
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

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（原則更新） 43010- 9496601
（フルタイム） 交替制あり

月給 (1)10時00分～19時00分

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

契約更新の可能性なし 43010- 9509001
（フルタイム） 変形（1ヶ月単位） 普通自動車免許

月給 (1) 9時30分～18時30分

(2)18時30分～ 9時30分

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） (3) 9時30分～ 9時29分

～令和3年3月31日
契約更新の可能性あり（原則更新） 45010- 6299301

（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30分～17時30分

雇用期間の定めなし

45030- 1093201
（フルタイム） 変形（1ヶ月単位） 看護師

月給 (1) 8時00分～17時30分

(2) 8時30分～18時00分

雇用期間の定めなし (3) 9時00分～18時30分

(4) 8時30分～12時00分

45060- 1029801
（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30分

(2) 8時30分～18時00分

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） (3) 9時00分～18時30分

(4) 8時30分～12時00分

契約更新の可能性あり（条件あり） 45060- 1030301
（フルタイム） 変形（1ヶ月単位） 准看護師

月給 (1) 8時30分～17時30分 普通自動車免許

雇用期間の定めなし

45060- 1031601
（フルタイム） 交替制あり 精神保健福祉士

月給 (1) 8時30分～17時30分 社会福祉士・保育士
(2) 9時00分～18時00分 教諭・幼稚園教諭

雇用期間の定めなし (3) 8時00分～17時00分 ※あれば尚可

45060- 1032901 普通自動車免許
（フルタイム） 変形（1ヶ月単位） 看護師

月給 (1) 8時00分～17時30分

(2) 8時30分～18時00分

雇用期間の定めなし (3) 9時00分～18時30分

(4) 8時30分～12時00分

45060- 1035701
（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30分

(2) 8時30分～18時00分

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） (3) 9時00分～18時30分

(4) 8時30分～12時00分

契約更新の可能性あり（条件あり） 45060- 1036801
（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- 1037201
（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- 1038501
（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- 1039001
（フルタイム） フォークリフト運転技能者

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- 1041101
（フルタイム） 変形（1年単位） 中型自動車免許

月給 (1) 8時00分～17時00分 ８トン限定中型自動車免許
フォークリフト運転技能者

雇用期間の定めなし ※いずれかの資格で可

45060- 1043701 普通自動車免許一種
（フルタイム） 変形（1ヶ月単位）

月給 (1) 9時00分～18時00分

雇用期間の定めなし

45060- 1051701

◎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)

200000
宮崎県児湯郡都農町大字川北

250000

雇用・労
災・健康・
厚生

不問

220000
宮崎県児湯郡川南町大字川南２４８９
２番地１

240000

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。
　新メニュー企画、提案をしていた
だきます。

雇用・労
災・健康・
厚生

不問

165000
宮崎県児湯郡新富町富田３丁目３２

201600

３トントラック運転手 有限会社　南海サービス ○３トントラック冷凍車による近場
（美々津）でのピストン輸送
○手積み作業なし：フォークリフト
使用
＊詳細は面接時説明します。


雇用・労災
30歳
以下 150000

宮崎県児湯郡新富町大字三納代１９０
３－２

150000

配達 有限会社　松川商店 ◯商品を注文のあった取引先の工事
現場に配達する業務です
・配達商品：石膏ボート、床材等の
建築資材全般（詳細は面接時に商品
を見ていただきます）

雇用・労
災・健康・
厚生

不問

151000
宮崎県西都市大字南方瓜葉木３６２番
地２

151000

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。
＊詳細は面接時に説明します。


雇用・労
災・健康・
厚生

不問

137760
宮崎県西都市大字鹿野田字内ケ迫９２
５４－２

137760

ポリ袋の加工製袋包装管理
者：本社

株式会社　有村産業 ◯製造管理、人員管理
・書類作成：パソコン使用
○ポリ袋の製袋加工作業及び管理業
務
・機械メンテ
・加工準備等

雇用・労
災・健康・
厚生

不問

160000
宮崎県児湯郡高鍋町大字上江６９５６
－２

180000

フィルム箱詰め作業：有村産
業印刷工場

株式会社　有村産業 ○工場内でポリ袋製造の補助業務で
フィルム原反の加工を担当して　い
ただきます。
（主な内容）
・フィルム原反を機械にセットして
箱詰めする作業になります。

雇用・労
災・健康・
厚生

不問

180000
宮崎県児湯郡高鍋町大字上江６９５６
－２

220000

准看護職（鈴山荘） 社会福祉法人　弘成会　新富
希望の里

○利用者の看護業務全般。（利用者
８８名）
・食事介助、入浴介助、排泄介助等
・健康管理全般業務（血圧測定、検
温等）
・薬剤指導等


雇用・労
災・健康・
厚生

不問

150000
宮崎県児湯郡新富町大字三納代２１９
７番地５

150000

正看護職（鈴山荘） 社会福祉法人　弘成会　新富
希望の里

○利用者の看護業務全般。（利用者
８８名）
・食事介助、入浴介助、排泄介助等
・健康管理全般業務（血圧測定、検
温等）
・薬剤指導等


雇用・労
災・健康・
厚生

不問

160000
宮崎県西都市大字下三財８１２４－８

230000

支援員 株式会社　祐脩　まーぶるク
ラブ

＊福祉サービス事業における、障が
い児の生活支援業務に携わっていた
だきます。
・生活指導
・支援記録
・送迎業務

雇用・労
災・健康・
厚生

不問

160000
宮崎県児湯郡新富町大字下富田６２９
－５

180000

通所リハビリ看護職員 医療法人　暁星会　三財病院 通所リハビリテーションにおける看
護業務全般
バイタル測定・処置等
送迎車の助手業務（西都市内）
＊詳細は面接時説明します。

雇用・労
災・健康・
厚生

不問

180000
宮崎県児湯郡新富町大字下富田６２９
－５

220000

准看護職（しんとみ希望の
里）

社会福祉法人　弘成会　新富
希望の里

○利用者の看護業務全般。（利用者
５４名）
・食事介助、入浴介助、排泄介助等
・健康管理全般業務（血圧測定、検
温等）
・薬剤指導等


雇用・労
災・健康・
厚生

不問

169300
宮崎県児湯郡高鍋町大字上江字高月８
４００

177100

正看護職（しんとみ希望の
里）

社会福祉法人　弘成会　新富
希望の里

○利用者の看護業務全般。（利用者
５４名）
・食事介助、入浴介助、排泄介助等
・健康管理全般業務（血圧測定、検
温等）
・薬剤指導等


雇用・労
災・健康・
厚生

18歳
以上 126400

宮崎県西都市大字三宅５６７０

135090

ＬＰガスの顧客管理及び販売
（高鍋営業所）

旭マルヰガス　株式会社 高鍋営業所においてＬＰガス卸小売
業務全般。
　ガス器具、住設機器の販売業務。
　ガス器具等の保安業務。
　顧客管理及び器具販売業務。
　ミネラルウォーターの販売業務。


雇用・労
災・健康・
厚生

40歳
以下

常駐警備員／西都市 セコム宮崎　株式会社 宮崎県立西都原考古博物館の施設警
備です。
・出入管理及び防犯管理を行いま
す。
・入社時の教育及び配置後の現地研
修も徹底しています。

