
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ヶ月単位）

月給 (1)8時45分～18時00分

(2)10時45分～20時00分

雇用期間の定めなし (3)12時00分～21時15分 普通自動車運転免許（ＡＴ限定可）

15070- 6693101
（フルタイム） 変形（1ヶ月単位）

月給 (1)8時45分～18時00分

(2)10時45分～20時00分

雇用期間の定めなし (3)12時00分～21時15分 普通自動車運転免許（ＡＴ限定可）

15070- 6694401
（フルタイム） 変形（1ヶ月単位）

月給 (1)8時45分～18時00分

(2)10時45分～20時00分

雇用期間の定めなし (3)12時00分～21時15分 普通自動車運転免許（ＡＴ限定可）

15070- 6695701
（フルタイム） 変形（1ヶ月単位）

月給 (1)8時45分～18時00分

(2)10時45分～20時00分

雇用期間の定めなし (3)12時00分～21時15分 普通自動車運転免許（ＡＴ限定可）

15070- 6696801
（フルタイム） 変形（1ヶ月単位）

月給 (1)8時45分～18時00分

(2)10時45分～20時00分

雇用期間の定めなし (3)12時00分～21時15分 普通自動車運転免許（ＡＴ限定可）

15070- 6697201
（フルタイム） 看護師

月給 (1)9時00分～18時00分

雇用期間の定めなし 普通自動車免許（ＡＴ限定可）

27020-28034901
（フルタイム） 変形（1ヶ月単位）

月給 7時00分～18時00分の 普通自動車運転免許
間の8時間程度

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） 45010-10033501

（フルタイム） 変形（1ヶ月単位）

月給 7時30分～19時00分の 普通自動車運転免許
間の8時間程度

雇用期間の定めなし

45010-10049801
（フルタイム） 変形（1年単位）

月給 (1)7時50分～17時00分

(2)7時10分～16時20分

雇用期間の定めなし (3)8時20分～17時30分

45060- 1706501
（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 ＊あれば尚可
車両系建設機械（整地・運搬・

雇用期間の定めなし 積込用及び掘削用）運転技能者
普通自動車運転免許

45060- 1708301
（フルタイム） 変形（1ヶ月単位） 理学療法士

月給 (1)8時30分～18時00分 作業療法士
(2)8時30分～17時00分

雇用期間の定めなし (3)8時30分～13時00分

45060- 1718901
（フルタイム）

月給 (1)8時10分～17時10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- 1719101
（フルタイム） 変形（1ヶ月単位）

月給 (1)8時45分～18時00分

(2)10時45分～20時00分

雇用期間の定めなし (3)12時00分～21時15分 普通自動車免許（ＡＴ限定可）

15070- 6025201
（フルタイム） 変形（1ヶ月単位）

月給 (1)8時45分～18時00分

(2)10時45分～20時00分

雇用期間の定めなし (3)12時00分～21時15分 普通自動車免許（ＡＴ限定可）

15070- 6026501
（フルタイム） 変形（1ヶ月単位）

月給 (1)8時45分～18時00分

(2)10時45分～20時00分

雇用期間の定めなし (3)12時00分～21時15分 普通自動車免許（ＡＴ限定可）

15070- 6027001
（フルタイム） 変形（1ヶ月単位）

月給 (1)8時45分～18時00分

(2)10時45分～20時00分

雇用期間の定めなし (3)12時00分～21時15分 普通自動車免許（ＡＴ限定可）

15070- 6028301
（フルタイム） 変形（1ヶ月単位）

月給 (1)8時45分～18時00分

(2)10時45分～20時00分

雇用期間の定めなし (3)12時00分～21時15分 普通自動車免許（ＡＴ限定可）

15070- 6030401

◎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・健康・
厚生・財形

35歳
以下 191000

宮崎県西都市右松１０７４－１
ハード＆グリーン右松店

243000

191000
宮崎県児湯郡都農町川北５３４５
ハード＆グリーン都農店

243000

店舗運営職・幹部候補（ナ
ショナル社員）

株式会社　コメリ 販売からスタートし、将来的には大型店店
長や地域マネジャー、バイヤー（仕入担
当）等、会社全体を牽引していく幹部社員
を目指していただく職種です。
まずはホームセンターでの接客、販売、売
場づくり、商品管理、店長代行業務などを
通じて知識と技術を習得していただきます

雇用・労
災・健康・
厚生・財形

35歳
以下 191000

宮崎県児湯郡川南町大字川南１３８８
３－１０ ハード＆グリーン川南店

243000

店舗運営職・幹部候補（ナ
ショナル社員）

株式会社　コメリ 販売からスタートし、将来的には大型店店
長や地域マネジャー、バイヤー（仕入担
当）等、会社全体を牽引していく幹部社員
を目指していただく職種です。
まずはホームセンターでの接客、販売、売
場づくり、商品管理、店長代行業務などを
通じて知識と技術を習得していただきます

雇用・労
災・健康・
厚生・財形

35歳
以下

191000
宮崎県児湯郡新富町日置１５２６
ハード＆グリーン新富店

243000

店舗運営職・幹部候補（ナ
ショナル社員）

株式会社　コメリ 販売からスタートし、将来的には大型店店
長や地域マネジャー、バイヤー（仕入担
当）等、会社全体を牽引していく幹部社員
を目指していただく職種です。
まずはホームセンターでの接客、販売、売
場づくり、商品管理、店長代行業務などを
通じて知識と技術を習得していただきます

雇用・労
災・健康・
厚生・財形

35歳
以下 191000

宮崎県児湯郡高鍋町大字上江２１７８
番地

243000

店舗運営職・幹部候補（ナ
ショナル社員）

株式会社　コメリ 販売からスタートし、将来的には大型店店
長や地域マネジャー、バイヤー（仕入担
当）等、会社全体を牽引していく幹部社員
を目指していただく職種です。
まずはホームセンターでの接客、販売、売
場づくり、商品管理、店長代行業務などを
通じて知識と技術を習得していただきます

雇用・労
災・健康・
厚生・財形

35歳
以下

160000
宮崎県西都市大字藤田１１１１番地

168300

店舗運営職・幹部候補（ナ
ショナル社員）

株式会社　コメリ 販売からスタートし、将来的には大型店店
長や地域マネジャー、バイヤー（仕入担
当）等、会社全体を牽引していく幹部社員
を目指していただく職種です。
まずはホームセンターでの接客、販売、売
場づくり、商品管理、店長代行業務などを
通じて知識と技術を習得していただきます

雇用・労
災・健康・
厚生

不問

160000
宮崎県西都市妻町２丁目３３番地

240000

スポーツウェア縫製機械のメ
ンテナンス及び操業管理

デサントアパレル　株式会社
西都工場

○スポーツウェア縫製機械のメンテ
ナンス及び操業管理
　・縫製設備の保全・点検作業
　・ラインの段取り替え等
＊詳細は面接時に説明します。

雇用・労
災・健康・
厚生

不問

209700
宮崎県児湯郡都農町大字川北１１３５
０－４２

302900

理学療法士又は作業療法士 医療法人　昇山会 ○外来・病棟・通所の運動器リハビリテー
ション業務又は作業療法業務○計画書作成
等。＊けがや病気などで身体に障害のある
人や障害の発生が予測される人に対して、
基本動作能力の回復や維持、及び障害の悪
化の予防を目的に、運動療法や物理療法な
ど


