
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） 交替制あり 登録販売者（一般医薬品）

月給 (1)8時30分～17時30分 ※あれば尚可
(2)12時15分～21時15分

雇用期間の定めなし 普通自動車免許

40010-15017401
（フルタイム） 交替制あり 登録販売者（一般医薬品）

月給 (1)8時30分～17時30分 ※あれば尚可
(2)12時15分～21時15分

雇用期間の定めなし 普通自動車免許

40010-15060501
（フルタイム） 交替制あり 登録販売者（一般医薬品）

月給 (1)8時30分～17時30分 ※あれば尚可
(2)12時15分～21時15分

雇用期間の定めなし 普通自動車免許

40010-15148201
（フルタイム） 変形（1ヶ月単位） 普通自動車免許

月給 (1)7時00分～16時30分

(2)8時00分～17時30分

雇用期間の定めなし (3)9時00分～18時30分

40120- 5092301
（フルタイム） 変形（1ヶ月単位） 登録販売者（一般医薬品）

月給 9時00分～22時00分の間 普通自動車免許
の8時間程度

雇用期間の定めなし

40120- 5186701
（フルタイム） 普通自動車免許

月給 (1)7時00分～16時00分 ※あれば尚可
(2)8時00分～17時00分

雇用期間の定めなし

43090-  388501
（フルタイム） 変形（1ヶ月単位） 普通自動車免許一種

月給 10時00分～22時00分の間

の8時間程度

雇用期間の定めなし

44020- 1991101
（フルタイム） 変形（1ヶ月単位） 普通自動車免許一種

月給 (1)9時00分～18時00分

雇用期間の定めなし

45010- 5566901
（フルタイム） 変形（1ヶ月単位） 普通自動車免許一種

月給 (1)9時00分～17時30分

雇用期間の定めなし

45010- 5571001
（フルタイム） 変形（1ヶ月単位） 大型自動車第二種免許

月給 (1)6時00分～14時00分

(2)12時00分～20時00分

雇用期間の定めなし (3)15時00分～23時00分

又は6時00分～23時00分

45010- 5579201 の間の7時間

（フルタイム） 三級自動車整備士
月給 (1)9時00分～18時00分 ※あれば尚可

雇用期間の定めなし 普通自動車免許一種

45010- 5601501
（フルタイム） 変形（1年単位） 普通自動車免許一種

月給 (1)9時00分～17時40分

雇用期間の定めなし

45010- 5708501
（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

45020- 1499901
（フルタイム） 変形（1ヶ月単位） 大型自動車免許

月給 (1)8時00分～17時00分 ※あれば尚可

雇用期間の定めなし 車両系建設機械運転技能者

45060-  944101
（フルタイム） 変形（1ヶ月単位） 普通自動車免許

月給 (1)7時30分～17時00分

雇用期間の定めなし

45060-  947801
（フルタイム） 変形（1ヶ月単位） 介護福祉士

月給 (1)7時00分～16時00分 ホームヘルパー２級以上
(2)8時30分～17時30分 正・准看護師

雇用期間の定めなし (3)10時00分～19時00分 介護職員初任者研修
(4)17時00分～8時00分 ※あれば尚可

45060-  948201 普通自動車免許
（フルタイム） 変形（1ヶ月単位） 介護福祉士

月給 (1)17時00分～8時00分 ホームヘルパー２級以上
正・准看護師

雇用期間の定めなし 介護職員初任者研修
※あれば尚可

45060-  949501 普通自動車免許

◎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)

年齢 仕事の内容

エリア社員（正）／川南店 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


介護職（夜勤専門：１７時～
翌８時）

有限会社　あかつき ○グループホーム（定員１８名）で
生活する方の介護及び食事等の介
助、見守り等。
＊詳細については面接時説明致しま
す。
※勤務日数は相談に応じます。

18歳
以上 165000

宮崎県児湯郡川南町大字川南１８０７
３番地１

195000

170000
宮崎県児湯郡新富町大字三納代２４８
９－１「新富店」

180000

エリア社員（正）／三宅店 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


259000
宮崎県児湯郡都農町大字川北５４７４
番１「都農店」

497000

登録販売者【正】／（都農
店）

雇用・労
災・健康・
厚生

35歳
以下 170000

宮崎県児湯郡川南町大字川南１３６０
０－１「川南店」

180000

エリア社員（正）／新富店 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

雇用・労
災・健康・
厚生

35歳
以下 170000

宮崎県西都市右松２２２２－１「三宅
店」

180000

青果技術職【正】／（都農
店）

株式会社　メガ生鮮 ＜スーパーセンタートライアル　都
農店のスタッフ＞
○生鮮部門において、主に青果コー
ナーを担当して頂きます
　＊スタッフ教育
　＊商品の加工、商品パック詰め

雇用・労
災・健康・
厚生

64歳
以下

207460
「阿蘇市波野地区」及び「宮崎営業
所」

207460

書店販売員（西都店） 株式会社　明林堂書店 ○商品管理業務
（入荷商品の検品・発注・返品・検
品データ照合・在庫管理）
○レジ業務
（販売・包装・点検・精算）
○店舗管理業務

雇用・労
災・健康・
厚生

64歳
以下 204000

宮崎県児湯郡都農町大字川北５４７４
番１「都農店」

237000

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
　・育成管理（肥料やり、草取り
等）

雇用・労
災・健康・
厚生

不問

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　都
農店のスタッフ＞
　＊ドラッグストアー内での一般医
薬品の販売、化粧品、その他雑貨の
販売
　＊販売に伴う商品管理全般

157500
「宮崎日産自動車宮崎店」、「高鍋
店」、「花ヶ島カーセンター」

199000

自動車整備士／（宮崎・高
鍋）

宮崎日産自動車　株式会社 自動車整備全般を担当していただき
ます。
・ガソリン車、ディーゼル車、ハイ
ブリット車の整備
・お客様への対応（整備内容の説明
等）

雇用・労
災・健康・
厚生

不問

142560
宮崎県西都市大字右松字三反田２２１
１「明林堂書店　西都店」

152280

営業／（宮崎・高鍋店） 宮崎日産自動車　株式会社 ・個人宅、法人等を訪問もしくは店
舗内での自動車の販売
（新車・中古車）営業の業務です。
・各種保険の説明、販売の業務
＊自己所有車使用になります。（燃
料代一部支給）

雇用・労
災・健康・
厚生

29歳
以下

179000
宮崎県西都市小野崎１－９６－１「宮
崎交通（株）西都営業所」

184000

整備士／西都営業所 宮崎交通　株式会社 ・大型車両（バス）の整備・点検業
務
・市内の整備センターを中心として
宮崎交通と宮交タクシーの整備、定
期点検整備、臨時整備、オーバー
ホール等を行って頂きます。

雇用・労
災・健康・
厚生

29歳
以下 157500

「宮崎店」、「高鍋店」

199000

バス運転士（男・女）／西都
営業所

宮崎交通　株式会社 ・大型バスの運転乗務員の業務で
す。
・安心、安全にお客様を運んでいた
だくお仕事です。
・お客様へのサービス対応も要求さ
れます。

雇用・労
災・健康・
厚生

18歳
以上

156000
宮崎県児湯郡高鍋町大字持田３４２２
番地１７「宮崎トヨペット　高鍋店」

211000

詰口課（西都市） 神楽酒造　株式会社 ＊酒類の詰め口作業
・出来上がった焼酎をボトリング
し、出荷できる商品に仕上げる工程
です。
《　欠員補充の為の募集です　》

雇用・労
災・健康・
厚生

不問

154000
宮崎県西都市小野崎１－９６－１「宮
崎交通（株）　西都営業所」

181000

自動車整備／高鍋店 宮崎トヨペット　株式会社 【ディーラーでの自動車整備】
・自動車の点検、修理等
・お客様への点検結果の説明等
・その他、自動車整備に係る業務全
般に携わって頂きます。
＊エンジニアウェアを貸与します。

雇用・労
災・健康・
厚生・財形

不問

193700
宮崎県児湯郡川南町大字川南２６００
７－３「チップ工場」

240000

養鶏（ブロイラー） 有限会社　ジェイファーム ◯ブロイラーの飼育、管理業務全
般。
・清掃、水洗等あり
◯飼育、管理指導できる方歓迎いた
します。

雇用・労
災・健康・
厚生

不問

133000
宮崎県西都市大字鹿野田１１３６５番
地１

133000

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ラッ
ク（１０トン）にて伐採現場から工
場への運搬（集荷範囲：宮崎県内）

雇用・労
災・健康・
厚生

不問

144000
宮崎県児湯郡川南町大字川南１８０７
３番地１

152000

雇用・労
災・健康・
厚生

64歳
以下 190000

宮崎県児湯郡都農町大字川北２１４０
０－１１７

350000

介護職 有限会社　あかつき ○グループホーム（定員１８名）で
生活する人の介護及び食事の世話
等、見守り等。
＊就業時間は（１）～（４）の交代
制勤務となります。
○資格取得で正社員登用

雇用・労
災・健康・
厚生

不問

雇用・労
災・健康・
厚生

(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。 ℡ 0983-23-0848 fax0983-23-0849

ハローワーク高鍋

（高鍋公共職業安定所）

3月9日号



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

(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。 ℡ 0983-23-0848 fax0983-23-0849

ハローワーク高鍋

（高鍋公共職業安定所）

3月9日号

（フルタイム） 変形（1ヶ月単位） 介護福祉士
月給 (1)7時00分～16時00分 ホームヘルパー２級以上

(2)8時00分～17時00分 正・准看護師
雇用期間の定めなし (3)10時00分～17時00分 介護職員初任者研修

(4)17時00分～8時00分 ※あれば尚可
45060-  950601 普通自動車免許

（フルタイム） 変形（1ヶ月単位） 介護福祉士
月給 (1)8時00分～17時00分 普通自動車免許一種

(2)8時30分～17時30分

雇用期間の定めなし (3)9時00分～18時00分

(4)17時00分～9時00分

45060-  951901
（フルタイム） 大型特殊自動車免許

月給 (1)7時00分～17時00分 受精師
受精卵移植師

雇用期間の定めなし ※あれば尚可

45060-  952101 普通自動車免許
（フルタイム） 変形（1ヶ月単位） 介護福祉士

月給 (1)7時00分～16時00分 ホームヘルパー２級以上
(2)8時00分～17時00分 正・准看護師

雇用期間の定めなし (3)10時00分～19時00分 ※あれば尚可
(4)17時00分～8時00分

45060-  953401 普通自動車免許
（フルタイム） 変形（1ヶ月単位） 介護福祉士

月給 (1)17時00分～8時00分 ホームヘルパー２級以上
正・准看護師

雇用期間の定めなし ※あれば尚可

45060-  955801 普通自動車免許
（フルタイム） 変形（1ヶ月単位） ８トン限定中型自動車免許

月給 (1)8時00分～17時00分 中型自動車免許

雇用期間の定めなし フォークリフト運転技能者
大型自動車免許

45060-  956201 ※あれば尚可
（フルタイム） 普通自動車免許一種

月給 (1)8時00分～17時00分

雇用期間の定めなし

45060-  957501
（フルタイム） 二級自動車整備士

月給 (1)8時30分～17時30分 三級自動車整備士
※あれば尚可

雇用期間の定めなし
普通自動車免許一種

45060-  958001
（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-  959301
（フルタイム）

