
賃金 求人者名
職種 上限 就業場所 就業時間 加入保険等 必要な免許資格

下限
（フルタイム） 変形（1年単位）

月給 (1)8時30分～17時00分

雇用期間の定めあり
～令和2年3月20日

44060-  140401
（フルタイム） 変形（1ヶ月単位） 介護福祉士

月給 (1)8時30分～17時20分 准看護師
社会福祉士

雇用期間の定めなし 看護師
社会福祉士主事

45070- 4810091
（フルタイム） 変形（1年単位） 介護福祉士

月給 (1)6時30分～15時30分
(2)12時00分～21時00分

雇用期間の定めなし (3)21時00分～7時00分 普通自動車免許１種（ＡＴ限定可）
(4)15時30分～ 9時00分

45060- 4990491
（フルタイム） 交替制あり 栄養士

月給 (1)5時30分～14時30分 管理栄養士
(2)8時00分～17時00分

雇用期間の定めなし (3)10時30分～19時30分

45010-  235801
（フルタイム） 交替制あり 歯科衛生士

月給 (1)9時00分～19時00分
(2)9時00分～13時00分

雇用期間の定めなし

45060-   12301
（フルタイム） 変形（1ヶ月単位） 大型自動車免許

月給 (1)7時00分～12時00分

雇用期間の定めなし

45060-   64601
（フルタイム） 変形（1年単位）

月給 (1)8時00分～17時00分

雇用期間の定めなし

45060-    6901
（フルタイム） 車両系建設機械（基礎工事用）運転技能者

月給 (1)8時00分～17時00分

雇用期間の定めなし

45060-   66101
（フルタイム） 第二種電気工事士

月給 (1)7時50分～17時15分

雇用期間の定めなし

45060-   67401
（フルタイム） 変形（1ヶ月単位）

月給 (1)8時30分～17時10分
(2)16時45分～1時25分

雇用期間の定めなし (3)1時10分～8時50分
又は 8時30分～17時15分

45060-   69801 　の間の8時間程度
（フルタイム）

月給 (1)8時00分～16時00分

雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）
～令和2年1月31日

45060-   70301
（フルタイム） 変形（1ヶ月単位） 日商簿記３級

月給 (1)8時30分～17時15分

雇用期間の定めなし

45060-   71601
（フルタイム） 変形（1ヶ月単位） 普通自動車免許

月給 (1)9時00分～18時30分
(2)13時30分～17時30分

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

契約更新の可能性あり（原則更新） 45060-   74401
（フルタイム） ２級土木施工管理技士

月給 (1)8時00分～17時00分 １級土木施工管理技士
普通自動車免許

雇用期間の定めなし

45060-   75701
（フルタイム） 普通自動車免許または原付免許

月給 (1)8時00分～17時00分

雇用期間の定めあり（４ヶ月）
～令和2年4月15日

45060-   77201
（フルタイム） 車両系建設機械（基礎工事用）運転技能者

月給 (1)8時00分～17時00分 普通自動車免許

雇用期間の定めなし

45060-   78501
（フルタイム） 変形（1ヶ月単位） ホームヘルパー２級

月給 (1)7時00分～16時00分 介護職員初任者研修修了者
(2)11時00分～20時00分 普通自動車免許

雇用期間の定めなし (3)17時00分～9時00分

45060- 5003091
（フルタイム） 普通自動車免許

月給 (1)8時00分～17時00分

雇用期間の定めなし

45060- 5004391
（フルタイム） 交替制あり 看護師

月給 (1)8時30分～17時00分 准看護師
(2)9時00分～18時00分

雇用期間の定めなし (3)17時00分～9時00分

45060- 5008791
（フルタイム） 変形（1ヶ月単位） ホームヘルパー２級

月給 (1)7時00分～16時00分 介護職員初任者研修修了者
(2)8時00分～17時00分 又はそれ以上の資格取得者

雇用期間の定めなし (3)10時00分～19時00分
(4)16時30分～ 9時30分 普通自動車免許

45060-   79001

年齢 仕事の内容

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。
・販売先は、小売店、スーパーマー
ケット、問屋、コンビ　　ニ、飲食

雇用・労
災・健康・
厚生・財形

不問
168360

宮崎県西都市大字三宅字茶島２４４５
－１１231710

オペレーター及び土木作業員 株式会社　コーポレーション・
クリエイト

○ユンボ（油圧ショベル）の運転。
○土木作業員
◯林業、付随作業、その他をお願い
する事があります。

＊詳細は面接時に説明します。

173000
宮崎県西都市大字下三財８１２４－８
『並木の里』215000

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、食数の管
理、勤務管理等の栄養士
全般の業務を行います。

不問

185000
宮崎県児湯郡新富町富田南２丁目２２
番地197000

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（１０ｔ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
○ヒナ鶏出荷業務：児湯郡管内（月
３回～４回程度）

不問

（産）土木施工管理 株式会社　河北 ◯公共工事（国、県、市町村）と民
間工事（電力会社、交通機関会社、
森林組合等）の現場管理全般となり
ます。

◯具体的には発注者や協力会社との

歯科衛生士 すが歯科医院 ・歯科医療の補助
・衛生指導
・歯科予防処置
・診療用器具等の滅菌、準備、管理
等
・院内洗浄、消耗品の管理等

雇用・労
災・健康・
厚生

不問

136640
宮崎県児湯郡川南町大字川南２００１
３番地２168640

品出し 株式会社　ＴＭＫｃｏｒｐｏｒ
ａｔｉｏｎ

◯精肉コーナーにてパック詰めされ
た商品に値札シールを貼り、品出し
する作業です。

＊詳細は面接時に説明します。


雇用・労
災・健康・
厚生

不問
193000

宮崎県西都市中妻２丁目９７番地

301000

自動機オペレーター：４直３交
替

株式会社　九州大真空 ◆まずは会社見学をしてください
（事前連絡必須）
　会社見学（紹介状発行）→書類提
出（手渡し又は郵送）
○自動機のオペレーター
・機械にセットした材料を研磨調整

雇用・労
災・健康・
厚生

18歳
以上

184000
宮崎県西都市大字下三財古城屋敷７７
７０230000

電気工事士 株式会社　甲斐電機工事 ◯電気工事現場施工を主として、電
気配線工事、空調工事、消防設備工
事に従事して頂きます。
◯技能に応じ、現場施工管理もお願
いします。
◎日報、報告等：パソコン使用

136640
宮崎県児湯郡川南町大字川南２００１
３番地２168640

用務員（もくせい苑） 社会福祉法人　弘成会　新富希
望の里

○利用者の介助業務。
・食事介助、車椅子移動介助等。
（排泄介助はありません）
・利用者の朝夕の送迎ある場合もあ
ります。
・施設の営繕。（電灯交換等家庭で

雇用・労
災・健康・
厚生

不問
127330

宮崎県西都市大字右松２１１１

134820

総務事務 株式会社　九州大真空 ◆まずは会社見学をしてください
（事前連絡必須）
　会社見学（紹介状発行）→書類提
出（手渡し又は郵送）
◯総務業務：パソコン使用
・会計処理、給与計算・来客者対

