
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） 歯科衛生士
月給 (1)8時00分～18時00分

(2)8時00分～12時00分

雇用期間の定めなし

45060- 1795701
（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） 普通自動車免許（ＡＴ限定可）

契約更新の可能性あり（原則更新） 35010- 4325201
（フルタイム） 交替制あり 危険物取扱者（乙種）

月給 6時45分～23時10分の 三級自動車整備士
間の8時間程度 ＊あれば尚可

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） 38010-15206001

（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

＊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- 1782001

（フルタイム） 変形（1年単位） 看護師
月給 (1)8時00分～17時00分 准看護師

(2)9時00分～18時00分 ＊いずれかの免許・資格所持で可。
雇用期間の定めなし (3)10時00分～19時00分

普通自動車運転免許
45060- 1784601

（フルタイム） 作業療法士
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- 1785901
（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 ＊マニュアル車運転可能な方尚可

45060- 1786101
（フルタイム） 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- 1788701
（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

雇用期間の定めなし

45060- 1789801
（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
(2)9時00分～18時00分 ＊いずれかの免許・資格所持で可。

雇用期間の定めなし (3)9時30分～18時30分

普通自動車運転免許
45060- 1791601

（フルタイム） 変形（1ヶ月単位） 普通自動車運転免許
月給 8時00分～18時00分の

間の8時間程度

雇用期間の定めなし

40010-28341701
（フルタイム） 交替制あり 介護支援専門員（ケアマネージャー）

月給 (1)7時00分～16時00分

(2)11時00分～20時00分

雇用期間の定めなし 又は7時00分～20時00分

の間の8時間程度

43010-15593601
（フルタイム） 栄養士

月給 (1)9時00分～18時00分 管理栄養士
＊いずれかの免許・資格所持で可。

雇用期間の定めなし

45010-10329101
（フルタイム） 変形（1ヶ月単位）

月給 (1)9時00分～17時00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） 45010-10381801
（フルタイム） 溶接技能者

月給 (1)8時00分～17時00分 ２級配管技能士
＊あれば尚可

雇用期間の定めなし

　 普通自動車運転免許
45060- 1772201

（フルタイム） 変形（1ヶ月単位）

月給 (1)8時30分～17時10分

(2)16時45分～1時25分

雇用期間の定めなし (3)1時10分～8時50分

又は8時30分～17時15分

45060- 1776601 の間の8時間程度

◎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

歯科衛生士 とくだ歯科クリニック 〇歯科治療における歯科衛生士全般（歯
垢、歯石の除去や虫歯予防のためのブ
ラッシング方法の指導など）を行いま
す。〇ドクターの歯科治療補助業務もあ
ります。＊詳細は面接時説明します。

138240
宮崎県西都市右松３３７７

146880

ガソリンスタンド店員（セル
フ西都給油所）

太陽石油販売　株式会社 ・給油監視・給油方法説明
・オイル交換等軽作業など
＊就業時間・労働日数・月給等応相談。

雇用・労
災・健康不問

170000
宮崎県児湯郡新富町富田２丁目１０ー
１

200000

食品工場内ラインオペレー
ター

三笠産業株式会社 ＊野菜パウダーの生産（野菜加工工場内
での作業）・野菜の選別・加工前処理
（洗浄・カット）・加工作業（乾燥）・
検査・梱包・出荷＊宮崎工場は、平成３
０年１２月に竣工した新工場です。

雇用・労
災・健康・
厚生

不問

155800
宮崎県西都市白馬町４番地３

174400

看護師（正又は准）【愛生
園】

社会福祉法人　善仁会 ○愛生園での（入所者６０名）の看護業
務全般。・健康管理全般。・身体チェッ
ク、ケガ等の治療等健康管理。・通院へ
の付き添い等。・状況記録等のパソコン
使用あり。（入力程度）

雇用・労
災・健康・
厚生

不問

172080
宮崎県西都市大字右松字三反田２１９
１－１セルフ西都給油所

229440

看護師又は准看護師 社会福祉法人　つばさ福祉会 ・白馬デイサービスにて介護業務（１日
利用者定員２５名）・送迎、入浴介助、
排泄、食事介助・レクリエーション手工
芸の介助＊詳細は面接時に説明します。

雇用・労
災・健康・
厚生

不問

187000
宮崎県児湯郡木城町大字椎木字浦畑３
９５０番１

187000

建設作業員【トライアル併用
求人】

株式会社　河北 ○主に土木現場の作業全般に携わって頂
きます。・デスクワークよりもとにかく
体を動かすのが好きな方・体力に自信の
ある方・モノづくりが好きな方、たくさ
んのご応募をお待ちしております。

雇用・労
災・健康・
厚生・財形

不問

175000
宮崎県児湯郡木城町大字椎木字浦畑３
９５０番１

192000

作業療法士 社会福祉法人　善仁会 ○施設利用者へのリハビリテーショ
ン業務・個別支援計画等・状況記録
等のパソコン使用あり。（入力程
度）
＊詳細については面接時に説明。



雇用・労
災・健康・
厚生・財形

不問

184000
宮崎県児湯郡新富町大字日置７４３－
１

207000

事務一般職【トライアル併用
求人】

株式会社　河北 ○建設業・生コン事業・不動産事業の事
務業務。・来客、電話対応、会計ソフト
への入力・請求書作成、伝票発行、整理
等・パソコンへのデータ入力、文書作成
等：パソコン操作（ワード、エクセル）

