
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）

月給 (1)8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（条件あり） 45010-18547101
（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

普通自動車運転免許
45010-18563901

（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ヶ月未満）

契約更新の可能性あり（条件あり） 45060- 3306501
（フルタイム） 栄養士

月給 (1)8時30分～17時15分 管理栄養士
調理師

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） ＊あれば尚可
令和2年10月1日～令和3年12月31日 普通自動車運転免許
契約更新の可能性なし 45060- 3313201

（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

40140- 3923401
（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

40180-12499201
（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

雇用期間の定めなし

45060- 3289301
（フルタイム）

月給 (1)8時15分～16時45分 普通自動車運転免許

雇用期間の定めなし

45060- 3291401
（フルタイム） 第二種電気工事士、第一種電気工事士

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 ＊いずれかの免許資格所持で可
普通自動車運転免許

45060- 3293801 （社用車：ＭＴタイプ）
（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- 3294201
（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- 3295501
（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- 3297301
（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- 3298601
（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- 3302401
（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

40010-51144901
（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

40010-51145101
（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
＊あれば尚可

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）
令和2年10月1日～令和4年7月31日
契約更新の可能性なし 40010-51282901

◎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)

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

精肉加工販売（正）／宮崎県
西都市

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
・仕入れ業者との対応
・商品管理

雇用・労
災・健康・
厚生

40歳
以下

加工・組立 株式会社　井崎製作所 〇鉄・アルミニウム・ステンレス等の材
料を加工し、様々な形の製　品にしてい
きます。ミリ単位、インチ単位での作業
になりますが　部品加工に欠かせない作
業です。
＊詳細は面接時説明します。

135000
宮崎県児湯郡新富町大字新田１９５８１
航空自衛隊新田原基地内　現場事務所

180000

196000
宮崎県西都市旭１丁目２３番地「うめ
こうじ西都店内」

210000

雇用・労
災・健康・
厚生

40歳
以下 196000

宮崎県児湯郡高鍋町北高鍋３５８１－
１

210000

一般事務／宮崎県児湯郡新富
町

村本建設株式会社九州支店 建設現場事務所内での一般事務全般
・主に書類作成補助
・パソコンを使用した書類作成など
・メールやファックスの送受信


雇用・労
災・健康・
厚生

不問

ゴム成型作業員【急募】 株式会社　マスオカ ○ゴムパッキンの成型
〇ゴム材料裁断作業○一般作業（製品の
運搬、管理等）○金型の運搬作業あり
（１０Ｋｇ以上の物もあります）・その
他付随業務
＊詳細は面接時説明します。


雇用・労
災・健康・
厚生

45歳
以下 165000

宮崎県西都市大字穂北８７０番地

215000

雇用・労
災・健康・
厚生

不問

161500
宮崎県児湯郡新富町大字上富田３２１
５番地

201500

溶接工 有限会社　楠本鉄工建設 ◯建築鉄工の溶接作業になります。
（ガス溶接ができれば尚可）
・組立高所作業あり
・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

18歳
以上 184800

宮崎県児湯郡川南町大字川南２３４６
６番地４

207900

190000
宮崎県西都市大字穂北８７０番地

250000

製品検査員【急募】 株式会社　マスオカ ◯工業用ゴムパッキンの製品検査業務。
・大きさ１ｃｍ～５ｃｍ、軽い製品
・その他付随業務
＊目を使う細かな作業です（目視、レン
ズ：拡大鏡）
＊詳細は面接時説明します。

雇用・労
災・健康・
厚生

不問

200000
宮崎県児湯郡川南町大字川南２２７７
７番地

210000

営業職／西都市【急募】 株式会社　マスオカ ◯取引先顧客回り及び新規開拓
◯顧客管理、見積書・提案書の作成
◯本社工場との納期調整
○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