雇用・労
災・健康・
厚生

不問

不問
138000

宮崎県児湯郡高鍋町大字上江６９５６
－２145000

雇用・労
災・健康・
厚生

不問

○入居者、利用者の健康管理○受
診、利用者の健康管理
◯利用者様の食事、排泄、掃除等の
介助等
＊未経験者でも指導いたします。


雇用・労
災・健康・
厚生

不問
155000

有料老人ホーム高台：佐土原町西上那
珂７０９１

308000

大工または大工見習い 城建築

200000
宮崎県児湯郡高鍋町大字高鍋町４９７
－１300000

農作業員（スイートピー） 河野守晴（スイートピー農園） ビニールハウス内でのスイートピー
の手入れ、収穫作業。
作業場内での選別作業。
ビニールハウスが都農と川南にあ
り、都農の自宅敷地内に作業場があ
るため、車での移動があります。

162500
宮崎県児湯郡新富町富田３丁目１８－
２300000

正又は准看護師≪　急募　≫ 株式会社　さくらんぼ

雇用・労
災・健康・
厚生

不問
176000

宮崎県児湯郡新富町大字上富田２９３
４－１200000

介護職員（グループホーム） 有限会社　児玉商事 ○グループホーム入所者の介護業
務。（定員９名　個室）
（４人体制）
・要支援からの受入です。
（認知症状のある高齢者）の入浴介
助、更衣介助、食事介助　等、排泄

雇用・労
災・健康・
厚生

雇用・労
災・健康・
厚生

雇用・労
災・健康・
厚生

不問

介護職員（有料と訪問） 株式会社　訓範 ○有料老人ホーム（定員１９名）及
び訪問介護での介護業務
○介護を必要とする高齢者の入浴、
食事、排泄の介助
　


176000
宮崎県児湯郡高鍋町大字高鍋町４９７
－１264000

その他
不問

138000
宮崎県児湯郡都農町大字川北６８３－
１138000

建設作業員 有限会社　盛満技建 ○各現場での土木作業全般
（エリア：主に児湯郡管内）

＊詳細は面接時に説明します。【建
設】


雇用・労
災・健康・
厚生

不問

雇用・労
災・健康・
厚生

現場代理人 有限会社　盛満技建 ○公共機関から民間までの土木工事
施工管理業務。
・打ち合わせ
・報告、管理。
（書類作成については事務員が補助
します）

生活相談員 社会福祉法人　報謝会 ◎ご利用者様の生活援助及びご利用
者様・ご家族様の相談
◎介護職員への指導
　ご利用者様が入居する際の手続き
や、家庭での状況を把握
　し、サービス計画を立てる。

◯個人宅の大工工事全般業務
・エリア：主に宮崎市内、児湯郡
＊現場によっては直行直帰や乗合で
行く場合があります。



雇用・労災
不問

雇用・労
災・健康・
厚生

不問
168000

宮崎県児湯郡高鍋町大字持田字高河原
３１７１－１192000

174000
宮崎県児湯郡木城町大字椎木３９５０
番１174000

雇用・労
災・健康・
厚生

64歳
以下

支援員【仁の里】

220000
宮崎県西都市大字岡富６５８番地２
　ミューズの朝　西都230000

雇用・労
災・健康・
厚生

不問
175000

宮崎県西都市大字右松２１８０－３

235000

社会福祉法人　善仁会 ○仁の里（入所者２７名）での日常
生活の介助など
・入浴、食事、排泄、更衣の介助
・居室の清掃、行事参加など
・医療機関等送迎


雇用・労
災・健康・
厚生・財形

18歳
以上

170000
宮崎県児湯郡都農町大字川北４８８４

175000

℡ 0983-23-0848  fax0983-23-0849 

ハローワーク高鍋 

  （高鍋公共職業安定所） 

(一般）  ※ 面接にはハローワークが発行する紹介状が必要です。 1月14日



賃金 求人者名
職種 上限 就業場所 就業時間 加入保険等 必要な免許資格

下限
年齢 仕事の内容

℡ 0983-23-0848  fax0983-23-0849 

ハローワーク高鍋 

  （高鍋公共職業安定所） 

(一般）  ※ 面接にはハローワークが発行する紹介状が必要です。 1月14日

（フルタイム） 変形（1年単位）
月給 (1)8時00分～17時00分 大型自動車免許

雇用期間の定めなし 普通自動車免許１種；通勤用、移動用

45060-   80901
（フルタイム） 変形（1年単位）

月給 (1)8時00分～17時00分

雇用期間の定めなし 普通自動車免許：通勤用、移動用

45060-   81101
（フルタイム） 変形（1ヶ月単位）

月給 (1)8時00分～17時00分
(2)10時00分～19時00分

雇用期間の定めなし
又は17時00分～ 9時00分

45060-   82401 　の間の8時間
（フルタイム） フォークリフト運転技能者

月給 (1)9時00分～18時00分 普通自動車免許

雇用期間の定めなし

45060-   85201
（フルタイム） 変形（1ヶ月単位）

月給 (1)8時00分～17時00分

雇用期間の定めなし

45060-   87001
（フルタイム） 普通自動車免許

月給 (1)8時30分～17時30分

雇用期間の定めなし

45060-   89601
（フルタイム） 変形（1年単位） 準中型自動車免許

月給 (1)8時00分～17時00分 ※お持ちでない方は相談可能

雇用期間の定めなし 普通自動車免許

22080-  100401
（フルタイム） 交替制あり

月給 (1)8時30分～17時10分
(2)16時45分～1時25分

雇用期間の定めあり（４ヶ月未満） (3)1時10分～8時50分

45010-  167301
（フルタイム）

月給 (1)8時30分～17時00分

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）
～令和2年6月30日
契約更新の可能性なし 45060-   46001

（フルタイム） 変形（1ヶ月単位） 介護福祉士
月給 (1)7時15分～16時15分

(2)8時30分～18時00分
雇用期間の定めなし (3)16時45分～8時45分

45060-   47301
（フルタイム） 普通自動車免許：通勤用

月給 (1)8時00分～17時00分
(2)8時00分～12時00分

雇用期間の定めなし

45060-   48601
（フルタイム） 第二種電気工事士

月給 (1)8時00分～17時00分 普通自動車免許

雇用期間の定めなし

45060-   49901
（フルタイム） 変形（1ヶ月単位） 柔道整復師

月給 (1)8時30分～12時00分

雇用期間の定めなし
又は 8時30分～19時30分

45060-   50701 　の間の8時間程度
（フルタイム） 変形（1ヶ月単位） 普通自動車免許

月給 (1)13時00分～21時30分

雇用期間の定めなし

45060-   52201
（フルタイム） 変形（1ヶ月単位）

月給 (1)6時00分～15時00分
(2)8時30分～17時30分

雇用期間の定めなし (3)9時30分～19時00分

45060-   53501
（フルタイム） 普通自動車免許

月給 (1)6時00分～15時00分
(2)7時00分～12時00分

雇用期間の定めなし

45060-   54001
（フルタイム） 交替制あり 看護師

月給 (1)7時00分～16時00分
(2)9時30分～18時30分

雇用期間の定めなし

45060-   55301
（フルタイム） 変形（1年単位）

月給 (1)8時00分～17時00分

雇用期間の定めなし

45060- 5009891
（フルタイム） 変形（1ヶ月単位） 准看護師

月給 (1)8時00分～16時50分 普通自動車免許（ＡＴ限定可）
(2)8時30分～17時20分

雇用期間の定めなし (3)9時00分～17時50分

45070- 4811391
（フルタイム） 変形（1ヶ月単位） 看護師

月給 (1)8時00分～16時50分 普通自動車免許（ＡＴ限定可）
(2)8時30分～17時20分

雇用期間の定めなし (3)9時00分～17時50分

45070- 4812691

202400
宮崎県児湯郡都農町大字川北１４４６
１番地１202400

園地・苗場管理作業員 株式会社　マイキウイ ◯農産物（キウイフルーツ）の園地
（露地畑）・苗場管理作　業全般
　・接木作業、誘引作業、剪定作
業、除草作業等
＊詳細は面接時に説明します。