雇用・労
災・健康・
厚生・財形

不問

140800
宮崎県児湯郡川南町大字川南２１６２
２－１

140800

山林作業員 都農造林　有限会社 ○地拵（じごしらえ）、植付、下刈徐伐、
伐採、集材、運搬等の山　林作業全般。
・現場は事務所から３０分程度の尾鈴国有
林。（川南町・都農町の山林）
＊業務の詳細については面接時に説明。

雇用・労
災・健康・
厚生

不問

161250
宮崎県宮崎市神宮西２丁目２５８
『Ａコープ　神宮店』

172000

ブロイラー処理・解体調理・
鶏肉加工

株式会社　児湯食鳥 ○ブロイラー処理における各部位毎の解体
作業○包丁使用による鶏肉加工や検品、計
量などの軽作業
◆就業時間も相談に応じます。再雇用年齢
を含め、勤務条件・業務についても的確に
見直しを行っております。

雇用・労
災・健康・
厚生

不問

150500
宮崎県宮崎市神宮西２丁目２５８
『Ａコープ　神宮店』

161250

店員（生鮮部門：準社員）／
県央エリア店舗

株式会社　エーコープみやざ
き

店内生鮮部門における業務を行います。
＊青果・鮮魚・惣菜・精肉部門のいずれ
か。・商品づくり（盛り付け・加工等）、
パック詰め。・品出しおよび値札付け、陳
列等を行います。・発注業務や予約注文お
よび販売等を行います。・加工場の片付
け、清掃作業を行います。

雇用・労
災・健康・
厚生

不問

240000
宮崎県西都市大字妻１６９８番地１
訪問看護ステーション　デューン西都

261000

店員（生鮮部門：契約社員）
／県央エリア店舗

株式会社　エーコープみやざ
き

店内生鮮部門における業務を行います。
＊青果・鮮魚・惣菜・精肉部門のいずれ
か。
・商品づくり（盛り付け・加工等）、パッ
ク詰め。・品出しおよび値札付け、陳列等
を行います。・発注業務や予約注文および
販売等を行います。・加工場の片付け、清
掃作業を行います。

雇用・労
災・健康・
厚生・財形

59歳
以下 171000

宮崎県児湯郡高鍋町大字上江２１７８
番地　

182000

訪問正看護師（精神科）（西
都市）

株式会社　Ｎ・フィールド 医療機関・保健所など他機関と密な連携に
より、利用者がより快適な日常生活を営め
る様に在宅療養をサポートする業務です。
利用者様宅を訪問し、服薬管理・指導・バ
イタルチェック等訪問業務全般をお任せ致
します。また、当社の場合、日勤のみでオ
ンコール無しとなります。

雇用・労
災・健康・
厚生

59歳
以下

171000
宮崎県児湯郡都農町川北５３４５
ハード＆グリーン都農店　

182000

店舗販売職／地域正社員
（ホーム社員）

株式会社　コメリ ホームセンターの販売スタッフ。将来的に
は小型店の店長代理や大型店の売場主任を
目指していただくことも可能です。接客、
販売、売場づくり、商品管理などを通じて
地域のお客様の楽しく快適な暮らしづくり
をお手伝いする仕事です

雇用・労
災・健康・
厚生・財形

59歳
以下 171000

宮崎県西都市右松１０７４－１
ハード＆グリーン右松店　

182000

店舗販売職／地域正社員
（ホーム社員）

株式会社　コメリ ホームセンターの販売スタッフ。将来的に
は小型店の店長代理や大型店の売場主任を
目指していただくことも可能です。接客、
販売、売場づくり、商品管理などを通じて
地域のお客様の楽しく快適な暮らしづくり
をお手伝いする仕事です

雇用・労
災・健康・
厚生・財形

59歳
以下

店舗販売職／地域正社員
（ホーム社員）

株式会社　コメリ ホームセンターの販売スタッフ。将来的に
は小型店の店長代理や大型店の売場主任を
目指していただくことも可能です。接客、
販売、売場づくり、商品管理などを通じて
地域のお客様の楽しく快適な暮らしづくり
をお手伝いする仕事です

雇用・労
災・健康・
厚生・財形

59歳
以下 171000

宮崎県児湯郡新富町日置１５２６
 ハード＆グリーン新富店　

182000

店舗販売職／地域正社員
（ホーム社員）

株式会社　コメリ ホームセンターの販売スタッフ。将来的に
は小型店の店長代理や大型店の売場主任を
目指していただくことも可能です。接客、
販売、売場づくり、商品管理などを通じて
地域のお客様の楽しく快適な暮らしづくり
をお手伝いする仕事です

雇用・労
災・健康・
厚生・財形

59歳
以下

年齢 仕事の内容

店舗販売職／地域正社員
（ホーム社員）

株式会社　コメリ ホームセンターの販売スタッフ。将来的に
は小型店の店長代理や大型店の売場主任を
目指していただくことも可能です。接客、
販売、売場づくり、商品管理などを通じて
地域のお客様の楽しく快適な暮らしづくり
をお手伝いする仕事です

171000
宮崎県児湯郡川南町大字川南１３８８
３－１０ ハード＆グリーン川南店　

182000

(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）

5月18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）

5月18日号

（フルタイム）
月給 (1)4時00分～13時00分 普通自動車運転免許

(2)8時00分～17時00分

雇用期間の定めなし (3)10時00分～19時00分

28130- 1071401
（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- 9808501
（フルタイム） 変形（1年単位） 警備員検定試験（１級）

月給 (1)8時00分～17時00分 警備員検定試験（２級）
(2)21時00分～6時00分

雇用期間の定めなし 交通・雑踏警備有資格者指導教育責任者２号有資格者

45010- 9809001
（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 普通自動車運転免許
＊あれば尚可

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） 45010- 9881801
（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- 9895901
（フルタイム） 交替制あり

月給 (1)6時00分～15時00分

(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（条件あり） 45010- 9948001
（フルタイム）

月給 (1)9時00分～18時00分

又は8時00分～19時00分

雇用期間の定めあり（４ヶ月未満） の間の8時間以上

契約更新の可能性あり（条件あり） 45060- 1679501
（フルタイム） 変形（1ヶ月単位）

月給 (1)8時30分～17時30分

(2)9時00分～18時00分

雇用期間の定めなし

45060- 1680601
（フルタイム） 歯科衛生士

月給 (1)9時00分～18時30分 普通自動車運転免許
＊あれば尚可

雇用期間の定めなし

45060- 1682101
（フルタイム） 変形（1ヶ月単位） 看護師

月給 (1)7時00分～16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30分

(4)8時30分～17時30分

45060- 1684701
（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30分

45060- 1685801
（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30分～17時30分

普通自動車運転免許
雇用期間の定めなし 社用車：ＡＴタイプ

45060- 1687501
（フルタイム） 変形（1年単位） 大型自動車免許

月給 (1)19時00分～4時00分 フォークリフト運転技能者
(2)21時00分～6時00分 ＊あれば尚可

雇用期間の定めなし (3)0時00分～9時00分 ＊いずれかの免許・資格所持で可。
普通自動車運転免許

45060- 1691401
（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00分～16時25分 ＊あれば尚可
普通自動車運転免許