雇用・労
災・健康・
厚生

不問

161000
宮崎県児湯郡都農町大字川北４８８４

207000

大型ダンプ運転手【急募】 株式会社　江本運輸 ○大型（１０トン）ダンプ運転等を現場
まで受渡及び受取をしてい　ただきま
す。（エリア：宮崎県内）○その他　付
随業務。＊詳細は面接時に説明します。

雇用・労
災・健康・
厚生

不問

165000
宮崎県児湯郡新富町大字三納代２１９
７番地５『まーぶるクラブ』

180000

果樹生産及び農場管理業務
（正）／［１０：西都上三
財］

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

雇用・労
災・健康・
厚生

40歳
以下

140000
宮崎県児湯郡都農町大字川北４８８４

205000

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＊こども（未就学児～高校生）が
好きな方、明るい対応ができる方歓迎し
ます。

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松ヶ迫
１４３８３番地２５

280000

栄養士／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５０名への食事提供業務に携わっ
て頂きます。
＜栄養士業務＞・献立作成・食材発注
・食数管理　・事務管理等の栄養士業務
全般

雇用・労
災・健康・
厚生

59歳
以下

153000
宮崎県西都市大字上三財３４６２－５
７【ファーム１０：西都上三財】

253000

ケアマネージャー／
介護付有料老人ホーム「くるみの
家」

くるみ福祉会　株式会社 ２０１９年８月オープンの介護有付有料
老人ホーム「くるみの家」でケアマネー
ジャーとして、ケアプランの作成、他に
介護等の仕事をして頂きます。ご家族と
の情報共有や地域各機関との連携業務も
行って頂きます。

雇用・労
災・健康・
厚生

59歳
以下

130032
宮崎県児湯郡高鍋町大字持田字池田２
７５６「高鍋店」

130032

管工事作業員 有限会社　南工溶設備 ○プラント（工場）での空調・各種配管
工事業務全般。・鉄・ステンレス等の各
種溶接作業。・発電所・化学工場などに
おける配管・溶接・機械等の据付工事。

雇用・労
災・健康・
厚生

不問

173000
宮崎県西都市右松３２９２－６５有料
老人ホーム「向陵台」

215000

自動車洗車係／高鍋店 宮崎トヨタ自動車　株式会社 点検・修理などで入庫したお車の最後の
仕上げで洗車・車内清掃をしてもらいま
す。基本的に、自動洗車機で洗った後拭
き上げて、車内を掃除機を使って清掃し
ます。作業着は貸与します。

雇用・労
災・健康・
厚生

不問

136640
宮崎県児湯郡川南町大字川南２００１
３番地２

168640

雇用・労
災・健康・
厚生

18歳
以上

184800
宮崎県西都市大字南方１１４５－１

277200

自動機オペレーター：４直３
交替

株式会社　九州大真空 ◆まずは会社見学をしてください（事前連
絡必須）会社見学（紹介状発行）→書類提
出（手渡し又は郵送）○自動機のオペレー
ター・機械にセットした材料を研磨調整を
する仕事です。・立仕事になります。○そ
の他、附随する段取りもあります。

雇用・労
災・健康・
厚生・財形

18歳
以上

(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25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25日号

（フルタイム） 準中型自動車免許
月給 (1)8時00分～17時00分 中型自動車免許

＊あれば尚可
雇用期間の定めなし 社用車：３トントラックＭＴタイプ

普通自動車運転免許
45060- 1777901

（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- 1778101
（フルタイム） 変形（1年単位）

月給 (1)8時00分～17時10分 普通自動車運転免許
又は19時00分～4時10分

雇用期間の定めなし の間の8時間以上

45060- 1779401
（フルタイム） 中型自動車免許

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- 1780201
（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 チェンソー取扱免許、刈払機取扱、伐倒資格

＊あれば尚可
45060- 1754701

（フルタイム） 変形（1ヶ月単位）

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

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） (3)10時00分～19時00分

(4)18時00分～9時00分

契約更新の可能性あり（原則更新） 45060- 1755801
（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- 1756201
（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
＊いずれかの免許・資格所持で可。

雇用期間の定めなし

45060- 1757501
（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- 1758001
（フルタイム） 一級建築士

月給 (1)8時00分～17時00分 １級建築施工管理技士
二級建築士

雇用期間の定めなし ＊いずれかの免許・資格所持で可。

45060- 1759301
（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- 1760101
（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
＊いずれかの免許・資格所持で可。

雇用期間の定めなし

45060- 1761401
（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- 1762701
（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- 1764201
（フルタイム） 大型自動車免許

月給 (1)8時00分～17時00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- 1765501
（フルタイム） 大型自動車免許

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- 1766001

◎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)

造園作業員見習 株式会社　中村緑新 ○造園作業が主な作業ですが一般土木も
行っていただく場合もあります。
＊個人、事業所、公共機関等の作業になり
ます。・樹木剪定作業、樹木移植作業、防
除作業、花壇管理。・草刈り作業、除草作
業等。・庭園工事。

150000
宮崎県児湯郡川南町大字平田３０８７
番地１

170000

塗装工（交代制） 株式会社　花菱塗装技研工業　新富
支店

自動車関係外観部品の塗装
・塗料の調合、塗装、機械操作
・塗装ライン、前処理作業　など
＊詳細は面接時に説明します。

雇用・労
災・健康・
厚生

不問

171500
宮崎県児湯郡木城町大字椎木３８９９
－２

245000

工場長候補 宮崎デリカフーズ　株式会社 ○鶏卵加工品である玉子豆腐・茶碗
蒸しの製造・管理業務。・商品管
理、人員管理等。＊立ち仕事になり
ますので、体力が必要とされます。