機械オペレーター 株式会社　マイキウイ ◯農産物（キウイフルーツ）の園地
（露地畑）等の造成、運　搬作業。
・トラクターでの農薬、肥料の散布
・トラクターでの草刈り作業
・トラクターの整備等メンテナンス
＊詳細は面接時に説明します。

雇用・労
災・健康・
厚生

不問

155000
宮崎県児湯郡川南町大字川南２０２０
８番地１192000

営業職 ワールドワイドトレード株式会
社

農業関係資材等を県内外のお客様に
販売する仕事です。
主要商品：消毒マット、サイレージ
フィルム、ベールネット、
防滑マット、畜産用飼料など


雇用・労
災・健康・
厚生

不問
184000

宮崎県児湯郡都農町大字川北１４４６
１番地１184000

介護職 株式会社　作松　花ほたる 住宅型有料老人ホーム（４１室）で
の入居者の日常生活の支援業務
食事介助、排泄介助、見守りなど
※送迎・パソコン入力なし

雇用・労
災・健康・
厚生

18歳
以上

160000
宮崎県児湯郡川南町大字川南２０６６
６－２170000

文具事務機器営業職 合資会社　フレンド山崎 得意先への文具、事務機器等の配達
と営業（ルート営業）
・顧客は一般企業及び官公庁が主で
す。
・配達及び営業エリアは西都市内で
す。

雇用・労
災・健康・
厚生

35歳
以下 165000

宮崎県西都市大字黒生野１８４２番地

185000

（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。
＊詳細は面接時に説明します。
【障害者手帳所持者専用求人】

雇用・労
災・健康・
厚生

不問

165000
宮崎県児湯郡川南町大字川南２４２６
５220000

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レート
・作業の段取り及び準備、調整など


雇用・労
災・健康・
厚生

不問
140000

宮崎県西都市妻町２－５

140000

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。
＊茶時期等には、機械の修理、メン
テナンス、製茶指導を
　行います。

雇用・労
災・健康・
厚生・財形

40歳
以下

148750
宮崎県西都市大字童子丸１６１

148750

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、入浴などの介　護
業務。（日中は１０名～１２名体
制）

雇用・労
災・健康・
厚生

18歳
以上 157500

宮崎県児湯郡川南町大字川南２００１
３－２157500

ピーマン選果作業 株式会社　ＴＭＫｃｏｒｐｏｒ
ａｔｉｏｎ

●ピーマンの荷受け作業

●農家より運ばれてきたピーマンを
受け付けし計量する作業。
簡易なパソコン操作あります。


雇用・労
災・健康・
厚生

不問

150000
宮崎県宮崎市佐土原町西上那珂字相ケ
谷４４１６番３200000

電気工事及び空調工事【急募】 荒木電機店 ◯公共事業７０％、民間事業３０％
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業業
務
＊詳細は面接時に説明します。

雇用・労
災・健康・
厚生

18歳
以上 200700

宮崎県児湯郡木城町大字高城３０７８

223200

製造加工（佐土原工場） 株式会社　中村商店 ●鰻の加工業務
・鰻の加工過程における捌きから冷
凍までの作業及びその現物監督業務
が主な担当業務になります。

＊詳細については面接にて説明しま

雇用・労
災・健康・
厚生

不問

210000
宮崎県西都市大字妻字平田１６６５番
地１240000

管理候補 株式会社　クレネス ◯新人への清掃指導及び管理
・清掃業務：請負契約事業所での清
掃業務
・月１回程度の会議出席等
＊試用期間中に仕事を覚えて清掃指
導に従事して頂きます。

その他
38歳
以下 150000

宮崎県西都市大字都於郡町５６０７番
地200000

柔道整復師 東洋はり灸整骨院　はるひ ○整骨院業務全般。
◯院外スポーツトレーナー活動業
務。
＊経験の少ない方も一緒に勉強して
いきます。


雇用・労
災・健康・
厚生

不問

140000
宮崎県西都市大字下三財３３７８
ゼンリン西都Ｐ１８６Ｃ２～３165000

配送【急募】 藪押食品 ○取り引き先へ自社製品（豆腐・あ
げ等）の配送業務全般。
（配達エリア：児湯郡、西都市等）
（この担当者現在８名）
社用車：軽自動車ＭＴタイプ又は
１．５トンＡＴ車使用

雇用・労
災・健康・
厚生

不問
300000

宮崎県児湯郡高鍋町大字上江１９３２
－１300000

調理員：三財病院 医療法人　暁星会　三財病院 ○入院患者さんの朝食、昼食、夕食
の調理全般業務。
（利用者１日：２７名～３０名分対
象）
・メニュー指示より調理して頂きま
す

雇用・労
災・健康・
厚生

不問

350000

雇用・労
災・健康・
厚生

不問
156000

宮崎県西都市中妻１丁目９２

156000

正看護師：三財病院 医療法人　暁星会　三財病院 ◯三財病院での病棟看護業務全般又
は外来看護業務全般。

＊仕事の内容についての詳細は面接
時に説明します。


雇用・労
災・健康・
厚生

59歳
以下

製品検査員【急募】

正看護師／ミューズの朝西都

准看護師／ミューズの朝西都 社会福祉法人　報謝会 ◎ご利用者様の健康管理
　デイサービス・住宅での看護業務
（バイタル管理等）
　それに伴う記録の作成、健康相談
等
　利用者様の病院への送迎業務等あ

210000
宮崎県西都市大字岡富６５８番地２
　ミューズの朝　西都210000

雇用・労
災・健康・
厚生

64歳
以下

140000
宮崎県西都市大字穂北８７０番地

167000

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）
＊作業は座り仕事になります。
＊目を使う細かな作業です（目視、

雇用・労
災・健康・
厚生

49歳
以下

192000
宮崎県西都市大字岡富６５８番地２
　ミューズの朝　西都192000

社会福祉法人　報謝会 ◎ご利用者様の健康管理
　デイサービス・住宅での看護業務
（バイタル管理等）
　それに伴う記録の作成、健康相談
等
　利用者様の病院への送迎業務等あ