雇用期間の定めなし

45060- 1692701
（フルタイム）

月給 (1)8時30分～17時30分 普通自動車運転免許

雇用期間の定めなし

45060- 1693801
（フルタイム） 変形（1ヶ月単位）

月給 (1)0時00分～9時00分 普通自動車運転免許

雇用期間の定めなし

45060- 1694201
（フルタイム） 交替制あり 危険物取扱者（乙種）

月給 (1)7時00分～17時00分 ＊あれば尚可
(2)8時00分～18時00分 普通自動車運転免許

雇用期間の定めなし (3)9時00分～19時00分

(4)10時00分～20時00分

45060- 1695501

◎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)

160000
宮崎県児湯郡高鍋町大字北高鍋３２２
０‐１

200000

雇用・労
災・健康・
厚生

18歳
以上 156650

宮崎県児湯郡木城町大字椎木１９０
９ー１

216900

ガソリンスタンドスタッフ【トライア
ル併用求人】／エネオス株式会社高鍋
石油

株式会社　高鍋石油 ○ガソリスタンド店での接客及び給
油作業
・洗車・オイル交換等の軽作業。
・燃料の配達（主に児湯郡管内）
＊詳細は面接時に説明します。


雇用・労
災・健康・
厚生

不問

139000
宮崎県西都市妻町２－５

139000

捕鳥、荷積《急募》 合同会社　竹原産業 ・養鶏場内の鶏を捕まえる作業
・トラックへの荷積作業
＊現場は宮崎、都城、高岡、高崎等
の県南エリア事務所へ出勤後、現場
までは一緒に移動
＊詳細は面接時に説明します。

雇用・労
災・健康・
厚生

不問

147900
宮崎県児湯郡高鍋町大字持田１９９１
－１

174000

営業事務 合資会社　フレンド山崎 〇店舗での接客、電話応対、販売管
理事務
・販売管理システムでの売上げ入
力・請求書発行等,見積書作成
・その他販売に付随する事務処理
＊詳細は面接時説明します。


雇用・労
災・健康・
厚生

不問

248400
宮崎県児湯郡高鍋町大字北高鍋２７０
７－４

248400

冷凍食品製造 南薩食鳥　株式会社　宮崎工
場

◯冷凍食品、惣菜製品の製造及び管
理の仕事です。

＊詳細は面接時に説明します。



雇用・労
災・健康・
厚生

不問

180000
宮崎県児湯郡新富町大字新田４８１－
１

230000

トラックドライバー 有限会社　西弘 ○新富町車庫から各農場の養鶏を深
夜に捕えてカゴに入れ、運搬車　両
へ積込み、新富町の処理場へ運ぶ。
○積み込みは手積み・フォークリフ
ト・トラクター等を使用しま
す。


雇用・労
災・健康・
厚生

21歳
以上

155200
宮崎県児湯郡新富町大字新田４８１－
１

236000

介護支援専門員 医療法人　育心会 ◯入所利用者６５名のケアプラン作成及
び付帯する業務。＊２名のケアマネー
ジャーで担当してもらいます。・各機関
との連携、会議出席等あり・パソコンに
て書類作成、提出、報告＊詳細は面接時
説明します。

雇用・労
災・健康・
厚生

18歳
以上 167800

宮崎県児湯郡新富町大字新田４８１－
１

242000

介護職／夜勤あり 医療法人　育心会 ○介護老人保健施設利用者（約６５名）の
看護業務・入所利用者に対して、医師の診
療方針やケアプランに沿った看護　サービ
ス、ＡＤＬケアの提供・ケアプランに係る
モニタリングやサービス担当者会議への出
席等・食事介助、入浴介助、排泄介助、外
出介助、レク企画他

雇用・労
災・健康・
厚生

18歳
以上

170000
宮崎県児湯郡高鍋町大字北高鍋１０２
４－１

255000

看護師（正又は准）【夜勤あ
り】

医療法人　育心会 ○介護老人保健施設利用者（約６５名）の
看護業務・入所利用者に対して、医師の診
療方針やケアプランに沿った看護　サービ
ス、ＡＤＬケアの提供・ケアプランに係る
モニタリングやサービス担当者会議への出
席等・食事介助、入浴介助、排泄介助、外
出介助、レク企画他

雇用・労
災・健康・
厚生

不問

155200
宮崎県児湯郡新富町大字新田４８１－
１

236000

歯科衛生士 医療法人社団　中崎歯科医院 歯科口腔衛生業務全般
地域医療貢献のため市町村や学校で
の歯科検診、及び啓発活動。
＊詳細は面接時説明します。

雇用・労
災・健康・
厚生

不問

168000
宮崎県西都市大字鹿野田１１３６５番
地１

168000

介護士（夜勤なし） 医療法人　育心会 ○介護老人保険施設利用者（約６５名）の
介護業務の補助・入所利用者に対して、医
師の治療方針やケアプランに沿った介護
サービス、ＡＤＬケアの提供。　・ケアプ
ランに係るモニタリングやサービス提供者
会議の出席等・食事介助、入浴介助、排泄
介助、レク企画他　

雇用・労
災・健康・
厚生

不問

158400
宮崎県西都市大字下三財８１２４－８
『並木の里』内厨房

176000

オンラインアシスタント（在
宅勤務）

株式会社　キャスター 秘書業務、クライアントの窓口としての業
務、他アシスタントへのディレクション業
務を行っていただきます。弊社は、都内の
グローバル企業、ＩＴ企業を中心とするク
ライアントにご利用いただいています。ク
ライアントからの依頼を通じて最先端の事
例に触れながら、やりがいのあるお仕事で
す。

雇用・労
災・健康・
厚生・財形

不問

173000
宮崎県児湯郡川南町大字川南１２７０
７

215000

調理師・調理員／並木の里
（西都市）

日清医療食品　株式会社　南
九州支店　宮崎営業所

利用者様への食事提供業務です。
・調理、盛付、配膳洗浄業務
・朝６５食、昼９０食、夕６５食の
食事を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

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

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

138600
宮崎県児湯郡高鍋町大字高鍋町５７１
－１

182700

交通誘導警備スタツフ／高鍋
営業所

株式会社　セキュリティロー
ド

お客様の生命・身体・財産を守り、事件や
事故を未然に防ぐやりがいのあるお仕事で
す。
・警備業務全般、施設警備、交通誘導警
備、イベント警備
＊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

18歳
以上 136500

宮崎県児湯郡高鍋町大字高鍋町５７１
－１

180600

交通誘導警備員（有資格者）
／西都地区・高鍋地区

南日本警備保障　株式会社 ・道路工事、建築工事現場及びイベント等
の交通誘導警備
＊業務地区は高鍋地区・西都地区となりま
す。
＊ドライバーや通行中のお客様とのトラブ
ルが無いよう、丁寧な対　応が求められま
す。