月給 (1)8時30分～17時45分

(2)14時30分～23時00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） 40150- 1989201
（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

45010- 5461101
（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

45010- 5463701
（フルタイム） 変形（1年単位） 普通自動車免許一種

月給 (1)8時00分～17時00分

雇用期間の定めなし

45010- 5486901
（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

45010- 5502701
（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

45010- 5507301
（フルタイム） 普通自動車免許

月給 (1)9時00分～19時00分

雇用期間の定めなし

45040- 2382101
（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-  922501

◎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)

108000
宮崎県児湯郡川南町大字川南１８０７
３番地１

114000

介護福祉士 株式会社　メイセイ ○通所施設での介護サービスの実
施。（定員３５名）
○食事介助、入浴介助、排泄介助、
外出介助等。レクレーション企画
等。

介護職（１５日勤務） 有限会社　あかつき ○グループホーム（定員１８名）で
の介護及び食事の介助等、見守り
等。
・交替制勤務（月１５日勤務）
・夜勤あり１７：００～０８：００
（月３～４回程度）

雇用・労
災・健康・
厚生

59歳
以下

200000
宮崎県児湯郡都農町、川南町、木城
町、高鍋町、日向市の各牧草地

350000

介護職 特定非営利活動法人あおぞらの会
グループホームあおぞら

○入居者の介護職全般業務（定員
９床）
・食事介助、入浴介助、排泄介助等
・見守り等
・レクレーション企画、運営等
○散歩同行、話し相手等

雇用・労
災・健康・
厚生

不問

175000
宮崎県児湯郡木城町大字椎木６０２７
－１

213000

繁殖牛、飼育管理 有限会社　ビッグファーム ○繁殖牛の餌やり、堆肥出し、ノコ
クズ入れ、お産時の対応。
○子牛の世話、出荷前の手入れ、ミ
ルクやり、運搬作業。
○資格を持っている人は種付け、受
精卵の移植等。

雇用・労
災・健康・
厚生

44歳
以下

195000
宮崎県児湯郡都農町大字川北１５２４
５－２「グループホームあおぞら」

225000

産業廃棄物収集運搬運転手 有限会社　松本畜産 ○農家や処理場などから出る残渣物
などの産業廃棄物を収集、運搬する
作業。
（エリア：主に県内（県中央～県
北）
（使用する車：２～４トン車）

雇用・労
災・健康・
厚生

不問

144000
宮崎県児湯郡都農町大字川北１５２４
５－２「グループホームあおぞら」

160000

介護職（夜勤専門） 特定非営利活動法人あおぞらの会
グループホームあおぞら

○入居者の介護職全般業務（定員９
床）（２人体制）
・排泄介助・見守り等
＊詳細は面接時に説明します
【介護】

雇用・労
災・健康・
厚生

18歳
以上

184000
宮崎県児湯郡都農町大字川北２２９７
８－４

345000

自動車整備・板金・塗装 有限会社　アキスミ自動車 ・自動車車検受験、一般整備、Ｃ
Ｄ、ＥＴＣ、ナビ等取り付け。
・車輌引取り、納車、洗車等
・板金、塗装作業
◇自動車整備等に興味がある方歓迎
します。

雇用・労
災・健康・
厚生

不問

160000
宮崎県児湯郡新富町大字新田１９１５
４番地

180000

建築大工 有限会社　耕建設 ◯作業場にて切り込み、片付け等
◯現場にて基礎・建て方から片付け
までの作業
（現場エリア：主に児湯郡、日向
市）
＊詳細は面接時に説明します。

雇用・労
災・健康・
厚生

不問

139040
宮崎県児湯郡高鍋町大字持田６３０４
番地３

139040

販売員（西都店）（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
　・陳列棚の整理
　・在庫商品の管理（賞味期限の
チェック、在庫の確認）

雇用・労
災・健康・
厚生

不問

170000
宮崎県児湯郡川南町大字川南１９８３
４－１

200000

下漬・袋詰め作業 有限会社　アンビシアス ○下漬作業全般。
・大根の形成作業等。
・その他、附随作業をお願いする事
もあります。
○袋詰め作業
・漬物を手作業で袋に詰めます。

雇用・労
災・健康・
厚生

不問

143000
宮崎県宮崎市村角町寺田７１７番地１

165000

警備員・交通誘導員 株式会社　富士総合サービス ・電話配線、土木建築現場の交通誘
導
・駐車場の整理
・イベントの警備等
＊主な顧客は大手通信会社や地元中
堅ゼネコン、各種団体です。

雇用・労
災・健康・
厚生

不問

142560
宮崎県西都市右松２１３４番地１「ド
ラッグストアモリ　西都店」

158400

（障）警備員・交通誘導員 株式会社　富士総合サービス ・電話配線、土木建築現場の交通誘
導
・駐車場の整理
・イベントの警備等
＊主な顧客は大手通信会社や地元中
堅ゼネコン、各種団体です。

雇用・労
災・健康・
厚生

18歳
～65
歳

160000
宮崎県児湯郡新富町大字日置３０６０
番地３８

350000

作業員・組立員・塗装工／新
富工場

相馬工業　株式会社 船舶、電機、発電機、工作機械など
のさまざまな業界の機械・機器の製
作に取り組んでおります。
・グラインダー等の作業（切削砥石
を使用し、工作物の表面を研磨した
り、削ったりする作業）

雇用・労
災・健康・
厚生

18歳
～65
歳

143000
宮崎県宮崎市村角町寺田７１７番地１

165000

営業管理／新富工場 相馬工業　株式会社 液晶、半導体、発電プラント、造
船、航空機、食品業界に関る様々な
業界の機械装置を製作しています。
・機械装置メーカーへの営業業務
・受注製品の品質、工程管理業務
・客先との製作上の問い合わせ等

雇用・労
災・健康・
厚生

不問

160000
宮崎県児湯郡新富町大字日置３０６０
番地３８

350000

医薬品配置販売（宮崎市方
面）

江藤松薬堂 ＊一般お得意先（家庭・店舗・事務
所）に訪問して、漢方の医薬品を精
算して集金業務を行い、栄養ドリン
ク・ビタミン剤等の説明を行い配置
する業務です。

雇用・労
災・健康・
厚生

不問

138000
宮崎県児湯郡新富町大字日置３０６０
番地３８

240000

溶接工／新富工場 相馬工業　株式会社 液晶、半導体、発電プラント、造
船、航空機、食品業界に関る様々な
業界の機械装置を製作しています。
・機械装置の組立、溶接を行う作業
・ＴＩＧ、ＭＩＧ溶接などの特殊溶
接作業

雇用・労
災・健康・
厚生

不問

160000
宮崎県児湯郡木城町大字川原１６２２
－１

200000

雇用・労災
不問

126400
＊宮崎市、国富町、西都市、新富町
等＊ご自宅からの直行直帰となります

202080

機械オペレーター 株式会社　新生工業 プラスチック製品への塗装を機械で
行う。その時の機械操作が仕事内容
です。
クリーンブース内で作業を行いま
す。

雇用・労
災・健康・
厚生・財形

50歳
以下



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

(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。 ℡ 0983-23-0848 fax0983-23-0849

ハローワーク高鍋

（高鍋公共職業安定所）

3月9日号

（フルタイム） 変形（1ヶ月単位） 介護職員初任者研修修了者
月給 (1)8時30分～17時30分 ホームヘルパー２級

(2)17時00分～9時00分 介護福祉士
雇用期間の定めなし 正・准看護師

※いずれかの資格で可
45060-  924301 普通自動車免許一種

（フルタイム） 変形（1ヶ月単位） 介護福祉士
月給 (1)7時00分～16時00分 普通自動車免許

(2)10時00分～19時00分

雇用期間の定めなし (3)13時00分～22時00分

45060-  925601
（フルタイム） 看護師

月給 (1)9時00分～18時00分 准看護師
介護福祉士

雇用期間の定めなし ※いずれかの資格で可

45060-  926901
（フルタイム） 看護師

月給 (1)9時00分～18時00分 准看護師

雇用期間の定めなし

45060-  927101
（フルタイム） 保育士

月給 (1)9時00分～18時00分

雇用期間の定めなし

45060-  931001
（フルタイム） 交替制あり

月給 10時00分～20時00分の間

の8時間

雇用期間の定めなし

45060-  936401
（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-  938801
（フルタイム） 変形（1年単位） 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-  939201
（フルタイム） 変形（1年単位） 中型自動車免許

月給 (1)8時30分～17時15分 ※あれば尚可

雇用期間の定めなし 普通自動車免許一種

46040- 2340701
（フルタイム） 変形（1ヶ月単位）

月給 (1)8時00分～16時00分

雇用期間の定めなし

40010-14218701
（フルタイム） 変形（1ヶ月単位）

月給 (1)7時00分～16時00分

(2)9時00分～18時00分

雇用期間の定めなし (3)13時00分～22時00分

又は7時00分～22時00分

41010- 3231401 の間の8時間程度

（フルタイム） 普通自動車免許
月給 (1)10時00分～19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（条件あり） 43010- 7953801
（フルタイム） 交替制あり 看護師

月給 0時00分～23時59分の間 准看護師
の8時間程度

雇用期間の定めなし

43010- 8095501
（フルタイム） 交替制あり 介護職員初任者研修修了者

月給 0時00分～23時59分の間 ホームヘルパー２級
の8時間程度 普通自動車免許

雇用期間の定めなし

43010- 8100901
（フルタイム） 交替制あり 理学療法士・作業療法士

月給 (1)8時00分～17時00分 正・准看護師
(2)9時00分～18時00分 言語聴覚士・柔道整復師

雇用期間の定めなし あん摩マッサージ指圧師
※いずれかの資格で可

43010- 8107001 普通自動車免許
（フルタイム） 変形（1年単位）

月給 (1)8時00分～17時00分

(2)21時00分～6時00分

雇用期間の定めなし

45010- 5159701
（フルタイム） 調理師

月給 (1)6時00分～15時30分 栄養士
※あれば尚可

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）
～令和3年3月31日
契約更新の可能性あり（条件あり） 45010- 5192701

◎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)