40歳
以下

雇用・労
災・健康・
厚生

49歳
以下 140000

宮崎県西都市大字穂北８７０番地

167000

128000
宮崎県西都市有吉町２丁目３９番地

180000

空調設備施工及び管工事 有限会社　二幸設備工業 ○空調設備施工修理及び管工事全般業務
・保守点検・工場内配管（給排水）
・ボイラー、ポンプ設置、修理等
・上下水道工事・その他付随業務
＊詳細は面接時説明します。


雇用・労
災・健康・
厚生

不問

170000
宮崎県児湯郡高鍋町大字高鍋町８４２
－８

190000

一般事務 有限会社　豊建設 ○土木建設工事業の一般事務を行ってい
ただきます。・伝票、帳簿の整理・見積
書作成
・パソコン入力（エクセル、ワード）
・電話、来客応対・清掃等
・その他、付随業務


雇用・労
災・健康・
厚生

不問

200766
宮崎県児湯郡川南町大字川南１９９１
２番地５

280097

障害者就労支援員 株式会社　シエル・エ・メー
ル

障害者就労支援Ｂ型事業所での就労
支援としての作業指導、見守り
日常生活をする上での生活支援、指
導、日報、記録などの簡単な事務作
業。

雇用・労
災・健康・
厚生

59歳
以下 140000

宮崎県西都市大字右松字三反田１０７
６－１

155000

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

170000
宮崎県児湯郡川南町大字川南１３６７
６－１

170000

一般事務（西都支店） ヤンマーアグリジャパン株式
会社　九州支社

・電話応対
・来客応対
・伝票整理
・コンピューター入力等の事務処理
全般


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

給食サービス事業：栄養士 社会福祉法人　川南町社会福
祉協議会

〇献立の作成、食材の発注・検収
・概ね６５歳以上の高齢者用の夕食
の献立を立てていただきます。
・献立は、給食・配食システムによ
り作成します。

雇用・労
災・健康・
厚生

不問

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。
○その他付随業務＊詳細は面接時説
明します。臨時期間（試用期間）
３ヶ月→規定に合えば常時雇用登用

雇用・労
災・健康・
厚生

不問

170500
宮崎県児湯郡新富町大字新田字駒取場
１５６７２番地

170500

農作業／川南町 株式会社　宮崎芝園 ・芝生の生育の管理（薬剤・肥料散
布、刈込作業等）
・芝生の出荷作業
＊作業現場は児湯郡内及び宮崎市
＊社有車あり

雇用・労
災・健康・
厚生

44歳
以下

年齢 仕事の内容

事務機器操作スタッフ／新富
町

株式会社　アルボ 九州地区では数少ないシャッターや火災用
非常ドアを製造する会社です。業務内容は
既存のＰＣシステムにデータを入力する作
業になります。会社の雰囲気も良く一から
全て教えて頂けるので、未経験の方でも安
心してご応募下さい。

150000
宮崎県児湯郡川南町香田原１８０３０

190000

(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）

9月23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）

9月23日号

（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00分～9時30分

雇用期間の定めなし

45010-18413501
（フルタイム） 理学療法士

月給 (1)8時30分～17時30分 作業療法士
＊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

45010-18418101
（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 ＊塗装に関する有資格者：採用面で優遇

45060- 3280601
（フルタイム） 交替制あり 保育士

月給 (1)7時30分～16時30分 普通自動車運転免許
(2)9時30分～18時30分

雇用期間の定めなし

45060- 3285801
（フルタイム） ２級土木施工管理技士

月給 (1)8時00分～17時00分 １級土木施工管理技士
＊あれば尚可

雇用期間の定めなし 普通自動車運転免許
社用車　ＭＴタイプ

45060- 3287501
（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 社用車　ＭＴタイプ

45060- 3288001
（フルタイム） フレックス 歯科衛生士

月給 (1)8時30分～17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- 3264901
（フルタイム） 第二種電気工事士