雇用・労
災・健康・
厚生

64歳
以下

190000
宮崎県西都市大字下三財３３７８
ゼンリン西都Ｐ１８６Ｃ２～３



賃金 求人者名
職種 上限 就業場所 就業時間 加入保険等 必要な免許資格

下限
年齢 仕事の内容

℡ 0983-23-0848  fax0983-23-0849 

ハローワーク高鍋 

  （高鍋公共職業安定所） 

(一般）  ※ 面接にはハローワークが発行する紹介状が必要です。 1月14日

（フルタイム） 交替制あり 准看護師
月給 (1)7時00分～16時00分

(2)9時30分～18時30分
雇用期間の定めなし

45060-   56601
（フルタイム） 交替制あり

月給 (1)8時30分～17時30分
(2)7時00分～16時00分

雇用期間の定めなし

45060-   57901
（フルタイム） 社用車　ＡＴタイプ

月給 (1)8時00分～17時00分

雇用期間の定めなし

45060-   58101
（フルタイム） 変形（1ヶ月単位） ホームヘルパー２級以上

月給 (1)17時00分～9時00分 介護職員初任者研修修了者

雇用期間の定めなし

45060-   59401
（フルタイム）

月給 (1)8時00分～17時00分

雇用期間の定めなし

45060-   60201
（フルタイム） 変形（1年単位） フォークリフト運転技能者

月給 (1)8時30分～17時00分
(2)15時30分～0時00分

雇用期間の定めなし (3)0時00分～8時30分 ※フォークリフトの資格がない方は
　　　事業所で取得できます

45060-   62001
（フルタイム） 変形（1ヶ月単位）

月給 (1)7時00分～16時00分
(2)8時00分～17時00分

雇用期間の定めなし

40062-   91701
（フルタイム） 変形（1ヶ月単位）

月給 (1)8時00分～17時30分

雇用期間の定めなし 土木・電気に関する有資格者はお申出ください

40180-   47801
（フルタイム） 変形（1ヶ月単位）

月給 (1)9時00分～20時00分
(2)20時00分～9時00分

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） (3)9時00分～8時59分

45010-   46301
（フルタイム） 交替制あり

月給 (1)8時30分～17時10分
(2)16時45分～1時25分

雇用期間の定めなし (3)1時10分～8時50分

45020-   21501
（フルタイム） 交替制あり 歯科衛生士

月給 (1)9時00分～18時00分
(2)9時00分～12時30分

雇用期間の定めなし (3)9時00分～19時00分

45060-   16401
（フルタイム） 交替制あり 保育士

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

雇用期間の定めあり
～令和2年3月31日

45060-   17701
（フルタイム） 交替制あり

月給  10時00分～21時00分の
　間の7時間以上

雇用期間の定めなし

45060-   19201
（フルタイム） 交替制あり 保育士

月給 (1)7時00分～16時00分 普通自動車免許
(2)9時00分～18時00分

雇用期間の定めなし

45060-   20001
（フルタイム） 変形（1ヶ月単位）

月給 (1)7時00分～15時15分
(2)14時15分～22時30分

雇用期間の定めなし

45060-   22601
（フルタイム） 交替制あり

月給 (1)7時30分～16時30分
(2)8時00分～17時00分

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） (3)9時00分～18時00分

45060-   24101
（フルタイム） 変形（1ヶ月単位） 柔道整復師

月給 (1)9時00分～19時00分
(2)9時00分～13時30分

雇用期間の定めなし

45060-   27801
（フルタイム） 変形（1年単位） フォークリフト運転技能者

月給 (1)19時00分～4時00分 普通自動車免許（通勤用）
(2)21時00分～6時00分

雇用期間の定めなし (3)0時00分～9時00分

45060-   28201
（フルタイム） 変形（1ヶ月単位） ホームヘルパー２級以上

月給 (1)7時00分～16時00分 介護職員初任者研修修了者
(2)8時30分～21時00分 ※資格者優遇

雇用期間の定めなし (3)20時30分～9時00分

45060-   31901
（フルタイム） 交替制あり 正看護師

月給 (1)7時30分～16時30分
(2)8時00分～17時00分

雇用期間の定めなし

45060-   32101

准看護師：三財病院 医療法人　暁星会　三財病院 ◯三財病院での病棟看護業務全般又
は外来看護業務全般。

＊仕事の内容についての詳細は面接
時に説明します。


150000
宮崎県西都市大字下三財３３７８
ゼンリン西都Ｐ１８６Ｃ２～３160000

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。
・現場に取り付け作業業務。




雇用・労
災・健康・
厚生

59歳
以下 180000

宮崎県西都市大字下三財３３７８
ゼンリン西都Ｐ１８６Ｃ２～３260000

看護助手：三財病院 医療法人　暁星会　三財病院 ○看護助手業務全般

※仕事の内容についての詳細は、面
接時に説明いたします。



雇用・労
災・健康・
厚生

59歳
以下

190000
宮崎県児湯郡高鍋町大字上江６６４９
番地１２３190000

鉄工 山下鉄工 ・鉄工所の工場内での鉄骨加工。
・鉄骨建築物の加工に伴う溶接、切
断、穴明け等の作業。
・加工部分の錆止め塗装の作業。
・関連建築物の作業を幅広く行って
います。