雇用・労
災・健康・
厚生

不問

196350
九州管内（宮崎県内及び宮崎近県が主）
＊詳細は面接時に説明します。

277200

林業作業員 高橋林業合同会社 児湯郡地域を主とする林業業務全般
造林、植付、下刈、除伐、伐採作業
等
＊詳細は面接時に説明します。

雇用・労
災・健康・
厚生・財形

不問

150000
宮崎県児湯郡新富町大字上富田２３７
０

160000

建柱（けんちゅう）作業及び
産業廃棄物作業

株式会社　真栄 ○建柱車で掘った穴へ電柱（コンクリー
ト）を建てる業務。（３～４人一組での
作業）・チェンソーを使っての伐採作
業。・ケーブル張り、手元作業、その他
作業。・現場は九州管内（宮崎県内及び
宮崎近県が主）

雇用・労
災・健康・
厚生

不問

156000
宮崎県児湯郡都農町大字川北５４８４
－１

162000

ミニトマト農作業員【急募】 小島　忠良（小島農園） ◯ミニトマトの芽切り作業等、誘引
作業全般。・落ちている葉を台車を
使い、運びだし作業。＊詳細は面接
時に説明します。

雇用・労
災・厚生不問

245000
児湯郡内

294000

介護職（グループホームおす
ず）

社会福祉法人　聖水会　特別
養護老人ホーム　尾鈴荘

○グループホームでの介護業務全般。
・認知症高齢者の援助全般。
・調理業務。・食事介助、排泄介助、入
浴介助、外出介助、レク企画等。
＊夜勤は月３～４回程度。

雇用・労
災・健康・
厚生・財形

18歳
以上

210000
宮崎県児湯郡都農町大字川北４８８４

320000

土木技術職【トライアル併用
求人】

株式会社　河北 ○公共（国、県）工事を中心とした現場
管理補助等業務全般・役所や業者との打
ち合わせ等補助。・現場での指揮監督補
助。・書類の作成。・現場作業。＊詳細
は面接時に説明します。


その他
不問

146600
宮崎県児湯郡都農町大字川北１６０１
番地

164925

土木技術者 株式会社　河北 ○公共（国、県）工事を中心とした現場
管理等業務全般。・役所や業者との打ち
合わせ・現場での指揮監督・書類の作成
＊詳細は面接時に説明します。



雇用・労
災・健康・
厚生

不問

210000
宮崎県児湯郡都農町大字川北４８８４

320000

建築技術職【トライアル併用
求人】

株式会社　河北 ○公共（国、県）工事を中心とした現場
管理補助等業務全般・役所や業者との打
ち合わせ等補助。・現場での指揮監督補
助。・書類の作成。・現場作業。＊詳細
は面接時に説明します。


雇用・労
災・健康・
厚生

39歳
以下

160000
宮崎県児湯郡都農町大字川北４８８４

260000

建築技術者 株式会社　河北 ○公共（国、県）工事を中心とした現場
管理等業務全般。・役所や業者との打ち
合わせ・現場での指揮監督・書類の作成
＊詳細は面接時に説明します。



雇用・労
災・健康・
厚生

不問

210000
宮崎県児湯郡都農町大字川北４８８４

320000

水道技術職【トライアル併用
求人】

株式会社　河北 ○公共（国、県）工事を中心とした現場
管理補助等業務全般・役所や業者との打
ち合わせ等補助。・現場での指揮監督補
助。・書類の作成。・現場作業。＊詳細
は面接時に説明します。


雇用・労
災・健康・
厚生

39歳
以下

160000
宮崎県児湯郡都農町大字川北４８８４

260000

水道技術職 株式会社　河北 ○公共（国、県）工事を中心とした現場
管理補助等業務全般・役所や業者との打
ち合わせ等補助。・現場での指揮監督補
助。・書類の作成。・現場作業。＊詳細
は面接時に説明します。


雇用・労
災・健康・
厚生

不問

150000
宮崎県児湯郡都農町大字川北５８４３
－５「生コン工場」

260000

生コンクリートの製造及び運
転手【トライアル併用求人】

株式会社　河北 ○生コンクリートの製造から運搬に至る
まで、業務全般に携わっていただきま
す。○運転手業務。
＊詳細は面接時に説明します。


雇用・労
災・健康・
厚生

39歳
以下

160000
宮崎県児湯郡都農町大字川北４８８４
番地

260000

技術総合職（生コンクリー
ト・製品の製造・検査・販
売）

株式会社　河北 ○生コンクリートの製造から販売に至る
まで、業務全般に携わって　いただきま
す。○運転手業務。＊詳細は面接時に説
明します。◆トライアル併用求人


雇用・労
災・健康・
厚生

25歳
以下

160000
宮崎県児湯郡都農町大字川北５８４３
－５　「生コン工場」

265000

雇用・労
災・健康・
厚生

不問

160000
宮崎県児湯郡都農町大字川北５８４３
－５　「生コン工場」

265000

生コンクリート工場の整備・
コクンリートミキサー車整備

株式会社　河北 ○生コンクリート機械のメンテナンス業
務○主に生コンクリート工場の整備とコ
ンクリートミキサー車の整備に携わって
いただきます。＊詳細は面接時に説明し
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）

