
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） フレックス

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- 3075201
（フルタイム） 変形（1年単位）

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- 3076501
（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- 3077001
（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- 3078301
（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：各種あり

45060- 3079601
（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：各種あり

45060- 3081701
（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：各種あり

45060- 3082801
（フルタイム） 変形（1ヶ月単位） 看護師、ホームヘルパー２級

月給 (1)17時00分～8時00分 介護福祉士
ヘルパー１級、介護職員初任者研修

雇用期間の定めなし ＊あれば尚可
＊いずれかの免許・資格所持で可

45060- 3083201 普通自動車運転免許
（フルタイム） 変形（1ヶ月単位） 介護福祉士、准看護師

月給 (1)7時00分～16時00分 ホームヘルパー２級、正看護師、
(2)8時00分～17時00分 ヘルパー１級、介護職員初任者研修

雇用期間の定めなし (3)10時00分～19時00分 ＊あれば尚可
(4)17時00分～8時00分 ＊いずれかの免許・資格所持で可

45060- 3084501 普通自動車運転免許
（フルタイム） 変形（1年単位） 第二種電気工事士

月給 (1)9時00分～18時00分 家電製品アドバイザー
＊あれば尚可

雇用期間の定めなし 普通自動車運転免許

45060- 3085001
（フルタイム） 交替制あり 栄養士

月給 (1)5時00分～14時00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30分

45060- 3086301
（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)17時00分～8時30分

雇用期間の定めなし (3)8時30分～8時29分

45060- 3087601
（フルタイム） 交替制あり

月給 (1)5時00分～14時00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30分

45060- 3088901
（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- 3091201
（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- 3092501

◎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

オンライン人事労務アシスタ
ント（在宅勤務）

株式会社　キャスター クライアントの給与計算フローを把握し、
給与計算業務のオンライン化や、アシスタ
ントへのディレクションを行っていただき
ます。
クライアントのパフォーマンス向上に寄与
できる、やりがいのあるお仕事です
＊詳細は面接時説明します。
＊時短勤務応相談

168000
宮崎県西都市大字鹿野田１１３６５番
地１

240000

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

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（お子様連
れＯＫです）

雇用・労
災・健康・
厚生・財形

不問

224000
宮崎県児湯郡木城町大字高城２５１８
番地１

268800

施工管理：土木施工管理部
（トライアル併用求人）

株式会社　ビズ ◯公共工事（県、市町村）の現場管
理全般◯民間工事（住宅基礎工事、
外構工事に伴う土木工事）の現場管
理全般
・現場管理：計画書作成、写真撮
影、管理：パソコン使用・その他、
付随業務

雇用・労
災・健康・
厚生

40歳
以下

142000
宮崎県児湯郡木城町大字高城２５１８
番地１

180000

木材伐採・重機オぺレーター
（山林部）

木城林産　株式会社 ○林業の伐採及び重機オペレーター

・高性能林業機械やパワーショベル
オペレーターの仕事。その他付随業
務。未経験でも山の仕事、重機の操
作に興味のある方を歓迎します。

雇用・労
災・健康・
厚生

不問

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


180000
宮崎県児湯郡高鍋町大字北高鍋８３番
地１

275000

施工管理：建築部（トライア
ル併用求人）

株式会社　ビズ ○民間建築工事（主に住宅）の製
図・施工管理
・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

180000
宮崎県児湯郡高鍋町大字北高鍋８３番
地１

350000

現場施工：施工部（トライア
ル併用求人）

株式会社　ビズ ○民間外構工事の現場施工
○公共土木工事の現場施工
○民間土木工事の工事施工
○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

195000
宮崎県児湯郡川南町大字川南１８０７
３番地１

225000

介護職 有限会社　あかつき ○グループホーム（定員１８名）で
生活する人の介護及び食事の世　話
等、見守り等。その他付随業務
○資格取得で正社員登用になりま
す。
＊詳細は面接時説明します。

雇用・労
災・健康・
厚生

不問

250000
宮崎県児湯郡高鍋町大字北高鍋８３番
地１

350000

介護職（夜勤専門：１７時～
翌８時）

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


雇用・労
災・健康・
厚生

18歳
以上

164900
宮崎県児湯郡都農町大字川北１０４５
－１

169820

栄養士 医療法人　宏仁会　海老原総
合病院

病院での栄養士業務
病院食（朝食・昼食・夕食）の調理
業務
食器の洗浄、後片付け等
特別食対応有
簡単なパソコン操作
その他付随業務


雇用・労
災・健康・
厚生

不問

144000
宮崎県児湯郡川南町大字川南１８０７
３番地１

152000

家庭用電器製品小売【トライ
アル併用求人】

有限会社　クロキ兄弟商会 電化製品の販売・設置・工事・修
理・取扱説明など。既存のお客様を
大切にし、新規開拓訪問はしていま
せん（新規の飛び込み営業などはあ
りません）
・取引先のほとんどが、都農町とそ
の周辺の個人宅のお客様です。その
他付随業務

雇用・労
災・健康・
厚生

不問

143100
宮崎県児湯郡高鍋町大字上江２０７番
地

147600

調理業務 医療法人　宏仁会　海老原総
合病院

病院食（朝食・昼食・夕食）の調理
業務、食器の洗浄、後片付け等
特別食対応有
その他付随業務
３交代制となります（６名～７名体
制）＊詳細は面接時に説明します。

雇用・労
災・健康・
厚生

不問

142100
宮崎県児湯郡高鍋町大字上江２０７番
地

173100

施設管理業務 医療法人　宏仁会　海老原総
合病院

〇施設全般の点検、保守管理業務
（電気・空調・給排水等）
〇施設環境整備：備品修理、施設内
外清掃（トイレ清掃なし）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

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（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
・その他付随業務


雇用・労
災・健康・
厚生

不問

132900
宮崎県児湯郡高鍋町大字上江２０７番
地

142100

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
・その他付随業務


雇用・労
災・健康・
厚生

18歳
以上

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

(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7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7日号

（フルタイム） 交替制あり その他の福祉・介護関係資格
月給 (1)8時30分～17時30分 普通自動車運転免許

(2)9時00分～18時00分

雇用期間の定めなし (3)9時30分～18時30分

45060- 3094301
（フルタイム） 交替制あり 保育士

月給 (1)8時30分～17時30分 普通自動車運転免許
(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- 3095601
（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- 3097101
（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 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 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- 3099701 普通自動車運転免許
（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　軽トラック