月給 (1)7時50分～17時15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- 3265101
（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- 3270001
（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 フォークリフト運転技能者
普通自動車運転免許

雇用期間の定めなし

42040- 4380301
（フルタイム） 管理栄養士

月給 (1)8時30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- 3247601
（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

(2)10時00分～19時00分

雇用期間の定めなし (3)16時30分～0時00分

又は0時00分～9時00分

45060- 3248901 の間の8時間程度

（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- 3250801
（フルタイム）

月給 (1)9時00分～18時30分

(2)9時00分～12時30分

雇用期間の定めなし

45060- 3251201
（フルタイム） 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 （社用車：ＭＴタイプ）

45060- 3253001
（フルタイム） 8時00分～21時00分の 中型自動車免許

月給 間の7時間程度 大型自動車免許
＊あれば尚可

雇用期間の定めなし 普通自動車運転免許

45060- 3255601
（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 送迎車（ＡＴ）
普通自動車運転免許

45060- 3243201

◎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)

155800
宮崎県西都市白馬町４番地３

174400

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
・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
・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

140000
宮崎県西都市大字三宅１７５番地１

150000

雇用・労
災・健康・
厚生

不問

140000
宮崎県児湯郡新富町富田西２丁目３１
番地

200000

148000
宮崎県児湯郡高鍋町大字上江８１５７
番地

156000

送迎員 有限会社　西都自動車学校 ○西都自動車学校　⇔　生徒さんの
乗り場の送迎業務全般。
◆送迎の範囲：西都市、国富町、佐
土原町、木城町、宮崎市
＊送迎車：２トン車
・その他、付随業務


雇用・労
災・健康・
厚生

不問

ダンプ運転兼軽作業 株式会社　越智工務店 ○４トンダンプ・２トンダンプ運転
業務（社用車ＭＴタイプ）○軽作
業：現場作業、倉庫片付け・草刈り
当
・その他付随業務
＊詳細は面接時説明します。

雇用・労
災・健康・
厚生・財形

18歳
～64
歳 160000

宮崎県児湯郡高鍋町大字上江８１０８
番地

180000

雇用・労
災・健康・
厚生

不問

受付事務 関歯科診療所 〇受付業務全般（窓口での受付業務、電
話対応、レセプト整理、患者の対応、書
類作成など）〇歯科医師の指示により、
助手としての補助業務〇診療に係る機
材、器具、薬品の準備や片付け・その他
付随業務

雇用・労
災・健康・
厚生

不問

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）その他付随業務
※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。＊
詳細は面接時に説明します。

雇用・労
災・健康・
厚生

18歳
以上 200000

宮崎県西都市大字調殿１０１０番地

240000

正看護師 医療法人　恵喜会　西都病院 ・病院内における看護業務全般
・精神科病棟等での看護業務に従事して頂
きます。パート等も御相談下さい。ブラン
クのある方、精神科未経験の方も応募可能
です。その他付随する業務＊詳細は面接時
説明します。

雇用・労
災・健康・
厚生

59歳
以下 240000

宮崎県児湯郡川南町大字川南字豊原２
１７３１－１２

300000

放血作業、懸鳥作業 中尾産業 ○放血作業：生きた鳥の首をロー
ラーに入れる作業及び検査の作業に
なります。
・ライン作業で座り作業になりま
す。

○懸鳥作業：ブロイラー生鳥を

管理栄養士 社会福祉法人　聖山会　特別養護老
人ホーム　フェニックス

入居者様の食事の献立作成、栄養管
理、食材管理など栄養業務全般
その他付随業務
詳細は面接時説明します。

配車業務（宮崎営業所） 株式会社　村里運輸 ○配車業務
○一般事務
◎ハローワークの紹介状が必要です

188000
宮崎県児湯郡川南町大字川南１７９７
９番地８７

211600

雇用・労
災・健康・
厚生

不問

182500
宮崎県児湯郡新富町大字新田４１８０
番地

210500

176000
宮崎県児湯郡西米良村大字竹原４０６
番地

330000

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。
その他付随業務
＊詳細は面接時説明します。

雇用・労
災・健康・
厚生

不問

170000
宮崎県児湯郡高鍋町大字北高鍋１０２
４－１

255000

電気工事士 株式会社　甲斐電機工事 ◯電気工事現場施工を主として、電
気配線工事、空調工事、消防設　備
工事に従事して頂きます。
◯技能に応じ、現場施工管理もお願
いします。