雇用・労
災・健康・
厚生

18歳
以上

165000
宮崎県西都市大字右松３０８７
神戸畜産株式会社　西都牧場

250000

交通誘導警備員／西都地区・
高鍋地区

南日本警備保障　株式会社 ・道路工事、建築工事現場及びイベント等
の交通誘導警備
＊業務地区は高鍋地区、西都地区となりま
す。
＊ドライバーや通行中のお客様とのトラブ
ルが無いよう、丁寧な対応が求められま
す。


牧場作業員 神戸畜産株式会社 親牛の搾乳や観察、牛舎の清掃など

＊ショベルローダー、フォークリフ
トの運転業務がありますが、初めて
の方にも従業員が丁寧に指導いたし
ます。

雇用・労
災・健康・
厚生

40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）

5月18日号

（フルタイム） 交替制あり 調理師
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） 45060- 1696001

（フルタイム） 保育士
月給 (1)8時30分～17時30分

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） 45060- 1698601

（フルタイム） 変形（1ヶ月単位）

月給 (1)8時30分～17時30分 普通自動車運転免許
(2)8時00分～17時30分

雇用期間の定めなし

45060- 1699901
（フルタイム）

月給 (1)8時30分～17時30分 普通自動車運転免許

雇用期間の定めなし

45060- 1700901
（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- 1701101
（フルタイム） 変形（1年単位）

月給 (1)8時00分～17時00分 普通自動車運転免許
＊あれば尚可

雇用期間の定めなし

45060- 1702401
（フルタイム）

月給 (1)8時30分～17時00分

(2)12時45分～21時15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- 1705201
（フルタイム） 変形（1ヶ月単位） 大型特殊自動車免許

月給 8時00分～18時00分の 牽引免許
間の8時間程度 小型移動式クレーン運転技能者

雇用期間の定めなし ＊あれば尚可
普通自動車運転免許

40010-26817601
（フルタイム）

月給 (1)8時30分～16時30分

(2)11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） 40150- 3854701
（フルタイム）

月給 (1)8時15分～17時15分

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）
～令和2年9月30日
契約更新の可能性あり（原則更新） 43010-14930401

（フルタイム） 変形（1ヶ月単位）

月給 (1)9時30分～18時30分 普通自動車運転免許
(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- 9669701

（フルタイム） 変形（1年単位）

月給 (1)9時00分～17時40分 普通自動車運転免許

雇用期間の定めなし

45010- 9760001
（フルタイム）

月給 (1)8時30分～16時30分 普通自動車運転免許
＊あれば尚可

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） 45040- 4463401
（フルタイム）

月給 (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6月30日
契約更新の可能性なし 45060- 1665101

（フルタイム） 変形（1ヶ月単位）

月給 (1)0時00分～9時00分 普通自動車運転免許

雇用期間の定めなし

45060- 1676701
（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20分

雇用期間の定めなし

45070- 1448701
（フルタイム） 変形（1ヶ月単位） 看護師

月給 (1)8時30分～17時20分

雇用期間の定めなし

45070- 1474501

◎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・健康・
厚生

64歳
以下 210000

宮崎県西都市大字岡富６５８－２
ミューズの朝西都

210000

192000
宮崎県西都市大字岡富６５８－２
ミューズの朝西都

192000

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り
＊夜勤はありません。オンコール対応（月
８回程度）＊パソコン入力業務はありませ
ん

雇用・労
災・健康・
厚生

18歳
以上 156650

宮崎県児湯郡木城町大字椎木１９０
９ー１

241000

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
り
＊夜勤はありません。オンコール対応（月
８回程度）＊パソコン入力業務はありませ
ん

雇用・労
災・健康・
厚生

64歳
以下

128375
宮崎県児湯郡川南町大字川南１２７２
７－２

128375

捕鳥、荷積《急募》 合同会社　竹原産業 ・養鶏場内の鶏を捕まえる作業
・トラックへの荷積作業
＊現場は宮崎、都城、高岡、高崎等の県
南エリア事務所へ出勤後、現場までは一
緒に移動
＊詳細は面接時に説明します。

雇用・労
災・健康・
厚生

不問

136710
宮崎県児湯郡川南町大字川南１９４０
３－４

136710

農作業員 中西年弘（中西果樹園） ○屋外での果樹（桃や梨等）摘果作業及び
袋掛け作業。
　誘引作業：茎をひもで誘引します。
　摘果作業：実に育てるものと育てないも
のに分けます。
袋掛け　：手作業で袋をかけていきます。
＊雇用期間は状況によって変動あり

その他
不問

151000
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

191000

病院内リネン交換／国立病院機構
宮崎病院

ワタキューセイモア株式会社　九州
支社　南九州営業所

＊国立病院機構　宮崎病院内にてリ
ネン類の回収・補充のお仕事です。
【求人票は個々の雇用契約書ではあ
りませんので、採用後の雇用条件等
については面接時にご確認くださ
い。】

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

自動車整備士見習い／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

145000
宮崎県児湯郡高鍋町大字上江字高月８
３４０番地（高鍋合同庁舎）

145000

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。
・制服、装備品は貸与します。

雇用・労
災・健康・
厚生

不問

113400
宮崎県西都市右松２１３４番地１
ドラッグストアモリ　西都店

119000

宮崎地方法務局高鍋出張所に於ける
登記簿等公開に関する業務

日本郵便オフィスサポート株
式会社　九州支社

宮崎地方法務局高鍋出張所内での登記簿等
の公開に関する窓口
受付・作製・交付・お客様対応及び管理者
としての管理業務の仕事です。
就業前に登記に関する知識、端末操作、接
遇等の研修があり、安心して就業頂けま
す。
詳しくは面接時に説明します。

雇用・労
災・健康・
厚生

不問

153000
宮崎県西都市三宅５４６５－４８
【ファーム０１：西都三宅】

253000

販売員（西都店）（ロング
パート）

株式会社　ドラッグストアモ
リ

＊ドラッグストア店舗での販売業務
・店舗での販売する商品の商品出し、補
充　、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）、接客、販売
・レジ業務、フロア清掃など

雇用・労
災・健康・
厚生・財形

不問

171800
宮崎県児湯郡高鍋町大字蚊口浦５３２
３番地

171800

果樹生産及び農場管理業務
（正）［０１：西都三宅］

ニューガイアアグリ株式会社 ≪果樹園（キウイフルーツ）の生産管理業
務≫九州・山口エリアのあるゼスプリと提
携した大規模な果樹園にて、間伐・剪定・
摘果・人工授粉・新梢管理・病害虫防除・
除草・水管理・収穫出荷・農場整備等の生
産管理にかかる業務全般、および外部ス
タッフの管理業務等をおまかせします。