雇用・労
災・健康・
厚生

不問

188320
宮崎県児湯郡高鍋町大字北高鍋２４７
５－１

205440

（紹派）ドコモショップ内で
の接客・販売業務／児湯郡高
鍋町

株式会社　グッドコミュニ
ケーション

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
・お客様からの相談応対
※紹介予定派遣になります。

雇用・労
災・健康・
厚生

不問

年齢 仕事の内容

ドコモショップスタッフ／高
鍋店

株式会社　グッドコミュニ
ケーション

ドコモショップの接客・販売
・携帯電話等の販売
・料金のお支払い受付
・お客様からの相談対応
＊ノルマはありません。
＊３ヶ月毎更新


188320
宮崎県児湯郡高鍋町大字北高鍋２４７
５－１

205440

(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16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

(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16日

（フルタイム） 変形（1ヶ月単位） 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- 1052801
（フルタイム） 変形（1ヶ月単位） 準中型自動車免許

月給 (1) 8時00分～17時00分

雇用期間の定めなし

40180- 4121601
（フルタイム） 交替制あり 普通自動車免許

月給 (1) 8時30分～18時00分

(2) 8時30分～12時30分

雇用期間の定めなし

45030- 1075701
（フルタイム） 三級自動車整備士

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- 1020201
（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- 1021501
（フルタイム） 普通自動車免許一種

月給 (1) 6時00分～15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- 1022001
（フルタイム） 変形（1ヶ月単位）

月給 (1) 7時10分～16時10分

(2) 8時00分～17時00分

雇用期間の定めなし (3) 8時10分～17時10分

45060- 1026101
（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- 1028701
（フルタイム） 変形（1ヶ月単位） 普通自動車免許

月給 (1) 9時15分～18時30分

(2)15時30分～ 0時00分

雇用期間の定めなし 又は9時15分～0時00分

の間の8時間程度

40150- 2281201
（フルタイム） 変形（1ヶ月単位） 保育士

月給 (1) 8時00分～17時00分

(2) 8時30分～17時30分

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） (3) 9時00分～18時00分

～令和2年3月31日 (4) 7時00分～16時00分

契約更新の可能性あり（原則更新） 45060- 1007301
（フルタイム） 交替制あり 介護職員初任者研修

月給 (1) 8時00分～17時00分 ※あれば尚可
(2) 9時00分～18時00分

雇用期間の定めなし

45060- 1009901
（フルタイム） 大型特殊自動車免許

月給 (1) 7時30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- 1011801
（フルタイム） 交替制あり

月給 (1) 8時00分～17時00分

(2) 8時00分～12時00分

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）
～令和3年5月31日
契約更新の可能性あり（条件あり） 45060- 1012201

（フルタイム） 普通自動車免許
月給 (1) 8時30分～17時00分

雇用期間の定めなし

45060- 1015301
（フルタイム） 変形（1ヶ月単位） 保育士

月給 (1) 7時00分～16時00分

(2) 7時30分～16時30分

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） (3) 8時30分～17時30分

～令和3年3月31日 (4) 9時30分～18時30分

契約更新の可能性あり（条件あり） 45060- 1017901
（フルタイム）

月給 (1) 8時00分～16時50分

雇用期間の定めなし

45060- 1019401

◎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)

145000
宮崎県児湯郡新富町大字日置８０７－
８

205000

雇用・労
災・健康・
厚生

不問

168960
宮崎県児湯郡都農町大字川北３６２
１ー４

176000

溶接・組立工 有限会社　ケイツー技研 ◯製缶・溶接・機械組立等。
・鉄、ステンレス、アルミ等の溶接
・アルゴン溶接、半自動溶接。
・機械を使っての材料の切断、穴あ
け、組立作業。
・工場内での立ち作業となります。

雇用・労
災・健康・
厚生

40歳
以下

130000
宮崎県児湯郡川南町大字川南１７６９
８－１

137200

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
就業時間は、ローテーションを組み
ます。
＊詳細は面接時に説明します。

雇用・労災
不問

156400
宮崎県西都市大字穂北４３１２番地８

156400

一般事務（川南営業所） 株式会社　ヰセキ九州　南部
支社　宮崎営業部

◯営業所内の出納、会計業務。
・伝票発行、整理、請求書作成、金
銭授受。
・データ入力、文章作成等。
・会計帳簿記帳。
・銀行等外部業務有（私用車）

雇用・労
災・健康・
厚生

不問

180000
宮崎県児湯郡木城町大字川原１６３４
番地

180000

鶏卵作業・種鶏管理全般 原田種鶏場 ◯鶏舎内で集卵作業を行います。
・集卵した卵をケースにつめます。
・汚れている卵は洗浄します。
・卵の消毒
◯市場に出す食卵を洗ったり、袋に
入れたりします。

雇用・労
災・健康・
厚生

不問

140000
宮崎県児湯郡川南町大字川南２７４８
６番地１

155000

肥育牛と繁殖牛の管理【急
募】

江藤　学（江藤畜産） ○肉用牛の飼育、管理作業
○牛舎の清掃、堆肥だし
○分娩介助等
＊肥育牛：約１８０頭
＊繁殖牛：約　７０頭

労災
50歳
以下

178664
宮崎県児湯郡都農町大字川北５３８４

183664

介護職員 株式会社　洋幸 ◯「住宅型有料老人ホーム多賀の
家」「デイサービスはぴねす」
デイサービス利用者様の生活支援の
お手伝いをしていただきます。食事
の介助、トイレ介助等
＊詳細は面接時に説明します。

雇用・労
災・健康・
厚生

35歳
以下 160000

宮崎県児湯郡高鍋町大字北高鍋５０１
６番

232500

保育士 社会福祉法人　信楽寺愛育会
（信楽寺保育園）

○保育業務全般。
・園児のお世話や食事の補助等。
＊送迎バス乗車：なし。
＊パソコン使用：なし。
＊正社員への登用：可能性あり。
＊年度毎の更新になります。

雇用・労
災・健康・
厚生

不問

195500
宮崎県児湯郡川南町大字平田６６５５
番地５

195500

販売員（正・高鍋店・地域専
任職）

株式会社　ドラッグストアモ
リ

○商品管理・店舗管理業務　（ド
ラッグストア店内でレジ、接客、
販売、商品陳列等の業務）
＊教育システムも充実してますの
で、未経験者もしっかりと知識・
資格を取得し成長して頂けます。

雇用・労
災・健康・
厚生・財形

不問

137300
宮崎県児湯郡川南町大字平田６６５５
－５

137300

鳥掛け作業員 株式会社　ＫＯＹＡＭＡ ○工場内において鳥掛け作業全般。
・ブロイラー生鳥をシャックルに手
作業で掛ける。
・その他（この作業の付随作業あ
り）
＊詳細は面接時に説明します。

雇用・労
災・健康・
厚生

64歳
以下

173000
宮崎県児湯郡新富町大字上富田２４９
８番地

221400

製造工 宮崎くみあいチキンフーズ
株式会社　川南食品工場

○製造業務（ライン作業）
・包丁を使用して鶏肉の解体及び骨
抜き作業。
・出荷・梱包作業。
・脱毛、中抜き作業。
・加工品（鶏肉解体品）作業。

雇用・労
災・健康・
厚生

59歳
以下 150416

宮崎県西都市大字平郡５６５－１

200000

営業職 株式会社　広瀬 ◯営業業務（現体制：４人体制）
・仕入準備：商品下見、受注電話
・取引先電話、仕入商品確認、商品
発送確認、物流部門への依頼確
認、商品梱包作業
・仕入入力、出荷伝票入力