5月25日号

（フルタイム） 変形（1年単位） 日商簿記２級
月給 (1)8時00分～17時00分 建設業経理士２級

＊あれば尚可
雇用期間の定めなし

普通自動車運手免許
45060- 1767301

（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)9時00分～18時00分 ＊いずれかの免許・資格所持で可。
雇用期間の定めなし

普通自動車運手免許
45060- 1769901

（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- 7257001
（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- 7258301
（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- 7259601
（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- 7260401
（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- 7262801
（フルタイム）

月給 (1)9時15分～17時00分

雇用期間の定めなし

45010-10194701
（フルタイム）

月給 (1)8時00分～17時00分 普通自動車運手免許

雇用期間の定めなし

45010-10208701
（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

45010-10249701
（フルタイム） 歯科衛生士

月給 (1)9時00分～19時00分

(2)9時00分～13時00分

雇用期間の定めなし

45060- 1745401
（フルタイム）

月給 (1)8時30分～17時30分 普通自動車運手免許

雇用期間の定めなし 宮崎県児湯郡川南町大字川南３９６

45060- 1746701
（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)17時00分～8時00分 ＊いずれかの免許・資格所持で可。

雇用期間の定めなし 資格取得見込み者も含む

45060- 1748201
（フルタイム） １級ボイラー技士

月給 (1)8時50分～17時30分 小型移動式クレーン運転技能者
フォークリフト運転技能者

雇用期間の定めなし ＊あれば尚可
普通自動車運手免許

45060- 1750601
（フルタイム）

月給 (1)13時00分～21時00分

(2)8時00分～16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） 45060- 1751901
（フルタイム） 原動機付自転車免許

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）

契約更新の可能性あり（原則更新） 45060- 1752101

◎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)

事務総合職【トライアル併用
求人】

株式会社　河北 ○建設業・生コン事業・不動産事業の総
合事務・請求書や契約書の作成
・会計ソフトへの入力・決算書の作成
・給与計算・社会保険の手続き
・採用活動：就職関係の説明会等の参加
・ホームページの管理

210336
宮崎県児湯郡高鍋町大字南高鍋９１１
８－１

228016

販売・店舗運営職（リージョ
ナル社員）

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

30歳
以下

150000
宮崎県児湯郡都農町大字川北４８８４

310000

正又は准看護師／望み苑 社会福祉法人春光会　特別養
護老人ホーム　望み苑

○特別養護老人ホーム（定員２９名）
・ショートステイ（空床型）の看護業務
（健康管理、薬等の管理）を担当してい
ただきます。・バイタルチェック、服薬
管理、緊急時の対応・入居者の機能訓練
＊介護及び看護業務です。

雇用・労
災・健康・
厚生・財形

不問

180000
宮崎県児湯郡新富町日置１５２６
ハード＆グリーン新富店の他

232000

販売・店舗運営職（リージョ
ナル社員）

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

180000
宮崎県児湯郡高鍋町大字上江２１７８番地
ハード＆グリーン高鍋店の他

232000

販売・店舗運営職（リージョ
ナル社員）

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

180000
宮崎県児湯郡都農町川北５３４５
ハード＆グリーン都農店の他

232000

販売・店舗運営職（リージョ
ナル社員）

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

180000
宮崎県児湯郡川南町大字川南１３８８
３－１０ハード＆グリーン川南店の他

232000

販売・店舗運営職（リージョ
ナル社員）

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

180000
宮崎県西都市大字妻１５３８　アクサ
生命保険（株）西都分室

240000

調理／仕出し屋　海乃 株式会社　海幸大和 調理（和食全般）
配達（一般、葬儀）食材仕込み、切
込み
魚の下処理＊配達範囲：児湯郡内
＊社用車あり＊制服貸与

雇用・労
災・健康・
厚生・財形

35歳
以下

180000
宮崎県西都市右松１０７４－１
ハード＆グリーン右松店の他

232000

商工会議所共済・福祉制度推
進スタッフ／西都商工会議所

アクサ生命保険　株式会社
宮崎支社

＊商工会議所（商工会）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。＊経営者のリスク管理や事業継
承、資産管理などのアドバイスや保険設
計。＊個人のライフプランニングに対応
した保険設計。

雇用・労
災・健康・
厚生

不問

185600
宮崎県児湯郡新富町大字伊倉字中須１
２０５番『新富営業所プラント工場』

232000

歯科衛生士 こころ歯科クリニック ○歯科衛生士としての歯科医療業務
・歯科医師の診療補助業務
・口腔衛生指導等
＊詳細は面接時に説明します。




雇用・労
災・健康・
厚生

不問

160000
宮崎県児湯郡川南町大字川南１３５７
４－３

300000

大型ダンプ運転手／新富営業
所

南州建設　株式会社 ・大型トラック運転手を募集します。
・１０ｔトラック（社有車）の運転業務
・建設現場間の砂利運搬＊雨天時など現
場作業に入ることもあります（手当あ
り）＊年間を通じて業務はあります。
＊運搬先は宮崎市内、宮崎市近郊、西都
市、児湯郡です。

雇用・労
災・健康・
厚生

不問

184000

240000

看護職（正又は准）：西米良
村職員

西米良村役場 ◯国民健康保険西米良診療所で看護師と
して勤務していただきます。
◯外来及び病棟業務に従事し、日勤、夜
勤の交代制となります。○病床１９床
（一般１３・療養６）○夜勤は月４～５
回程度です。○訪問診療、訪問看護を実
施しています。