雇用・労
災・健康・
厚生

59歳
以下

158400
宮崎県児湯郡高鍋町大字北高鍋２４０
９－１

239800

【準社員】焼酎製造スタッフ
（日勤）

宝酒造　株式会社　黒壁蔵 〇焼酎の詰口製品のボトリングに関わる
オペレーション、品質チェック等をおこ
なっていただく仕事です。＊先輩社員が
親切丁寧に教えます。＊ワークライフバ
ランスのとり易い環境で長く安心して働
けます。

雇用・労
災・健康・
厚生

18歳
以上 158400

宮崎県児湯郡高鍋町大字北高鍋２４０
９－１

239800

駐車場・イベント警備員 株式会社　ＮＰＫ　高鍋営業
所

○イベント、駐車場における車両及び歩行
者等の安全を守る業務で　す。
＊週払い可（ご相談ください）
＊現場までのガソリン代支給します（規定
に応じて）。＊短期就業の方も相談に応じ
ます。＊採用後、適性を見て相談の上、他
の業務への異動の可能性があります。

雇用・労
災・健康・
厚生

18歳
以上

170000
宮崎県児湯郡都農町大字川北５１０６

230000

交通誘導警備員 株式会社　ＮＰＫ　高鍋営業
所

○イベント、駐車場における車両及び歩行
者等の安全を守る業務で　す。
＊週払い可（ご相談ください）
＊現場までのガソリン代支給します（規定
に応じて）。＊短期就業の方も相談に応じ
ます。＊採用後、適性を見て相談の上、他
の業務への異動の可能性があります。

雇用・労
災・健康・
厚生

不問

156000
宮崎県西都市大字穂北字東原５２５３
－４

188000

設備工事及び配送 株式会社　古賀 ○設備工事及び配送を行っていただきま
す。
・管工事、水道設備工事
＊エリア：児湯郡内（出勤後、各現場に
移動）＊詳細は面接時に説明します。

雇用・労
災・健康・
厚生

45歳
以下

168960
宮崎県児湯郡川南町大字川南１７７４
１番地６

168960

介護職（通所リハビリ） 医療法人　隆徳会　老人保健施設
菜花園

○通所リハビリテーション（デイケ
ア）業務
・食事介助、入浴介助、排泄介助等
・レクレーション活動、利用者送迎
等　＊詳細は面接時に説明します。

雇用・労
災・健康・
厚生

不問

153360
宮崎県児湯郡川南町大字川南１７７４
１番地６

153360

保育士（石井記念川南保育
園）【急募】

社会福祉法人　石井記念　友
愛社

０～５歳児までの保育補助業務全般。
（定員１２０名）・園児の遊び等活動時
の健康管理、ケガ等への見守り。・手書
による家庭への連絡帳記入。・担当職員
が休み時の代替え、各クラスの補助（手
伝い）＊パソコン使用あり

雇用・労
災・健康・
厚生

不問

調理員（石井記念川南保育
園）

社会福祉法人　石井記念　友
愛社

０～５歳児までの調理業務全般。（定員
１２０名）・離乳食、幼児食、除去食、
職員の給食調理、洗浄、調理室内の清掃
等＊パソコン使用なし
＊更新については１年毎の更新になりま
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

(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）

5月18日号

（フルタイム） 二級建築士
月給 (1)8時30分～18時20分

雇用期間の定めなし

14100- 4097101
（フルタイム）

月給 (1)9時15分～17時15分

(2)11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） 40150- 3789301
（フルタイム） 変形（1年単位） 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
普通自動車運転免許

雇用期間の定めなし

45010- 9606001
（フルタイム） 管理栄養士

月給 (1)8時30分～17時15分 ＊あれば尚可
栄養士

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 普通自動車運転免許
～令和3年3月31日
契約更新の可能性あり（条件あり） 45060- 1649101

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

＊あれば尚可
雇用期間の定めなし 普通自動車運転免許

45060- 1650801
（フルタイム）

月給 (1)8時00分～17時00分 普通自動車運転免許

雇用期間の定めなし

45060- 1651201
（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 （社用車ＭＴタイプ）

雇用期間の定めなし

45060- 1652501
（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 牽引免許
＊あれば尚可

雇用期間の定めなし 普通自動車運転免許

45060- 1653001
（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- 1654301
（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- 1655601
（フルタイム） 変形（1ヶ月単位） 簿記実務検定３級

月給 (1)8時30分～17時30分 普通自動車運転免許

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- 1656901
（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)8時30分～21時00分

雇用期間の定めなし (3)20時30分～9時00分

45060- 1657101
（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)8時30分～21時00分

雇用期間の定めなし (3)20時30分～9時00分

45060- 1658401
（フルタイム） 変形（1年単位） 二級自動車整備士

月給 (1)6時00分～15時00分 大型自動車免許
(2)8時00分～17時00分 牽引免許　＊あれば尚可

雇用期間の定めなし (3)10時00分～19時00分 ３級自動車整備士と大型自動車免許でも応募可

普通自動車運転免許
45060- 1661001

（フルタイム） 変形（1ヶ月単位）

月給 (1)8時00分～17時00分

又は7時00分～19時00分 普通自動車運転免許
雇用期間の定めなし の間の7.5時間 社用車支給

45060- 1662301

◎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)

◎この求人情報紙『お仕事さがし！こゆ・さいと』は、管内市町村役場 (川南町、木城町、新富町、高鍋町、都農町、西米良村、西都市) のご協力の下、それぞれの役場のホームページ上でもご覧いただけます。

◎また、この情報紙は、次のスーパーマーケットのご協力により店舗内に置かせて頂いておりますので、ご利用ください。（＊面接にはハローワークが発行する紹介状が必要です）

　　　　　コープみやざき高鍋店　　　ながの屋高鍋店　　　マックスバリュ高鍋店・西都店　　　うめこうじ西都店

200000
宮崎県（自宅）拠点から営業

200000

雇用・労
災・健康・
厚生

不問

240000
宮崎県児湯郡高鍋町大字持田６２８４

280000

営業職：九州（宮崎県内を拠
点）

宮崎デリカフーズ　株式会社 ◯主に九州宮崎県を拠点に九州地域の営業
全般・商談、出張、新規開拓、展示会等業
務。・商品売り込み、既存の顧客ケア
・見積書作成、月報作成。
◯車移動の為、営業車支給
◯展示会（東京・大阪等）での出張営業は
旅費全額会社負担

雇用・労
災・健康・
厚生

不問

143500
宮崎県児湯郡高鍋町大字上江２０７番
地

185500

自動車整備士 丸和運送　株式会社 ○本社工場での大型車輌（冷凍車、
トレーラー、バルク車）などの　修
理、点検が主な業務です。
＊詳細は面接時説明します。

雇用・労
災・健康・
厚生

18歳
以上 157400

宮崎県児湯郡高鍋町大字上江２０７番
地

211500

准看護師：病棟 医療法人　宏仁会　海老原総
合病院

○病棟看護業務全般。（入院１９９床）
（配属先：急性期病棟）
・補助業務は医療器具準備等の補助。
・早出・遅出業務あり（相談可）
・相談記録は手書き、パソコン処理
・研修会等：定期的に実施