介護職員（有料および訪問）
【トライアル併用求人】

有限会社　さくら ○利用者の介護全般業務。（利用者
５名）
・食事、排泄、入浴介護等・送迎・
入居者の訪問介護。
＊夜勤ができる方

164000
宮崎県西都市大字茶臼原字轟９４１番
地１

213400

児童指導員『ぴゅあらんど光
の手』

有限会社　さくら 〇主に重度心身障害児の児童発達支
援、放課後デイサービスにて児童指
導員として子供達の療育をして頂き
ます。
（５人の児童を３～４人体制）


雇用・労
災・健康・
厚生

18歳
以上 135000

宮崎県児湯郡木城町大字高城３８８８
番地１

180000

介護職 社会福祉法人　信和会　特別
養護老人ホーム　幸楽荘

○施設入所者の介護（４～７名体制
で行う）
・食事、入浴介助、生活全般の介
護。
・レクリエーション企画
＊要介護１～５の方が主。

雇用・労
災・健康・
厚生

18歳
～59
歳

160000
宮崎県児湯郡木城町大字高城３８８８
番地１

200000

保育士『ぴゅあらんど光の
手』

有限会社　さくら 〇「主に重症心身障害児を通わせ
る」児童発達支援、放課後デイサー
ビスにて保育士として子供たちの療
育をして頂きます。
（５人の児童を３～４人体制）

雇用・労
災・健康・
厚生

不問

156000
宮崎県児湯郡木城町大字高城３８８８
番地１

164000

看護師（正又は准）『ぴゅあ
らんど光の手』

有限会社　さくら 〇主に重症心身障害児を通わせる多
機能型通所療育施設
　ぴゅあらんどでの看護（健康管
理、吸引等）
（５人の児童３～４人体制）

雇用・労
災・健康・
厚生

不問

140000
宮崎県西都市大字右松２１１１番地
「Ａコープさいと店敷地内」

180000

用務員（鈴山荘） 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。

雇用・労
災・健康・
厚生

不問

157000
宮崎県児湯郡木城町大字高城３８８８
番地１

165000

人材採用サポート事務／正社員
（障）【障トライアル併用】

株式会社　エスプール　西都
センター

当社が提供する「Ｏｍｕｓｕｂｉ
（オムスビ）」というサービスで、
企業の人事部に代わって、応募者の
問合せ対応面接日程調整等を行って
いただきます。

雇用・労
災・健康・
厚生

不問

155400
宮崎県西都市大字茶臼原２８６－２

169800

農業機械販売及び修理（新富
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販売及び修
理業務に従事します。
・農家を主に訪問、上司や先輩の同
行あり。
＊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

不問

138000
宮崎県児湯郡高鍋町大字上江６９５６
－２「鈴山荘」

145000

人事・経理業務 オリンピア工業株式会社　宮
崎工場

・文書、申請書作成・社員の勤怠管
理・人事評価業務
・小口現金の出納事務・経費管理
・求人募集、就職説明会参加・教
育、訓練企画
・規則、規定の改定

雇用・労
災・健康・
厚生

35歳
以下

202000
宮崎県児湯郡高鍋町北高鍋３５８１－
１「アタックス高鍋店」

242000

店舗社員（宮崎北エリア） ダイレックス　株式会社 ＜仕事内容＞
　商品の管理（食品・生活必需品
等）、販売、お客様対応、棚卸業務
等店舗の運営にかかわるお仕事で
す。
　全国転勤の可能性があります。

雇用・労
災・健康・
厚生

18歳
～59
歳

163108
宮崎県児湯郡新富町大字三納代字石川
１８８０－１「新富営業所」

206757

精肉加工販売（正）／児湯郡
高鍋町

株式会社　エル三和 スーパー内の精肉ブースでの作業
　・精肉の加工、調理
　・接客販売
　・仕入業者との対応
　・商品管理
＊幹部社員として採用

雇用・労
災・健康・
厚生

40歳
以下

189200
宮崎県児湯郡高鍋町大字北高鍋２４７
５－１「高鍋店」

206400

看護職員 くるみ福祉会　株式会社 介護付有料老人ホームで看護・機能
回復訓練（リハビリ）・介護・ご利
用者様の見守り・自立支援等の仕事
をして頂きます。
＊２０１９年８月１日オープンしま
した。

雇用・労
災・健康・
厚生・財形

不問

145000
○宮崎店　○恒久店　○西都店　○高
鍋店　○門川店　○南延岡店○国富店
ほか250000

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
・お客様からの相談、問い合わせ対
応
※紹介予定派遣になります。

雇用・労災
不問

201000
宮崎県児湯郡川南町大字川南字松ヶ迫
１４３８３番地２５「くるみの家」

290000

機能訓練指導員 くるみ福祉会　株式会社 介護付有料老人ホームで機能回復訓
練（リハビリ）、指導、管理、報告
書作成、介護、自立支援等の仕事を
して頂きます
＊２０１９年８月１日オープンしま
した。

雇用・労
災・健康・
厚生

不問

215000
宮崎県児湯郡川南町大字川南字松ヶ迫
１４３８３番地２５「くるみの家」

290000

介護職員 くるみ福祉会　株式会社 介護付有料老人ホームで介護ご利用
者様の見守り、自立支援等の仕事を
して頂きます。
＊２０１９年８月１日オープンしま
した。

雇用・労
災・健康・
厚生

不問

174000
宮崎県児湯郡高鍋町大字北高鍋１０８
５－１　ハイツイワムラ１０１号

208800

調理スタッフ／西都市 株式会社　千成 県立産業技術専門校食堂にて調理お
よび付帯業務を行います
・食材発注、食材洗浄、下ごしらえ
・調理、盛り付け
・食器洗浄、片付け等
＊３０～５０食程度

雇用・労
災・健康・
厚生

不問

215000
宮崎県児湯郡川南町大字川南字松ヶ迫
１４３８３番地２５「くるみの家」

290000

交通誘導警備（一般）／高鍋
営業所

株式会社　Ｆ・Ｃガード ・工事現場、建設現場での誘導業
務、イベント会場及び周辺での雑
踏警備業務等を行って頂きます。
＊ベテラン社員が多数在籍し、親切
丁寧に指導教育致します。

雇用・労
災・健康・
厚生

18歳
以上

雇用・労
災・健康・
厚生

不問

140000
宮崎県西都市右松３６２－１「県立産
業技術専門校」

180000



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

(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。 ℡ 0983-23-0848 fax0983-23-0849

ハローワーク高鍋

（高鍋公共職業安定所）

3月9日号

（フルタイム） 交替制あり 調理師
月給 (1)6時00分～15時00分 ※あれば尚可

(2)10時00分～19時00分

雇用期間の定めなし

45010- 5296801
（フルタイム） 交替制あり 調理師

月給 (1)5時30分～14時30分 ※あれば尚可
(2)7時00分～16時00分

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） (3)9時30分～18時30分

契約更新の可能性あり（原則更新） 45010- 5322601
（フルタイム） 交替制あり 調理師

月給 (1)5時00分～14時45分 ※あれば尚可
(2)10時00分～19時00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） 45010- 5330601
（フルタイム） 交替制あり

月給 (1)6時00分～15時00分

(2)9時30分～18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） 45010- 5346001
（フルタイム） 変形（1ヶ月単位） 普通自動車免許

月給 (1)8時30分～17時30分

(2)6時00分～15時00分

雇用期間の定めなし (3)10時00分～19時00分

(4)17時00分～9時00分

45060-  901101
（フルタイム） 変形（1ヶ月単位） 介護福祉士

月給 (1)8時00分～17時00分 ホームヘルパー２級以上
(2)9時30分～18時30分 介護職員初任者研修修了者

雇用期間の定めなし (3)8時00分～12時00分 ※いずれかの資格で可

45060-  905201
（フルタイム） 変形（1ヶ月単位） 介護福祉資格

月給 (1)8時30分～17時30分 ※あれば尚可
(2)7時00分～16時00分

雇用期間の定めなし (3)17時00分～9時00分

(4)10時00分～19時00分

45060-  907001 (5)7時00分～9時00分

（フルタイム） 正・准看護師
月給 (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
雇用期間の定めなし ※いずれかの資格で可

45060-  909601 普通自動車免許
（フルタイム） 介護福祉士

月給 (1)8時00分～16時30分 ※あれば尚可

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 普通自動車免許
令和2年4月1日～令和3年3月31日
契約更新の可能性なし 45060-  910401

（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-  915001
（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-  916301
（フルタイム） 変形（1年単位） 介護福祉士

月給 (1)7時00分～16時00分

(2)9時30分～18時30分 普通自動車免許
雇用期間の定めなし (3)10時30分～19時30分 ※あれば尚可

(4)16時30分～10時00分

45060-  918901
（フルタイム） 第二種電気工事士

月給 (1)8時00分～17時00分 普通自動車免許一種

雇用期間の定めなし

45060-  919101
（フルタイム） 水道配管系資格

月給 (1)8時00分～17時00分 ※あれば尚可

雇用期間の定めなし 普通自動車免許一種

45060-  920801
（フルタイム） 変形（1年単位） 普通自動車免許一種

月給 (1)8時00分～17時00分

雇用期間の定めなし

22080-  619201
（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- 7566501
（フルタイム） 交替制あり ホームヘルパー１級

月給 (1)7時00分～16時00分 ホームヘルパー２級
(2)8時30分～17時30分 ※あれば尚可

雇用期間の定めなし (3)18時00分～8時00分

普通自動車免許
45010- 4998701

◎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)

160200
宮崎県西都市大字下三財８１２４－８
「並木の里」

205000

調理師・調理員／西都市（向
陵台）

日清医療食品　株式会社　南
九州支店　宮崎営業所

・入居者への食事提供業務を行って
いただきます。
・調理、盛付、配膳、洗浄、清掃等
の業務
・朝食、昼食、夕食各４０食程度を
３名で提供します。

調理／西都市（並木の里） 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、盛り付け、配膳、洗浄業
務。
・朝６５食、昼９０食、夕６５食を
１日５人体制で提供します。
＊制服を貸与します。

雇用・労
災・健康・
厚生

不問

158400
宮崎県西都市旭１丁目１３番地「向陵
台　調殿館」

176000

調理員／児湯郡川南町（鈴南
の里）

日清医療食品　株式会社　南
九州支店　宮崎営業所

・入所者様への食事提供業務
＊１００食程度の食事を４名程度の
調理員で担当
＊未経験の方でも丁寧に指導致しま
す。
＊制服を貸与します


雇用・労
災・健康・
厚生

不問

158400
宮崎県西都市右松３２９２－６５「住
宅型有料老人ホーム　向陵台」

176000

調理師・調理員／西都市（向
陵台　調殿館）

日清医療食品　株式会社　南
九州支店　宮崎営業所

・調理、盛付、配膳、切込、洗浄、
清掃業務等
・４５食程度を４名体制で行いま
す。
＊制服貸与あり
＊雇用期間終了後は１年毎の更新

雇用・労
災・健康・
厚生

不問

136000
宮崎県西都市御舟町１－５５

150000

看護助手 医療法人　隆徳会　鶴田病院 ○入院患者様に対する看護補助業務
全般。
・食事配膳、下膳、食事介助。
・おむつ交換、トイレ誘導。
・入浴介助。
・その他付随する業務