雇用・労
災・健康・
厚生

不問

173000
宮崎県児湯郡新富町富田３丁目１９－
２

290000

ＮＣ加工機オペレーター 株式会社　カスタムジャパン ○ＮＣ加工機に鉄板をのせ、カット
した製品を取り出す業務です。
・ＣＡＤで製図したデーターを切断
する。・ＮＣ操作
＊当社ホームページを参照して下さ
い。

雇用・労
災・健康・
厚生

不問

180000
宮崎県児湯郡川南町大字川南４６２１
番地１

200000

宅急便の受付及び事務 ヤマト運輸　株式会社　西都
支店

◯宅急便の受付ならびに簡単な事務作
業。
・宅配便表の確認等
・荷物の計量、計測
・レジ等＊３ヶ月毎の更新となります。
＊詳細は面接時に説明します。

公災・健
康・その他18歳

～40
歳 190900

宮崎県児湯郡西米良村大字村所６６番地１
『国民健康保険西米良診療所』

225700

プラント設備保全 みやざきバイオマスリサイク
ル　株式会社

・バイオマス発電所の設備保全全
般。特にボイラー及び搬送設備の保
全。

＊詳細は面接時に説明します。

雇用・労
災・健康・
厚生

不問

138600
宮崎県西都市大字右松５２８－１

138600

雇用・労
災・健康・
厚生

不問

112000
宮崎県西都市大字右松５２８－１

112000

メール便ライダー ヤマト運輸　株式会社　西都
支店

○メール便をバイクで配達します。
（エリア：西都市管内）＊大切な荷物で
すので丁寧及び正確に取り扱って頂きま
す。＊雇用期間は会社規定により、３ヶ
月毎の更新の可能性あり＊メール便の配
達があるため、バイク（原付）が乗れる
方

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）

5月25日号

（フルタイム） 変形（1ヶ月単位）

月給 (1)7時00分～16時30分 普通自動車運手免許
(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- 9903701
（フルタイム） 変形（1年単位）

月給 (1)11時00分～20時00分

(2)10時00分～19時00分

雇用期間の定めなし

45010-10147001
（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- 1723001
（フルタイム） 変形（1年単位） 第二種電気工事士

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 普通自動車運手免許

45060- 1724301
（フルタイム） 変形（1年単位） 第二種電気工事士

月給 (1)8時00分～17時00分 普通自動車運手免許

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

契約更新の可能性あり（条件あり） 45060- 1725601
（フルタイム）

月給 (1)8時30分～17時00分 普通自動車運手免許

雇用期間の定めなし

45060- 1727101
（フルタイム） 中型自動車免許

月給 (1)8時00分～17時00分 社用車：ダンプ、軽トラ各種ＡＴ，ＭＴ

雇用期間の定めなし 普通自動車運手免許

45060- 1736401
（フルタイム）

月給 (1)9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（条件あり） 45060- 1737701
（フルタイム）

月給 (1)9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（条件あり） 45060- 1738801
（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- 1739201
（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- 1740001
（フルタイム） 変形（1年単位） フォークリフト運転技能者

月給 (1)19時00分～4時00分 普通自動車運手免許
(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

45060- 1741301
（フルタイム） 交替制あり 保育士

月給 (1)8時30分～17時30分 普通自動車運手免許
(2)9時00分～18時00分

雇用期間の定めなし (3)9時30分～18時30分

45060- 1742601

◎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

◎是非、ハローワーク高鍋（西都市雇用情報センター）へお出でください！

 　☞事業所の画像情報を見ることが出来ます
　　　　ハローワークにある求人検索機 (ご希望の求人票を探すことが出来るパソコンです) で求人票を探される場合に、全てではありませんが事業所の画像情報を見ることが出来ます。求人票画面で「事業所情報表示」というボタンがあれ
ば押してみて下さい。事業所外観・内観、作業風景や製造している商品等を見ることが出来ます。
　 ☞詳しい求人内容を確認できます
　　　　求人検索機に、この求人情報紙の「求人者名」にある４５０６０等で始まる求人番号を入力すると、より詳しい求人条件などが書かれた求人票をご覧になれます。（プリントしてお持ち帰りも可能です）
　　　※求人検索機のご利用方法がおわかりにならない場合は、お気軽に受付でお尋ねください。

精肉技術職【正】／（新富
店）

株式会社　メガ生鮮 ＜スーパーセンタートライアル　新富店
のスタッフ＞○生鮮部門において、主に
精肉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＊発注・在庫管理＊アルバイト管
理など


175000
宮崎県児湯郡高鍋町大字高鍋町北高鍋
瀬之口下１９００－１高鍋店

185000

【障】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

64歳
以下

259000
宮崎県児湯郡新富町大字上富田字井ノ
木田３２３４番１
497000

受付事務及びエステアシスタ
ント／高鍋店

有限会社　カレン商事　（ビュー
ティクリニック　コダマ）

・お客様からの予約受付・問い合わ
せ等の電話応対・パソコン入力作業
（スマートフォン入力レベルで可）
・お客様の店内での出迎え、お見送
り等,エステティシャンの簡単なお手
伝い