雇用・労
災・健康・
厚生

不問

150416
宮崎県西都市大字平郡５６５－１

250000

ガソリンスタンド販売員 有限会社　ナガトモ石油 ○ガソリンスタンド業務
・給油
・自動車の点検及び整備
・洗車及び配達
＊配達エリア（西都・児湯郡内・宮
崎市内）


雇用・労
災・健康・
厚生

不問

135000
宮崎県児湯郡新富町富田２丁目２番３

170000

ガソリンスタンド販売員 有限会社　ナガトモ石油 ○ガソリンスタンド業務
・給油
・自動車の点検及び整備
・洗車及び配達
＊配達エリア（西都・児湯郡内・宮
崎市内）


雇用・労
災・健康・
厚生

59歳
以下

200766
宮崎県児湯郡川南町大字川南１９９１
２番地５

245000

調剤助手兼務事務（新富店） 有限会社　やました薬局 ＊調剤助手と薬局の受付事務。
（主に近隣の小児科医院の調剤薬局
店になります）
・レセプト入力、レセプト請求事
務。
＊採用日については相談に応じま
す。

雇用・労
災・健康・
厚生

不問

150000
宮崎県児湯郡都農町大字川北１３２２
９

250000

ルート配送（児湯郡） 株式会社　九州児湯フーズ スーパー・精肉店への納入（鶏肉）
エリア：主に宮崎
車種：２ｔ車

雇用・労
災・健康・
厚生・財形

不問

総合事務員 有限会社　信商 ○事務全般業務。
・来客接客及び電話応対。
・銀行、取引先への外出用務。
・伝票作成、文書作成、管理。
・パソコン入力作業になりますの
で、入力の出来る方。



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16日

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

※あれば尚可
雇用期間の定めなし

フォークリフト運転技能者
42040- 1574401 普通自動車免許一種

（フルタイム）
月給 (1) 9時00分～17時05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-  991601
（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-  997201
（フルタイム） 変形（1ヶ月単位） 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-  998501
（フルタイム） 変形（1年単位） 原動機付自転車免許

月給 (1) 8時00分～17時00分 普通自動車免許
(2)21時00分～ 6時00分 ※いずれかの資格で可

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- 1003801
（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45分

(2)14時30分～23時00分

雇用期間の定めなし 又は8時30分～23時00分

の間の8時間程度

40150- 2121301
（フルタイム） 医療事務資格

月給 (1) 8時15分～17時00分 医療事務講座修了生
※いずれかの資格で可

雇用期間の定めなし

45010- 5736901
（フルタイム）

月給 (1) 8時30分～17時30分

雇用期間の定めなし

45010- 5744901
（フルタイム）

月給 (1) 8時30分～17時15分

雇用期間の定めなし

45010- 5745101
（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

(2)17時30分～8時30分

雇用期間の定めなし

45010- 5751301
（フルタイム） 変形（1ヶ月単位） 准看護師

月給 (1)8時30分～17時30分

(2)17時30分～8時30分

雇用期間の定めなし

45010- 5753901
（フルタイム） フォークリフト運転技能者

月給 (1) 8時30分～17時00分 普通自動車免許一種

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） 45010- 5837801
（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

(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

45060-  961401
（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)12時00分～21時00分 看護師

雇用期間の定めなし (3) 8時30分～17時30分 准看護師
(4)10時00分～19時00分 ※いずれかの資格で可

45060-  963801 (5)21時00分～ 7時30分

（フルタイム） 交替制あり 看護師
月給 (1) 7時30分～16時30分

(2) 8時30分～17時30分

雇用期間の定めなし (3)10時00分～19時00分

45060-  964201
（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30分～17時30分

雇用期間の定めなし (3)10時00分～19時00分

45060-  965501

◎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)

176500
宮崎県西都市大字平郡字菰田５９８－
１

230700

雇用・労
災・健康・
厚生

59歳
以下 212300

宮崎県西都市大字平郡字菰田５９８－
１

264400

准看護師（特別養護老人ホー
ム　三納の里）

社会福祉法人　三星会　 ○老人ホームでの高齢者の看護業務
全般。
（入居者９０名、ショートステイ１
０名）
◯記録はパソコンにて入力・管理に
なります。

雇用・労
災・健康・
厚生

59歳
以下

142600
宮崎県西都市大字平郡字菰田５９８－
１

196600

正看護師（特別養護老人ホー
ム　三納の里）

社会福祉法人　三星会　 ○老人ホームでの高齢者の看護業務
全般。
（入居者９０名、ショートステイ１
０名）
◯記録はパソコンにて入力・管理に
なります。

雇用・労
災・健康・
厚生

59歳
以下 142600

宮崎県西都市大字平郡字菰田５９８－
１

196600

介護職（特別養護老人ホーム
三納の里）

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・管理に
なります。
（夜勤は週１回程度：５人体制）

雇用・労
災・健康・
厚生

18歳
～59
歳

148470
宮崎県児湯郡新富町大字上富田７５２
６

148470

介護職（三納の里　デイサー
ビスセンター）

社会福祉法人　三星会　 ◯デイサービス利用者（定員２０
名）に対する介護業務全般
＊詳細は面接時に説明します。


雇用・労
災・健康・
厚生・財形

59歳
以下 165000

宮崎県西都市大字中尾小崎１７１－９

225000

配送等業務／新富町 株式会社　文化コーポレー
ション　人材派遣課

ＪＡにおける配達等業務
【飼料・肥料等の新富町内農畜産家
への商品配達業務、及び付随的業務
として飼料・肥料倉庫での在庫管理
（フォークリフト操作含む）】

雇用・労
災・健康・
厚生

不問

195000
宮崎県西都市大字中尾小崎１７１－９

275000

准看護師／東米良診療所 社会医療法人　善仁会　市民
の森病院

東米良診療所での看護業務全般を行
います。
外来及び病棟の看護になります。
・外来では診療準備および診察補助
にあたります。
・ベット数は１９床です。

雇用・労
災・健康・
厚生

不問

128000
宮崎県児湯郡　川南町大字川南１９４
０３－４

140200

正看護師／東米良診療所 社会医療法人　善仁会　市民
の森病院

東米良診療所での看護業務全般を行
います。
外来及び病棟の看護になります。
・外来では診療準備および診察補助
にあたります。
・ベット数は１９床です。

雇用・労
災・健康・
厚生・財形

59歳
以下

131200
宮崎県西都市大字妻１５５０

143680

医療事務／外来業務／正社員
／児湯郡川南町

株式会社　ニチイ学館　宮崎
支店

＜外来業務＞
・患者対応及び電話対応
・算定及び会計業務
・パソコンでの患者データ入力
・診療報酬請求業務

雇用・労
災・健康・
厚生

不問

126400
宮崎県児湯郡　都農町大字川北５２０
２

138460

医療事務／外来受付業務／西
都市

株式会社　ニチイ学館　宮崎
支店

【外来受付業務】
・患者対応及び電話対応
・算定及び会計業務
・パソコンでの患者データ入力
・診療報酬請求業務

雇用・労
災・健康・
厚生

不問

160000
宮崎県西都市右松２１３４番地１

232500

医療事務／外来受付業務／都
農町／正社員

株式会社　ニチイ学館　宮崎
支店

【外来受付業務】
・患者対応及び電話対応
・算定及び会計業務
・パソコンでの患者データ入力
・診療報酬請求業務


雇用・労
災・健康・
厚生

18歳
以上 151900

宮崎県児湯郡高鍋町大字北高鍋１３３
１番地４

206150

販売員（正・西都店・地域専
任職）

株式会社　ドラッグストアモ
リ

○商品管理・店舗管理業務　（ド
ラッグストア店内でレジ、接客、
販売、商品陳列等の業務）
＊教育システムも充実してますの
で、未経験者もしっかりと知識・
資格を取得し成長して頂けます。