45060- 3100601
（フルタイム） 変形（1年単位） 普通自動車第二種免許

月給 (1)7時00分～18時00分 １種取得後３年以上
(2)9時00分～1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)18時00分～9時00分 普通自動車運転免許

45060- 3101901
（フルタイム） 変形（1年単位） 大型自動車第二種免許

月給 6時00分～22時00分

の間の8時間程度

雇用期間の定めなし

45060- 3102101
（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

雇用期間の定めなし

45060- 3103401
（フルタイム） 交替制あり

月給 (1)9時00分～17時00分 普通自動車運転免許
(2)16時20分～0時20分

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 又は9時00分～0時20分

の間の5時間

契約更新の可能性あり（条件あり） 45060- 3104701
（フルタイム） 交替制あり

月給 (1)8時40分～17時20分 普通自動車運転免許
(2)16時00分～0時40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- 3105801
（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
(2)16時20分～0時20分

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 又は9時00分～0時20分

の間の5時間以上

契約更新の可能性あり（条件あり） 45060- 3106201
（フルタイム） 変形（1ヶ月単位）

月給 (1)9時00分～0時00分

雇用期間の定めなし

27060-25778101
（フルタイム）

月給 (1)7時50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ヶ月未満）

令和2年9月7日～令和2年10月31日

契約更新の可能性あり（条件あり） 45010-17141601
（フルタイム） 変形（1ヶ月単位）

月給 (1)9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

45010-17217401
（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
普通自動車運転免許

雇用期間の定めなし 社用車は１トン・２トン車

45060- 3036001

◎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)

180000
宮崎県児湯郡新富町大字三納代２１９
７番地５

220000

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）その他、付随業務
＊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。


児童発達支援管理責任者 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童への支援を
行います。
・計画・運営。個別支援計画、特別支援計
画の作成、ご家族との面談、相談、支援業
務、支援に関する管理業務、会議運営、職
員指導、送迎業務（社用車あり、範囲：児
湯郡・西都）、その他、付随業務

雇用・労
災・健康・
厚生

不問

145000
宮崎県児湯郡高鍋町大字南高鍋８８１
４番地１

160000

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）
・その他、付随業務

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

事務職 株式会社　山口鉄工建設 建設業における事務業務。
縁の下の力持ちとして職場をサポー
トする仕事です。具体的には、請求
書などの各種書類作成、帳簿整理・
管理、受発注処理、電話・来客の対
応など。その他付随業務

雇用・労
災・健康・
厚生

不問

145000
宮崎県児湯郡高鍋町大字南高鍋８８１
４番地１

170000

タクシー乗務員（西都又は川
南）：トライアル併用求人

三和交通　株式会社 ○タクシー乗務員業務。（養成乗務
員制度あり）
・その他、付随業務


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

180000

鉄工員 株式会社　山口鉄工建設 ○工場内で機械操作での加工
○溶接作業
・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

180000
宮崎県西都市御舟町１丁目８３

220000

総合職 三和交通　株式会社 ○将来の管理職を目指すために全業
務を経験し、実績を築きつつ、　管
理職としての役割を身につけていき
ます。
○営業・事務・運行など、全部門の
業務に携わっていただきます。
・その他、付随業務


雇用・労
災・健康・
厚生・財形

18歳
以上

133056
宮崎県西都市御舟町１丁目８３
本社

133056

バス乗務員 三和交通　株式会社 ○路線バス乗務員（西都市内）
　または貸切バス乗務員（宮崎営業
所所属）
※６０歳以上の高齢者の方歓迎いた
します。

雇用・労
災・健康・
厚生・財形

不問

176400
宮崎県児湯郡高鍋町大字北高鍋２４４
５番地

176400

ホールスタッフ 岩下兄弟　株式会社　モナコ
パレス高鍋店

◯パチンコ店内でのカウンター及び
ホールでの接客業務全般。
・お客様へ店内設備のご案内や遊戯
台及びその説明。
・その他、付随業務。

※１年毎の更新


雇用・労
災・健康・
厚生・財形

不問

160000
宮崎県西都市御舟町１丁目８３

180000

ホール係 岩下兄弟　株式会社　モナコ
パレス高鍋店

◯パチンコ店内でのカウンター及び
ホールでの接客業務全般。
・お客様へ店内設備のご案内や遊戯
台及びその説明。
・その他、付随業務。

※１年毎の更新


雇用・労
災・健康・
厚生

18歳
以上

176400
宮崎県西都市大字三宅字下鶴９４３１

176400

店長候補（高鍋菖蒲池店） 株式会社　あきんどスシロー ○店舗の営業

商品の仕込み、売上管理や７０～１
００名の店舗スタッフの

人材管理等、店舗運営及びマネジメ
ント業務全般に関する


雇用・労
災・健康・
厚生

18歳
以上

184700
宮崎県児湯郡高鍋町大字北高鍋２４４
５番地

184700

ホール係（本店） 岩下兄弟　株式会社　西都事
務所

◯パチンコ店内でのカウンター及び
ホールでの接客業務全般
◯お客様への店内設備のご案内や遊
技台及びその説明
◯その他、附随業務

＊１年毎更新。


雇用・労
災・健康・
厚生

18歳
以上

163400
宮崎県児湯郡新富町大字新田

163400

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

雇用・労
災・健康・
厚生・財形

18歳
～35
歳

193500
宮崎県児湯郡高鍋町大字北高鍋字菖蒲
池東南４７８１

215000

惣菜類の軽量・検品・梱包 スタッフラインズ　株式会社 ・食品工場内での惣菜製造のお仕事
です。主に計量・検品・梱包のお仕
事となります。未経験の方でも丁寧
にお教えしますので、お気軽にご応
募ください。工場見学後からのお仕
事開始となりますので安心です。