雇用・労
災・健康・
厚生

35歳
以下

140400
宮崎県西都市大字穂北８１４－５

280800

電気工事／契約社員 株式会社　ヒロ電巧舎 ○一般住宅、施設、農業用電気工事、公
共施設等の電気工事、設備工事、防犯カ
メラ設計施工、井戸工事を行っていただ
きます。＊エリア（西都を中心に宮崎県
内一円）＊詳細は面接時に説明します。
◆正社員登用制度あり

雇用・労
災・健康・
厚生・財形

不問

168000
宮崎県西都市大字鹿野田１１３６５番
地１

168000

電気工事【トライアル併用求
人】

株式会社　ヒロ電巧舎 ○一般住宅、施設、農業用電気工事、公
共施設等の電気工事、設備　工事、防犯
カメラ設計施工、井戸工事を行っていた
だきます。＊エリア（西都を中心に宮崎
県内一円）＊詳細は面接時に説明しま
す。

雇用・労
災・健康・
厚生

45歳
以下

170000
宮崎県児湯郡川南町大字川南１７６９
８－１

250000

建築配管・水道設備工事 株式会社　真咲水道 ○民間の建築水道工事を行って頂き
ます。・住宅の上下水道、浄化槽設
置工事等。＊エリア：主に宮崎市
内、西都、児湯＊詳細は面接時に説
明します。

雇用・労
災・健康・
厚生

不問

140400
宮崎県西都市大字穂北８１４－５

280800

整備職（川南営業所） 株式会社　ヰセキ九州　南部支社
宮崎営業部

◯農業機械全般の整備業務
・トラクター、コンバイン、田植機等の
整備、点検、修理業務。・機械器具の納
品、引取り等運搬作業（社用車：２トン
トラック）・お客様宅へ出向いての修理
等もあります。
◆就業場所：話し合いや相談で決めま
す。

雇用・労
災・健康・
厚生・財形

不問

168000
宮崎県西都市大字鹿野田１１３６５番
地１

240000

テレフォンアポインター（在
宅勤務）

株式会社　キャスター パソコンのソフトフォンを利用したテレ
アポ業務（通話料会社負担）＊獲得ノル
マはございません。＊オンラインで研修
可能ですので、出社・在宅を選べます。
＊時短ご相談ください。＊西都市のオ
フィス見学可です。ご不安でしたたご見
学ご相談ください。（お子様連れＯＫで
す）

雇用・労
災・健康・
厚生

不問

165000
宮崎県西都市大字右松２８９３番地１

215000

【障】テレフォンアポイン
ター（在宅勤務）

株式会社　キャスター パソコンのソフトフォンを利用したテレア
ポ業務（通話料会社負担）＊獲得ノルマは
ございません。＊オンラインで研修可能で
すので、出社・在宅を選べます。＊時短ご
相談ください。＊西都市のオフィス見学可
です。ご不安でしたたご見学ご相談くださ
い。（お子様連れＯＫ）


雇用・労
災・健康・
厚生・財形

不問

158400
宮崎県児湯郡高鍋町大字北高鍋２４０
９－１

239800

（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。＊３交替の
就業時間（１）０８：００～１７：００
（２）１６：００～０１：００
（３）２３：５５～０８：５５となりま
す。「障害者手帳所持者専用求人」

雇用・労
災・健康・
厚生・財形

不問

168000
宮崎県西都市大字鹿野田１１３６５番
地１

240000

（障）交通誘導警備員 株式会社　ＮＰＫ　高鍋営業
所

イベント及び駐車場で、車両・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。【障害者手帳所持者専用求
人】

雇用・労
災・健康・
厚生

18歳
～64
歳

雇用・労
災・健康・
厚生

18歳
～59
歳

152800
宮崎県児湯郡高鍋町南高鍋１１７００
－１

168900

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

18歳
以上

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『まーぶるクラブ』

190000

205205
宮崎県児湯郡高鍋町大字北高鍋２７０
７－４

205205

保育士 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
＊こども（未就学児～高校生）が好きな
方、明るい対応ができる方歓迎します。



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

（パートタイム）

時給 (1)23時00分～1時00分

雇用期間の定めなし

45010-10478701

（パートタイム） 美容師

時給 (1)9時00分～17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） 45010-10339701

（パートタイム） 交替制あり

時給 (1)6時00分～13時30分

(2)15時30分～19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） 45010-10281401

（パートタイム） 変形（1ヶ月単位）

時給 8時00分～21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（条件あり） 45060- 1792901

（パートタイム）

時給 (1)9時00分～18時00分

雇用期間の定めなし

45060- 1793101

（パートタイム） 歯科衛生士

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- 1794401

（パートタイム） 保育士

時給 8時00分～17時00分の

間の6時間以上

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- 1781501

（パートタイム） 介護福祉士

時給 (1)8時30分～17時30分 介護職員初任者研修修了者
又は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） の間の4時間程度 ＊あれば尚可
～令和3年3月31日

契約更新の可能性あり（原則更新） 45060- 1783301

（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- 1787401

（パートタイム） 交替制あり 保育士

時給 (1)13時00分～17時00分 普通自動車運転免許
(2)14時00分～18時00分

雇用期間の定めなし (3)9時00分～17時00分

45060- 1790301

（パートタイム） 交替制あり 看護師

時給 (1)8時00分～17時00分 ＊あれば尚可
(2)9時00分～18時00分 准看護師

雇用期間の定めなし ＊いずれかの免許・資格所持で可。

45060- 1775301

（パートタイム）

時給 (1)9時00分～16時00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（条件あり） 45060- 1768601