雇用・労
災・健康・
厚生

18歳
以上

140000
宮崎県児湯郡新富町大字下富田６２９
－５

200000

正看護師：病棟 医療法人　宏仁会　海老原総
合病院

○病棟看護業務全般。（入院１９９床）
（配属先：急性期病棟）
・補助業務は医療器具準備等の補助。
・早出、遅出業務あり（相談可）
・相談記録は手書き、パソコン処理
＊研修会等：定期的に実施。

雇用・労
災・健康・
厚生

45歳
以下 165000

宮崎県児湯郡都農町大字川北１８６９
５－４１

215000

経理事務 社会福祉法人　弘成会　新富
希望の里

○経理事務全般
・会計ソフトへの伝票入力。
・伝票、帳簿記入等。
・介護保険の請求書の確認及び発送。
・電話応対、接客、清掃等。
＊詳細は面接時説明します。

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

ペットフード製造管理補助 株式会社　ピーシーピー　都
農工場　（岸化学産業）

○ペットフード製造工程管理補助作業。
・製造計画作成、原料、資材の発注
・受注、出荷管理等
◯ペットフード製造。
・原料カット、包装作業
・受注出荷作業、チェック作業
・検査、検品作業

雇用・労
災・健康・
厚生

45歳
以下 170000

宮崎県西都市大字上三財１０６２

200000

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　＊詳細は面接時に説明します。

雇用・労
災・健康・
厚生

不問

180800
宮崎県児湯郡高鍋町大字北高鍋３２４
８

271200

農作業員 株式会社　さとう農園 ○ビニールハウス内での野菜の栽培・収穫
作業（キュウリ、ゴーヤ）苗の植え付け、
誘引、葉取り、防除、収穫等。
○５年ごとにビニールハウスの張り替え作
業。○稲作部門では苗作から田植・稲刈・
乾燥・籾すり・出荷まで受託をしていま
す。

雇用・労
災・健康・
厚生

35歳
以下 180000

宮崎県児湯郡高鍋町大字上江７６１８
番地

250000

建設・土木作業員 有限会社　岩村建設 ◯公共工事（道路・橋等）のインフラ整
備業務全般
・ダンプトラック運転
・軽作業
・建設機械運転
＊現場：児湯管内

雇用・労
災・健康・
厚生

不問

250000
宮崎県児湯郡高鍋町大字上江７６１８
番地

350000

現場代理人及び主任技術者
【未経験者】

株式会社　中岡工業 ◯公共工事の管工事及び機械設備工事の
現場代理人及び主任技術者　としての業
務全般。
・現場管理、人員管理、打ち合わせ等
・書類作成時パソコン使用：ワード、エ
クセル

雇用・労
災・健康・
厚生

不問

158700
宮崎県西都市大字清水１０３５番地１

161700

現場代理人及び主任技術者 株式会社　中岡工業 ◯公共工事の管工事及び機械設備工事の
現場代理人及び主任技術者　としての業
務全般
【職務内容として】
◆国土交通省大臣、官房庁営繕部監修
機械設備工事管理指針を参　照して下さ
い。

雇用・労
災・健康・
厚生

不問

166000
宮崎県児湯郡高鍋町大字北高鍋４７５
０

371000

配食サービス事業／栄養士（管理栄
養士又は栄養士）：嘱託職

社会福祉法人　西都市社会福
祉協議会

配食サービス（夕食のみ）事業における
献立作成や食材発注業務
調理や配達、集金業務あり
＊詳細は面接時説明します。
＊更新は年度毎の更新になります（条件
付更新）

雇用・労
災・健康・
厚生

不問

118300
宮崎県児湯郡高鍋町大字北高鍋５０１
６番

118300

土木施工監理／高鍋本社 株式会社　増田工務店　宮崎
支店

・土木現場作業
・土木現場管理
・上記に付随する業務を担当していただ
きます。　＊制服貸与。＊社有車あり＊
個人車使用（ガソリン代支給）

雇用・労
災・健康・
厚生・財形

59歳
以下

300000
宮崎県西都市上町２丁目３６　＊妻神
社近く

400000

販売員（高鍋店）（ロングパート）
／　ドラッグストアモリ　高鍋店

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）、接客、販売
・レジ業務、フロア清掃など

設計士（宮崎支店） 戸大建設工業　株式会社 ＣＡＤを使用しての
・図面作成
・積算業務など
・お客様との打合せ

雇用・労
災・健康・
厚生・財形

64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
（パートタイム）

時給 (1)8時50分～16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- 1722501
（パートタイム）

時給 (1)8時00分～14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） 13040-50157201
（パートタイム）

時給 (1)13時00分～17時00分
(2)9時00分～13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- 9718601
（パートタイム） 登録販売者（一般医薬品）

時給 9時00分～23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- 9719901
（パートタイム）

時給 (1)9時00分～13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- 9770801
（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

44020- 3378801
（パートタイム）

時給 (1)9時00分～15時00分

雇用期間の定めなし

45060- 1707001
（パートタイム）

時給 (1)8時30分～13時30分 普通自動車運転免許

雇用期間の定めなし

45060- 1709601
（パートタイム） 介護職員初任者研修修了者

時給 (1)8時30分～17時00分 ホームヘルパー１級
ホームヘルパー２級

雇用期間の定めなし ＊いずれかの免許・資格所持で可。
普通自動車運転免許

45060- 1710401
（パートタイム） ホームヘルパー２級

時給 (1)8時30分～17時00分 ホームヘルパー１級
介護職員初任者研修修了者

雇用期間の定めなし ＊いずれかの免許・資格所持で可。
普通自動車運転免許

45060- 1712801
（パートタイム） 看護師

時給 (1)8時00分～17時00分 准看護師
＊いずれかの免許・資格所持で可。

雇用期間の定めなし 普通自動車運転免許

45060- 1713201
（パートタイム） 交替制あり

時給 (1)9時00分～13時00分 普通自動車運転免許
(2)9時00分～12時30分

雇用期間の定めなし

45060- 1715001
（パートタイム） 交替制あり 看護師

時給 (1)9時00分～13時00分 准看護師
(2)9時00分～12時30分 ＊いずれかの免許・資格所持で可。

雇用期間の定めなし 普通自動車運転免許

45060- 1716301
（パートタイム）

時給 9時00分～12時00分の
間の3時間程度

雇用期間の定めなし

45060- 1720801
（パートタイム） 交替制あり 介護福祉士

時給 8時00分～17時00分の ホームヘルパー２級
間の5時間程度 介護職員初任者研修修了者

雇用期間の定めなし ホームヘルパー１級
＊あれば尚可

45060- 1721201 ＊いずれかの免許・資格所持で可。
（パートタイム）

時給 (1)8時10分～17時10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- 1678201
（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30分 准看護師
＊いずれかの免許・資格所持で可。

雇用期間の定めなし

45060- 1683401
（パートタイム） 看護師

時給 8時30分～17時30分の 准看護師
間の4時間程度 ＊いずれかの免許・資格所持で可。

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 普通自動車運転免許

契約更新の可能性あり（原則更新） 45060- 1688001

◎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)