雇用・労
災・健康・
厚生

不問

168000
宮崎県児湯郡新富町富田３丁目３２

201600

雇用・労
災・健康・
厚生

29歳
以下

157500
宮崎県宮崎市花ケ島町屋形町１１７９
宮崎日産自動車宮崎店

199000

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）
・配達エリア：主に児湯郡、西都市

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）

9月7日号

（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- 3037301
（フルタイム） 大型自動車免許

月給 (1)8時00分～17時00分 フォークリフト運転技能者
＊あれば尚可

雇用期間の定めなし （社用車：ＡＴタイプ、ＭＴタイプ）

普通自動車運転免許
45060- 3038601

（フルタイム） 変形（1年単位） ２級配管技能士
月給 (1)8時00分～17時00分 ２級管工事施工管理技士

給水装置工事責任技能者
雇用期間の定めなし ＊あれば尚可

＊いずれかの免許・資格所持で可
45060- 3039901 普通自動車運転免許

（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 （社用車あり　ＭＴタイプ）

45060- 3040701
（フルタイム） 変形（1年単位）

月給 (1)8時00分～16時55分 普通自動車運転免許

雇用期間の定めなし

45060- 3042201
（フルタイム） 介護福祉士

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

契約更新の可能性あり（条件あり） 45060- 3044001
（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 管工事関係資格保有者は優遇

45060- 3045301
（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 管工事関係資格保有者は優遇

45060- 3046601
（フルタイム） 変形（1ヶ月単位） 介護福祉士

月給 (1)8時30分～17時30分 看護師
(2)8時30分～12時30分 准看護師

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） ヘルパー２級
＊いずれかの免許・資格所持で可

契約更新の可能性あり（条件あり） 45060- 3047901
（フルタイム） 変形（1ヶ月単位） 看護師

月給 (1)7時30分～17時00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- 3048101
（フルタイム） 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- 3049401
（フルタイム） 変形（1ヶ月単位） 准看護師

月給 (1)7時30分～17時00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- 3051501
（フルタイム） 変形（1ヶ月単位） 看護師

月給 (1)7時30分～17時00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- 3052001
（フルタイム） 社会福祉士

月給 (1)8時30分～17時30分 介護支援専門員（ケアマネージャー）

介護福祉士
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 看護師

＊いずれかの免許・資格所持で可
契約更新の可能性あり（原則更新） 45060- 3053301 普通自動車運転免許

（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

上記免許は現場代理人用　
雇用期間の定めなし ◆現場作業員：無資格でも応募可

＊いずれかの免許・資格所持で可
45060- 3054601 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)

会計事務所スタッフ 有限会社　黒木コンピュータ
会計事務所

お客様を担当し、税務申告のための
書類や資料を作成したり、お客様へ
の報告や経営相談の聞き取り等を
行って頂くお仕事です。顧問先へ訪
問することもあれば、事務所内で事
務作業をすることもあります。

161000
宮崎県西都市大字下三財古城屋敷７７
７０

230000

配管工 有限会社　西都水道 ○水道配管作業全般業務。
・屋内外の配管工事作業。
・土方作業もある為、暑さ等で体力
を有します。
・その他、付随業務

雇用・労
災・健康・
厚生

不問

183000
宮崎県西都市右松１９９２－２

320000

トラック運転手：４トン叉は
１０トン

株式会社　コーポレーショ
ン・クリエイト

４トントラック叉は１０トントラッ
クでのチップ（のこくず）の配達業
務
（配達エリア：宮崎県内）
＊現業務担当４人
○その他、付随業務

雇用・労
災・健康・
厚生

不問

189000
宮崎県西都市大字妻１６９４－１

220000

加工機の操作 有限会社　シンコーエンジニ
アリング

○機械を使って金属部品を作る仕事
です。＊未経験の方でも丁寧に指導
します。図面の見方、加工機械の操
作を覚えて、設備の部品を作ってい
だきます。その他、付随業務


雇用・労
災・健康・
厚生

不問

184000
宮崎県西都市大字妻１６９４－１

200000

営業（リフォームアドバイ
ザー）

有限会社　西都水道 ◯住宅、店舗リフォーム工事の提
案、見積り、現場管理全般
・パソコンによる書類作成（ワー
ド、エクセル等）その他、付随業務

雇用・労
災・健康・
厚生

不問

203000
宮崎県西都市大字清水７９２番地１

237000

配管工：月給制【トライアル
併用求人】

有限会社　関原設備工業 ○消火・配管工事・衛生工事・水道
工事等を行っていただきます。
・公共事業、個人、病院等の業務と
なります。
・その他、付随業務

雇用・労
災・健康・
厚生

40歳
以下

137000
宮崎県児湯郡川南町大字川南字名貫２
０２２２－４

245000

生活相談員（デイサービ
ス）：嘱託職員

社会福祉法人　日章福祉会
養護老人ホーム静和園

○デイサービスセンターにおける生
活相談員及び介護業務全般。（定員
２５名）食事介助、入浴介助、排泄
介助、着替え等の介助や身の回りの
介　助や見守りがあります。

雇用・労
災・健康・
厚生

不問

230000
宮崎県西都市大字下三財６３１４番地
１－２

460000

介護職（鈴山荘デイサービス
センター）

社会福祉法人　弘成会　新富
希望の里

○利用者の介護業務全般。（利用者１５
名）
・食事介助、排泄介助、入浴介助等。
・レクレーション企画・運営等
・その他付随業務
※初回は６ヶ月、その後１年毎の更新
＊詳細は面接時説明します。

雇用・労
災・健康・
厚生

不問

180000
宮崎県西都市大字下三財６３１４番地
１－２

300000

配管工：月給制【トライアル
併用求人】

有限会社　関原設備工業 ○消火・配管工事・衛生工事・水道
工事等を行っていただきます。
・公共事業、個人、病院等の業務と
なります。
・その他、付随業務

雇用・労
災・健康・
厚生

不問

190000
宮崎県児湯郡新富町大字下富田６２９
－５

230000

看護師（正または准）（石井
記念川南保育園）

社会福祉法人　石井記念　友
愛社

◎園児、職員の健康に関する業務全
般
○（園児の健康に関する業務）
・園児健康診断、歯科検診等の準
備、記録整理。園児が怪我、病気等
での病院受診の際の引率
・その他、付随業務

雇用・労
災・健康・
厚生

不問

136000
宮崎県児湯郡高鍋町大字上江６９５６
－２

150000

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
・その他付随業務


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

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
・その他付随業務

雇用・労
災・健康・
厚生

不問

176000
宮崎県児湯郡川南町大字川南１７７４
１番地６

211200

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
・その他付随業務

雇用・労
災・健康・
厚生

不問

172000
宮崎県西都市御舟町２丁目６３

172000

現場代理人または現場作業員 株式会社　津房産業 【現場代理人】
・土木現場における現場管理業務全般。写
真の撮影、管理、提出等。
・官公庁への提出書類の作成
・パソコンを使っての作業があります。現
場作業もあります。
・その他、付随業務