（パートタイム）

時給 (1)9時00分～15時00分

(2)9時00分～12時00分

雇用期間の定めなし

45060- 1770701

◎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

820
宮崎県児湯郡新富町大字上富田７４５
１

820

雇用・労
災・健康・
厚生

不問

960
宮崎県児湯郡新富町大字上富田３８０
５番地

1000

事務業務 株式会社　河北 ○建設業・生コン事業・不動産事業の事
務業務。
・来客、電話対応、会計ソフトへの入力
・請求書作成、伝票発行、整理等
・パソコンへのデータ入力、文書作成
等：パソコン操作（ワード、　エクセ
ル）、現場での書類作成補助＊労働条件
については面接時に応相談。

雇用・労災

不問

790
宮崎県児湯郡都農町大字川北４８８４

800

園芸作業員（洋ラン及びミニ
トマト及び夏収ピーマン）

長友司（長友園芸） ○ハウス園芸施設内での作業（仕事量全
体の９割）・洋ランの支柱立て、肥料や
り、除草、花の植え替え。・その他、出
荷作業、鉢の積み下ろし作業あり。（ミ
ニトマト）（仕事量全体の１割）・ミニ
トマトの収獲、芽かき作業等。・ピーマ
ンの収穫。＊未経験の方についてはご指
導致します。

雇用・労災

不問

960
宮崎県児湯郡川南町大字川南１５６７
－１６

1000

保育士 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。＊利用定員：１０名

雇用・労災

不問

1000
宮崎県児湯郡新富町大字三納代２１９
７番地５『まーぶるクラブ』

1200

看護師（正又は准） 株式会社　兒玉 ○利用者の方の健康管理や服薬管理等の
看護業務をして頂きます。（利用者定員
４５名）＊送迎は有りません
＊レクレーション等の参加は基本は有り
ません
＊詳細は面接時にお問い合わせくださ
い。

雇用・労
災・健康・
厚生

不問

1000
宮崎県児湯郡新富町大字新田１６４１
９－１
『上新田保育園』1000

介護職 社会福祉法人　つばさ福祉会 ・白馬デイサービスにて介護業務
（１日利用定員２５名）
・送迎、入浴介助、排泄、食事介助
・レクリエーション手工芸の介助
＊詳細は面接時に説明します。

雇用・労災

不問

850
宮崎県西都市白馬町４番地３

950

保育補助（十文字保育園） 社会福祉法人　石井記念　友
愛社

＊０歳～５歳児（定員５０名）の保
育補助。
＊就業時間帯（８：３０～１７：３
０）については相談に応じます
＊１年毎の更新。
＊詳細は面接時に説明します。

保育士（上新田保育園） 社会福祉法人　もえぎ福祉会 ○児童福祉法に基づいて乳幼児の保育事
業を行う。
（乳幼児０歳～６歳児まで）
○乳幼児の保育補助。
＊１年ごとの更新になります。
＊正職員の登用の可能性あり。
＊詳細は面接時に説明します。

労災

不問

790
宮崎県西都市大字藤田９９０－１

790

歯科衛生士 とくだ歯科クリニック

ヤマト運輸　株式会社　高鍋
センター

○店頭での接客業務全般。
・タブレット操作あり（事業所指導しま
す）・荷受け業務（荷受け伝票の受付、
配達物の中身聞き取り、重量確認、配達
日時確認等）
・レジ業務。○荷物を隣接するホーム作
業所へ運ぶ作業。、重量によっては手作
業又は台車使用。

雇用・労
災・健康・
厚生

不問

900
宮崎県児湯郡新富町富田２丁目１０ー
１

1200

〇歯科治療における歯科衛生士全般（歯
垢、歯石の除去や虫歯予防　のためのブ
ラッシング方法の指導など）を行いま
す。
〇ドクターの歯科治療補助業務もありま
す。
＊詳細は面接時説明します。

労災・健康

不問

800

店内スタッフ 株式会社　西都いきいき市場 ○店内での接客業務全般。
・レジ、集計等。
・品出し、値段付け。
・生産者が持ち込みされますので欠
品の連絡。
・掃除（トイレ掃除を含む）
・その他付随業務あり。

労災

不問

790
宮崎県児湯郡高鍋町大字持田５７３３
『宮崎県立　農業大学校』

830

受付事務

労災

18歳
以上

1000
宮崎県児湯郡高鍋町大字北高鍋２４１
１

1000

美容師／高鍋・新富・西都店 有限会社　すずや 美容師業務全般を行っていただきます。
・カラー、シャンプー
・パーマ、カット等　　　　　　　　
・電話応対、来客受付等
＊週３０時間未満の勤務です。
＊雇用期間終了後、１年毎の更新となり
ます。

雇用・労災

不問

810
宮崎県児湯郡高鍋町大字高鍋町北高鍋
１０８５－１『ネオ高鍋店』

900

炊事業務／高鍋町（農業大学
校）

株式会社　総合人材センター
宮崎支店

・食堂にて食事提供の調理業務
＊３名で１００～１２０食を調理し
ます。
＊制服貸与
＊週３０時間未満のお仕事です。

800
宮崎県児湯郡高鍋町大字北高鍋２１０
０－３０

年齢 仕事の内容

清掃作業員／児湯郡高鍋町 株式会社　山崎ビル環境サー
ビス

遊技場において閉店後の清掃業務に
従事して頂きます。
・床清掃、什器拭きあげ、備品の補
充、男女トイレ清掃等
・床清掃はモップ使用、ごみ収集及
び搬出も行います。＊制服貸与