雇用・労
災・健康・
厚生

不問

149600
宮崎県児湯郡川南町大字川南１２７０
７「鈴南の里」

176000

介護職 医療法人　隆徳会　鶴田クリ
ニック

・関連施設（住宅型有料老人ホー
ム）にて介護業務に携わって頂きま
す。
・施設入所者定員（６０名）
・食事介助、身体介助、シーツ交換
等

雇用・労
災・健康・
厚生・財形

不問

160700
宮崎県西都市大字穂北字東原５２５３
－４

191000

デイサービスでの看護職及び
介護職【急募】

有限会社　大木産業　デイ
サービス稲穂

デイサービスにおける機能訓練及び
看護及び介護業務全般
・機能訓練
・バイタルチェック等、利用者の健
康管理、薬剤管理等
　看護業務全般

雇用・労
災・健康・
厚生

59歳
以下 136000

宮崎県西都市御舟町１－７８

166000

介護職（入所） 医療法人　隆徳会　老人保健
施設　菜花園

○施設入所者（認知症・高齢者）の
介護全般。
・食事介助、入浴介助、排泄介助
等。
・身の回りの生活サポート等
・利用者数（約８０名）

雇用・労
災・健康・
厚生

不問

168400
宮崎県児湯郡都農町大字川北４６６１

273496

瓦葺工又は見習 株式会社　瓦の上田 屋根葺工事にて瓦工事を中心とした
施工実務を担当して頂きます。
はじめは班長について実務をしなが
ら技術の習得に励んでもらいます。
（主な担当業務）
・屋根補修施工等。

雇用・労
災・健康・
厚生

不問

154000
宮崎県西都市大字南方島代３３７２番
地９

154000

常勤講師（福祉） 宮崎県立　都農高等学校 高校生を対象に福祉に関する授業を
して頂きます。授業の他に校務分掌
（進路指導や生徒指導等）の業務も
あります。未経験者であっても構い
ません。正規教諭から業務内容を教
えてもらいます。

公災・健
康・厚生不問

198000
宮崎県西都市大字清水１６２５－１

242000

支援員【愛生園】 社会福祉法人　善仁会 ○愛生園（入所者６３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
＊詳細については面接時に説明いた
します。

雇用・労
災・健康・
厚生

45歳
以下 198000

宮崎県西都市大字清水１６２５－１

242000

営業職 株式会社　瓦の上田 屋根葺工事の営業担当
自社製品を覚えるまで現場（６ヶ月
程度）で就業し、最初は営業指導者
とまわり、慣れてきたら１人で営業
します。
・屋根補修施工等。

雇用・労
災・健康・
厚生

45歳
以下

170000
宮崎県児湯郡高鍋町大字上江７０－２

300000

配管工事 株式会社　神田電工 ○室内・外の一般的な配管業務全
般。
・水道配管、浄化槽設置工事。
・建築現場（新築、リフォーム）で
の給水、排水の配管。
◎無資格者でも応募可。

雇用・労
災・健康・
厚生・財形

不問

174000
宮崎県児湯郡木城町大字椎木３９５０
番１

174000

電気工事士 株式会社　神田電工 ○一般配線業務全般。
○室内配線及び外部配線業務全般。
◎この仕事に興味がある方、無資格
者でも応募可。


雇用・労
災・健康・
厚生

不問

175000
宮崎県児湯郡川南町大字川南２４２６
５「九州支社　宮崎営業所」

240000

ホールスタッフ（正社員）／
西都店

株式会社　坂本 回転寿司店でのホール接客業務
・お客様のお出迎え、お見送り
・「本日のおすすめ」の推奨
・レジでの会計
＊笑顔で明るい接客のできる方、大
歓迎！！

雇用・労
災・健康不問

170000
宮崎県児湯郡高鍋町大字上江７０－２

300000

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。
＊営業には社有車を使用

雇用・労
災・健康・
厚生・財形

59歳
以下

180000
宮崎県児湯郡新富町大字三納代１－１
「小規模多機能ホーム花唄」

190000

雇用・労
災・健康・
厚生

不問

230000
宮崎県西都市妻１６８６－１「九州す
し市場　西都店」

290000

介護職（夜勤あり）／小規模
多機能ホーム花唄

株式会社　エイド宮崎 ・利用者さんの入浴、食事の介助や
送迎など、介護業務を全般的にお願
いします。
＊社有車あり
＊資格のない方、未経験の方も一か
ら丁寧に研修をいたします。

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

(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。 ℡ 0983-23-0848 fax0983-23-0849

ハローワーク高鍋

（高鍋公共職業安定所）

3月9日号

（フルタイム） 交替制あり 理学療法士
月給 7時00分～18時00分の間

の8時間程度

雇用期間の定めなし

45010- 5112001
（フルタイム） 管工事関係資格

月給 (1)8時00分～17時00分 ※あれば尚可

雇用期間の定めなし 普通自動車免許一種

45060-  862301
（フルタイム） 管工事関係資格

月給 (1)8時00分～17時00分 ※あれば尚可

雇用期間の定めなし 普通自動車免許一種

45060-  863601
（フルタイム） 変形（1ヶ月単位） 看護師

月給 (1)8時30分～17時30分 准看護師
(2)7時00分～16時00分

雇用期間の定めなし (3)10時00分～19時00分

45060-  866401
（フルタイム） 変形（1ヶ月単位） 山林フォレスワーカー

月給 (1)8時00分～17時00分 ※あれば尚可

雇用期間の定めなし 普通自動車免許

45060-  869201
（フルタイム） 変形（1ヶ月単位） 山林フォレスワーカー

月給 (1)8時00分～17時00分 ※あれば尚可

雇用期間の定めなし 普通自動車免許

45060-  870001
（フルタイム） 変形（1年単位） 普通自動車免許一種

月給 (1)8時00分～17時00分

雇用期間の定めなし

45060-  873901
（フルタイム） 普通自動車免許一種

月給 (1)8時00分～17時00分

雇用期間の定めなし

45060-  875401
（フルタイム） 変形（1年単位） 大型自動車免許

月給 (1)8時00分～17時00分

雇用期間の定めなし

45060-  877801
（フルタイム） 普通自動車免許

月給 (1)9時15分～17時00分 ※あれば尚可

雇用期間の定めなし

45060-  878201
（フルタイム） １級土木施工管理技士

月給 (1)8時00分～17時00分 ２級土木施工管理技士
※いずれかの資格で可

雇用期間の定めなし
普通自動車免許一種

45060-  880601
（フルタイム） 変形（1ヶ月単位） 看護師

月給 (1)8時30分～18時00分

(2)17時30分～9時30分

雇用期間の定めなし

45060-  881901
（フルタイム） 変形（1年単位）

月給 (1)8時00分～17時00分

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

契約更新の可能性あり（条件あり） 45060-  882101
（フルタイム） 変形（1年単位）

月給 (1)8時00分～17時00分

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

契約更新の可能性あり（条件あり） 45060-  883401
（フルタイム） 変形（1年単位） 中型自動車免許

月給 (1)2時00分～11時00分

雇用期間の定めなし

45060-  887501
（フルタイム） 変形（1ヶ月単位） 介護職員初任者研修修了者

月給 (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

雇用期間の定めなし ※いずれかの資格で可

45060-  888001
（フルタイム） 測量士

月給 (1)8時00分～17時00分 その他の土木・測量技術関係資格
ＲＣＣＭ・技術士（河川）

雇用期間の定めなし 認定技術管理者
※いずれかの資格で可

45060-  889301 普通自動車免許

◎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)

理学療法士／小規模多機能
ホーム花唄

株式会社　エイド宮崎 ・小規模多機能ホームにおいて利用
者の介護を含めリハビリテーション
のサポートを行っていただきます。
・利用者の送迎を交代でお願いする
場合があります。（新富町）
＊制服を貸与します。

230000
宮崎県西都市大字下三財６３１４番地
１－２

460000

配管工：月給制【トライアル
併用求人】

有限会社　関原設備工業 ○消火・配管工事・衛生工事・水道
工事等を行っていただきます。
・公共事業、個人、病院等の業務と
なります。
◎各現場には事業所出社後、各現場
に向かいます。

雇用・労
災・健康・
厚生

64歳
以下 220000

宮崎県児湯郡　新富町大字三納代１－
１「小規模多機能ホーム花唄」

220000

配管工：日給制【トライアル
併用求人】

有限会社　関原設備工業 ○消火・配管工事・衛生工事・水道
工事等を行っていただきます。
・公共事業、個人、病院等の業務と
なります。
◎各現場には事業所出社後、各現場
に向かいます。

雇用・労
災・健康・
厚生

不問

175900
宮崎県西都市白馬町３番地

178400

林業作業員：経験者 株式会社　ＳＡＳＡＫＩ　Ｆ
ＯＲＥＳＴＲＹ

○高性能林業機械（プロセッサー、
林業用重機グラップル等）チエン
ソー、草刈機を使用する山林伐採作
業全般。○山林の間伐補助、全伐補
助、高性能林業機械で採材補助、架
線作業補助。


雇用・労
災・健康・
厚生

不問

180000
宮崎県西都市大字下三財６３１４番地
１－２

300000

看護師（正又は准） 社会福祉法人　つばさ福祉会 ○乳幼児の教育・保育を一体化して
サービス提供をする仕事
０歳～２歳は主としてお母さん代わ
りの養護的なかかわりをするが３歳
～５歳児は幼児教育的なかかわりと
保育的なかかわりを一体的に行う

雇用・労
災・健康・
厚生

不問

188000
宮崎県児湯郡木城町大字椎木４７３９
番地６

230000

製材作業員（製材部） 井上林産　株式会社 ○製材部での製材作業全般業務。
・製材盤木（規格品前の材料）の積
み上げ。
（２人一組での作業）
・木材の加工。
・製材品の仕分け、作業補助等。

雇用・労
災・健康・
厚生

不問

195000
宮崎県児湯郡木城町大字椎木４７３９
番地６

250000

林業作業員：未経験者 株式会社　ＳＡＳＡＫＩ　Ｆ
ＯＲＥＳＴＲＹ

○高性能林業機械（プロセッサー、
林業用重機グラップル等）チエン
ソー、草刈機を使用する山林伐採補
助作業。○山林の間伐補助、全伐補
助、高性能林業機械で採材補助、架
線作業補助。

雇用・労
災・健康・
厚生

40歳
以下

224000
宮崎県児湯郡木城町大字高城２５１８
番地１

268800

生コンクリート車運転手 西都生コン　株式会社 ◯生コンクリートの運搬及び会社が
必要とする業務。
・西都市、児湯管内への生コンク
リートの運搬。
（山間部への運搬がメイン）
◯工場内清掃。