雇用・労
災・健康・
厚生

不問

190000
宮崎県児湯郡高鍋町大字上江６９５６
－２

230000

生活支援コーディネーター、
認知症地域支援推進員

社会福祉法人　信和会　特別
養護老人ホーム　幸楽荘

高齢者が住み慣れた地域で、自分らしく暮
らしていけるよう、生活支援・介護予防の
体制づくりを進めていき、認知症の正しい
知識を伝えたり、安心して集える場所やつ
ながりづくりの推進を目的に、それぞれの
地域の課題を住民、専門職、各種機関、地
域の皆さんと一緒に考え、解決に向けて取
り組んでいく仕事です。

雇用・労
災・健康・
厚生

不問

雇用・労
災・健康・
厚生

不問

180000
宮崎県児湯郡高鍋町大字上江２１７５
番地

300000



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7日号

（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 普通自動車運転免許

45060- 3055901
（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
(2)7時00分～16時00分 ＊あれば尚可

雇用期間の定めなし

45060- 3057401
（フルタイム） 変形（1ヶ月単位） 介護職員初任者研修修了者

月給 (1)8時30分～17時30分 介護福祉士
ホームヘルパー２級

雇用期間の定めなし ヘルパー１級
＊あれば尚可

45060- 3058701 ＊いずれかの免許・資格所持で可
（フルタイム） 変形（1ヶ月単位） 介護職員初任者研修修了者

月給 (1)7時00分～16時00分 介護福祉士
(2)8時30分～17時30分 ホームヘルパー１級

雇用期間の定めなし (3)9時30分～18時30分 ヘルパー２級
(4)17時00分～9時00分 ＊いずれかの免許・資格所持で可

45060- 3060301
（フルタイム） 変形（1ヶ月単位） 准看護師

月給 (1)7時30分～17時00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- 3061601
（フルタイム） 変形（1ヶ月単位） 栄養士

月給 (1)6時30分～15時30分 管理栄養士
(2)8時30分～17時30分 ＊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） (3)9時30分～18時30分

契約更新の可能性あり（条件あり） 45060- 3062901
（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- 3063101
（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- 3064401
（フルタイム） 変形（1年単位） 大型自動車免許

月給 (1)7時50分～17時00分 普通自動車運転免許

雇用期間の定めなし フォークリフト技能者歓迎

45060- 3065701
（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3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- 3066801
（フルタイム）

月給 (1)8時00分～17時30分 普通自動車運転免許

雇用期間の定めなし

45060- 3068501
（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- 3070901
（フルタイム） 変形（1ヶ月単位）

月給 (1)8時00分～17時00分 普通自動車運転免許
(2)12時00分～21時00分

雇用期間の定めなし

45060- 3071101
（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 水道配管系資格あれば尚可

45060- 3073701
（フルタイム） 第二種電気工事士

月給 (1)8時00分～17時00分 普通自動車運転免許

雇用期間の定めなし

45060- 3074801

◎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)

258000
宮崎県児湯郡新富町大字上富田４８８
９－２

401000

豚舎清掃（請負） 岩切秀一 ○契約先の豚舎の主に清掃作業：高
圧洗浄機使用
○堆肥運搬作業：敷地内重機使用
○その他、付随業務

＊詳細は面接時説明します。

現場代理人 株式会社　青木建設 ◯現場管理及び施工管理全般業務。
・その他、付随業務

＊詳細は面接時に説明します。


雇用・労
災・健康・
厚生

不問

137500
宮崎県西都市新町１丁目６６番地

180000

介護職（訪問） 医療法人　雅会　シルバー
コート新町

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

雇用
不問

210000
宮崎県児湯郡木城町大字高城３６００
－１

210000

介護職（デイサービス） 医療法人　雅会　シルバー
コート新町

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

160000
宮崎県児湯郡高鍋町大字上江６９５６
－２

180000

栄養士《鈴山荘》 社会福祉法人　弘成会　新富
希望の里

○『特別養護老人ホーム鈴山荘』利
用者の食事を作って頂きます。
・利用者１５０名分を１１名体制で
調理します。
・その他付随業務

＊初回は６ヶ月、その後１年毎の更
新

雇用・労
災・健康・
厚生

18歳
以上

137500
宮崎県西都市新町１丁目６６番地

180000

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
・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
宮崎県児湯郡高鍋町大字上江６９５６
－２

200000

経理事務《鈴山荘》 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

雇用・労
災・健康・
厚生

不問

142000
宮崎県児湯郡高鍋町大字上江６９５６
－２

150000

経理事務《しんとみ希望の
里》

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
・その他付随業務


雇用・労
災・健康・
厚生

不問

150000
宮崎県児湯郡高鍋町大字持田１８６０
番地３

200000

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。
・その他、付随業務
＊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。


雇用・労
災・健康・
厚生

不問

140000
宮崎県児湯郡高鍋町大字上江６９５６
－２

200000

資源物の回収、選別、解体作
業：本社

株式会社　井上商店 大型車で資源物（主に金属類）の回
収を行います。
回収がない場合は、工場内で選別作
業や機械等の解体作業を行ってもら
います。
その他付随業務


雇用・労
災・健康・
厚生

不問

143424
宮崎県西都市大字茶臼原１００３番地


155520

職業指導員（清掃）ぐらんま
茶寮とぐらんまザ・キッチン

株式会社　ダイバーシティひ
むか

○就労継続支援事業所（Ａ型）における
支援計画に沿った利用者の　作業の指導
○支援記録の作成○店舗内の清掃
○アパートのルームクリーニング
○駐車場の草取等○その他、付随業務

雇用・労
災・健康・
厚生

不問

178664
宮崎県児湯郡都農町大字川北５３８４

183664

総合事務員 有限会社　有田牧畜産業 ◯牧場内事務所での管理事務。
・書類作成（伝票・請求書等）、牛
の出荷書類作成等、ＰＣ業務
・その他、付随業務


雇用・労
災・健康・
厚生

不問

180000
宮崎県児湯郡高鍋町大字蚊口浦１－２
０

250000

配管工事 株式会社　神田電工 ○室内・外の一般的な配管業務全
般。
・水道配管、浄化槽設置工事。
・建築現場（新築、リフォーム）で
の給水、排水の配管。
・その他、付随業務