雇用・労
災・健康・
厚生

35歳
以下

160000
宮崎県児湯郡高鍋町大字持田字高河原
３１７１－１

160000

交通誘導警備員 株式会社　セキュリティロー
ド　高鍋営業所

・警備業全般、施設警備、交通誘導
警備、イベント警備。
◆お昼ごはん手当入社後稼働９０日
間、１勤務５００円支給
＊採用後、適性を見て他業務への異
動も可能です。

雇用・労
災・健康・
厚生

不問

155000
宮崎県児湯郡川南町大字川南２４１２
９番地

285000

正又は准看護師 株式会社　さくらんぼ ○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
＊詳細は面接時説明します。
＊未経験者でも指導いたします。


雇用・労
災・健康・
厚生

18歳
以上

118746
宮崎県西都市大字茶臼原２９１－７

121678

経理事務 株式会社　日向芝 ○事務所内での経理事務業務全般。
・会計ソフト入力（ＰＣＡ商塊・商
管・給与ソフトを使用）
・振り込み等（ネットバンキング使
用）
・総務関係の書類。

雇用・労
災・健康・
厚生

不問

240000
宮崎県児湯郡川南町大字川南字豊原２
１７３１－１２

300000

組立作業 アルバック機工　株式会社 ◯小型真空ポンプの組立作業
・手作業にて、ドライバー等を使用
して組み上げる作業
＊長期間働ける方を歓迎します。
＊未経験者歓迎
＊誰にでもできる作業です。

雇用・労
災・健康・
厚生・財形

不問

配車業務（宮崎営業所） 株式会社　村里運輸 ○配車業務
○フォークリフトによる荷物積み卸
し作業
○一般事務
◎ハローワークの紹介状が必要です



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16日

（フルタイム） 交替制あり 准看護師
月給 (1) 8時00分～17時00分

(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

45060-  966001
（フルタイム） 交替制あり 准看護師

月給 (1) 8時00分～17時00分

(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

45060-  968601
（フルタイム） 変形（1ヶ月単位） 調理師

月給 (1) 5時00分～13時30分

(2)10時00分～18時30分

雇用期間の定めなし

45060-  970701
（フルタイム） 変形（1ヶ月単位） 看護師

月給 (1) 8時00分～17時00分 准看護師
(2) 8時00分～12時00分

雇用期間の定めなし

45060-  971801
（フルタイム） 11時00分～21時00分の間 調理師

月給 の8時間程度 ※あれば尚可

雇用期間の定めなし

45060-  972201
（フルタイム） 大型自動車免許

月給 (1) 8時00分～17時00分 玉掛技能者
※あれば尚可

雇用期間の定めなし

普通自動車免許一種
45060-  973501

（フルタイム） 変形（1年単位）

月給 (1) 8時00分～16時25分

雇用期間の定めなし

45060-  979401
（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 普通自動車免許
(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-  980201
（フルタイム） 変形（1ヶ月単位） 調理師

月給 (1) 8時00分～17時30分

(2) 9時40分～19時10分

雇用期間の定めなし (3) 6時00分～15時00分

45060-  982001
（フルタイム） 交替制あり ホームヘルパー２級以上

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 介護職員初任者研修修了者

雇用期間の定めなし (3) 9時00分～18時00分 ※いずれかの資格で可

45060-  984601 普通自動車免許
（フルタイム） 交替制あり ホームヘルパー２級以上

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 介護職員初任者研修修了者

雇用期間の定めなし (3) 9時00分～18時00分 ※いずれかの資格で可

45060-  985901 普通自動車免許
（フルタイム） 変形（1ヶ月単位） 中型自動車免許

その他 (1) 8時00分～16時00分 普通自動車免許（８トン含む）
(2) 8時00分～14時00分 ※いずれかの資格で可

雇用期間の定めなし

45060-  987401
（フルタイム） 交替制あり 精神保健福祉士

月給 (1) 8時30分～17時30分 社会福祉士・保育士
(2) 9時00分～18時00分 教諭・幼稚園教諭

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

45060-  988701 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)

一般廃棄物収集運搬作業員 有限会社　西都衛生公社 ○一般廃棄物（ごみ、し尿、浄化槽
汚泥）の収集運搬作業。
○西都市内の収集物をそれぞれの指
定場所へ運搬します。
＊詳細は面接時説明します。


雇用・労
災・健康・
厚生

不問

雇用・労
災・健康・
厚生

不問

170000
宮崎県児湯郡新富町大字三納代２１９
７番地５

190000

198600
宮崎県西都市大字三宅２３００番地３

198600

保育士・児童指導員 株式会社　祐脩　まーぶるク
ラブ

＊発達に問題を抱えた学齢児への支
援を行います。
・生活指導等
・送迎業務（社用車あり、範囲：児
湯郡・西都）
＊定員１０名

150000
宮崎県児湯郡高鍋町大字上江６６４９
番地１２３

160000

介護職員 株式会社　祐脩　まーぶるク
ラブ

多機能型生活介護・放課後等デイ
サービス（重心児含む）です。
＊障がい者・障がい児への生活支援
業務
＊支援記録の作成
＊学習指導、生活指導等

雇用・労
災・健康・
厚生

不問

136900
宮崎県西都市大字茶臼原字轟９４１番
地１

170000

介護職（訪問介護：めいり
ん）（有料老人：サクラ高
鍋）

株式会社　九州ケアライン高
鍋

○ホームでの介護業務。
○サービス提供全般。
　・食事介助、入浴介助、排せつ介
助等。
○訪問介護は、施設入所者への介護
サービスの提供。

雇用・労
災・健康・
厚生

不問

雇用・労
災・健康・
厚生

不問

160000
宮崎県児湯郡新富町大字三納代２１９
７番地５

180000

151000
宮崎県児湯郡木城町大字椎木６０２７
－１

189000

調理員 社会福祉法人　信和会　特別
養護老人ホーム　幸楽荘

○施設入所者の給食の調理。
　朝食・夕食：７３食
　昼食　　　：１１０食（デイ３７
食を含む）
○食器洗浄、厨房清掃などを含む。
○調理業務全般

雇用・労
災・健康・
厚生

49歳
以下 139200

宮崎県児湯郡高鍋町大字持田１９９１
－１

174000

介護職 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。
○送迎は時々あり

雇用・労
災・健康・
厚生

18歳
以上

220000
宮崎県児湯郡川南町大字川南２６６０
０－３

264000

惣菜製造 南薩食鳥　株式会社　宮崎工
場

◯冷凍食品、惣菜品を製造する時、
補助的な役を行って頂きます。
・箱・袋入れ、パン粉付け、味付け
作業等
・検品、仕分け等作業
＊目視検査、機械操作等がありま
す。