雇用・労
災・健康・
厚生

不問
197600

宮崎県児湯郡都農町大字川北１７５８
８番地296400

介護職員（夜勤専門）【急募】 株式会社　九州ケアライン高鍋 ○住宅型有料老人ホームにおける介
護業務
・入居者の食事、排せつ、移動など
の介助
・介護記録の記入


雇用・労
災・健康・
厚生

18歳
以上

150000
宮崎県西都市大字穂北３５５６－６

192000

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の業
務を担当して頂きます。


雇用・労災
不問

185250
宮崎県児湯郡都農町大字川北３５５２
－８197600

製造社員 西日本油脂工業　株式会社 ○工場内軽作業全般業務
・各部門をローテーションで回りま
す。
・流れ作業では有りません
○工場機械オペレーター業務。


雇用・労
災・健康・
厚生

18歳
以上

176000
福岡県那珂川市松木１－１６５

284500

機械警備スタッフ（契約社員）
／西都待機所

セコム宮崎　株式会社 ・警備サービス提供先（事務所、店
舗、民家等）から火災や侵入者等の
信号を受信した際の現場確認

＊採用から約１ヶ月は宮崎本社での
研修があります。

雇用・労
災・健康・
厚生・財形

不問
162500

宮崎県児湯郡高鍋町大字北高鍋３５８
１－１162500

送電線路建設技能職／宮崎県 西嶋電設　株式会社 送電線路建設（基礎工事・鉄塔建
設・架線工事）
＊詳しくは事業所情報表示をご覧く
ださい

※九電（株）が主な発注元のため、

雇用・労
災・健康・
厚生

44歳
以下

162900
宮崎県児湯郡川南町大字川南２００１
３－２162900

歯科衛生士 野間歯科医院 ◯歯科衛生士業務全般
・歯科医師の診療補助業務
・口腔衛生指導
・歯科治療器具器材の準備、管理、
消毒等
・カルテの管理：パソコン使用

雇用・労
災・健康・
厚生

18歳
以上 155000

宮崎県西都市聖陵町２－４６　『西都
待機所』155000

（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

※水晶振動子：聞きなれない言葉で

雇用・労
災・健康・
厚生

18歳
～45
歳

128000
宮崎県児湯郡高鍋町大字上江８１２９
番地160000

接客 屋台ラーメン ◯仕込み作業
◯メニュー開発等
○ラーメン店内での接客、配膳、調
理補助等（客席３０席）
　客層：幅広い年代。


雇用・労
災・健康・
厚生

不問
180000

宮崎県西都市妻町１番地５０

200000

保育補助【急募】 特定非営利活動法人　ヒマワリ
保育園

０歳～３歳未満児の保育補助業務
（園児２０名）
主に未満児担当

○１年間の行事企画・運営等。
・今までの予定表がありますので利

雇用・労
災・健康・
厚生

不問

170000
宮崎県児湯郡高鍋町大字上江８１２９
番地200000

フロント 株式会社　プラム観光　さいと
温泉

○フロント業務全般。
○館内清掃。
○宿泊の受付。

＊業務内容の詳細については面接時
説明。

雇用・労災
30歳
以下 150000

宮崎県児湯郡新富町大字三納代１９０
３－２150000

保育士 特定非営利活動法人　ヒマワリ
保育園

０歳～２歳児の保育全般業務。（園
児２０名）
主に未満児担当

○１年間の行事企画・運営等。
・今までの予定表がありますので利

雇用・労
災・健康・
厚生

不問

135880
宮崎県西都市大字右松２０７１番地
135880

柔道整復師（管理柔道整復師） 川南整骨院 ○柔道整復師の治療業務

○将来、開業を目指している方は、
開業へのレセプト業務、人事、事業
計画、経営法、技術を指導させて頂
きます。

雇用・労
災・健康・
厚生

不問
150000

宮崎県西都市大字調殿１３５５－１

160000

農業資材販売店員（グリーンセ
ンター）

西都農業協同組合 ◎農業資材関係の販売業務。
・店舗レジ、商品発注、仕入れ、陳
列、在庫管理、接客等。
・肥料（２０ｋｇ程度）等の商品渡
し。
・パソコン使用有（入力程度）。

雇用・労
災・健康・
厚生

不問

235205
宮崎県児湯郡高鍋町大字北高鍋２７０
７－４235205

介護職 医療法人　宏仁会　海老原総合
病院

○入院患者の介護業務全般。
・食事介助、排泄介助、入浴介助、
環境整備
・ベットメイキング作業等
・早出、遅出業務あり　
＊勤務条件等に関しては、面談の上

雇用・労災
不問

220000
宮崎県児湯郡川南町大字川南１３５９
３－１　Ａコープ川南店内１Ｆ410000

捕鳥作業員 有限会社　西弘 ○各農場の養鶏を深夜に捕えてカゴ
に入れ、運搬車両に積み込む。
＊一台のトラックに３００カゴ程積
み込む。
＊１つのカゴには６羽から７羽入
る。

雇用・労
災・健康・
厚生

18歳
以上

177400
宮崎県児湯郡高鍋町大字上江２０７番
地250000

雇用・労
災・健康・
厚生

18歳
以上 139500

宮崎県児湯郡高鍋町大字上江２０７番
地154900

正看護師（透析室） 医療法人　宏仁会　海老原総合
病院

○透析室の看護業務全般。（配属
先：腎センター）
・その他付随業務あり。

◆経験のない方でも指導体制を整え
ておりますので、安心してご応募下

雇用・労
災・健康・
厚生

不問



賃金 求人者名
職種 上限 就業場所 就業時間 加入保険等 必要な免許資格

下限
年齢 仕事の内容

℡ 0983-23-0848  fax0983-23-0849 

ハローワーク高鍋 

  （高鍋公共職業安定所） 

(一般）  ※ 面接にはハローワークが発行する紹介状が必要です。 1月14日

（フルタイム） 交替制あり 准看護師
月給 (1)7時30分～16時30分

(2)8時00分～17時00分
雇用期間の定めなし

45060-   33401
（フルタイム） 普通自動車免許

月給 (1)8時00分～17時30分

雇用期間の定めなし

45060-   38001
（フルタイム） 介護福祉士

月給 (1)8時00分～17時00分 普通自動車免許

雇用期間の定めなし

45060-   40101
（フルタイム） 変形（1ヶ月単位）

月給 (1)8時00分～17時00分

雇用期間の定めなし

45060-   42701
（フルタイム） 普通自動車免許（ＡＴ可）

月給 (1)9時00分～17時30分
(2)10時00分～18時30分

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） (3)11時00分～19時30分 ※過去２年間、年金未納のないこと。

13040-  165401
（フルタイム） 変形（1ヶ月単位）

月給 (1)9時00分～19時00分
(2)12時00分～22時00分

雇用期間の定めなし

43010-   80801
（フルタイム） 変形（1年単位）

月給 (1)7時30分～16時30分

雇用期間の定めなし

45030-   17301
（フルタイム） 変形（1年単位） 大型自動車免許（一種）

月給 (1)7時30分～16時30分

雇用期間の定めなし

45030-   18601
（フルタイム） 変形（1年単位）

月給 (1)7時00分～16時00分

雇用期間の定めなし

45060-    1201
（フルタイム） 医療事務資格

月給 (1)8時30分～12時00分
(2)14時00分～18時00分

雇用期間の定めなし

45060-    4301
（フルタイム） 変形（1年単位） 車両系建設機械（基礎工事用）運転技能者

月給 (1)8時00分～17時00分 普通自動車免許

雇用期間の定めなし

45060-    5601

◎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)

准看護師（透析室） 医療法人　宏仁会　海老原総合
病院

○透析室の看護業務全般。（配属先
腎センター）
・その他付随業務あり。

◆経験のない方でも指導体制を整え
ておりますので、安心してご応募下

180000
宮崎県児湯郡高鍋町大字持田４３６６
－１－２200000

介護福祉士（花と緑のヘルパー
ステーション）

サポート芳士株式会社 ○「花と緑のヘルパーステーショ
ン」での介護業務全般。
・利用者の見守りや相談相手になっ
て頂きます。
・入浴介助、食事介助等
＊詳細は面接時に説明します。

雇用・労
災・健康・
厚生

不問
159700

宮崎県児湯郡高鍋町大字上江２０７番
地224500

豚の飼養管理 有限会社　野津手畜産 豚の飼養管理に関すること全般
・豚への給餌、豚房の除糞
・ワクチン接種、病豚の治療、新生
子豚の切歯・断尾・去勢
　等
・分娩時の介護、通路の消毒、豚房

雇用・労
災・健康・
厚生

40歳
以下

160000
宮崎県児湯郡川南町大字川南２０６６
６－２170000

＜急募＞戸別訪問業務（日本年
金機構受託業務）／高鍋

日立トリプルウィン　株式会社 １日、２５～３０件程度の戸別訪問
活動業務
（国民年金制度の説明、納付督励及
び免除・猶予等勧奨に関する説明業
務）
※指導員の同行訪問による研修があ

雇用・労
災・健康・
厚生

不問
138880

宮崎県児湯郡新富町大字上富田３３４
９－１156240

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。

＊詳細は面接時に説明します。

雇用・労
災・健康・
厚生

不問

雇用・労
災・健康・
厚生

不問
160000

宮崎県高鍋年金事務所管轄
（西都市、児湯郡）160000

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
240000

宮崎県西都市妻１６８６－１
「九州すし市場　西都店」300000

171000
宮崎県児湯郡川南町大字川南１２７５
１番地５１240000

生コン製造オペレーター（川南
工場）

あさひ生コン　株式会社 川南工場において
生コン製造オペレーター業務全般。
　操作盤を使用した生コン製造。
　その他、プラントのメンテナン
ス、清掃、機械管理業務。
　ミキサー車の配車業務。

雇用・労
災・健康・
厚生

不問
138000

宮崎県児湯郡都農町大字川北４８８４

177100

140000
宮崎県児湯郡高鍋町大字北高鍋７８５

160000

（産）建設機械オペレーター 株式会社　河北 ◯公共工事（国、県、市町村）と民
間工事（電力会社、交通機関会社、
森林組合等）の現場での建設機械の
オペレート業務となります。
◯オペレーターの腕次第で工事の出
来映えが大きく左右されるため、大