雇用・労
災・健康・
厚生

40歳
以下 142000

宮崎県児湯郡木城町大字高城２５１８
番地１

180000

木材伐採・重機オぺレーター
（山林部）

井上林産　株式会社 ○林業の伐採及び重機オペレーター
・高性能林業機械やパワーショベル
オペレーターの仕事。未経験でも山
の仕事、重機の操作に興味のある方
を歓迎します。
＊詳細については面接時に説明。

雇用・労
災・健康・
厚生

不問

180000
宮崎県児湯郡高鍋町大字北高鍋５１３
８　高鍋商工会議所３Ｆ

240000

現場責任者及び作業員 株式会社　青木建設 ◯現場管理及び施工管理全般業務。
◯土木作業員。
＊詳細は面接時に説明します。


雇用・労
災・健康・
厚生

45歳
以下 185000

宮崎県西都市新町２丁目８番地

250000

商工会議所・福祉制度推進スタッフ
（日向営業所高鍋分室）

アクサ生命保険　株式会社
日向営業所　高鍋分室

・商工会議所の会員企業に対する、
生命保険による従業員の福利厚生制
度（退職金、弔慰金）のコンサル
ティング営業
・経営者リスク管理や事業継承。

雇用・労
災・健康・
厚生

不問

160000
宮崎県児湯郡高鍋町大字上江８１０８
番地

180000

漬物加工・整形・カット【急
募】

株式会社　宮崎農産 ○工場内での漬物加工製造業務全
般。
○漬物を整形してカットする作業に
なります。
◎臨時期間３ヶ月後、本採用
＊正社員登用の可能性有

雇用・労
災・健康・
厚生

不問

189000
宮崎県児湯郡新富町大字上富田４８８
９－２

309000

正看護師（病棟） 医療法人　愛生堂　坂田病院 ○病棟担当：正看護師
○病棟での看護業務全般（一般病
棟：３１床）
※夜勤あり／月５～６回可。２人体
制。夜勤明け及びその翌日は休日と
なります。

雇用・労
災・健康・
厚生・財形

18歳
～64
歳

136920
宮崎県児湯郡木城町大字椎木８０１－
１

136920

４トントラック運転手：都農 株式会社エスワイプロモーション
宮崎営業所（キューピーグループ）

○４トントラックにて宮崎県内の冷
凍冷蔵食品の配送業務。
○商品の荷積み、降ろし作業：手作
業
＊詳細は面接時に説明します。


雇用・労
災・健康・
厚生

不問

136920
宮崎県児湯郡木城町大字椎木８０１－
１

136920

漬物加工製造・袋詰め【急
募】

株式会社　宮崎農産 ○工場内での漬物加工製造業務全
般。
○漬物の袋詰め作業になります。
（更新について）
◎臨時期間３ヶ月後、本採用
＊正社員登用の可能性有

雇用・労
災・健康・
厚生

不問

137500
宮崎県西都市新町１丁目６６番地

180000

土木建築サービス業 株式会社　建設コンサルタン
トナガトモ

土木関係の測量設計業務
＊詳細は面接時説明します。

雇用・労
災・健康・
厚生・財形

18歳
以上 220000

宮崎県児湯郡都農町大字川北１８６９
５－４１

270000

介護職（デイサービス） 医療法人　雅会　シルバー
コート新町

○デイサービスセンターにおける介
護業務全般。
（利用者　４０名）
・食事、排泄、入浴介助等
・レクレーション等の補助
＊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

185000
宮崎県児湯郡新富町富田東３丁目２９
－２

450000



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

(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。 ℡ 0983-23-0848 fax0983-23-0849

ハローワーク高鍋

（高鍋公共職業安定所）

3月9日号

（フルタイム） 変形（1ヶ月単位） 介護職員初任者研修修了者
月給 (1)7時00分～16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
雇用期間の定めなし (3)9時30分～18時30分 ※いずれかの資格で可

(4)17時00分～9時00分

45060-  892701
（フルタイム） 交替制あり 臨床工学技士

月給 (1)7時30分～16時00分

(2)6時30分～15時00分

雇用期間の定めなし

45060-  893801
（フルタイム） 変形（1ヶ月単位） 看護師

月給 (1)7時30分～16時30分 准看護師
(2)8時00分～17時00分

雇用期間の定めなし

45060-  895501
（フルタイム） 変形（1ヶ月単位） 准看護師

月給 (1)8時00分～17時20分

(2)8時00分～17時00分

雇用期間の定めなし (3)8時00分～12時20分

45060-  897301
（フルタイム） 準中型自動車免許

月給 (1)8時00分～17時00分 フォークリフト運転技能者
※あらば尚可

雇用期間の定めなし
普通自動車免許一種

46040- 2125001
（フルタイム） 栄養士

月給 (1)9時00分～18時00分

雇用期間の定めなし

45010- 4819001
（フルタイム） 普通自動車免許一種

月給 (1)8時00分～17時00分

雇用期間の定めなし

45060-  848901
（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-  851201
（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 介護福祉士
(2)8時00分～17時00分 准看護師

雇用期間の定めなし (3)10時00分～19時00分 ※いずれかの資格で可
(4)17時00分～8時00分

45060-  854301 7時～18時の8時間程度

（フルタイム） 介護支援専門員（ケアマネージャー）
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-  856901
（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-  857101
（フルタイム） 普通自動車免許

月給 (1)8時00分～17時00分 ※あれば尚可

雇用期間の定めなし

45060-  860501
（フルタイム） 変形（1年単位）

月給 (1)6時00分～15時00分

(2)17時00分～2時00分

雇用期間の定めなし

45060-  861001

◎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)

137500
宮崎県西都市新町１丁目６６番地

180000

臨床工学技士 医療法人社団　聖山会　川南
病院

○透析業務及び医療機器管理。
＊透析室勤務。
＊早出勤務（６：３０～１５：０
０）あり
＊詳細は面接時に説明します。

介護職（訪問） 医療法人　雅会　シルバー
コート新町

○『住宅型有料老人ホーム　新町』
での訪問介護業務全般。
　（利用者　４０名）
・食事、排泄、入浴介助等。
・病院受診等。

雇用・労
災・健康・
厚生

18歳
以上

172000
宮崎県西都市御舟町１－７８

245000

准看護師 佐藤クリニック ○外来患者の看護業務全般
・採血と検尿
・血圧、脈拍測定
・医療器具の準備、消毒、後始末、
処置補助

雇用・労
災・健康・
厚生

不問

188000
宮崎県児湯郡川南町大字川南１８１５
０－４７

240000

看護師（血液浄化療法室） 医療法人　隆徳会　鶴田病院 人口透析部門の業務に従事して頂き
ます。
○透析室業務全般及び看護一般業務
○状況に応じ患者の送迎業務あり
○その他（状況に応じ病棟の応援）



雇用・労
災・健康・
厚生

不問

187475
宮崎県児湯郡川南町大字川南１７７９
８－２「川南農場」

207500

栄養士／児湯郡川南町（鈴南
の里）

日清医療食品　株式会社　南
九州支店　宮崎営業所

・入所者様への食事提供業務
・献立作成、食材発注、食数管理
・勤務表作成、調理補助業務　等
＊１００食程度
＊制服を貸与します

雇用・労
災・健康・
厚生

不問

170000
宮崎県西都市妻町３丁目１２８番地

190000

養鶏管理及び施設管理業務：
（川南農場）

株式会社　霧島エッグ ○養鶏一般管理業務に従事します。
○鶏舎の維持管理
・養鶏機械のメンテナンス
・鶏糞の運搬
＊２ｔ、４ｔトラック使用（免許所
持者のみ）

雇用・労
災・健康・
厚生

59歳
以下

171680
宮崎県児湯郡川南町大字川南２３１７
０－２

171680

炭火焼担当 ＭＧＳ有限会社 ○炭火焼作業が主な業務になりま
す。
・肉の運搬作業有、２０Ｋｇの重さ
の作業になります。
・鶏肉加工のパック詰め作業及び箱
詰め作業。

雇用・労
災・健康・
厚生

不問

173000
宮崎県児湯郡川南町大字川南１２７０
７「鈴南の里」

215000

飼育管理作業員：児湯・西都
地区農場

株式会社　ケイエスファーム ○入雛準備から出荷（５２日～５３
日）までの飼育管理作業全般。
（入雛準備）
・鶏舎内の水洗い、のこくずまき、
保温用ビニールシート張り。

雇用・労
災・健康・
厚生

不問

144000
宮崎県児湯郡都農町大字川北１６９７
５－３

152000

介護支援専門員【急募】 株式会社　耕智 ○小規模多機能ホームでの計画作成
業務
○通所される方の送迎や食事等の介
助、レクレーションの提供等。
グループホーム　こころみ（定員９
名）

雇用・労
災・健康・
厚生

不問

126000
宮崎県西都市大字穂北４４２５番地１

146475

介護職 株式会社　耕智 ○グループホームで生活される方の
介護及び食事の世話等
○通所される方の送迎や食事及び入
浴の介助、レクレーションの提供等
グループホーム　こころみ（定員９
名）

雇用・労
災・健康・
厚生

18歳
以上

240000
宮崎県児湯郡川南町大字川南２６００
７－３「チップ工場」

240000

鶏卵加工・包装 農事組合法人　香川ランチ 温泉卵の加工・包装業務。
不良品の検品作業。
在庫管理。棚卸。
＊立ち仕事になります。
＊詳細は面接時説明します。

雇用・労
災・健康・
厚生

不問

280000
宮崎県児湯郡都農町大字川北１６９７
５－３

330000

事務員（チップ工場） 株式会社　宮崎森林発電所 搬入された木材の計量（データ入力
等）
燃料の含水測定
在庫、消耗品の管理業務
本社との連絡調整業務
＊詳細は面接時に説明します。


雇用・労
災・健康・
厚生

不問

152800
宮崎県児湯郡高鍋町南高鍋１１７００
－１

168900

雇用・労
災・健康・
厚生

不問

150000
宮崎県児湯郡川南町大字平田３０８７
番地１

160000

（障）デジタルカメラの製造 宮崎キヤノン株式会社 デジタルカメラ製造：製品組み立て
作業。精密な作業であり、立ち仕事
でもあるため視力、体力が必要とな
ります。
＊勤務形態：交替勤務従事
「障害者手帳所持者専用求人」

雇用・労
災・健康・
厚生

18歳
以上



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～10時00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） 13110- 4946301
（パートタイム）

時給  9時00分～22時00分

の間の6時間程度

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） 40120- 5244301
（パートタイム）

時給  9時00分～22時00分

の間の6時間程度

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） 40120- 5267801
（パートタイム）

時給 (1)18時00分～22時00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） 45010- 5639101
（パートタイム）

時給 (1)9時00分～14時30分

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）
～令和2年7月31日
契約更新の可能性あり（条件あり） 45010- 5668201