雇用・労
災・健康・
厚生

49歳
以下 180000

宮崎県児湯郡都農町大字川北１４９７
５－３

200000

林業作業員 有限会社　タウラ ◯山林で伐採及び木寄せ造林、木材
運搬。
・現場によっては重機で作業道を
造って作業したり、傾斜の激しい
所は架線集材をする。
（チェンソー貸出はできます）

雇用・労
災・健康・
厚生

不問

160000
宮崎県児湯郡高鍋町大字北高鍋２６０
３

200000

板前の補助 株式会社　日向 ◯農家のレストラン三福での調理補
助業務全般。
・食材料の注文・発注・管理等。
・厨房の衛生管理。
・新メニューの開発
・人員管理等。

雇用・労
災・健康・
厚生

不問

145500
宮崎県児湯郡川南町大字川南１７９７
９番地８７

163500

看護師（正又は准） 黒木内科医院 ○外来の看護業務全般。
・医師の指示により、各種検査や説
明等。
・注射、点滴、検温、測脈、血圧等
の測定。
・医療器具の消毒と滅菌等。

雇用・労
災・健康・
厚生

不問

176500
宮崎県西都市大字平郡字菰田５９８－
１

230700

調理師 社会福祉法人　聖山会　特別
養護老人ホーム　フェニック
ス

入所者様６０名の食事の調理
＊詳細は面接時説明します。

雇用・労
災・健康・
厚生

59歳
以下 176500

宮崎県西都市大字平郡字菰田５９８－
１

230700

正看護師（三納の里　デイ
サービスセンター）

社会福祉法人　三星会　 ○デイサービス利用者（定員２０
名）に対する看護業務
　記録はパソコンにて入力・管理に
なります。
※オンコールなしです。
＊詳細については面接時に説明。


雇用・労
災・健康・
厚生

59歳
以下

准看護師（三納の里　デイ
サービスセンター）

社会福祉法人　三星会　 ○デイサービス利用者（定員２０
名）に対する看護業務
　記録はパソコンにて入力・管理に
なります。
※オンコールなしです。
＊詳細については面接時に説明。




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  10時00分～20時30分

の間の7時間程度

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）
～令和3年3月15日
契約更新の可能性あり（条件あり） 10020- 4683601

（パートタイム）
時給  10時00分～20時30分

の間の7時間程度

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）
～令和3年3月15日
契約更新の可能性あり（条件あり） 10020- 4725701

（パートタイム）
時給 (1)7時00分～11時00分

(2)11時00分～15時00分

雇用期間の定めあり（４ヶ月未満） (3)15時00分～19時00分

契約更新の可能性あり（原則更新） 40120- 6056401
（パートタイム）

時給  7時00分～18時00分

の間の8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- 6057701
（パートタイム）

時給  9時00分～22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）

契約更新の可能性あり（原則更新） 40120- 6058801
（パートタイム） 登録販売者（一般医薬品）

時給  9時00分～22時00分

の間の8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- 6059201
（パートタイム）

時給 (1)5時00分～9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） 40120- 6060001
（パートタイム）

時給 (1)22時00分～2時00分

(2)1時00分～5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） 40120- 6063901
（パートタイム）

時給  9時00分～22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）

契約更新の可能性あり（原則更新） 40120- 6064101
（パートタイム）

時給 (1)9時00分～13時00分

(2)14時00分～18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） 40120- 6066701
（パートタイム）

時給 (1)7時00分～10時00分

(2)14時00分～18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） 40120- 6069501
（パートタイム） 交替制あり

時給 (1)6時30分～11時30分

(2)7時30分～12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
契約更新の可能性あり（原則更新） 43011-  720901

（パートタイム）
時給 (1)8時00分～14時00分 普通自動車免許

雇用期間の定めなし

45010- 6291901
（パートタイム）

時給 (1)9時00分～15時00分

の間の5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2年9月30日
契約更新の可能性あり（条件あり） 45060- 1033101

（パートタイム） 交替制あり 精神保健福祉士　　　※あれば尚可
時給 (1)8時00分～13時00分 社会福祉士　　　　　※あれば尚可

(2)8時30分～13時30分 保育士　　　　　　　※あれば尚可
雇用期間の定めなし (3)9時00分～14時00分 教諭・幼稚園教諭　　※あれば尚可

　　　　　※いずれかの資格で可
45060- 1034401 普通自動車免許

（パートタイム）
時給 (1)10時00分～15時00分

雇用期間の定めなし

45060- 1040901
（パートタイム）

時給 (1)9時00分～16時30分

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

契約更新の可能性なし 45060-  962701
（パートタイム）

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- 1050401

雇用・労災
不問

900
宮崎県児湯郡都農町大字川北１３２２
９

1000

労災
不問

900
宮崎県西都市御舟町１丁目５１番地
御舟ハイツＢ棟１０５号

900

法律事務（一般事務） 西都法律事務所 ・法律関係の書類作成（ワード・エ
クセル）、書類管理等
・領収書作成等。（会計ソフト入力
なし）・接客業務：電話応対、来客
応対
・清掃（トイレ掃除を含む）

雇用・労
災・健康・
厚生

不問

800
宮崎県児湯郡新富町大字三納代２１９
７番地５

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（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。
　

雇用・労
災・健康不問

1000
宮崎県児湯郡新富町大字三納代１９０
３－２

1000

総合事務員 有限会社　信商 ○事務全般業務。
・来客接客及び電話応対。
・銀行、取引先への外出用務。
・伝票作成、文書作成、管理。
・パソコン（ワード、エクセル）入
力作業

雇用・労災
不問

800
宮崎県児湯郡新富町大字上富田上城元
７２４３－１

800

総務・経理補助事務 一般財団法人　こゆ地域づく
り推進機構

請求書管理、支払い管理等総務・経
理リーダーのサポート
＊詳細は面接時説明します。

雇用・労災
不問

875
宮崎県児湯郡新富町富田東２丁目１－
１

875

支援員 株式会社　祐脩　まーぶるク
ラブ

＊福祉サービス事業における、障が
い児の生活支援業務に携わっていた
だきます。・生活支援・支援記録を
行います。・送迎業務（社用車あ
り、範囲：児湯郡・西都）・その他
室内清掃等
＊利用定員：１０名

雇用・労災
不問

800
『スーパーセンタートライアル　都農
店』

800

コンビニ店員 一般財団法人　防衛弘済会
九州支部

コンビニ業務、レジ・商品陳列・店
内清掃等

※お問い合わせなどございました
ら、お気軽にお電話ください。



労災
不問

790
　新田原基地内「ロ－ソン」

790

職業指導員／就労継続支援Ｂ
型事業所　のうふく

株式会社　福祉サポート秀 『就労継続支援Ｂ型事業所　のうふ
く』にて、障がい者と一緒に作業を
行います。Ｂ型事業所を利用される
障がいのある方々への支援業務（送
迎・活動支援）及び書類記録等を担
当して頂きます。