労災
18歳
以上 1900

宮崎県児湯郡新富町大字新田４８１－
１

1900

看護職員（パート）「介護老
人保健施設　並木の里」

医療法人　暁星会　三財病院 施設における入居者の看護業務
健康管理・バイタル測定・服薬管理
など
＊詳細は面接時説明します。

労災
不問

900
宮崎県西都市大字下三財８１２４－８

1000

雇用・労災
不問

800
宮崎県児湯郡川南町大字平田９１１－
６
900

スポーツウェア製造 デサントアパレル　株式会社
西都工場

○スポーツウェアの材料準備及び縫
製作業全般
○製品の梱包作業
＊詳細は面接時説明します。
◆初めての方も親切丁寧に指導しま
す


雇用・労
災・健康・
厚生

不問

830
宮崎県西都市大字藤田１１１１番地

880

看護師（正又は准）：夜勤担
当

医療法人　育心会 ○介護老人保健施設（６５床）の夜勤帯の
看護業務。
・入所利用者に対して、医師の診療方針や
ケアプランの沿った看護　サービス、ＡＤ
Ｌケアの提供。
・胃ろうケア、食事介助、排泄介助。

790
宮崎県児湯郡川南町大字平田９１１－
６

850

介護職員／（デイサービス） 株式会社　丸喜　さくらの里 デイサービスセンターさくらの里で
の介護業務全般。その他付随業務
有。
●送迎は担当者がいます。（利用
者：入居者４０名、外部利用者６
名）
＊詳細は面接時に説明いたします。

清掃職員／（有料老人ホー
ム）

株式会社　丸喜　さくらの里 住宅型有料老人ホームさくらの里に
おける清掃業務全般
・共同スペース（トイレを含む）清
掃
・一部個室の清掃
＊詳細は面接時に説明します。

雇用・労
災・健康・
厚生

不問

850
宮崎県西都市妻町２丁目３３番地

900

看護師（正または准）：「上
山整形外科クリニック」

医療法人　昇山会 ○整形外科クリニックでの看護補助
業務。
＊詳細は面接時に説明します。



労災
不問

労災
不問

850
宮崎県西都市妻町２丁目３３番地

900

労災
不問

○上山医院通所介護（デイサービ
ス）での看護職全般業務。
＊詳細は面接時に説明します。



ヘルパー担当「上山医院」及
び「上山医院通所介護」

医療法人　昇山会 ○通所事業の生活相談業務。
介護全般業務・看護業務補助等。
食事、入浴、排泄介助及び看護業務。
○計画書及び評価書作成。
これに付随する業務あり。
○送迎（社用車　軽自動車ＡＴ車）

800
宮崎県西都市妻町２丁目３３番地

830

看護補助：「上山整形外科ク
リニック」

医療法人　昇山会 ○院内での看護補助業務。
・食事、入浴、排泄補助。
・その他付随補助業務。
＊詳細は面接時に説明します。



830

800
宮崎県西都市妻町２丁目３３番地

850

看護師（正または准）：「上山通
所」＊別途午前・午後求人あり

医療法人　昇山会

○デイサービス・デイケア・院内で
の介護補助業務。
・食事、入浴、排泄補助。
・その他付随補助業務。
＊詳細は面接時に説明します。



労災
不問

790
宮崎県西都市妻町２丁目３３番地

830

労災
不問

790
宮崎県西都市妻町２丁目３３番地

介護補助「上山医院」及び
「上山医院通所介護」

医療法人　昇山会 ○デイサービス・デイケア・院内で
の介護補助業務。
・食事、入浴、排泄補助。
・その他付随補助業務。
＊詳細は面接時に説明します。

労災
不問

1000
宮崎県児湯郡川南町大字川南２２３５

1000

介護補助「上山医院」及び
「上山医院通所介護」

医療法人　昇山会

農作業員／イチゴハウス 村田　哲 ◯ブランドイチゴ生産の為の仕事を覚えて
頂きます。
・圃場の整備、苗植え～収穫、パック詰め
作業。苗植え：立ち仕事　パック詰め：座
位
＊詳細は面接時に説明します。



その他
不問

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、返品、
照合）
・レジ業務（販売、包装、点検、精算）
・店舗管理業務（店内清掃、開店閉店作
業）
・商品ＰＯＰ作製、イベントフェア計画
・パソコンを使用してのデータ入力、確認


事務（新富店）／『スーパーセン
タートライアル』＊別途午後求人あ
り

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≫＊事務全般　　＊接客全般
＊商品荷受作業全般　＊レジ業務　＊自動
販売機管理　＊たばこ販売等



※パートの雇用期間について、

労災
不問

790
宮崎県西都市大字右松字三反田２２１
１

790

労災
不問

790
宮崎県児湯郡新富町大字上富田字井ノ
木田３２３４番１

790

900
宮崎県西都市大字右松１９１３－１
『スーパーセンタートライアル西都店』

900

登録販売者（西都店） 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　西都店
スタッフ＞
〔主な業務〕　＊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

労災
不問

レジ担当（西都店）／『スー
パーセンタートライアル』

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　西都店の
スタッフ＞
［主な業務内容］　○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

清掃作業／高鍋町（８：００
～１４：３０）

株式会社シンシア 宮崎キャノン株式会社高鍋事業所で
のオフィス内清掃作業。
トイレ、事務所、会議室、廊下、階
段等の清掃、ゴミ回収作業など。

雇用・労災
不問

労災
不問

790
宮崎県西都市右松１９１３－１

790

830
宮崎県児湯郡高鍋町大字南高鍋１１７
００－１　宮崎キャノン

830

雇用・労
災・健康・
厚生

不問

790
宮崎県児湯郡高鍋町大字南高鍋字雲雀
山１１０３０－１

790

年齢 仕事の内容

製造業務 株式会社　ユニフローズ　宮
崎工場

成人病検査で使用する検査機器、大学や試
験研究機関で使用する分析機器などの部品
を組立、調整、検査、出荷します。
＊比較的小さい部品を取り扱います。
＊細かい作業が多く、ほとんど座って出来
るお仕事です。

(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）

5月18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）

5月18日号

（パートタイム） 交替制あり
時給 (1)9時00分～16時00分

(2)16時00分～22時00分

雇用期間の定めなし 又は15時00分～18時00分

の間の3時間程度

45060- 1689301
（パートタイム）

時給 8時00分～17時00分の 普通自動車運転免許
間の4時間程度

雇用期間の定めなし

45060- 1697301
（パートタイム）

時給 (1)7時00分～12時00分
(2)13時00分～18時00分

雇用期間の定めなし

45060- 1703701
（パートタイム） 保育士

時給 (1)8時30分～17時30分

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） 45060- 1704801

（パートタイム） 交替制あり
時給 (1)5時45分～9時15分

(2)8時15分～13時15分

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） (3)14時00分～19時00分

契約更新の可能性あり（条件あり） 45010- 9954201
（パートタイム）

時給 (1)8時00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（条件あり） 45010- 9957301
（パートタイム）

時給 (1)7時00分～11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- 9439701
（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- 9657601
（パートタイム）