雇用・労
災・健康・
厚生

不問

193000
宮崎県西都市中妻２丁目９７番地

301000

雇用・労
災・健康・
厚生

不問

180000
宮崎県児湯郡西米良村大字竹原４０６
番地

350000

現場作業員（トライアル併用
求人）

有限会社　佐伯建設 ○土木工事現場の土木作業、補助作
業。主に公共事業、道路、河川工事
・その他付随業務
＊詳細は面接時説明します。

雇用・労
災・健康・
厚生

不問

現場施工管理者（トライアル
併用求人）

有限会社　佐伯建設 ○土木工事現場の土木作業、補助作
業。主に公共事業、道路、河川工事
・その他付随業務
＊詳細は面接時説明します。

雇用・労
災・健康・
厚生

不問

220000
宮崎県西都市大字南方２２５７－２

330000

保育士 特定非営利活動法人　ヒマワ
リ保育園

０歳～２歳児の保育全般業務。（園児２
０名）主に未満児担当
○１年間の行事企画・運営等。・今まで
の予定表がありますので利用してかまい
ません。
○園児の記録作成、管理。

雇用・労
災・健康・
厚生

不問

塗装工 有限会社中武塗装 ○建築現場にて、外部・内部の塗装
○防水等の塗装に関わる作業全般
・その他付随業務
＊詳細は面接時説明します。

170000
宮崎県児湯郡高鍋町大字上江８１２９
番地

200000

177000
宮崎県児湯郡新富町大字新田３６９３
－１

220000

雇用・労
災・健康・
厚生

64歳
以下 198000

宮崎県児湯郡新富町大字新田３６９３
－１

232000

リハビリスタッフ・理学療法
士・作業療法士／オーシャン

有限会社　安中工業（民間救
急サービス　オーシャン）

・訪問看護事業所「ナーシングセン
ター・オーシャン」に在籍し、弊社事業
の有料老人ホームの利用者、又は周辺の
訪問看護事業のサービス利用者に対し
て、リハビリを行っていただきます。


雇用・労
災・健康・
厚生

64歳
以下

正看護師／ナーシングホー
ム・オーシャン

有限会社　安中工業（民間救
急サービス　オーシャン）

医療介護対応型ホーム「ナーシング
ホーム・オーシャン」にて定数１３
名の中・重度の利用者様に対する看
護業務を行います。



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） 保育士、看護師

時給 (1)10時00分～12時00分 幼稚園教諭免許（専修・１種・２種）
(2)13時00分～17時00分 民間のベビーシッター資格、チャイルドマインダー資格

雇用期間の定めなし 又は10時00分～17時00分 ＊あれば尚可
の間の2時間以上 ＊いずれかの免許資格所持で可

45060- 3304801 普通自動車運転免許
（パートタイム） 大型特殊自動車免許

時給 (1)8時00分～17時00分 車両系建設機械（整地・運搬・積込用及び掘削用）運転技能者

車両系建設機械（基礎工事用）運転技能者

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2年11月1日～令和3年5月31日 ＊あれば尚可
契約更新の可能性なし 45060- 3307001

（パートタイム） 大型特殊自動車免許
時給 (1)8時00分～17時00分 普通自動車運転免許

雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）
～令和2年12月27日
契約更新の可能性あり（条件あり） 45060- 3308301