労災
不問

850
『スーパーセンタートライアル　都農
店』

850

サービスカウンター・事務・
検収（都農店）

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　都
農店のスタッフ≫＊ポイントカー
ド、商品券対応＊返品受付＊たばこ
販売　＊レジ業務等＊荷受け、伝票
管理、送り状のチェック等



労災
不問

850
『スーパーセンタートライアル　都農
店』

850

清掃担当（都農店） 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　都
農店のスタッフ≫
○店内、店外（駐車場など）の清掃
業務　○お客様ご案内　など

労災
不問

950
『スーパーセンタートライアル　都農
店』

950

夜間担当（都農店） 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　都
農店のスタッフ＞
○夜間の時間帯を担当する店舗ス
タッフとなります。
　＊レジ業務　＊商品の陳列
　＊商品の補充　など


労災
不問

1063
『スーパーセンタートライアル　都農
店』

1063

商品管理担当（都農店） 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　都
農店のスタッフ≫
○主に商品管理業務を担当していた
だきます。
　＊商品の補充　＊発注業務
　＊商品の荷受、伝票管理　など


労災
不問

早朝担当（都農店） 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　都
農店のスタッフ＞
○早朝の時間帯を担当する店舗ス
タッフとなります。
　＊レジ業務　＊商品の陳列
　＊商品の補充　など


労災
不問

850
『スーパーセンタートライアル　都農
店』

850

登録販売者（都農店） 株式会社トライアルオペレー
ションズ

不問

青果担当（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
農店内スタッフ＞

○「青果」を担当していただきま
す。
　　＊商品の加工　　＊パック詰め
　　＊商品の陳列、補充、発注業務

950
『スーパーセンタートライアル　都農
店』

950

≪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第二類及
び第三類の一般医薬品の
　　販売、商品登録と発注登録
　　


レジ担当（都農店） 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　都
農店のスタッフ＞○レジ精算業務＊
お客様との商品、金銭のやり取りを
通じて、サービスを提供する仕事で
す
○接客対応業務　など


労災
不問

850
『スーパーセンタートライアル　都農
店』

850

精肉担当（都農店） 株式会社　メガ生鮮

パート／店舗スタッフ／高鍋
店／１１５９／※急募

株式会社　ヤマダ電機 主に次のような店舗内業務をお願い
します。＊販売業務（小物家電製
品、理美容用品、調理家電など）＊
店内の各売り場でのレジ会計＊商品
補充、商理
＊荷卸、倉庫整備、仕入れ伝票入力


雇用・労
災・健康・
厚生

不問

850
『スーパーセンタートライアル　都農
店』

850

＜スーパーセンタートライアル　都
農店内スタッフ＞

○「精肉」を担当していただきま
す。
　　＊商品の加工　　＊パック詰め
　　＊商品の陳列、補充、発注業務

労災

845
テックランド高鍋店

1050

雇用・労
災・健康・
厚生

不問

845
テックランド西都店

1050

年齢 仕事の内容

パート／店舗スタッフ／西都
店／１２８５／急募

株式会社　ヤマダ電機 主に次のような店舗内業務をお願い
します。
＊販売業務（小物家電製品、理美容
用品、調理家電など）　＊店内の各
売り場でのレジ会計＊商品補充、商
品整理　＊荷卸、倉庫整備、仕入れ
伝票入力

(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16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

(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16日

（パートタイム）
時給  9時00分～17時00分 普通自動車免許　　　※あれば尚可

の間の5時間程度

雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）

契約更新の可能性なし 45060- 1054501
（パートタイム）

時給 (1)8時15分～13時00分

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）
～令和2年8月25日
契約更新の可能性あり（条件あり） 45060- 1023301

（パートタイム）
時給 (1)8時15分～16時15分

(2)9時00分～16時15分

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）
～令和2年8月25日
契約更新の可能性あり（条件あり） 45060- 1024601

（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- 1025901

（パートタイム） 小型特殊自動車免許　※あれば尚可
時給 (1)6時30分～14時20分 普通自動車免許

(2)6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- 1027401

（パートタイム）
時給 (1)8時30分～13時00分

(2)12時30分～17時00分

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） (3)16時40分～21時15分

契約更新の可能性あり（原則更新） 40010-15946801
（パートタイム）

時給 (1)22時00分～2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） 40120- 5647201
（パートタイム） 交替制あり

時給 (1)9時00分～17時00分

(2)9時45分～17時45分

雇用期間の定めなし

45060- 1004201
（パートタイム）

時給  8時00分～17時00分

の間の4時間程度

雇用期間の定めなし

45060- 1005501
（パートタイム）

時給  8時00分～17時00分

の間の4時間程度

雇用期間の定めなし

45060- 1006001
（パートタイム） 保育士

時給  8時00分～18時00分

の間の4時間以上

雇用期間の定めなし

45060- 1008601
（パートタイム） 中型自動車免許　　　

時給 (1)8時00分～17時00分 大型特殊自動車免許　※あれば尚可
普通自動車免許　　　

雇用期間の定めなし 普通自動車免許（８トンを含む）記載がある方

　　　　　※いずれかの資格で可
45060- 1010701

（パートタイム）
時給 (1)9時30分～15時00分

雇用期間の定めなし

45060- 1013501
（パートタイム）

時給 (1)15時00分～20時30分

雇用期間の定めなし

45060- 1014001
（パートタイム） 変形（1ヶ月単位） 保育士

時給 (1)8時00分～17時00分

(2)8時30分～17時30分

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） (3)13時00分～17時00分

～令和3年3月31日
契約更新の可能性あり（条件あり） 45060- 1016601

（パートタイム） 交替制あり 精神保健福祉士
時給 (1)13時00分～17時00分 社会福祉士

(2)14時00分～18時00分 保育士
雇用期間の定めなし (3)9時00分～17時00分 教諭・幼稚園教諭

　　　　　※いずれかの資格で可
45060-  986101 普通自動車免許

（パートタイム） 変形（1ヶ月単位） 調理師
時給 (1)9時30分～18時30分

(2)6時30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- 1018101
（パートタイム）

時給 (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

14100- 2542901

労災
不問

800
宮崎県西都市大字清水７９２番地１

850

営業サポート（宮崎支店） 戸大建設工業　株式会社

株式会社　祐脩　まーぶるク
ラブ

＊福祉サービス事業における、障が
い児の生活支援業務に携わっていた
だきます。＊支援記録を行います。
＊送迎業務（社用車あり、範囲：児
湯郡・西都）＊その他、室内清掃等
付随業務があります。

