 宮崎県西都市大字調殿１０１０番地

宮崎県西都市

介護福祉士：常勤 地方独立行政法人　西都児湯
医療センター

○一般病棟における看護補助業
務全般（６９床）
・食事、入浴、排泄介助
・オムツ交換、着替え補助等

雇用・労災・
健康・厚生45歳

以下 150,000円～
302,500円雇用期間の定めなし 宮崎県西都市大字妻１５５０番地

宅急便の受付及び事務 ヤマト運輸　株式会社　西都
センター

◯宅急便の受付ならびに簡単な
事務作業。
・宅配便表の確認等
・荷物の計量、計測

雇用・労災・
健康・厚生不問

112,000円～
112,000円雇用期間の定めあり（4ヶ月未

満）

宮崎県西都市大字右松５２８－１

介護職（グループホームあさ
ひ）

医療法人　隆徳会　鶴田病院 ○介護業務全般
・食事介助、排泄介助、入浴介
助。
・調理、洗濯、清掃。

雇用・労災・
健康・厚生・
財形

59歳
以下 140,000円～

170,000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

准看護師（病棟） 医療法人　隆徳会　鶴田病院 ◯看護全般業務。
○病棟勤務（急性期病棟・回復
期病棟・療養病棟）


雇用・労災・
健康・厚生59歳

以下 150,000円～
210,000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

調理師（のぶや　都農道の駅
店）

有限会社　信商 「のぶや　都農道の駅店」店内
での調理業務全般。
　仕込み、調理、盛り付け等、
一連の作業があります。

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 宮崎県児湯郡都農町大字川北１３２２

９
宮崎県児湯郡都農町

建設及び土木作業員 株式会社　信建設 ◯建築及び営繕（修理）工事全
般業務。
◯土木及び営繕（修理）工事全
般業務。

雇用・労災・
健康・厚生不問

184,000円～
253,000円雇用期間の定めなし 宮崎県児湯郡都農町大字川北１３２２

９－６

正看護師（病棟） 医療法人　隆徳会　鶴田病院 ○病棟勤務（急性期病棟・回復
期病棟・療養病棟）
○その他、附随業務あり。


雇用・労災・
健康・厚生59歳

以下 181,000円～
270,000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

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

介護職員【デイサービス大久
保の郷】

ＮＰＯ法人　ゆうあい川南 ◆新規事業（宅老所）開始に伴
う募集
○デイサービス利用者１５名の
介護全般業務

雇用・労災・
健康・厚生不問

134,400円～
134,400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９３７８
番地３

宮崎県児湯郡川南町



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） 11月11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）
(1) 8時00分～17時00分

45060- 4290191 就業場所

月給 変形（１年単位）
(1) 8時15分～17時15分

45060- 4292391 就業場所

月給 変形（１年単位）
(1) 8時15分～17時15分

45060- 4293691 就業場所

月給 変形（１年単位） 普通自動車免許（ＡＴ限定）

(1) 9時00分～18時00分

45060- 4295491 就業場所

月給 変形（１年単位）
(1) 8時15分～17時15分

45060- 4298291 就業場所

月給 変形（１年単位）
(1) 8時15分～17時15分

45060- 4300491 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
(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- 4301791 就業場所 (5)10時00分～19時00分
月給 変形（１ヶ月単位） 保育士

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

45060- 4304591 就業場所

月給
(1) 9時30分～18時15分

45060- 4305191 就業場所

月給 変形（１ヶ月単位） 保育士
(1) 8時30分～17時00分
(2) 6時50分～15時20分
(3)10時20分～18時50分

45060- 4309991 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)

保育士 社会福祉法人　稚児ヶ池福祉
会　稚児ケ池保育園

０才～５才児までの保育業務又
は保育補助業務全般。
（園児数：７０名）
その他、付帯業務全般

雇用・労災・
健康・厚生不問

188,600円～
192,600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４３３０－９

宮崎県西都市

受付及び事務補助（臨時職
員）

県立西都原考古博物館 ◯博物館１階総合案内における
来館者受付、案内。
◯図書室における受付、案内、
資料整理

雇用・労災・
健康・厚生不問

125,860円～
125,860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西都原西５６
７０番地

保育士（都農保育園） 社会福祉法人　石井記念　友
愛社

０～５歳児までの保育業務全
般。（定員７０名）
保育書類等の簡単な入力作業あ
り

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

宮崎県児湯郡都農町

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

ボタン穴（ボタンホール）作
成作業

勝田被服　株式会社　高鍋工
場

○紳士・婦人スーツ上着の工場
内での簡単な作業です。
（作業は機械で行います。）
＊詳細は面接時に説明します。

雇用・労災・
健康・厚生不問

160,000円～
200,000円雇用期間の定めなし 宮崎県児湯郡高鍋町大字北高鍋３１９

０－３
宮崎県児湯郡高鍋町

機械操作オペレーター（生地
を裁断する作業）

勝田被服　株式会社　高鍋工
場

○ＣＡＭを使って原反を裁断す
る作業。
・生地を裁断する機械の操作で
す。

雇用・労災・
健康・厚生不問

142,037円～
186,400円雇用期間の定めなし 宮崎県児湯郡高鍋町大字北高鍋３１９

０－３
宮崎県児湯郡高鍋町

営業職 勝田被服　株式会社　高鍋工
場

◯病院・法人・個人宅への訪問
し、ユニホームの
　カタログ販売（ルート営業）
を行う。

雇用・労災・
健康・厚生不問

150,000円～
250,000円雇用期間の定めなし 宮崎県児湯郡高鍋町大字北高鍋３１９

０－３

ソーイングスタッフ（縫
製）；準社員　【急募】

勝田被服　株式会社　高鍋工
場

○紳士・婦人服の縫製部門で、
主にミシン、アイロン掛けの
仕事。


雇用・労災・
健康・厚生不問

142,037円～
163,100円雇用期間の定めなし 宮崎県児湯郡高鍋町大字北高鍋３１９

０－３
宮崎県児湯郡高鍋町

袖付スタッフ（高鍋） 勝田被服　株式会社　高鍋工
場

○紳士・婦人服の縫製部門で、
ミシンにて袖付けを行う仕事
です。


雇用・労災・
健康・厚生不問

150,000円～
250,000円雇用期間の定めなし 宮崎県児湯郡高鍋町大字北高鍋３１９

０－３

溶接作業員【トライアル併用
求人】

オリンピア工業株式会社　宮
崎工場

○工場内での板金作業（組立・
溶接）
・金属薄板を組み合わせて、溶
接作業を行います。

雇用・労災・
健康・厚生40歳

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

宮崎県西都市