（パートタイム）
時給 (1)8時00分～17時00分 普通自動車運転免許

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）
令和2年11月1日～令和3年5月31日
契約更新の可能性なし 45060- 3309601

（パートタイム）
時給 (1)15時00分～19時00分

雇用期間の定めなし

45060- 3311701
（パートタイム） 歯科衛生士

時給 (1)15時00分～19時00分

雇用期間の定めなし

45060- 3312801
（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

40180-12487101
（パートタイム）

時給 (1)10時00分～16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- 3290101
（パートタイム） 交替制あり 作業療法士

時給 8時30分～17時00分の 理学療法士
間の4時間以上 ＊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- 3292701
（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- 3296001
（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

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）
～令和3年6月30日
契約更新の可能性なし 45060- 3300901

（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

雇用期間の定めなし

45060- 3301101
（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

40010-51149201
（パートタイム）

時給 18時00分～1時30分の

間の4時間程度

雇用期間の定めなし

45060- 3278201
（パートタイム）

時給 (1)18時00分～21時30分

又は18時00分～1時30分

雇用期間の定めなし の間の4時間程度

45060- 3279501
（パートタイム）

時給 (1)7時30分～13時00分

普通自動車運転免許
雇用期間の定めなし 社用車：軽ワゴンタイプＡＴ車

45060- 3281901
（パートタイム）

時給 (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- 3282101

◎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)

○愛犬のお食事やおやつの製造：お肉やお
野菜のカット作業、ハーブ粉末の粉砕・調
合、計量・袋詰め作業など行っていただき
ます。○出荷梱包作業商品へのラベル貼
り、ピッキング作業、箱詰作業など行って
いただきます。その他付随業務＊詳細は面
接時説明します。

労災
18歳
以上 850

宮崎県西都市大字三宅字下鶴９４６５
－２

850

袋詰め作業員 武本青果店

790
宮崎県児湯郡川南町大字平田２３７２
―１３

790

◯店舗内での野菜や果物の選別、袋詰め
作業。◯取引先への配達（エリア：川南
町内）
◯納品書作成：専用フォーマットへ入力
・その他付随業務
＊詳細は面接時説明します。


雇用・労災

雇用・労
災・健康・
厚生

不問

850
宮崎県児湯郡高鍋町大字上江６６５１
－９２

950

不問

850
宮崎県西都市大字三宅字下鶴９４６５
－２

850

ホールスタッフ 株式会社ジョイフル宮崎西都
店

調理スタッフ

ペットフード製造 ビッグウッド　株式会社　宮
崎工場

○お客様のご注文承りから料理の運搬、
会計作業が主な業務。客席担当に慣れて
いただいた後にウエイター、ウエイトレ
ス補助　業務、清掃作業を行います。そ
の他付随業務＊詳細は面接時説明しま
す。

雇用・労
災・健康・
厚生

69歳
以下 800

宮崎県児湯郡高鍋町大字北高鍋３５８
１－１

850

株式会社ジョイフル宮崎西都
店

○調理・調理補助。
・仕込み、食材準備（解凍）、食材補
充、皿洗い等。まず清掃作業から覚えて
いただきます。その後、グリル調理、サ
ラダ調理を順々に覚えていただきます。
その他、付随業務


労災
18歳
以上

商品発送管理事務 ワールドワイドトレード株式
会社

○通信販売サイトやふるさと納税返礼品等
の各種商品手配から出荷　までの事務手続
き、顧客電話対応、及び梱包作業となりま
す。パソコンでの管理作業があります。
（Ｅｘｃｅｌ、Ｗｏｒｄの実務が必須で
す。）その他付随業務＊詳細は面接時説明
します。