雇用・労
災・健康・
厚生

不問

180000
宮崎県児湯郡高鍋町大字蚊口浦１－２
０

250000

生活支援員 株式会社　ダイバーシティひ
むか

◯就労継続支援事業所（Ａ型）にお
ける利用者の日常生活の支援・　相
談業務。
◯事業所において作業（ホール業
務・弁当配達等）に従事しながら
利用者のサポート。
○その他、付随業務


雇用・労
災・健康・
厚生

不問

170000
宮崎県児湯郡高鍋町大字上江７０－２

300000

雇用・労
災・健康・
厚生

不問

170000
宮崎県児湯郡高鍋町大字上江７０－２

300000

電気工事士 株式会社　神田電工 ○一般配線業務全般。
○室内配線及び外部配線業務全般。
○その他、付随業務


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）

9月7日号

（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

46040- 7426801
（フルタイム） 準中型自動車免許

月給 (1)8時00分～17時00分 フォークリフト運転技能者
＊あれば尚可

雇用期間の定めなし 普通自動車運転免許

46040- 7427201
（フルタイム） 変形（1年単位） ８トン限定中型自動車免許

月給 (1)8時30分～17時15分 ＊あれば尚可

雇用期間の定めなし 普通自動車運転免許

46040- 7499901
（フルタイム）

月給 (1)8時45分～17時15分 普通自動車運転免許

雇用期間の定めなし

45060- 3020601
（フルタイム） 変形（1年単位）

月給 (1)7時50分～17時00分

普通自動車運転免許
雇用期間の定めなし フォークリフト技能者歓迎

45060- 3021901
（フルタイム） 職業訓練指導員免許

月給 (1)8時30分～16時20分 ２級鉄工技能士
１級鉄工技能士

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） ＊あれば尚可
～令和3年3月31日 ＊いずれかの免許・資格所持で可
契約更新の可能性あり（条件あり） 45060- 3022101

（フルタイム） 変形（1ヶ月単位） 介護支援専門員（ケアマネージャー）
月給 (1)6時00分～15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)11時00分～20時00分

45060- 3025801
（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 ホームヘルパー１級
(2)8時00分～17時00分 ＊あれば尚可

雇用期間の定めなし (3)9時00分～18時00分 普通自動車運転免許

45060- 3026201
（フルタイム） 変形（1ヶ月単位） 看護師

月給 (1)6時00分～15時00分 准看護師
(2)8時00分～17時00分 ホームヘルパー１級

雇用期間の定めなし (3)11時00分～20時00分 ヘルパー２級、介護職員初任者研修修了者

(4)17時00分～9時00分 ＊いずれかの免許・資格所持で可
45060- 3028001 普通自動車運転免許

（フルタイム）
月給 (1)8時15分～17時00分

又は10時15分～19時00分

雇用期間の定めなし の間の8時間程度

45060- 3029301
（フルタイム）

月給 (1)9時00分～17時00分 普通自動車運転免許
(2)8時30分～15時30分 ＊あれば尚可

雇用期間の定めなし (3)8時00分～15時00分

45060- 3030101
（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- 3031401
（フルタイム） 準中型自動車免許

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- 3034201
（フルタイム）

月給 (1)5時00分～14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- 3006401
（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ヶ月以上）

契約更新の可能性あり（条件あり） 45060- 3011301

◎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)

鶏卵の集卵作業（川南農場） 株式会社　霧島エッグ ○鶏卵の集卵作業等に従事していた
だきます。
・集卵作業が主な作業となります。
・鶏卵の検査及び箱詰め作業
・その他付随する業務


187475
宮崎県児湯郡川南町川南１７７９８－
２

207500

農業機械販売及び修理（新富
営業所）

株式会社南九州沖縄クボタ
（宮崎県内）

○主にクボタ農業機械の販売及び修
理業務に従事します。
・農家を主に訪問、上司や先輩の同
行あり。


雇用・労
災・健康・
厚生

59歳
以下

156675
宮崎県児湯郡川南町川南１７７９８－
２

175000

養鶏管理及び施設管理業務：
（川南農場）

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

雇用・労
災・健康・
厚生

59歳
以下

181200
宮崎県児湯郡高鍋町大字高鍋町６７３

212000

工場内での自動車解体作業 株式会社　井上商店 工場内で自動車の解体作業を行いま
す。
・入庫した車両の移動、運搬
・自動車の解体
・その他、付随作業


雇用・労
災・健康・
厚生

18歳
～59
歳

178166
宮崎県児湯郡新富町大字三納代字石川
１８８０－１

218397

信用金庫営業職（総合職） 高鍋信用金庫 信用金庫業務全般
得意先係（渉外業務）として、個人・法
人を問わない営業活動に従事いただきま
す。顧客対応、融資業務、法人営業、個
人営業、保険業務、証券業務、コンサル
ティング業務等が主な業務となります。
その他付随業務

雇用・労
災・健康・
厚生・財形

35歳
以下

202440
宮崎県西都市大字右松３６２－１

212520

介護支援専門員（ケアマネー
ジャー）

株式会社　藤やま ○介護施設（ケアホーム）において
入居者や利用者に対してのケア　プ
ラン作成及び、介護業務等。
・相談記録は手書き。
（施設利用者定員１３名、利用者１
２名）その他、付随業務

雇用・労
災・健康・
厚生

42歳
以下

150000
宮崎県西都市大字岡富８７０－１

200000

構造物鉄工科　一般講師：会
計年度任用職員

県立産業技術専門校 １、構造物鉄工科（高卒２年課程）
での学科及び実技の指導及び訓
練生の生活指導等の業務
２、その他、校長が指示する業務
＊詳細は面接時説明します。

雇用・労
災・健康・
厚生

不問

138000
宮崎県児湯郡新富町大字新田１９３６
４－７

140000

介護職 株式会社　藤やま ○介護施設（ケアホーム）におい
て、入居者に対して入浴、食事、
排泄、散歩介助、掃除、洗濯等。
○入居者の方が快適に暮らして頂け
るようケアします。
・その他、付随業務