医療事務 医療法人　蟻塚クリニック 医療事務一般
カルテ出し
コンピューター入力
患者さん応対　他



雇用・労
災・健康・
厚生

不問

放血作業、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ま
す。


雇用・労
災・健康・
厚生

59歳
以下 160000

宮崎県児湯郡川南町大字川南１２７５
１番地５１230000

大型運転手（ミキサー車）川南
工場

あさひ生コン　株式会社 ＊大型運転手（ミキサー車）
・川南工場より県内の各現場に於い
て、
・大型ミキサー車の運転業務全般。
・生コンクリートの運搬業務。
・８ｔ～１１ｔ車使用（車両総重

雇用・労
災・健康・
厚生

不問

雇用・労
災・健康・
厚生

不問
182500

宮崎県児湯郡新富町大字新田４１８０
番地210500



賃金 求人者名
職種 上限 就業場所 就業時間 加入保険等 必要な免許資格

下限
（パートタイム）

時給 (1)8時00分～13時00分

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

44010-  385401
（パートタイム）

時給 (1)9時00分～16時00分

雇用期間の定めなし

45010-  188701
（パートタイム）

時給 (1)9時00分～16時00分

雇用期間の定めなし

45010-  189801
（パートタイム） フォークリフト運転技能者

時給 (1)8時00分～17時00分       あれば尚可

雇用期間の定めなし

45060-   68701
（パートタイム）

時給 (1)8時00分～15時00分
(2)10時00分～17時00分

雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）

45060-   72901
（パートタイム）

時給 (1)8時30分～16時00分

雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）
～令和2年1月31日

45060-   73101
（パートタイム）

時給 (1)9時00分～17時00分

雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）
～令和2年2月28日
契約更新の可能性なし 45060-   76801

（パートタイム）
時給 (1)18時00分～22時00分

雇用期間の定めなし

45060-   86501
（パートタイム） 変形（1ヶ月単位）

時給  8時00分～17時00分の
　間の6時間程度

雇用期間の定めなし

45060-   88301
（パートタイム）

時給  8時00分～13時00分の
　間の4時間程度

雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）
～令和2年3月31日

40062-  225901
（パートタイム）

時給 (1)8時00分～16時00分

雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）
令和2年1月13日～令和2年4月30日

45060-   44201
（パートタイム）

時給  8時00分～17時00分の
　間の4時間以上

雇用期間の定めなし 普通自動車免許（通勤用）

45060-   45501
（パートタイム） 柔道整復師

時給 (1)8時30分～17時00分 きゅう師
はり師

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

45060-   51801
（パートタイム）

時給 (1)16時00分～19時00分
(2)16時00分～20時00分

雇用期間の定めなし

45060-   61501
（パートタイム） 交替制あり

時給  9時00分～00時00分の
　間の3時間以上

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

27060-  168101
（パートタイム）

時給 (1)7時00分～11時00分
(2)8時00分～12時00分

雇用期間の定めあり（４ヶ月未満） (3)13時00分～17時00分
～令和2年3月31日

40062-   94501
（パートタイム） 変形（1ヶ月単位） 准看護師

時給 (1)8時30分～17時20分

雇用期間の定めなし 普通自動車免許（ＡＴ限定可）

45070- 4814491
（パートタイム）

時給 (1)8時00分～13時00分
(2)20時00分～1時00分

雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）

契約更新の可能性あり（原則更新） 45040-   43301
（パートタイム） 交替制あり 歯科衛生士

時給 (1)9時00分～12時00分
(2)14時00分～19時00分

雇用期間の定めなし (3)9時00分～19時00分
又は9時00分～19時00分

45060-   13601 の間の5時間程度

野菜の陳列・加工（マルショク
西都店）

サークルフーズ　株式会社 西都市大字右松にある「マルショク
西都店」内にて
野菜加工・陳列
・食材の簡単な調理（切る、盛り付
ける、等）

790
宮崎県宮崎市佐土原町下田島１８９６
４－１790

・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。
・目視または機械による出荷検査作
業を行います。

雇用・労災
64歳
以下

年齢 仕事の内容

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。
・目視または機械による出荷検査作
業を行います。

雇用・労災
不問

790
宮崎県西都市大字右松字三反田２１８
３790

軽作業・検査業務 株式会社　山洋製作所

雇用・労災
64歳
以下 790

宮崎県児湯郡高鍋町大字南高鍋６４４
１番地790

のこくず製造【急募】 株式会社　コーポレーション・
クリエイト

○土場内作業
・ラインに両手でかかえられる木材
を置き、のこくず製造業務をして頂
きます。
・清掃作業


雇用・労災
不問

800
宮崎県西都市大字下三財古城屋敷７７
７０1000

果物の剪定・収穫作業 株式会社　ＴＭＫｃｏｒｐｏｒ
ａｔｉｏｎ

◯農園における剪定作業・除草作
業・収穫作業が主な作業になりま
す。
＊外での作業となりますので体力に
自信のある方希望
＊詳細は面接時に説明します。

雇用・労災
不問

930
宮崎県児湯郡都農町大字川北１４４６
１番地１930

製造・梱包作業員 株式会社　ＴＭＫｃｏｒｐｏｒ
ａｔｉｏｎ

〇鶏肉の真空パック作業。
・真空パックした商品を梱包してい
く作業です。
＊詳細は面接時に説明します。

＊未経験者でも指導しますので安心

雇用・労災
不問

850
宮崎県西都市大字茶臼原１２９３番地

900

選別・仕分け作業／西都市 株式会社　ＴＭＫｃｏｒｐｏｒ
ａｔｉｏｎ

○出荷場での商品の選別
○袋の中身の確認
○箱詰め作業等

米詳細は面接時に説明します。

雇用・労災
不問

850
宮崎県西都市大字童子丸１６１

850

清掃員 宮崎サンフーズ　株式会社 ○機械・床の清掃作業。
・工場内の床や機械を、ホースや高
圧洗浄ホースを使って清掃し、床の
水を掃き出す作業を行う。

雇用・労災
不問

1000
宮崎県児湯郡新富町大字新田４１８０

1500

（障）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。

＊詳細は面接時に説明します。

雇用・労災
不問

800
宮崎県児湯郡川南町大字川南２０６６
６－２850

調理員（宮崎県児湯郡） 昭産商事　株式会社 ＊スーパー内の厨房で寿司、弁当、
惣菜等の調理、パック詰め、後片付
け等
＊採用日から３月３１日までの雇用
　以降更新有