雇用・労
災・健康・
厚生

不問

1000
宮崎県西都市大字黒生野１８４２番地

1000

精肉加工販売／宮崎県児湯郡 株式会社　エル三和
アタックス高鍋店内

スーパー内の精肉ブースでの作業
・社員の補助・パック詰め、値札貼
り
・商品の衛生管理
・簡単な接客

ニラ農作業員 星原　佑介 ○主にニラの選別・計量・検査等
○その他、付随作業をお願いするこ
とがあります。
＊詳細は面接時に説明します。




その他
不問

800
宮崎県西都市大字調殿１３４５－４

1000

農作業員 比恵島　学 ◯ビニールハウス　６反でキュウリ
収穫作業、手入れ、キュウリの　箱
詰め作業、ハウスの片づけ等、その
他付随業務
＊詳細は面接時説明します。


その他
不問

790
宮崎県児湯郡新富町大字新田１１５５
２番地５

790

乳製品製造員 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）
・その他付随業務


労災
不問

800
宮崎県児湯郡川南町大字平田１２３８

800

理学療法士または作業療法士
（訪問）

株式会社　ＲＥ－ＰＬＵＳ ○訪問先でのリハビリテーション業
務を担当していただきます。
・関係医療福祉機関との連携、看護
記録の記入
・その他、付随業務

労災
不問

1200
宮崎県児湯郡木城町大字椎木１７７１
番地１

1300

歯科衛生士 西都さくら歯科医院 ○歯科衛生士業務全般を行っていただき
ます。・歯科医師補助業務。
・患者さんへ口腔ケア、衛生指導等。
＊その他付随業務
＊詳細は面接時に説明します。



雇用・労災
不問

1100
宮崎県西都市右松３丁目２番地

1100

庫内整理（宮崎） 株式会社　九州児湯フーズ ・冷蔵庫、冷凍庫内も整理作業
・トラックへの積み込み
・ピッキング作業

雇用・労災
不問

900
宮崎県児湯郡川南町大字川南１９９１
２番地５

1000

軽トラック、２トントラック
運転・収穫・回収作業員

株式会社　ＩＬｏｖｅファー
ム

◯主に露地畑（川南町・都農町）での収
穫された作物（ブロッコリ　ー）を回収
し、軽トラック叉は２トントラックで運
搬作業。
○作業の流れをつかんでもらうまでは収
穫の作業がメインです。その他付随業務

雇用・労災
不問

1000
宮崎県児湯郡川南町大字川南字孫谷南
１２２６４－１６

1050

歯科助手 西都さくら歯科医院 ○歯科助手業務全般を行っていただきま
す・歯科医師、歯科衛生士の補助業務。
・診療補助、受付等。
・清掃等、その他付随する業務
＊その他付随業務
＊詳細は面接時に説明します。


雇用・労災
不問

950
宮崎県西都市右松３丁目２番地

950

年齢 仕事の内容

大型トラクター運転作業員 株式会社　ＩＬｏｖｅファー
ム

◯露地畑（川南町・都農町）でのトラク
ター作業です。主に肥料の散布、畑の整
地作業になります。その他付随業務
＊詳細は面接時に説明します。
＊未経験者でも興味のある方歓迎



その他
不問

850
宮崎県児湯郡新富町大字上富田１

850

ブロッコリーの氷詰め、積込
作業

株式会社　ＩＬｏｖｅファー
ム

雇用・労災
不問

1100
宮崎県児湯郡川南町大字川南字孫谷南
１２２６４－１６

1150

保育 Ｒａｄｉａｎｃｅ宮崎
新富町総合交流センター　きらり内

２０２０年１１月に託児付きのサル
サダンス教室・コーチングスクール
を始めます。レッスンに来られる方
のお子様をお預かりする一時保育の
仕事です。その他付随業務

1000
宮崎県児湯郡川南町大字川南字孫谷南
１２２６４－１６

1050

○選別され、箱詰されたブロッコ
リーに氷詰め
○氷詰めされた製品をパレットに積
込
・その他付随業務。力仕事になりま
す。＊詳細は面接時に説明します。


雇用・労災
不問

(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）

9月23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）

9月23日号

（パートタイム）
時給 (1)17時00分～20時00分

雇用期間の定めなし

45060- 3283401
（パートタイム）

時給 (1)10時00分～14時30分

雇用期間の定めなし

45060- 3284701
（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- 3286201
（パートタイム）