雇用・労
災・健康・
厚生

不問

150000
宮崎県児湯郡新富町大字新田１９３６
４－７

180000

一般事務及び介護補助 株式会社　藤やま ○事業所における一般事務業務。
・書類整理、パソコン入力、伝票整
理
・社保関係の書類作成、提出等
・電話対応、来客対応等
◯事務以外時に介護職補助業務
・その他、付随業務

雇用・労
災・健康・
厚生

不問

166900
宮崎県西都市大字右松３２９２－３３
うからの里

192300

介護職：住宅型有料老人ホー
ム

医療法人　隆徳会　鶴田クリ
ニック

○関連施設（住宅型有料老人ホーム）に
て介護業務に携わって頂き　ます（夜勤
なし）
・食事介助、身体介助、シーツ交換等
・ご入居者様の見守り
・ご入居者様の身辺の整理整頓
・その他付随業務

雇用・労
災・健康・
厚生

18歳
以上

138000
宮崎県児湯郡新富町大字新田１９３６
４－７

160000

生活支援員：うからの里（西
都）

社会福祉法人　晴陽会 ◯うからの里（西都）での生活支援
員業務全般
○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・財形

不問

156000
宮崎県西都市大字穂北字東原５２５３
－４

188000

家庭系ごみ収集運搬、し尿収
集、水道量水器検針

株式会社　高鍋衛生公社 ○バキューム車、パッカー車（ゴミ
収集）運転又は補助。○水道検針
等。
○浄化センター維持管理
・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

136000
宮崎県西都市御舟町１－５５

140000

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　・その他付随業務

雇用・労
災・健康・
厚生

不問

144000
宮崎県西都市大字南方

144000

製造ライン作業：西都市 株式会社　ＴＭＫｃｏｒｐｏ
ｒａｔｉｏｎ

〇工場での作業
＊冷凍野菜を作っている会社です。
・トラックで運ばれてきた野菜の
入ったコンテナの運搬作業がメイン
の作業となります。
・その他付随業務

雇用・労
災・健康・
厚生

49歳
以下

164600
宮崎県児湯郡高鍋町大字持田１３３４
番地２

219700

製造ライン作業：西都市 株式会社　ＴＭＫｃｏｒｐｏ
ｒａｔｉｏｎ

〇工場での作業
＊冷凍野菜を作っている会社です。
・野菜のごみとり作業の前準備にな
ります。コンテナを準備したり、コ
ンテナを洗ったり作業となります。
・その他付随業務

雇用・労
災・健康・
厚生

不問

雇用・労
災・健康・
厚生

不問

144000
宮崎県西都市大字南方

144000



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7日号

（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） 45060- 3012601
（フルタイム） 変形（1年単位）

月給 (1)9時00分～17時00分

普通自動車運転免許
雇用期間の定めなし 社用車１．５トントラック

（フォークリフト技能あれば尚可）

45060- 3013901
（フルタイム） 交替制あり

月給 (1)7時45分～17時15分

(2)8時15分～17時45分

雇用期間の定めなし

45060- 3017801
（フルタイム） 調理師

月給 (1)7時45分～17時15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- 3018201
（フルタイム） 交替制あり

月給 (1)8時30分～17時10分

(2)16時45分～1時25分

雇用期間の定めあり（４ヶ月未満） (3)1時10分～8時50分

契約更新の可能性あり（条件あり） 45010-16858901
（フルタイム） フォークリフト運転技能者

月給 (1)6時30分～15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

45010-16862501
（フルタイム） 交替制あり

月給 (1)8時00分～17時00分

(2)20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（条件あり） 45010-16865601

◎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)

160094
宮崎県児湯郡木城町大字椎木

160094

生産管理業務 森敬　株式会社 ◯生産管理業務全般
・データ入力・管理
・文書作成：パソコン入力（ワー
ド、エクセル）使用
◯商品のパーツを取引先へ配達業務
◯商品の移動等

食品配送及び営業：木城町 株式会社　ＴＭＫｃｏｒｐｏ
ｒａｔｉｏｎ

○食品の配送業務及び取引先営業
○その他付随する業務有
＊詳細は面接時説明します。


雇用・労
災・健康・
厚生

不問

143424
宮崎県西都市大字岡富字８２９－１
有田食肉加工センター

155520

調理担当 有限会社有田牧畜産業　有田
食肉加工センター

◯同敷地内でのショップ店舗での主
に調理業務全般
・日替弁当、惣菜、ハンバーガー等
の調理・厨房衛生管理
・レジ等をお願いすることも有りま
す。・その他付随業務

雇用・労
災・健康・
厚生

40歳
以下

192500
宮崎県西都市大字清水７５８－１

242500

総合事務員 有限会社有田牧畜産業　有田
食肉加工センター

◯書類作成（伝票、請求書等）パソ
コン使用での業務。
・来客、電話応対
・納品チェック・梱包・発送作業等
・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

174300
宮崎県児湯郡川南町大字川南２００１
３－２

174300

出荷作業／西都市 株式会社　戸高物流 市場にて青果物の出荷業務を行って
いただきます。

雇用・労
災・健康・
厚生

不問

172800
宮崎県西都市大字岡富字土ノ口８２９
－１

172800

製造工程検査作業員（３交
替）／川南町

株式会社　エフオーテクニカ 電子部品製造工程において製品の特
性検査の業務
・水晶発振器の温度特性検査
・テスターなどのマシンオペレート
・作業の段取り及び準備、調整など

雇用・労
災・健康・
厚生

18歳
以上

◎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。

159600
宮崎県児湯郡川南町大字川南２００１
６‐３

159600

雇用・労
災・健康・
厚生

不問

148000
宮崎県西都市大字黒生野２０７７
「一ツ瀬市場」内

168000

飲料の製造／川南町 株式会社　ワークスタッフ
宮崎営業所

ジュースやお茶など飲料製造工場で
のお仕事
・ジュースの原料作りや検査
・飲料製造機械のオペレーター
・原料の調合、配合など配属先によ
り異なります。

雇用・労
災・健康・
厚生

18歳
以上



賃金 求人者名
職種 上限 就業場所 就業時間 加入保険等 必要な免許資格

下限

（パートタイム）
時給 (1)18時00分～21時30分

(2)19時00分～21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） 13110-15092401
（パートタイム）