（パートタイム） 保育士　　　　　　　※あれば尚可
時給 (1)9時00分～15時00分 普通自動車免許

雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）

契約更新の可能性あり（条件あり） 45060-  946701
（パートタイム） 変形（1ヶ月単位） ホームヘルパー２級以上

時給 (1)7時00分～16時00分 介護福祉士
(2)8時00分～17時00分 看護師

雇用期間の定めなし (3)10時00分～19時00分 　　　　　　※いずれかの資格で可
(4)17時00分～8時00分 　　　　　　　　　※あれば尚可

45060-  954701
（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

45060-  960101
（パートタイム）

時給  9時00分～16時00分

の間の5時間程度 普通自動車免許
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） （公用車　ＡＴタイプ）
令和2年4月1日～令和3年3月31日
契約更新の可能性あり（条件あり） 45060-  921201

（パートタイム）
時給 (1)9時00分～15時20分

(2)9時00分～13時10分

雇用期間の定めなし (3)12時00分～16時10分

45060-  923001
（パートタイム） 看護師

時給 (1)9時00分～18時00分 准看護師
保健師

雇用期間の定めなし 　　　　　　※いずれかの資格で可

45060-  928401
（パートタイム） 変形（1ヶ月単位） ホームヘルパー２級以上

時給 (1)17時00分～9時00分 看護師・准看護師
介護福祉士

雇用期間の定めなし 介護職員初任者研修終了者
　　　　　※いずれかの資格で可

45060-  929701 普通自動車免許
（パートタイム） ホームヘルパー２級以上

時給 (1)8時30分～17時30分 看護師・准看護師
介護福祉士

雇用期間の定めなし 介護職員初任者研修終了者
　　　　　※いずれかの資格で可

45060-  930501 普通自動車免許
（パートタイム） 保育士

時給 (1)9時00分～18時00分

雇用期間の定めなし

45060-  932301
（パートタイム）

時給  8時00分～17時00分

の間の2時間以上

雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）
～令和2年6月30日
契約更新の可能性なし 45060-  933601

（パートタイム）
時給 (1)9時00分～15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（条件あり） 45060-  934901
（パートタイム）

時給 (1)9時00分～15時20分

雇用期間の定めなし

45060-  859701

◎ハローワークでは随時紹介を行っておりますので、すでに決定済となっている場合があります。あらかじめご了承ください。
◎この情報はfaxでも提供しています。ポーリング受信機能を使い0983-23-0849をコールして下さい。
◎ パートタイム求人の場合、賃金は時間給です。また、労働時間によって記載されている各種社会保険に加入できない場合があります。
◎紙面スペースの都合上、すべての求人を掲載することができない場合があります。スマートフォンでもハローワークで受理した求人を見ることができます。（https://www.hellowork.go.jp)

清掃／ダイナム宮崎西都店 株式会社　日本ヒュウマップ パチンコ店内の清掃作業
・床清掃
・パチンコ台の拭きあげ
・ゴミ回収
・灰皿清掃
・トイレ清掃など


790
『スーパーセンタートライアル　西都
店』

790

＊商品の陳列
＊清掃
＊その他店舗内作業
※本人の適性に応じて仕事内容を決
定します。

雇用・労災
不問

年齢 仕事の内容

店舗スタッフ（障）／（新富
店）

株式会社トライアルオペレー
ションズ

＊商品の陳列
＊清掃
＊その他店舗内作業
※本人の適性に応じて仕事内容を決
定します。



労災
不問

900
宮崎県西都市大字三宅字最所畑２３３
２番地

900

店舗スタッフ（障）／（西都
店）

株式会社トライアルオペレー
ションズ

雇用・労災
不問

790
『スーパーセンタートライアル　新富
店』

790

高圧洗浄作業／新富町 三星ビル管理　株式会社 工場作業終了後に作業場の洗浄業務
に従事して頂きます。
・鶏フック用のチェーンベルトを高
圧洗浄・作業場の床を高圧洗浄　等
を行って頂きます。

雇用・労災
不問

1000
宮崎県児湯郡新富町大字新田４１８０

1000

学校寮給食調理 株式会社　総合人材センター
宮崎支店

寮の給食調理及び付帯業務に携わっ
て頂きます。
・材料洗浄、下処理、調理
・配缶、配膳
・厨房内の清掃、片付け等
・２５０食程度を４～５人体制

雇用・労災
不問

790
[宮崎県立高鍋農業高等学校　明倫寮」

850

子育て支援センター業務及び
事務

特定非営利活動　ライフカン
パニー新富

○子育て支援センターの各種業務に
従事して頂きます。
・イベントの企画、実施
・子育て相談
・子どもの見守り（～３歳程度）
・日報、月報、おたより作成

雇用・労災
不問

800
宮崎県児湯郡新富町大字新田８３３９
番地

900

介護職 特定非営利活動法人あおぞら
の会　グループホームあおぞ
ら

○入居者の介護職全般業務。（定員
９床）・食事介助、入浴介助、排泄
介助等。・見守り等。・レクレー
ション企画、運営等。
○散歩同行、話し相手等。
○ドライブ等

労災・雇用
不問

900
宮崎県児湯郡都農町大字川北１８９２
２番地３

1000

下漬・袋詰め作業 有限会社　アンビシアス ○下漬作業全般。
・大根の形成作業等。
○袋詰め作業
・漬物を手作業で袋に詰めます。
＊詳細については面接時に説明。


雇用・労災
不問

790
宮崎県児湯郡高鍋町大字持田６３０４
番地３

790

総合事務 西都児湯森林管理署 ◯事務全般：パソコンにてデータ入
力
◯外出業務：書類提出（郵便・銀行
等）
○その他、電話応対、接遇等全般を
行っていただきます。

労災
不問

900
宮崎県西都市大字妻９０９－５

1270

（障）軽作業・検査業務 サンプラス株式会社 自動車用、産業用などのワイヤー
ハーネスの加工・組立作業を行いま
す。・目視や機械による出荷検査業
務を行います。・手作業による製品
の組み立て作業を行います。

雇用・労災
不問

790
宮崎県児湯郡高鍋町大字南高鍋６４４
１番地

790

看護職『ぴゅあらんど光の
手』

有限会社　さくら 〇主に重症心身障害児を通わせる多
機能型通所療育施設
ぴゅあらんどでの看護（健康管理、
吸引等）（５人の児童３～４人体
制）



雇用・労災
不問

1200
宮崎県児湯郡木城町大字高城３８８８
番地１

1200

介護業務【夜勤専門】 有限会社　さくら 住宅型有料老人ホーム（入所者　５
名）での介護業務全般。
・食事介助、入浴介助、排泄介助
等。
＊労働日数については相談に応じま
す。


労災
18歳
以上 1100

宮崎県児湯郡木城町大字高城３８８８
番地１

1100

介護業務 有限会社　さくら 住宅型有料老人ホーム（入所者　５
名）での介護業務全般。・食事介
助、入浴介助、排泄介助等。＊労働
日数については相談に応じます。＊
勤務時間はローテーション

労災
不問

850
宮崎県児湯郡木城町大字高城３８８８
番地１

950

保育士『ぴゅあらんど光の
手』

有限会社　さくら 〇「主に重症心身障害児を通わせ
る」児童発達支援、放課後デイサー
ビスにて保育士として子供たちの療
育をして頂きます。
（５人の児童を３～４人体制）


労災
不問

900
宮崎県児湯郡木城町大字高城３８８８
番地１

900

農作業員 前田農園 ○ハウス内でピーマン収穫作業
・未経験の方も指導いたします。
・汚れ、重労働なし、簡単な収穫作
業のみです。
・１日２時間からＯＫです。

その他
不問

1000
宮崎県西都市大字下三財２３４３

1200

部品受け入れ業務【急募】 アルバック機工　株式会社

810
宮崎県西都市大字茶臼原２９１－７

830

◯真空ポンプ構成部品を取り扱いま
す。・部品受け入れ・ピッキング作
業：部品の取り揃え・簡単なパソコ
ン入力：主に数字の入力
＊長期間働ける方を歓迎します。
＊未経験者歓迎

雇用・労
災・財形不問

庭園管理及び清掃業務 株式会社　ウイント ・屋内外環境整備及び清掃等。　
・草刈、芝刈り等の敷地内整備。




雇用・労災
69歳
以下 790

宮崎県西都市大字調殿６８７－３（ウ
イント総合センター）
790

(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。 ℡ 0983-23-0848 fax0983-23-0849

ハローワーク高鍋

（高鍋公共職業安定所）

3月9日号



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

(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。 ℡ 0983-23-0848 fax0983-23-0849

ハローワーク高鍋

（高鍋公共職業安定所）

3月9日号

（パートタイム）
時給 (1)17時30分～8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（条件あり） 45060-  937701
（パートタイム）

時給  8時30分～17時30分

の間の5時間程度

雇用期間の定めなし

45060-  940001
（パートタイム）

時給 (1)10時00分～16時00分

雇用期間の定めなし

45060-  941301
（パートタイム） 交替制あり

時給  8時00分～17時30分

の間の5時間程度

雇用期間の定めなし

45060-  942601
（パートタイム）

時給  8時00分～17時00分

の間の5時間程度

雇用期間の定めなし

40010-14125301
（パートタイム） 変形（1ヶ月単位）

時給 (1)8時00分～16時00分

雇用期間の定めなし

40010-14174301
（パートタイム）

時給 (1)10時00分～14時00分

(2)18時00分～22時00分

雇用期間の定めなし
又は10時00分～22時00分

43010- 7877301 の間の4時間程度

（パートタイム） 交替制あり

時給  0時00分～23時59分

の間の3時間以上

雇用期間の定めなし

43010- 8111701
（パートタイム） 交替制あり 准看護師

時給  0時00分～23時59分 看護師
の間の3時間以上 　　　　　　※いずれかの資格で可

雇用期間の定めなし

43010- 8115001
（パートタイム） 栄養士

時給 (1)8時30分～13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） 45010- 5372901
（パートタイム）

時給 (1)9時30分～12時30分 普通自動車免許

雇用期間の定めなし

45060-  902401
（パートタイム）

時給 (1)8時00分～15時00分

(2)8時00分～16時00分

雇用期間の定めなし (3)7時45分～15時15分

(4)7時45分～15時45分

45060-  903701 (5)8時30分～15時30分

（パートタイム）
時給 (1)8時00分～17時00分

雇用期間の定めなし

45060-  904801
（パートタイム）

時給  8時30分～17時15分

の間の4時間程度

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）
令和2年4月1日～令和3年3月31日
契約更新の可能性あり（原則更新） 45060-  906501

（パートタイム）
時給 (1)8時30分～16時00分 普通自動車免許

雇用期間の定めなし

45060-  908301
（パートタイム） 介護支援専門員（ケアマネージャー）

時給 (1)9時00分～16時00分 普通自動車免許

雇用期間の定めなし

45060-  858401
（パートタイム） 交替制あり 医療事務資格

時給 (1)8時30分～15時30分 　　　　　　　　　　※あれば尚可
(2)8時00分～12時00分

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）
～令和3年2月28日
契約更新の可能性あり（条件あり） 45060-  911701