時給 (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）
令和2年10月1日～令和3年3月31日
契約更新の可能性なし 45060- 3263601

（パートタイム）
時給 (1)8時00分～16時00分

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

契約更新の可能性あり（原則更新） 45060- 3266401
（パートタイム） 交替制あり 看護師

時給 (1)8時00分～17時00分 准看護師
(2)9時00分～13時00分 ＊いずれかの免許資格所持で可

雇用期間の定めなし (3)13時00分～17時00分

45060- 3267701
（パートタイム） 准看護師

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

雇用期間の定めなし 普通自動車運転免許

45060- 3271301
（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- 3274101
（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- 3275401
（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- 3276701
（パートタイム） 交替制あり

時給 (1)9時00分～15時00分

(2)15時00分～0時00分

雇用期間の定めなし 又は9時00分～0時00分

の間の4時間程度

45060- 3252501
（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- 3254301
（パートタイム）

時給 (1)20時00分～0時00分

雇用期間の定めなし

45060- 3256901
（パートタイム） 簿記実務検定３級

時給 (1)9時00分～12時00分 ＊あれば尚可

雇用期間の定めなし

45060- 3261001
（パートタイム）

時給 10時00分～22時00分の

間の2時間以上

雇用期間の定めなし

45060- 3262301
（パートタイム）

時給 (1)8時00分～12時00分

雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）
令和2年9月23日～令和2年11月22日
契約更新の可能性なし 45010-18238001

（パートタイム）
時給 (1)7時00分～14時00分 普通自動車運転免許

雇用期間の定めなし

45060- 3242801

◎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)

一般事務 有限会社　都農青果卸市場 ○パソコンを使用した伝票入力作業が主
な仕事です。
○その他の業務として：電話・来客対
応、郵便物の発送等、場内での軽作業す
るときがあります。
＊詳細は面接時に説明します。

雇用・労災
不問

労災
不問

労災
不問

800
宮崎県児湯郡高鍋町大字高鍋町８７８
番地

1000

800

800
宮崎県児湯郡都農町大字川北５４３６
番地

800

労災
20歳
以上

宮崎県児湯郡新富町大字新田１５２５
番地１３

900

1100
宮崎県児湯郡高鍋町大字高鍋町６８７

1100

農作業／高鍋町 株式会社　スープル　宮崎支
店

・農業の体験就業を行う「お試し就農」
ですキュウリの収穫や管理、出荷作業な
どのお仕事です。
＊「お試し就農」は宮崎県の事業で農業
へのチャレンジをサポートするもので
す。

雇用・労災
不問

900
宮崎県児湯郡高鍋町大字蚊口浦５２０
４

900

店舗スタッフ 有限会社　ＴａｎｄＦ ○焼肉店内の厨房、ホールでの調
理、接客、片付け、清掃等の仕事で
す。その他、付随業務
＊詳細は面接時に説明します。




事務スタッフ 株式会社　海翔 ○データ入力、書類作成、書類整理
などの基本的な事務業務：電話応
対、室内外清掃、雑務等、その他、
付随業務
※詳細は、面接時に説明します

接客（スナック） スナック　はなみずき ○スナックにて、お客様にお酒等を
提供し、楽しくお話をしてもらう仕
事です。その他、付随業務
＊詳細は面接時に説明します。

ホールスタッフ 株式会社　ジョイフル　新富
店

○店内での接客業務全般。
・お客様のご注文（端末操作あり）の承
りから料理の配膳。デザートの盛り付け
等、調理の仕事も含む。
・会計操作。・清掃作業等。・その他、
付随業務。