雇用・労災
不問

1000
宮崎県西都市上町２－３６　当社宮崎
支店

1000

防音工事該当エリアにおける工事の
ご案内・ご提案
・未経験者ＯＫ
・社用車あり
・希望があれば正社員登用可
・自分のペースで働けるお仕事で
す。

雇用・労
災・健康・
厚生

64歳
以下

雇用・労災
不問

800
宮崎県児湯郡高鍋町大字北高鍋１３４
６－１番地　ジョイアス２階

900

保育士（都農保育園） 社会福祉法人　石井記念　友
愛社

０～５歳児までの保育補助全般。
（定員６０名）

＊就業時間は３つの時間帯から選択
できます。
＊１年ごとの雇用契約更新です。


雇用・労災
不問

960
宮崎県都農町大字川北３６２１ー４
石井記念　都農保育園

1000

調理員 社会福祉法人　日章福祉会
養護老人ホーム静和園

○老人ホームにおける調理補助業務
全般。
（５０人分を３～４名体制で対応し
ます）

○献立作成はありません。


1000
宮崎県児湯郡新富町大字三納代２１９
７番地５

1200

保育士／児童指導員

雇用・労
災・健康・
厚生

不問

850
宮崎県児湯郡高鍋町大字上江６７０８
－１
850

店内スタッフ 株式会社　青五（ダイソー＆
アオヤマ　１００円プラザ高
鍋店）

○１００円ショップ店内における接
客業務全般。
・商品の品出し。・発注、レジ等。
＊商品の品出し等は重い物を抱えた
りするので、体力が必要になりま
す。


雇用・労災
不問

800
宮崎県児湯郡高鍋町大字北高鍋１３４
６－１番地　ジョイアス２階

900

店内スタッフ 株式会社　青五（ダイソー＆
アオヤマ　１００円プラザ高
鍋店）

○１００円ショップ店内における接
客業務全般。
・商品の品出し。・発注、レジ等。
＊商品の品出し等は重い物を抱えた
りするので、体力が必要になりま
す。

雇用・労災
不問

800
宮崎県児湯郡高鍋町大字南高鍋８３６
０－１７

900

保育士 社会福祉法人　信楽寺愛育会
（信楽寺保育園）

○保育業務全般。
・園児のお世話や食事の補助等。

＊送迎バス乗車：なし。
＊パソコン使用：なし。


労災
不問

1000
宮崎県児湯郡都農町大字川北５３８４

1200

運転及び農作業 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

830
宮崎県児湯郡新富町大字新田１５５３
０番地２

830

サツマイモ苗の倉庫内出荷作
業

有限会社　児湯芝農園 ○サツマイモ苗の出荷予定を確認し
て、倉庫内の在庫を確認する
・在庫確認後、出荷に必要な苗の種
類と本数を担当者に伝える
・段ボールに苗を入れて、梱包前に
種類や数量の確認をする

雇用・労災
不問

850
宮崎県児湯郡高鍋町大字南高鍋８３６
０－１７

950

サツマイモ苗収穫作業 有限会社　児湯芝農園 ○サツマイモ・サツマイモ苗・玉ね
ぎ苗取り作業等。主にハウス内での
作業になります。・ハウス内での苗
取りや倉庫内での苗の結束や梱包な
どの出荷作業になります。・指先を
使った細かな作業になります。

雇用・労災
不問

865
宮崎県西都市右松２２２２－１
三宅店

1055

夜間スタッフ（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≫
○夜間の時間帯を担当する店舗ス
タッフとなります。・主な業務
レジ業務、商品の補充　など



労災
不問

1050
『スーパーセンタートライアル　新富
店』

1050

接客、商品作り 株式会社　新緑園 ◯自社店舗内での接客・お茶淹れや
商品作り業務。・レジ精算や商品陳
列、ギフト作り、包装・お茶淹れや
試飲の提供、説明・４月～１０月は
ソフトクリーム販売・商品管理

その他
不問

800
宮崎県西都市鹿野田１４５８

800

農務（家畜管理）：舞鶴牧場 宮崎県立　高鍋農業高等学校 ○家畜の飼養管理：給餌、除糞、哺
乳等
○搾乳：平日１回、職員が休み時１
日２回
＊詳細は面接時説明します。


雇用・労
災・健康・
厚生

不問

925
宮崎県児湯郡高鍋町大字上江７８００

925

店内販売／三宅店 株式会社　コスモス薬品 ・ドラッグストア店内でのレジ業務
及び接客業務
・陳列棚や在庫商品等の整理
・上記に付随する業務

＊契約期間終了後４ヶ月毎更新

雇用・労災
不問

805
宮崎県児湯郡新富町大字上富田２４９
８番地

820

青果物の袋詰め・集荷（Ａ
パート）

株式会社　広瀬 ○野菜、果物の袋詰め・集荷作業
（千切大根、ピーマン、カラー
ピーマン他）

＊立ち仕事になる為、体力を要しま
す。


雇用・労災
不問

825
宮崎県児湯郡新富町大字上富田２４９
８番地

950

農作業員 宮野原農園 ○ハウス内での農作業全般（マン
ゴー栽培）
・マンゴーの枝つり、摘果、玉つ
り、芽かき、つりなおし、収穫
＊詳細は面接時説明します。



商品作り・パッケージ（アル
バイト）

株式会社　新緑園 ・テーバックを袋に詰める作業
・お茶を量り袋に詰める作業
・賞味期限の印字作業
・製品の袋にシールを貼る作業
＊難しい手作業ではありません

労災
不問

800
宮崎県児湯郡新富町大字新田１５５３
０番地２

820

青果物の袋詰め・集荷（Ｂ
パート）

株式会社　広瀬 ○野菜、果物の袋詰め・集荷作業
（千切大根、ピーマン、カラーピ
ーマン他）
＊青果物等が５キロから１５キロの
くらいの重さがあり、立ち仕事　に
なる為、体力を要します。




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16日

（パートタイム）
時給  16時00分～22時00分 普通自動車免許　　　※あれば尚可

の間の2時間程度

雇用期間の定めなし

40010-15816701
（パートタイム）

時給  16時00分～22時00分 普通自動車免許　　　※あれば尚可
の間の2時間程度

雇用期間の定めなし

40010-15824701
（パートタイム） 交替制あり

時給 (1)7時00分～12時15分

(2)12時15分～17時30分

雇用期間の定めなし

45010- 5870201
（パートタイム）

時給 (1)7時00分～10時00分

(2)7時30分～10時30分

雇用期間の定めなし (3)8時00分～11時00分

45010- 5890901
（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-  990301
（パートタイム） 交替制あり