雇用・労災
不問

830
宮崎県児湯郡都農町川北５２１０番地
１830

農業 大脇農園 キャベツ、白菜の収穫、積み込み作
業、箱作り
＊詳細は面接時に説明します。

【＊求人票は個々の雇用契約書では
ありませんので、採用後の雇用条件

その他
不問

800
宮崎県児湯郡高鍋染ケ岡

1000

農業 今井農園（今井瑞歌） ○カラーピーマンの収穫、管理、出
荷時の選別

※仕事の詳細は面接時に説明します



雇用・労災
不問

790
宮崎県児湯郡新富町大字新田１２１６
０－１900

柔道整復師・鍼灸師 東洋はり灸整骨院　はるひ ○院内での整骨業務全般。
◯院外スポーツトレーナー活動。
＊経験の少ない方も一緒に勉強して
いきます。

雇用・労災
不問

1000
宮崎県西都市大字妻字平田１６６５番
地１1000

採点スタッフ（新田教室・富田
南教室）

公文式宮崎　新田教室 ○教材採点・事務処理
・生徒の仕上げた教材プリントを解
答書に従い採点。
（数学、英語、国語）
※生徒に教える仕事ではありませ
ん。

労災
不問

790
宮崎県児湯郡新富町大字新田７０２４
－１０（新田教室）790

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
（ホールのお仕事）
　・お客様を席へご案内

労災
不問

850
宮崎県児湯郡高鍋町大字北高鍋字菖蒲
池東南４７８１850

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、以降１年毎の契約更新


雇用・労災
不問

790
宮崎県児湯郡高鍋町大字北高鍋３５８
１－１790

食品加工補助 株式会社　スマイルジョブ ＊センター内での惣菜製造の調理、
盛り付け、パック詰め
　値札付けなどの補助作業を行って
もらいます。

雇用・労災
不問

820
宮崎県児湯郡新富町

1025

歯科衛生士 野間歯科医院 ○歯科衛生士業務全般
・歯科医師の診療補助業務
・口腔衛生指導
・歯科治療器具器材の準備、管理、
消毒等

雇用・労災
不問

1050
宮崎県西都市妻町１番地５０

1200

准看護師／ミューズの朝西都
（１５～２３日勤務）

社会福祉法人　報謝会 ◎ご利用者様の健康管理
　デイサービス・住宅での看護業務
（バイタル管理等）
　それに伴う記録の作成、健康相談
等
　利用者様の病院への送迎業務等あ

雇用・労災
不問

1039
宮崎県西都市大字岡富６５８番地２
　ミューズの朝　西都1061

℡ 0983-23-0848  fax0983-23-0849 

ハローワーク高鍋 

  （高鍋公共職業安定所） 

(パート）  ※ 面接にはハローワークが発行する紹介状が必要です。 1月14日



賃金 求人者名
職種 上限 就業場所 就業時間 加入保険等 必要な免許資格

下限
年齢 仕事の内容

℡ 0983-23-0848  fax0983-23-0849 

ハローワーク高鍋 

  （高鍋公共職業安定所） 

(パート）  ※ 面接にはハローワークが発行する紹介状が必要です。 1月14日

（パートタイム）
時給 (1)8時30分～13時30分

(2)14時00分～18時00分
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）
～令和2年3月31日

45060-   14901
（パートタイム） 交替制あり

時給 (1)10時00分～15時00分
(2)17時00分～21時00分

雇用期間の定めなし

45060-   15101
（パートタイム） 調理師

時給 (1)9時00分～13時00分 栄養士

雇用期間の定めなし

45060-   18801
（パートタイム） 交替制あり

時給 (1)9時00分～15時30分
(2)15時45分～22時15分

雇用期間の定めなし

45060-   21301
（パートタイム） 交替制あり ホームヘルパー２級

時給 (1)12時00分～16時00分 介護職員初任者研修修了者

雇用期間の定めなし 又は10時00分～17時00分 普通自動車免許
　の間の4時間以上

45060-   23901
（パートタイム） 変形（1ヶ月単位）

時給 (1)22時30分～7時00分

雇用期間の定めなし

45060-   25401
（パートタイム） 交替制あり 大型自動車第二種免許

時給 (1)9時00分～15時30分 中型自動車第二種免許
(2)15時45分～22時15分

雇用期間の定めなし

45060-   26701
（パートタイム） 変形（1年単位）

時給 (1)9時00分～16時00分
(2)9時00分～15時50分

雇用期間の定めなし

45060-   29501
（パートタイム） 交替制あり

時給 (1)8時00分～12時00分
(2)13時00分～17時00分

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）
～令和2年3月20日 又は8時00分～17時00分

45060-   30601 　の間の8時間程度
（パートタイム）

時給 (1)8時00分～17時00分
(2)9時00分～18時00分

雇用期間の定めなし

45060-   34701
（パートタイム） 交替制あり 看護師

時給 (1)8時00分～17時00分 准看護師
(2)9時00分～13時00分

雇用期間の定めなし (3)13時00分～17時00分

45060-   35801
（パートタイム） ホームヘルパー２級

時給  8時00分～17時00分の 介護職員初任者研修修了者
　間の1時間以上 ホームヘルパー１級

雇用期間の定めなし 普通自動車免許

45060-   36201
（パートタイム） ホームヘルパー２級

時給 (1)8時00分～15時00分 ホームヘルパー１級
(2)10時00分～17時00分 介護職員初任者研修修了者

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） (3)8時00分～17時00分
又は 8時00分～17時00分

45060-   37501 の間の4時間程度
（パートタイム） ホームヘルパー２級

日給  17時00分～ 8時30分
の間の5時間以上

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） ヘルパー２級以上あれば尚可

契約更新の可能性あり（原則更新） 45060-   39301
（パートタイム）

時給 (1)9時00分～16時00分

雇用期間の定めなし

45060-   41401
（パートタイム） 普通自動車免許

時給 (1)9時00分～15時00分

雇用期間の定めなし 普通自動車免許１種（通勤用）

45060-   43801
（パートタイム）

時給 (1)8時00分～12時30分

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

45060-    2501
（パートタイム） 医療事務資格

時給  9時00分～16時00分 　　　　　　あれば尚可
の間の5時間程度

雇用期間の定めなし

45060-    7101
（パートタイム） 交替制あり

時給 (1)6時30分～10時30分
(2)9時00分～12時00分

雇用期間の定めなし (3)15時00分～18時00分

45060-    8401

保育補助【急募】 特定非営利活動法人　ヒマワリ
保育園

０歳～３歳未満児の保育補助業務。
（園児２０名）
主に未満児担当

○１年間の行事企画・運営等。

雇用・労災
不問

800
宮崎県児湯郡高鍋町大字上江８１２９
番地1000

接客 屋台ラーメン ○ラーメン店内での接客、配膳、調
理補助等（客席３０席）
　客層：幅広い年代。
◆券売機があるのでレジや注文取は
有りません。

労災
不問

900
宮崎県児湯郡新富町大字三納代１９０
３－２900

給食調理 特定非営利活動法人　ヒマワリ
保育園

＊０歳～２歳児（園児２０名）の調
理業務全般
・食材買い出しから調理、盛り付
け、配膳、片づけまでが一連の流れ
になっています（２人体制）。


雇用・労災
不問

800
宮崎県児湯郡高鍋町大字上江８１２９
番地850

清掃員 株式会社　プラム観光　さいと
温泉

○客室清掃。
○館内清掃。
○脱衣所：サウナマット交換作業。

＊業務内容の詳細については面接時
説明。

雇用・労
災・健康・
厚生

不問
843

宮崎県西都市大字調殿１３５５－１

843

訪問介護スタッフ 株式会社　喜びの家 ○老人介護
・入所者の自立した生活を基本とす
る各人の能力を把握し、　医師と相
談しながら立てた介護計画に沿っ
て、日常生活に　おける食事・排せ
つ・入浴等