雇用・労災
18歳
以上 850

宮崎県児湯郡新富町大字日置１－６０
７－１１

850

ホールスタッフ：１７時～２
２時担当

株式会社　サイトーファーム
焼肉苑　齋藤牧場

◯店内接客業務全般
・お客様からのオーダー受付
・給仕から後片付け、レジ
・洗い場・店内外清掃・その他付随業務
＊詳細は面接時に説明します。

雇用・労災
不問

950
宮崎県西都市大字妻１５２０－１

1000

850
宮崎県西都市大字妻１５２０－１

950

◯店内接客業務全般
・お客様からのオーダー受付
・給仕から後片付け、レジ
・洗い場・店内外清掃
＊詳細は面接時に説明します。

雇用・労災

雇用・労災
18歳
以上 1543

宮崎県西都市御舟町２丁目４５

1543

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
相談に応じます


雇用・労
災・健康・
厚生

不問

800
宮崎県児湯郡高鍋町大字北高鍋２５８
６－１

900

ホールスタッフ：１０時～１
５時担当

株式会社　サイトーファーム
焼肉苑　齋藤牧場

雇用・労災
不問

900
宮崎県児湯郡川南町大字川南１２７１
５－１

1100

不問

菓子製造担当（高鍋店） 株式会社　押川春月堂本店 〇和菓子・洋菓子の簡単な製造業務：
ケーキの飾り付け、フィルム巻き、材料
の軽量商品の袋詰め、箱詰め等簡単な作
業・工場内勤務の為接客業務等はありま
せん。＊詳細は面接時説明します。

正看護師又は准看護師（デイ
サービス　みのり）

株式会社　ダイナリ ○デイサービスでの看護・介護業務
・食事介助、入浴介助、排泄介助
・送迎と介助
・その他付随業務
＊詳細は面接時説明します。

労災
不問

1000
宮崎県西都市右松２５０３番地１

1300

宮崎県児湯郡新富町大字上富田２９３
３－３

850

看護職員 株式会社　プラスワン ○デイサービス内での看護、健康管理、
機能訓練等業務。
・食事介助、入浴介助、排泄の介助。
・レクレーション介助等・その他付随業
務
＊詳細は面接時説明します。

雇用・労災
不問

800

雇用・公
災・健康・
厚生

不問

897
宮崎県児湯郡高鍋町大字上江８４３７

925

調理補助（デイサービス陽
（はる））

有限会社　児玉商事 ○デイサービス利用者の昼食等の調理補
助業務。１日昼食を５０～６０食作りま
す
・昼食を調理する準備等・昼食後の片付
け等
・その他付随業務＊詳細は面接時説明し
ます。

800
宮崎県児湯郡高鍋町大字北高鍋２１０
０－３０

800

会計年度任用職員：事務補助
（税務課：週３５時間）

高鍋町役場 ○税務課において、一般事務全般のお仕
事をしていただきます。主な担当業務：
収納業務、窓口対応、電話対応等※その
他、付随業務をお願いする事もありま
す。
※詳細は面接時に説明します。


受付事務 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。・その他付随業務
＊詳細は面接時説明します。

雇用・労
災・健康・
厚生

不問

うどんそば処　うらしま ○店内での接客業務全般
・レジ、電話、来客対応
・配膳、片づけ等・備品補充等
・掃除等（トイレ掃除を含む）・その他
付随業務＊詳細は面接時説明します。


労災
不問

820
宮崎県西都市水流崎町１１番地

850

店内スタッフ（１０：００～
１４：３０）

うどんそば処　うらしま ○店内での接客業務全般。
・レジ、電話、来客対応。
・配膳、片づけ等。・備品補充等。
・掃除等（トイレ掃除を含む）
・その他付随業務＊詳細は面接時に説明
します。


雇用・労災
不問

800
宮崎県西都市水流崎町１１番地

810

店内スタッフ／１７時～２０
時