時給 (1)8時00分～13時00分
(2)13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） 45010- 9674901
（パートタイム）

時給 (1)6時00分～11時00分

雇用期間の定めなし

45060- 1664901
（パートタイム）

時給 9時00分～18時00分の
間の6時間程度

雇用期間の定めなし

45060- 1672601
（パートタイム） 変形（1年単位）

時給 (1)9時00分～15時00分 普通自動車運転免許

雇用期間の定めなし

45060- 1674101
（パートタイム）

時給 (1)10時00分～15時00分

普通自動車運転免許
雇用期間の定めなし （社用車　ＡＴタイプ）

45060- 1675401
（パートタイム）

時給 (1)8時00分～11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） 40010-26351301
（パートタイム）

時給 (1)8時30分～15時00分

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（原則更新） 40010-26405001

（パートタイム）
時給 (1)8時30分～14時30分

(2)13時00分～19時00分

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） (3)17時00分～23時00分

契約更新の可能性あり（原則更新） 40150- 3784701
（パートタイム） (1)8時30分～13時30分 介護職員初任者研修修了者

時給 (2)8時30分～15時30分 ＊あれば尚可
(3)8時30分～17時30分

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 又は8時30分～17時30分

～令和3年3月20日 の間の6時間程度

契約更新の可能性あり（原則更新） 45060- 1659701
（パートタイム）

時給 (1)17時30分～19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- 1660501

◎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２０７番
地

800

調理員【仁の里】 社会福祉法人　善仁会 ○全施設利用者への調理全般業務。（６名
体制）
・約９０名分の夕食配膳準備
・食器洗浄
・厨房の清掃等
＊詳細は面接時説明します。



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
・ベッドメイキング作業等
＊詳細は面接時説明します。

雇用・労災
不問

労災
不問

790
宮崎県児湯郡木城町大字椎木３９５０
番１

790

雇用・労災
不問

労災
不問

810
宮崎県西都市右松２１３４番地１

850

855
宮崎県児湯郡高鍋町上江８６８

855

調理・調理補助／児湯郡木城
町

株式会社日米クック　九州支
社

調理・調理補助
野菜仕込み・調理業務


労災
不問

820
宮崎県児湯郡木城町大字椎木２２１０
－１

920

販売員（西都店）（パート） 株式会社　ドラッグストアモ
リ

＊ドラッグストア店舗での販売業務
・店舗での販売する商品の商品出し、補充
・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）
・接客、販売
・レジ業務、フロア清掃　など

労災
不問

800
宮崎県西都市大字穂北４４２５番地１

900

製造員 アリマン乳業　有限会社 ・チーズやアイスなどの乳製品製造と片付
け
・牛乳やヨーグルトの製造補助（月・火・
水・木のみ）
＊配達や事務の補助（雑務）をしていただ
く場合もあります
＊詳しい内容はアリマン乳業ホームページ
をご覧下さい。

雇用・労災
不問

800
宮崎県児湯郡川南町大字平田１２３８

800

品出し業務／高鍋平原店 株式会社　コスモス薬品 ドラッグストア店舗で販売する商品
の補充
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

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
＊詳細は面接時に説明します。


雇用・労災
不問

790
宮崎県西都市大字三宅２２４７－４

790

出荷業務担当【急募】 株式会社　ヤミー・フードラ
ボ

施設常駐警備／高鍋町 株式会社　ＮＰＫ
宝酒造株式会社　黒壁蔵

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）

800
宮崎県児湯郡高鍋町大字南高鍋１００
３２－２

880

◯受注後の出荷作業：商品をピック
アップし、袋詰めをして頂きま
す。
＊詳細は面接時に説明します。
≪業務拡大につき、新工場・新事務
所　増員の為≫

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

精肉店員／高鍋店 株式会社　永野（ナガノヤ
ウメコウジ）

・スーパー内の精肉コーナーにおいて、加
工、パック詰め、商品陳列等の比較的簡単
なお仕事です。
＊雇用期間終了後、３ヶ月毎の更新となり
ます。
＊未経験の方でも丁寧に指導致します。

雇用・労災
不問

790
宮崎県児湯郡高鍋町大字北高鍋権現前
２１００

790

パンの製造・販売 やきたてパン工房　ｍｉｎｏ
ｒｕ

◯パンの製造補助業務全般
・パンの品出し
・食パンのスライス
◯レジ・接客業務
◯店内清掃
＊詳細は面接時に説明します。


精肉担当（４０５新富店）／
『スーパーセンタートライアル』

株式会社　メガ生鮮 ＜スーパーセンタートライアル　新富店ス
タッフ＞
○生鮮部門において、「精肉」コーナーを
担当していただきます。
［主な業務］＊商品の加工＊パック詰め
＊商品の陳列、補充、発注業務

労災
不問

調理員／西都市（時間固定、
日曜定休）

日清医療食品　株式会社　南九州支
店　宮崎営業所　社会福祉法人　光
陽会

ご利用者様への食事提供業務
・調理、盛付け、配膳、食器洗浄、清掃等
を行います。
・１回に５０～６０名の食事を２名程度で
担当
＊月～土の間で週３日程度の勤務です。

不問

960
宮崎県児湯郡川南町大字川南１７７４
１番地６

960

労災
不問

800
宮崎県西都市大字清水７９３番地　障害者福祉
サービス事業所清水台通所センター

850

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です。
＊朝６５食、昼９０食、夕６５食の
食事の盛付、配膳、食器洗浄の仕事
となります。
＊未経験の方、大歓迎です。


790
宮崎県児湯郡新富町大字上富田字井ノ
木田３２３４番１

790

労災

労災
不問

保育士（石井記念川南保育
園）【急募】

社会福祉法人　石井記念　友
愛社

０～５歳児までの保育補助業務全般。（定
員１２０名）
・園児の遊び等活動時の健康管理、ケガ等
への見守り。
・手書による家庭への連絡帳記入。
・担当職員が休み時の代替え、各クラスの
補助（手伝い）

雇用・労災
不問

800
宮崎県児湯郡高鍋町大字北高鍋３２２
０‐１

900

850
宮崎県西都市大字下三財８１２４－８
　「並木の里」　内厨房

900

ガソリンスタンドスタッフ：
パート

株式会社　高鍋石油 ○ガソリスタンド店での接客及び給
油作業：所在地店舗
・洗車・オイル交換等の軽作業。
・燃料の配達（主に児湯郡管内）
＊詳細は面接時に説明します。

生鮮商品加工、品出し（川南
店）

有限会社　慶助 ○生鮮の加工、パック詰め、品出し作業。
○商品陳列や整理、管理等。
○接客。
○衛生管理等。
＊仕入れ業務はありません。
＊詳細は面接時説明します。



調理パート／西都市

雇用・労災
不問

790
宮崎県児湯郡新富町大字日置２０３２
－１９
ＨＯＴＥＬ　ＳＵＮ850

雇用・労災
不問

790
宮崎県児湯郡川南町大字川南１３７０
９－１

850

清掃・フロント 有限会社　サングループ ○室内の清掃及び集金業務
・退室後の清掃です
＊詳細は面接時説明します。