◎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)

800
宮崎県児湯郡高鍋町大字上江６９５６
－２

800

（障）農作業補助・食品加工
業製造補助・農産物の加工作
業

一般社団法人　明優会 ・農産物及び加工食品のパッキング
・食品加工業の商品製造補助
・農業の作業補助
・畜産業の作業補助

　


株式会社　ダイバーシティひ
むか

ビュッフェスタイルのお店「ぐらん
ま茶寮ザ・キッチン」での
業務です。・食材の仕込み、材料の
下ごしらえ。・レシピに基づいた調
理。・食器類の洗浄・店内の清掃。

雇用・労災
不問

労災
18歳
以上

790
宮崎県児湯郡高鍋町大字北高鍋１３６
８－４

790

（障）ヘルパー：デイサービ
ス

株式会社　テクノミックス
しゃちんぼの濱

○デイサービス利用の方々の生活
（食事、入浴、排泄、
　外出等）介助。（定員　４０床）
・レクレーション企画等。
・相談記録は手書き。

　

雇用・労災
不問

宿直業務《鈴山荘》 社会福祉法人　弘成会　新富
希望の里

『鈴山荘』の宿直業務を行って頂き
ます。
・電話応対
・非常時の連絡役
・定時巡回（１９時、２１時、２２
時、６時）
　

790
宮崎県西都市大字南方２８０２番地２

800

【障】店内スタッフ

スーパー内の精肉ブースでの作業
・社員の補助作業
・パック詰め、値札貼り
・商品の衛生管理
・簡単な接客
＊就業時間：就業時間は応相談

雇用・労災
不問

790
宮崎県児湯郡高鍋町大字蚊口浦６１９
５番地６

850

株式会社　エル三和 スーパー内の精肉ブースでの作業
・パック詰め
・値札貼り
・商品出し、整理
・簡単な食肉加工
＊就業時間：１日３Ｈ～５Ｈ
　

労災
不問

不問

800
アタックス高鍋店

850

精肉加工販売／児湯郡高鍋町 株式会社　エル三和

精肉加工販売／児湯郡高鍋町

ケアスタッフ／宮崎県児湯郡 くるみ福祉会　株式会社 介護付有料老人ホームでご利用者様
の見守り、自立支援等の仕事をして
頂きます。
＊２０１９年８月１日オープンしま
した。



雇用・労
災・健康・
厚生

不問

800
アタックス高鍋店

850

ホール接客（西都店） 株式会社　坂本

労災
不問

850
宮崎県西都市大字清水７９３
「清水台通所センター」

900

800
宮崎県西都市妻１６８６－１
「九州すし市場　西都店」

800

回転寿司店での
《ホール接客業務》
・お客様のご案内・ご注文のお伺
い、お会計・料理の配膳、片付け
《厨房内の調理補助業務》
・厨房内での調理補助等・食器洗浄

雇用・労災

雇用・労災
不問

805
宮崎県児湯郡川南町大字川南字松ヶ迫
１４３８３番地２５

1200

看護職員／宮崎県児湯郡 くるみ福祉会　株式会社 介護付有料老人ホームで、看護・機
能回復訓練（リハビリ）・介護、ご
利用者様の見守り・自立支援等の仕
事をして頂きます。


雇用・労
災・健康・
厚生

不問

1110
宮崎県児湯郡川南町大字川南字松ヶ迫
１４３８３番地２５

1200

栄養士／宮崎市（清水台通所
センター）

日清医療食品　株式会社　南
九州支店　宮崎営業所

・発注、在庫の管理、現場業務を
行って頂きます。
＊月～土の３～４日程度の勤務で
す。
＊雇用期間終了後は、１年毎の更新
となります。

労災
不問

看護助手 医療法人　隆徳会　鶴田病院 ○入院患者様に対する看護補助業務
全般・食事配膳、下膳、食事介助。
・おむつ交換、トイレ誘導。・入浴
介助。・シーツ交換、空ベット掃
除、身の回りの世話等


雇用・労災
不問

850
宮崎県西都市御舟町１－５５

850

社会福祉事業：事務員（パー
トタイム）

社会福祉法人　晴陽会 〇受付・来客・電話対応
〇小口現金の出納事務・銀行処理
〇利用料の徴収・未収管理
その他必要とされること
※詳細につきましては面接時に説明
します。

介護職（通所リハビリ／デイ
ケア）

医療法人　隆徳会　鶴田クリ
ニック

○通所リハビリテーション（デイケ
ア）業務。
・入浴介助がメインの業務。
・その他の介助業務等付随。


学校生活支援員（こすもす） 医療法人　隆徳会　鶴田病院 ◯西都市内の小・中学校に在学する
障害を持った児童・生徒さんが支障
なく学校生活を送る事が出来るよう
にする為の支援業務。
・日常生活上の介助（身支度の手伝
い、衣服の着脱、排泄介助等）

雇用・労災
不問

900
宮崎県児湯郡高鍋町大字上江７７７８

900

家事使用人【週３日勤務】
【急募】

高鍋フェニックス又川 ○家事業務全般等を行っていただき
ます・食事の支度（オーナーの夕食
準備）・室内等の清掃・買い物（ま
れに）・草取り・来客対応、お茶等
の準備

その他
不問

医療事務（産休・育休代替要
員）

おおやまこどもクリニック ◯小児科医での医療事務業務全般
・受付（乳幼児予防接種、健診受付
を含む）・電話応対・会計業務
・電子カルテ入力、レセプト請求事
務
・その他、付帯する業務

労災
不問

1000
宮崎県児湯郡新富町富田西２丁目２番
地１

1200

介護支援専門員【急募】 株式会社　耕智 ○グループホームこころみでの計画
作成業務。
＊詳細は面接時に説明します。

グループホームこころみ（定員９
名）


不問

790
宮崎県西都市新町１－９３－２

790

800
宮崎県児湯郡新富町大字日置４１２４
－８

800

900
宮崎県西都市御舟町１－７８

雇用・労災
不問

1000
宮崎県児湯郡都農町大字川北１６９７
５－３

2000

1000

雇用・労災



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

(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。 ℡ 0983-23-0848 fax0983-23-0849

ハローワーク高鍋

（高鍋公共職業安定所）

3月9日号

（パートタイム） 変形（1ヶ月単位） 准看護師
時給 (1)17時00分～9時00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-  913201
（パートタイム） 交替制あり

時給 (1)9時00分～17時30分

(2)13時30分～22時00分

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） (3)12時00分～20時00分

契約更新の可能性あり（原則更新） 45060-  914501
（パートタイム） 准看護師

時給  8時30分～18時00分

の間の4時間以上

雇用期間の定めなし

45060-  917601
（パートタイム）

時給  18時00分～0時00分

の間の3時間以上

雇用期間の定めなし

44010- 6169501
（パートタイム）

時給  9時00分～15時00分

の間の4時間以上

雇用期間の定めなし

44010- 6170601
（パートタイム）

時給 (1)14時00分～18時00分 普通自動車免許
(2)8時30分～12時30分

雇用期間の定めなし

45010- 4888601
（パートタイム） 看護師

時給  8時00分～18時00分 准看護師
の間の5時間程度 　　　　　　※いずれかの資格で可

雇用期間の定めなし

45010- 4997401
（パートタイム） 変形（1ヶ月単位）

時給  7時00分～19時00分

の間の4時間以上

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）
令和2年4月1日～令和3年3月31日
契約更新の可能性あり（条件あり） 45060-  865101

（パートタイム） 変形（1ヶ月単位）

時給 (1)15時30分～18時30分

(2)15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 又は8時00分～18時30分

契約更新の可能性あり（条件あり） 45060-  867701 の間の4時間以上

（パートタイム） 保育士
時給  7時00分～19時00分 幼稚園教諭免許（専修・１種・２種）

の間の4時間以上

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）
令和2年4月1日～令和3年3月31日
契約更新の可能性あり（条件あり） 45060-  868801

（パートタイム）
時給 (1)3時00分～8時00分

雇用期間の定めなし

45060-  871301
（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-  872601
（パートタイム）

時給 (1)8時00分～17時00分

雇用期間の定めなし

45060-  874101
（パートタイム）

時給 (1)5時00分～8時00分

雇用期間の定めなし

45060-  876701
（パートタイム） 美容師

時給 (1)10時00分～15時00分 普通自動車免許

雇用期間の定めなし

45060-  879501
（パートタイム）

時給 (1)22時00分～3時00分

雇用期間の定めなし

45060-  884701
（パートタイム）

時給 (1)22時00分～8時00分

雇用期間の定めなし

45060-  885801

◎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)

○医院における外来看護業務及び付
帯する作業全般。
＊詳細は面接時に説明します。
◎１日の就業時間は４時間～８時間
以内の勤務です。
勤務時間、就業日数は応相談


雇用・労災
不問

830
宮崎県児湯郡木城町大字高城１４０３
－１

850

准看護師：日勤 医療法人　悠和会　おしかわ
内科クリニック

准看護師（夜勤担当） 医療法人社団　大和会　大塚
病院

○夜勤での看護業務全般。
・病棟（一般・介護あり）　
・見守り等
＊詳細は面接時説明します。
＊夜勤回数：最高月／９回：夜勤回
数は相談に応ず


株式会社　アメイズ（ＨＯＴ
ＥＬ　ＡＺチェーン）

【ホール業務】
・接客・レジ業務・テーブルセッ
ティング・片付け　等
【キッチン業務】
・調理・材料の下ごしらえ・清掃
等


労災
18歳
以上

雇用・労
災・健康・
厚生

不問

1050
宮崎県児湯郡高鍋町大字持田字下河原
３３７３

1050

雇用・労災
不問

830
宮崎県児湯郡新富町大字上富田３３３
５番地１

1000

ホール・キッチンスタッフ
（ジョイフル高鍋店）

株式会社　アメイズ（ＨＯＴ
ＥＬ　ＡＺチェーン）

【ホール業務】
・接客　　・レジ業務
・テーブルセッティング　・片付け
等【キッチン業務】
・調理　・材料の下ごしらえ
・清掃　等

1543
宮崎県西都市御舟町２丁目４５

1543

フロント：湯らら（契約社
員）

木城町ふるさと振興協会 ◯温泉施設でのフロント業務全般。
・電話対応、窓口対応
・接客業務
・文書作成
＊詳細は面接時説明します。


ホール・キッチンスタッフ
（ジョイフル高鍋店）

労災
不問

1050
宮崎県児湯郡高鍋町大字持田字下河原
３３７３

1050

医療事務／ホルン調剤薬局 有限会社　ＭＳＧ ・医療事務全般
・パソコン入力
・窓口会計
・薬の配達業務（個人車使用：手当
支給）
＊常時、薬剤師１名、事務（パー
ト）