時給 16時00分～22時00分の 普通自動車運転免許
間の2時間程度 ＊あれば尚可

雇用期間の定めなし

40010-48794901
（パートタイム）

時給 16時00分～22時00分の 普通自動車運転免許
間の2時間程度 ＊あれば尚可

雇用期間の定めなし

40010-48802701
（パートタイム）

時給 (1)8時00分～12時00分

雇用期間の定めなし

45010-17267701
（パートタイム）

時給 (1)13時00分～16時30分

雇用期間の定めなし

45010-17269201
（パートタイム） 交替制あり

時給 (1)9時00分～14時30分

(2)11時30分～15時00分

雇用期間の定めなし 又は9時00分～15時00分

の間の4時間程度

45060- 3089101
（パートタイム） 看護師

時給 (1)8時30分～13時30分 准看護師
(2)8時30分～15時30分 ＊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） (3)8時30分～17時30分

～令和3年3月20日 又は8時30分～17時30分

契約更新の可能性あり（原則更新） 45060- 3090801 の間の6時間程度

（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～13時30分 ＊あれば尚可

(2)8時30分～15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20日 又は8時30分～17時30分

契約更新の可能性あり（原則更新） 45060- 3093001 の間の6時間程度

（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- 3096901 普通自動車運転免許

（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

(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 普通自動車運転免許

45060- 3098401
（パートタイム） 変形（1ヶ月単位）

時給 (1)8時00分～16時00分 普通自動車運転免許
(2)8時40分～17時00分

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） (3)8時00分～17時00分

～令和3年3月31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） 41050- 4532301 の間の8時間程度

（パートタイム） 交替制あり

時給 (1)8時30分～16時30分

(2)16時15分～0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） 44010-20097801
（パートタイム）

時給 (1)8時30分～16時00分

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

～令和4年3月31日

契約更新の可能性あり（原則更新） 45010-17135901
（パートタイム）

時給 (1)8時00分～12時00分

(2)12時00分～15時00分

雇用期間の定めなし (3)9時00分～12時00分

45060- 3035501
（パートタイム）

時給 9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- 3041801

◎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)

農作業員：軽作業員 株式会社　一蔵 ◯ハウス内でのミニトマト簡単な作業業
務。
・誘引、脇芽とり、適葉、収穫作業
・ハウス内での片付け作業
・その他付随業務
＊詳細は面接時説明します。

労災
不問

800
宮崎県児湯郡川南町大字川南５１９９
－１５

850

事務員 株式会社　コーポレーショ
ン・クリエイト

○事務所内での事務業務。
・データ入力
・その他付随業務
＊詳細は面接時説明します。


労災
不問

800
宮崎県西都市大字下三財古城屋敷７７
７０

900

ホールスタッフ（エーワンリ
ンク高鍋店）

株式会社　エーワン エーワンで働くスタッフの半数は業界未経
験！！業界初の方も大歓迎！！先輩が丁寧
に指導します！！
１．ホールスタッフとしての業務
２．カウンタースタッフとしての業務
また、店内アナウンスや景品の在庫管理、
発注業務、陳列景品関　連の企画立案等も
行います。

雇用・労
災・健康・
厚生

18歳
以上

1000
宮崎県児湯郡高鍋町大字北高鍋２４１
１

1000

洗濯業務／国立宮崎病院 株式会社　中央ビルファシリ
ティーズ

病院内各棟から洗濯物を回収し、備え付
けの洗濯機で洗濯し、乾燥し、各種別に
分類、たたんで各病棟へ配達します。
（手順書があり、又指導も致します）
プレス作業ができれば優遇します（賃金
面で）

労災
不問

790
宮崎県児湯郡川南町大字川南１９４０
３－３

790

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。

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

1200

農作業及びその付帯作業／宮
崎県新富町

ＪＲ九州ファーム　株式会社 ビニールハウスで冬でもおいしい
ピーマンを一緒に作りましよう。
ＪＲ九州ファームの仲間を募集しま
す！
＊業務内容：栽培、収穫、出荷作業
の農作業全般。◎未経験者の方も丁
寧に指導いたします◎

雇用・労
災・健康・
厚生

不問

790
宮崎県児島郡新富町大字上富田字西前
田９３０３番地

790

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
・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
宮崎県児湯郡高鍋町大字上江２０７番
地

800

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

1100

店内業務全般 秀乃屋 ○うどん店内での接客、レジ、配膳、盛
り付けおよび注文取りなど
　簡単な店内業務。
・その他付随業務
＊土、日、祝日出勤できる方を希望。但
し、休日・就業時間は状況により相談に
応じることは可能です

労災
不問

800
宮崎県児湯郡都農町大字川北５７４２
－１

850

看護師又は准看護師 医療法人　宏仁会　海老原総
合病院

看護業務
・配属された部署で看護業務全般を
担当していただきます。その他付随
業務
＊就業時間帯については相談に応じ
ます。
＊詳細は面接時説明します。

雇用・労災
不問

850
宮崎県児湯郡高鍋町大字上江２０７番
地

1000

清掃スタッフ（午前）／新富
町

株式会社　栄建工業 ≪建物内の清掃のお仕事です。≫
・共用部分（廊下など）の清掃が主
となります。他に床、男女トイレ、
窓（手の届く範囲）、ゴミの分別な
どがあ　ります。
＊制服を貸与します。

雇用・労災
不問

790
宮崎県児湯郡新富町大字上富田４６３
７－１

790

清掃スタッフ（午後）／新富
町

株式会社　栄建工業 ≪建物内の清掃のお仕事です。≫
・共用部分（廊下など）の清掃が主
となります。他に床、男女トイレ、
窓（手の届く範囲）、ゴミの分別な
どがあ　ります。
＊制服を貸与します。


労災
不問

790
宮崎県児湯郡新富町大字上富田４６３
７－１

790

年齢 仕事の内容

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

900
宮崎県児湯郡高鍋町大字持田字堀川下
１４０４番地３２

900

家庭教師／児湯郡 志成教育グループ株式会社

労災
不問

1500
宮崎県西都市の生徒宅

3000

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


1500
宮崎県児湯郡内の生徒宅

3000

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

(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7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7日号

（パートタイム） 看護師
時給 (1)9時00分～17時00分 保育士

＊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）

～令和3年3月31日 普通自動車運転免許
契約更新の可能性なし 45060- 3043501

（パートタイム） 看護師
時給 (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- 3050201
（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
＊あれば尚可