労災
不問

900
宮崎県西都市大字上三財５７１４番地
１900

フロント（夜勤） 株式会社　プラム観光　さいと
温泉

○館内清掃。
○脱衣所清掃
○フロント業務
＊月１０日程度の勤務

雇用・労災
18歳
以上 790

宮崎県西都市大字調殿１３５５－１

790

清掃及び送迎 株式会社　プラム観光　さいと
温泉

○客室清掃。
○館内清掃。
○脱衣所：サウナマット交換作業。
○宿泊者の送迎あり（マイクロバス
２７人乗り）


雇用・労
災・健康・
厚生

不問
843

宮崎県西都市大字調殿１３５５－１

843

剣道防具製造業 株式会社　日本剣道具製作所 ○剣道防具の甲手・垂等の製造・工
業用ミシンがけ作業。
＊詳細は面接時に説明します。
◆就業時間については相談ができま
す。

雇用・労災
不問

790
宮崎県西都市大字下三財３４３６番地

790

清掃員（病院内） 医療法人　宏仁会　海老原総合
病院

○院内の清掃業務。（トイレ掃除を
含む）
＊詳細については面接時に説明。

雇用・労災
不問

800
宮崎県児湯郡高鍋町大字上江２０７番
地800

訪問介護（ひむか）：日曜日の
みの勤務

株式会社　プラスワン ○住宅型有料老人ホーム内での介護
業務
・食事介助、排泄介助、その他、日
常生活の支援。

労災
不問

1000
宮崎県西都市右松２５０３番地１

1200

看護職員 株式会社　プラスワン ○デイサービス内での看護、健康管
理、機能訓練等業務。
（利用者１２名～１８名）
・食事介助、入浴介助、排泄の介
助。
・レクレーション介助等

労災
不問

1000
宮崎県西都市右松２５０３番地１

1300

訪問介護員（登録ヘルパー可） 株式会社　プラスワン ○ご自宅から介護が必要な利用者様
の自宅に出向き、
訪問介護計画書に沿った、生活援助
や身体介護を中心とした業務

労災
不問

1100
宮崎県西都市右松２５０３番地１

1500

介護職（花と緑のヘルパース
テーション）

サポート芳士株式会社 ○「花と緑のヘルパーステーショ
ン」での介護業務全般。
・利用者の見守りや相談相手になっ
て頂きます。
・入浴介助、食事介助等


雇用・労災
不問

800
宮崎県児湯郡新富町大字上富田３３４
９－１800

介護助手：夜勤専門 サポート芳士株式会社 ○居宅介護補助業務全般（個室部屋
１１人、夫婦部屋２室）
・食事介助（夕食・朝食）、排泄介
助等。
・見守り等


労災
18歳
以上 1600

宮崎県児湯郡新富町大字上富田３３４
９－１1818

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

790
宮崎県児湯郡新富町大字新田４１８０
「宮崎サンフーズ内」790

一般事務 株式会社　真ちゃんファーム ・資料の管理
・電話、来客応対
・資料作成
・パソコン入力
・外出業務有

雇用・労災
不問

800
宮崎県児湯郡都農町大字川北５１７１
番地800

歯科助手 井上歯科医院 ○歯科助手業務全般
・診療の補助全般

＊更新については１年毎になりま
す。


雇用・労災
不問

1000
宮崎県児湯郡高鍋町大字北高鍋３３０
８1100

医療事務 医療法人　蟻塚クリニック 医療事務一般
カルテ出し
コンピューター入力
患者さん応対　他



雇用・労
災・健康・
厚生

不問
850

宮崎県児湯郡高鍋町大字北高鍋７８５

1000

調理員 社会福祉法人　望洋会　障害者
支援施設　あゆみの里

◯朝食・夕食：５０食、昼食：９２
食の調理業務全般。

＊詳細は面接時に説明致します。



労災
不問

850
宮崎県児湯郡新富町大字上富田４７２
６－１850



賃金 求人者名
職種 上限 就業場所 就業時間 加入保険等 必要な免許資格

下限
年齢 仕事の内容

℡ 0983-23-0848  fax0983-23-0849 

ハローワーク高鍋 

  （高鍋公共職業安定所） 

(パート）  ※ 面接にはハローワークが発行する紹介状が必要です。 1月14日

（パートタイム） 交替制あり
時給 (1)9時00分～12時00分

(2)14時00分～19時00分
雇用期間の定めなし (3)9時00分～13時00分

45060-   10501
（パートタイム） 交替制あり 歯科衛生士

時給 (1)9時00分～12時00分
(2)14時00分～19時00分

雇用期間の定めなし (3)9時00分～13時00分

45060-   11001
（パートタイム） 変形（1ヶ月単位） 介護福祉士

日給 (1)17時00分～9時00分 看護師
准看護師

雇用期間の定めなし

45060- 5005691
（パートタイム） ホームヘルパー１級

時給 (1)9時00分～16時30分 ホームヘルパー２級
介護職員初任者研修修了者

雇用期間の定めなし

45060- 5006991
（パートタイム） 交替制あり 介護福祉士

時給 (1)7時00分～13時00分 看護師
(2)13時00分～18時00分 准看護師

雇用期間の定めなし (3)17時00分～18時00分
又は7時00分～19時00分

45060- 5007491 の間の6時間程度
（パートタイム） 中型自動車免許

時給  8時00分～17時00分の 大型特殊自動車免許
　間の5時間

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）
令和2年1月6日～令和2年6月30日

45060- 5010191
（パートタイム） 変形（1ヶ月単位） 看護師

時給 (1)8時30分～17時20分

雇用期間の定めなし 普通自動車免許（ＡＴ限定可）

45070- 4813991

◎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)

歯科助手 すが歯科医院 ・歯科医療の補助
・衛生指導
・歯科予防処置
・診療用器具等の滅菌、準備、管理
等
・院内洗浄、消耗品の管理等

雇用・労
災・健康・
厚生

不問
1000

宮崎県西都市大字右松２１８０－３

1200

歯科衛生士 すが歯科医院 ・歯科医療の補助
・衛生指導
・歯科予防処置
・診療用器具等の滅菌、準備、管理
等
・院内洗浄、消耗品の管理等
○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など
○夜間の見守り巡視
＊未経験者でも指導いたします。

労災
18歳
以上

790
宮崎県児湯郡高鍋町大字持田字高河原
３１７１－１810

介護職：デイサービス 株式会社　さくらんぼ ○デイサービス利用者の介護業務
（利用者２５名）
○施設利用者への食事・排泄介助、
移動の介助等の身体介助など。

雇用・労
災・健康・
厚生

不問
1000

宮崎県西都市大字右松２１８０－３

1400

介護職（夜勤専門）≪　急募
≫

株式会社　さくらんぼ

不問
1000

宮崎県児湯郡高鍋町大字上江６７０８
－１1000

1153
宮崎県児湯郡高鍋町大字持田字高河原
３１７１－１1538

株式会社　ＧＲＯＷＴＨ ○キャベツ、高菜、ねぎの収穫後の
搬送をしていただく仕事です。

＊丁寧、親切に指導しますので安心
して仕事ができます。


雇用・労災
不問

介護職≪　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など

雇用・労災
不問

雇用・労災

1189
宮崎県西都市大字岡富６５８番地２
　ミューズの朝　西都1211

810
宮崎県児湯郡高鍋町大字持田字高河原
３１７１－１810

運転及び農作業

正看護師／ミューズの朝西都 社会福祉法人　報謝会 ◎ご利用者様の健康管理
　デイサービス・住宅での看護業務
（バイタル管理等）
　それに伴う記録の作成、健康相談
等
　利用者様の病院への送迎業務等あ

雇用・労災
不問