時給 (1)6時45分～9時45分

(2)16時00分～19時00分

雇用期間の定めなし
又は6時45分～19時00分

45060-  992901 の間の3時間程度

（パートタイム） 変形（1ヶ月単位） ホームヘルパー２級　※あれば尚可
時給 (1)22時00分～9時00分 ホームヘルパー１級　※あれば尚可

(2)22時00分～8時00分 介護職員初任者研修修了者
雇用期間の定めなし 　　　　　　　　　　※あれば尚可

　　　　　※いずれかの資格で可
45060-  993101 普通自動車免許

（パートタイム） 変形（1ヶ月単位） ホームヘルパー２級　※あれば尚可
時給 (1)7時30分～16時30分 ホームヘルパー１級　※あれば尚可

(2)9時00分～18時00分 介護職員初任者研修修了者　　※あれば尚可

雇用期間の定めなし (3)13時00分～22時00分 　　　　　※いずれかの資格で可
(4)22時00分～8時00分 資格のない方は働きながらの取得でも可

45060-  994401 (5)22時00分～9時00分 普通自動車免許
（パートタイム）

時給  6時00分～15時00分

の間の5時間程度

雇用期間の定めなし

45060-  981501
（パートタイム） ホームヘルパー２級　※あれば尚可

時給 (1)12時00分～16時00分 ホームヘルパー１級　※あれば尚可
介護職員初任者研修修了者　　※あれば尚可

雇用期間の定めなし 　　　　　※いずれかの資格で可
又は10時00分～17時00分 普通自動車免許

45060-  996801 の間の4時間以上

（パートタイム） 交替制あり 介護福祉士　　　　　※あれば尚可
時給 (1)7時00分～13時00分 看護師　　　　　　　※あれば尚可

(2)13時00分～18時00分 准看護師　　　　　　※あれば尚可
雇用期間の定めなし (3)17時00分～18時00分 ヘルパー２級以上　　※あれば尚可

又は7時00分～19時00分 介護職員初任者研修終了者※あれば尚可
45060-  999001 の間の6時間程度 　　　　　※いずれかの資格で可

（パートタイム） ホームヘルパー１級　※あれば尚可
時給 (1)9時00分～16時30分 ホームヘルパー２級　※あれば尚可

介護職員初任者研修修了者
雇用期間の定めなし 　　　　　　　　　　※あれば尚可

　　　　　※いずれかの資格で可
45060- 1000101

（パートタイム） 変形（1ヶ月単位） 介護福祉士　　　　　※あれば尚可
時給 (1)17時00分～9時00分 看護師　　　　　　　※あれば尚可

准看護師　　　　　　※あれば尚可
雇用期間の定めなし ヘルパー２級以上　　※あれば尚可

介護職員初任者研修終了者※あれば尚可　
45060- 1001401 　　　　　※いずれかの資格で可

（パートタイム） 交替制あり

時給 (1)17時00分～22時00分

(2)11時00分～15時00分

雇用期間の定めなし

45060-  974001
（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
雇用期間の定めなし 社用車：ＡＴ車　バンタイプ

45060-  967301
（パートタイム）

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

45010- 5776001
（パートタイム）

時給  8時00分～20時30分

の間の4時間以上

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） 45010- 5808901

宮崎県児湯郡高鍋町大字持田字高河原
３１７１－１

1538

営業兼配達

ホールスタッフ 株式会社　日向 ◯農家のレストラン三福での接客業
務全般。
・オーダー取りから調理補助、配
膳、レジ、テーブル上の補充作業
・施設内外清掃（トイレ掃除を含
む）
・その他、附随作業あり。

雇用・労災
不問

雇用・労災
不問

900
宮崎県西都市大字茶臼原字轟９４１番
地１

900

社会福祉法人　信和会　特別
養護老人ホーム　幸楽荘

○施設入所者の給食の調理。
　朝食・夕食：７３食
　昼食　　　：１１０食（デイ３７
食を含む）
○食器洗浄、厨房清掃などを含む。
○調理業務全般


雇用・労災
不問

900
宮崎県児湯郡新富町大字日置６４２番
地

900

労災
18歳
以上 1153

雇用・労災
不問

雇用・労災
不問

830
宮崎県児湯郡　高鍋町大字北高鍋字中
畑田５０３５

850

800
宮崎県西都市有吉町１丁目３７
　西都作業所

850

スーパー店舗業務／高鍋町 株式会社　ワークスタッフ
宮崎営業所

高鍋町スーパーでの下記業務のいず
れか・レジ、カウンター業務
　・品出し、陳列、発注
　・畜産コーナー
　・水産コーナー
　・惣菜コーナー

青果物のパック詰め・配達／
西都作業所

ヒムカフーズ　株式会社 ・野菜の果物のパック詰め作業
・主に西都市内の取引先への配送
・その他、付随する作業がありま
す。
＊社有車あり
＊週３０時間未満のお仕事です。

徳山味噌醤油醸造場 取引先へ配達業務（スーパー、個人
宅）
新規開拓等：営業ノルマなし
エリア：高鍋町、木城町、川南町、
都農町
＊詳細は面接時説明します。

800
宮崎県児湯郡都農町大字川北１５２４
５番地２

900

労災

790
宮崎県児湯郡高鍋町大字持田字高河原
３１７１－１

810

900

○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。
＊詳細は面接時説明します。
＊未経験者でも指導いたします。


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
＊詳細は面接時説明します。
＊未経験者でも指導いたします。


介護職（夜勤専門）≪　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
○夜間の見守り巡視
＊詳細は面接時説明します。

雇用・労災
不問

810
宮崎県児湯郡高鍋町大字持田字高河原
３１７１－１

810

介護職：デイサービス 株式会社　さくらんぼ

雇用・労災
18歳
以上 800

宮崎県児湯郡川南町大字川南１９４１
５－１

900

介護ヘルパー（すいせん川
南）／月１５日以内勤務

有限会社　すいせん ○グループホームにおけるヘルパー
業務（利用者９名）
○食材買出し等。
○食事、入浴、排泄、外出介助等。
○レクレーション企画。
◎月１５日以内の勤務になります。

雇用・労災
18歳
以上

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
浴等の援助や心のケアを行います。

800
宮崎県児湯郡川南町大字川南１９４１
５－１

900

不問

宮崎県西都市大字上三財５７１４番地
１

900

調理員

雇用・労
災・財形不問

810
宮崎県西都市大字茶臼原２９１－７

830

調理職員：有料老人ホーム多
賀の家

株式会社　洋幸 ◯入所者様の食事の配膳をして頂き
ます。
（有料老人ホーム１０名）
・食事の配膳
・食器の片づけ、洗浄等
＊詳細は面接時に説明します。


労災
不問

830
宮崎県児湯郡川南町大字川南２７４８
３番地

882

介護ヘルパー【川南・夜勤専
門】

有限会社　すいせん ○グループホームにおけるヘルパー
業務（利用者９名）
○食事（朝食）、排泄介助等
○朝食調理あり
＊夜勤４回～１３回／月・１人体制
（夜勤の回数は相談可）


雇用・労災
18歳
以上 790

宮崎県児湯郡高鍋町大字蚊口浦５３２
３

790

清掃作業員／マルショク新富
店

株式会社　宝ビルサービス 「マルショク新富店」内の清掃作業
です。
・簡単な床の掃き、拭き作業です。
・男女トイレの清掃作業です。
＊作業は１人で行います
＊制服は貸与します。


労災
不問

790
『マルショク新富店』

790

組立作業 アルバック機工　株式会社 ◯小型真空ポンプの組立作業
・手作業にて、ドライバー等を使用
して組み上げる作業
＊長期間働ける方を歓迎します。
＊未経験者歓迎

労災
不問

1500
宮崎県児湯郡内の生徒宅

3000

家庭教師／西都市 志成教育グループ株式会社 小・中学生を対象に当社のカリキュ
ラムにて学習指導を行なう。

労災
不問

1500
宮崎県西都市の生徒宅

3000

施設常駐警備／高鍋町 株式会社　ＮＰＫ 酒造会社における警備業務です（日
勤のみです）・来館者の受付、取次
ぎ、入館証の発行、入館及び退館時
間の確認　駐車場の案内等を行いま
す。
・挙動不審者に対する適切な処置
・巡回業務（朝、夕の２回）

家庭教師／児湯郡 志成教育グループ株式会社 小・中学生を対象に当社のカリキュ
ラムにて学習指導を行なう