雇用・労災
不問

800
宮崎県児湯郡新富町富田３丁目５５番
地

800

正・准看護師／小規模多機能
ホーム花唄

株式会社　エイド宮崎 ・利用者さんのバイタルチェックや
服薬管理、医師の指示による簡易的
な医療処置
＊介護施設未経験の方やブランクの
ある方もサポートさせていただきま
す。


労災
不問

1000
宮崎県児湯郡新富町大字三納代１－１

1000

保育補助 社会福祉法人　つばさ福祉会 ◯園・支援センターにて保育教諭の
補助的な仕事を行う
◯乳幼児の教育・保育を一体化して
サービス提供をする仕事

労災
不問

850
宮崎県西都市白馬町３番地

900

放課後児童クラブ指導員 社会福祉法人　つばさ福祉会 ◯放課後児童安全対策事業として西
都市の条例に基いて、放課後の　小
学生を預かる仕事です。
◯安全で充実した時間を過ごせるよ
うに宿題を終えると遊ぶ楽しさが味
わえるように環境を整える。

雇用・労災
不問

850
宮崎県西都市白馬町３番地

900

保育教諭 社会福祉法人　つばさ福祉会 ○乳幼児の教育・保育を一体化して
サービス提供をする仕事
０歳～２歳は主としてお母さん代わ
りの養護的なかかわりをするが３歳
～５歳児は幼児教育的なかかわりと
保育的なかかわりを一体的に行う


労災
不問

950
宮崎県西都市白馬町３番地

950

店舗スタッフ（夜勤専門）：
３時～８時

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。
＊詳細は面接時説明します。

労災
18歳
以上 790

宮崎県児湯郡新富町大字三納代１８８
４－４

790

ニラ出荷ラインのライン作業
スタッフ

原　英貴 ◯高鍋町の原農園のニラ出荷調整ラ
インにおけるニラ製品化作業のお仕
事です。
＊入社後、簡単な機械操作やニラ製
造ラインに関する研修をします。
＊詳細は面接時に説明します。


雇用・労災
不問

790
宮崎県児湯郡高鍋町大字上江４６４１
番地

900

木材製品結束作業員（製材
部）

井上林産　株式会社 ○木材製品の簡単な結束作業です。
２人組で製材品を４本ずつ機械を
使って結束します。
機械が自動化されているので、軽作
業となります。


雇用・労災
不問

790
宮崎県児湯郡木城町大字高城２５１８
番地１

790

店舗スタッフ：５時～８時 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。
＊詳細は面接時説明します。


労災
18歳
以上 790

宮崎県児湯郡新富町大字三納代１８８
４－４

790

美容師 ヘア＆フェイスサロン　麦わ
らぼうし

○シャンプー、カット、パーマ等美
容全般○ベルジュバンス（弱酸性美
容法）とフェイシャルエステを行い
ま　す○高鍋町内の産婦人科医院に
シャンプー、ブローの出張もありま
す（マイカー使用）

店舗スタッフ（夜勤専門）：
２２時～８時

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。
＊詳細は面接時説明します。


労災
不問

900
宮崎県児湯郡高鍋町大字蚊口浦５１５
０－５

900

店舗スタッフ（夜勤専門）：
２２時～３時

セブンイレブン　新富三納代
店

790
宮崎県児湯郡新富町大字三納代１８８
４－４

790

○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。
＊詳細は面接時説明します。


労災
18歳
以上

雇用・労災
18歳
以上 790

宮崎県児湯郡新富町大字三納代１８８
４－４

790



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

(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。 ℡ 0983-23-0848 fax0983-23-0849

ハローワーク高鍋

（高鍋公共職業安定所）

3月9日号

（パートタイム） 変形（1ヶ月単位） 介護職員初任者研修修了者
時給  8時30分～17時30分 介護福祉士

の間の5時間程度 ホームヘルパー２級以上
雇用期間の定めなし 　　　　　　※いずれかの資格で可

　　　　　　　　　※あれば尚可
45060-  890101

（パートタイム） 変形（1ヶ月単位） 介護職員初任者研修修了者
時給 (1)17時00分～9時00分 ホームヘルパー2級以上

介護福祉士
雇用期間の定めなし 　　　　　　※いずれかの資格で可

　　　　　　　　　※あれば尚可
45060-  891401

（パートタイム） 変形（1ヶ月単位）

時給  7時00分～19時30分

の間の4時間程度

雇用期間の定めなし

45060-  894201
（パートタイム）

時給 (1)13時00分～18時00分

雇用期間の定めなし

45060-  896001
（パートタイム）

時給 (1)13時00分～17時00分

雇用期間の定めなし

45060-  898601
（パートタイム）

時給 (1)8時00分～13時00分

雇用期間の定めなし

45060-  899901
（パートタイム） 交替制あり

時給 (1)13時00分～17時30分

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）
令和2年4月1日～令和3年3月31日 又は13時00～18時30分

契約更新の可能性あり（条件あり） 45060-  900901 の間の4時間以上

（パートタイム）
時給  14時00分～22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）

契約更新の可能性あり（原則更新） 23010- 7207601
（パートタイム）

時給 (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
又は8時00分～17時00分

45060-  850801 の間の4時間以上

（パートタイム） 変形（1年単位）

時給 (1)9時00分～15時00分 普通自動車免許

雇用期間の定めなし

45060-  852501
（パートタイム） 変形（1年単位）

時給 (1)9時00分～16時00分

雇用期間の定めなし

45060-  853001
（パートタイム） 変形（1ヶ月単位） ホームヘルパー２級

時給 (1)7時00分～16時00分 介護福祉士
(2)8時00分～17時00分 准看護師

雇用期間の定めなし (3)10時00分～19時00分 　　　　　　※いずれかの資格で可
(4)17時00分～8時00分 　　　　　　　　　※あれば尚可

45060-  855601  7時～18時の8時間程度

（パートタイム） 変形（1ヶ月単位） 看護師
時給 (1)17時00分～9時00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-  912801
（パートタイム） 交替制あり

時給 (1)10時00分～17時00分

(2)17時00分～20時00分

雇用期間の定めなし (3)10時00分～14時00分

又は10時00分～20時00分

45060-  935101 の間の3時間以上

（パートタイム）
時給 (1)17時00分～22時00分

雇用期間の定めなし

45060-  886201

◎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)

雇用・労災
不問

人材採用サポート事務／パー
ト（障）【障トライアル併
用】

株式会社　エスプール　西都
センター

当社が提供する「Ｏｍｕｓｕｂｉ
（オムスビ）」というサービで、企
業の人事部に代わって、応募者の問
合せ対　応面接日程調整等を行って
いただきます。データ入力、応募者
からの電話、メール対応、報告書作
成

850
宮崎県西都市大字右松２１１１番地
Ａコープさいと店敷地内

1000

正看護師（夜勤担当） 医療法人社団　大和会　大塚
病院

○夜勤での看護業務全般。

・病棟（一般・介護あり）　
・見守り等
＊詳細は面接時説明します。


雇用・労災
不問

1669
宮崎県西都市御舟町２丁目４５

1714

医療法人　隆徳会　老人保健
施設　菜花園

○施設入所者様（要介護者）への介
護ケアのお仕事です。
（入居者定員８０名・現在入居者６
６名）
・食事介助、入浴介助、排泄介助
等。

雇用・労災
不問

店舗スタッフ：１７時～２２
時

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。
＊詳細は面接時説明します。

雇用・労災
不問

790
宮崎県児湯郡新富町大字三納代１８８
４－４

790

介護職（デイサービス） 医療法人　雅会　シルバー
コート新町

○デイサービスセンターにおける介
護業務全般。
　（定員４０名）
・食事、排泄、入浴介助等
・レクレーション等の補助


800
宮崎県西都市新町１丁目６６番地

850

入所介護

950

店舗スタッフ：１３時～１８
時

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。
＊詳細は面接時説明します。


雇用・労災
不問

介護職（訪問：夜勤担当）
〈急募〉

医療法人　雅会　シルバー
コート新町

○『住宅型有料老人ホーム　新町』
での訪問介護業務全般。
（利用者　４０名）
・食事、排泄、体位変換等。
・見守り


労災
18歳
以上

790
宮崎県児湯郡新富町大字三納代１８８
４－４

790

雇用・労災
不問

労災
60歳
～64
歳

810
宮崎県西都市白馬町３番地

810

790
宮崎県西都市新町１丁目６６番地

850

850
宮崎県西都市大字穂北字東原５２５３
－４

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。
＊詳細は面接時説明します。


雇用・労災
不問

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。
＊詳細は面接時説明します。


790

雇用員 社会福祉法人　つばさ福祉会 ○園内外の環境整備（清掃・洗濯
等）、保育補助等


◆更新は年度ごとの更新になりま
す。


雇用・労災
不問

790
宮崎県児湯郡新富町大字三納代１８８
４－４

790

店舗スタッフ：８時～１３時

一般事務【急募】 ＭＧＳ有限会社 ○出荷伝票作成、文書作成、電話応
対、お茶出し
○給与計算、ネットバンクでの給与
振込処理、年末調整、データ入　力
ほか
○まれに銀行等外出用務あり


雇用・労災
不問

1000
宮崎県児湯郡高鍋町大字北高鍋１３５
２－１　

2500

飼育管理作業員：児湯・西都
地区農場

株式会社　ケイエスファーム

子ども英会話講師　高鍋教室
【児湯郡】

イッティージャパンウエスト
株式会社

直営の教室にて、幼児から高校生ま
での子どもを対象に英会話のレッス
ンをしていただきます。
・英会話レッスン、文法レッスンの
提供・会員、保護者対応　・各種イ
ベント案内・欠席者の電話入れ）

労災
不問

790
宮崎県児湯郡川南町大字川南２３１７
０－２

790

○入雛準備から出荷（５２日～５３
日）までの飼育管理作業全般。
・鶏舎内の水洗い、のこくずまき、
保温用ビニールシート張り。
・保温器のメンテナンス：簡単な作
業です。

介護職 株式会社　耕智 ○グループホームで生活される方の
介護及び食事の世話等。
○通所される方の送迎や食事及び入
浴の介助、レクレーションの提供
等。グループホームこころみ（定員
９名）

雇用・労災
18歳
以上

790
宮崎県西都市大字穂北４４２５番地１

900

パック、箱詰め、湯煎作業 ＭＧＳ有限会社 雇用・労災
不問

790
宮崎県西都市大字穂北４４２５番地１

900

◯鶏肉加工のパック詰め作業及び箱
詰め作業。
・７～８Ｋｇの重さの作業になりま
す。○湯煎作業：殺菌目的
◯その他、鶏肉カット作業をお願い
する事があります。


労災

900
宮崎県児湯郡都農町大字川北１６９７
５－３

950

不問

790
宮崎県児湯郡新富町大字三納代１８８
４－４