(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25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25日号

（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） 23010-15564901

（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15分～23時45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） 45030- 1830901

（パートタイム） 歯科衛生士

時給 9時00分～19時00分の

間の5時間以上

雇用期間の定めなし

45060- 1747801

（パートタイム） 交替制あり

時給 (1)8時00分～12時00分

(2)13時00分～17時00分

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） (3)9時00分～15時00分

～令和3年3月20日 又は8時00分～17時00分

契約更新の可能性あり（原則更新） 45060- 1749501 の間の8時間程度

（パートタイム）

時給 (1)12時30分～18時00分

雇用期間の定めなし

45060- 1753401

（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 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- 1726901

（パートタイム）

時給 (1)17時10分～20時10分

雇用期間の定めなし

45060- 1729701

（パートタイム）

時給 7時50分～17時00分の

間の4時間以上

雇用期間の定めなし

45060- 1733601

（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 教諭、幼稚園教諭、

雇用期間の定めなし (3)9時00分～17時00分 その他児童指導員の要件を満たす方

＊いずれかの免許・資格所持で可。

45060- 1743901 普通自動車運転免許

◎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)

児童指導員 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。＊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

850
宮崎県児湯郡新富町大字三納代２１９
７番地５『まーぶるクラブ』

1100

800
宮崎県児湯郡川南町大字川南２１６２
２－１（株）児湯食鳥内

900

労災

不問

900
宮崎県児湯郡川南町大字川南２１６２
２－１（株）児湯食鳥内

900

鶏肉加工（川南町） 有限会社　サンクリーン日向 ○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・日数は相談に応じま
す。
＊詳細は面接時に説明します。

雇用・労災

不問

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１
１０３０－１株式会社ユニフローズ　宮崎
工場

790

（障）電気工事補助【トライ
アル併用求人】

株式会社　ヒロ電巧舎 電気工事の補助業務を行っていただ
きます。主に一般住宅、施設、農業
用電気工事、公共施設等の電気工
事、設備　工事、防犯カメラ設計施
工、井戸工事を行っていますが、こ
れらの工事の補助となります。

雇用・労災

不問

800
宮崎県西都市大字穂北８１４－５

1100

清掃員（川南町） 有限会社　サンクリーン日向 ○動力噴霧器や水道ホースを使用
し、機械清掃作業。
（１２名体制）

＊作業内容変更への柔軟な対応が求
められますが、自分のペースで出来
る仕事です。

≪増員求人≫

雇用・労災

不問

800
宮崎県児湯郡高鍋町大字上江２０７番
地

800

販売／ママンマルシェ 株式会社　デイリーマーム
ママンマルシェ　ＴＡＫＡＮ
ＡＢＥ

○直売店での陳列、販売、接客、レ
ジ対応。＊就業時間につきましては
ご相談に応じます。＊未経験の方で
も応募可能です。＊土日祝祭日の勤
務（月６～８回程度）＊詳細は面接
時に説明します。

労災

不問

790
宮崎県児湯郡高鍋町大字持田５６５４
－１

850

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。

雇用・労
災・健康・
厚生

18歳
以上

850
宮崎県児湯郡川南町大字川南２０３３
６番地

1000

歯科衛生士 こころ歯科クリニック ○歯科衛生士としての歯科医療業務
・歯科医師の診療補助業務
・口腔衛生指導等

＊詳細は面接時に説明します。





労災

不問

1050
宮崎県児湯郡新富町富田３丁目１９－
２

1400

清掃員（病院内） 医療法人　宏仁会　海老原総
合病院

○院内の清掃業務。
院内通路・フロア・病室・男女トイ
レ・ゴミ搬出等＊詳細については面
接時に説明させていただきます。
【更新について】
＊１年毎の更新


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
・手紙配布・授業参観・教室清掃・ペー
パーワーク（報告書、連絡票記入）など

労災

不問

1000
宮崎県児湯郡高鍋町北高鍋１３５２－１
コーポコスモス１０３
ペッピーキッズクラブ高鍋教室

2500

西の丸川南店（パチンコ店の
接客担当）

株式会社　西の丸 ※パチンコの玉積みのない身体に優しい
環境です。ホール内でのお客様へのサー
ビス。
・明るく元気な挨拶と笑顔でお迎え・遊
技台の説明・清掃美化、駐車場の確認や
点検業務・両替、ジュース等の交換依頼
への応対。・賞品陳列、賞品交換業務・
機械メンテナンス、簡易なトラブル対応
など

◎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

◎是非、ハローワーク高鍋（西都市雇用情報センター）へお出でください！

 　☞事業所の画像情報を見ることが出来ます
　　　　ハローワークにある求人検索機 (ご希望の求人票を探すことが出来るパソコンです) で求人票を探される場合に、全てではありませんが事業所の画像情報を見ることが出来ます。求人票画面で「事業所情報表示」というボタンがあれ
ば押してみて下さい。事業所外観・内観、作業風景や製造している商品等を見ることが出来ます。
　 ☞詳しい求人内容を確認できます
　　　　求人検索機に、この求人情報紙の「求人者名」にある４５０６０等で始まる求人番号を入力すると、より詳しい求人条件などが書かれた求人票をご覧になれます。（プリントしてお持ち帰りも可能です）
　　　※求人検索機のご利用方法がおわかりにならない場合は、お気軽に受付でお尋ねください。