雇用期間の定めなし

45060- 3056101
（パートタイム） 変形（1ヶ月単位） 介護職員初任者研修修了者

時給 (1)17時00分～9時00分 ホームヘルパー１級
介護福祉士

雇用期間の定めなし ヘルパー２級
＊あれば尚可

45060- 3059801 ＊いずれかの免許・資格所持で可
（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- 3067201
（パートタイム） 保育士

時給 7時30分～18時30分

の間の6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（原則更新） 45060- 3069001
（パートタイム）

時給 (1)18時00分～0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- 3072401
（パートタイム）

時給 8時00分～18時00分 普通自動車運転免許
の間の5時間程度

雇用期間の定めなし

46040- 7424401
（パートタイム）

時給 (1)9時00分～15時00分 普通自動車運転免許
又は10時00分～17時00分

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） の間の3時間以上

令和2年10月1日～令和3年6月30日

契約更新の可能性あり（条件あり） 45060- 3023401
（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2時間以上

雇用期間の定めなし

45060- 3027501
（パートタイム） 変形（1ヶ月単位）

時給

7時00分～19時30分の

雇用期間の定めなし 間の4時間程度 （介護福祉士資格をお持ちの方歓迎）

45060- 3032701
（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- 3033801
（パートタイム） 準中型自動車免許

時給 (1)8時00分～17時00分 中型自動車免許
大型自動車免許

雇用期間の定めなし ＊あれば尚可
普通自動車運転免許

45060- 3014101
（パートタイム） 調理師

時給 (1)9時00分～15時00分 ＊あれば尚可
(2)8時30分～13時30分

雇用期間の定めなし

45060- 3015401
（パートタイム）

時給 (1)8時30分～17時00分

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 自分で通勤できる方
令和2年9月19日～令和3年6月30日

契約更新の可能性なし 45060- 3016701

◎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)

養豚作業員 有限会社　ミヤザキインダス
トリー

○豚の飼育・管理：子豚（生後３ヶ
月）の給餌、体調管理等
○フォークリフトによる糞尿処理
○２トントラック（社用車ＭＴタイ
プ）による堆肥の運搬等。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

ハウス野菜栽培作業員 川中羊一朗 ○ピーマンハウス内での定植、誘
引、脇芽とり、収穫作業等
・ハウス内除草作業等。その他付随
業務
＊詳細は面接時説明します。
＊雇用期間が多少変動する場合は事
業所より指示致します。

その他
不問

900
宮崎県児湯郡川南町大字川南２０８９
２－１

950

調理補助（幼稚園） 学校法人　高鍋学園

800
宮崎県児湯郡新富町大字新田洗出７２
４９－１

800

雇用・労災
不問

800
宮崎県児湯郡高鍋町大字北高鍋３３１
４番地

800

○園児及び職員の昼食の調理補助全
般業務（この仕事は３人体制です）
・食後の片付け、食器の洗浄等。
その他付随業務

入所介護 医療法人　隆徳会　老人保健
施設　菜花園

○施設入所者様（要介護者）への介護ケ
アのお仕事です。
・食事介助、入浴介助、排泄介助等。
・その他付随業務
○６５歳以上の方の業務について
・上記の業務に係る正従業員の補助的業
務がメインとなります。

雇用・労災
不問

850
宮崎県西都市大字穂北字東原５２５３
－４

950

ごみの分別作業員《急募》 合資会社　西都児湯環境社 ◯「西都児湯クリーンセンター」内
でのビン・缶・ペットボトル・容器
包装プラスチック系ごみなどの手選
別作業。
・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

910
宮崎県西都市大字南方６５４８－１
西都児湯クリーンセンター

910

農業作業員 テラスマイル株式会社 弊社では、スマート農業のデータ分
析を行っています。農業ロボットの
効果検証をするための実験を行うた
め、収穫人員を募集します。ピーマ
ン、キュウリの収穫です。働きたい
時間だけ柔軟に働けます。その他付
随業務

労災
不問

1000
宮崎県児湯郡新富町富田１丁目４７－
１

1500

介護補助員 株式会社　藤やま ◯介護施設（ケアホーム）におい
て、入居者や利用者の介護補助。
（身の回りのお世話・話し相手な
ど）
◯施設内や屋外の清掃・雑務。
○その他、付随業務
＊詳細は面接時に説明します。

労災
不問

790
宮崎県児湯郡新富町大字新田１９３６
４－７

800

清掃作業：西都市 株式会社　ＴＭＫｃｏｒｐｏ
ｒａｔｉｏｎ

＊冷凍野菜を作っている会社です。
・工場の清掃をしていく作業です。力が
必要になります。その他付随業務
＊詳細は面接時説明します。
＊未経験者でも指導しますので安心して
勤務できます。


雇用・労
災・健康・
厚生

18歳
以上

900
宮崎県西都市大字南方

900

鶏卵の集卵作業（川南農場） 株式会社　霧島エッグ ○鶏卵の集卵作業等に従事していた
だきます。
・集卵作業が主な作業となります。
・鶏卵の検査及び箱詰め作業
・その他付随する業務


雇用・労災
不問

790
宮崎県児湯郡川南町川南１７７９８－
２

850

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。
・その他、付随業務
＊送迎バス乗車：なし。
＊パソコン使用：なし。
＊詳細は面接時に説明します。

労災
不問

1000
宮崎県児湯郡都農町大字川北５３８４

1200

保育士 学校法人　宮崎カトリック学園　高
鍋カトリック聖母幼稚園

○０歳～５歳児までの保育補助業務
全般
・その他、付随業務
※詳細は面接時に説明いたします


雇用・労災
不問

980
宮崎県児湯郡高鍋町大字北高鍋７５５
－１

1000

豚舎清掃（請負） 岩切秀一 ○契約先の豚舎の主に清掃作業：高
圧洗浄機使用
○堆肥運搬作業：敷地内重機使用
○その他、付随業務
＊詳細は面接時説明します。

雇用
不問

1304
宮崎県児湯郡木城町大字高城３６００
－１

1304

介護職（訪問：夜勤担当）
〈急募〉

医療法人　雅会　シルバー
コート新町

○『住宅型有料老人ホーム　新町』
での訪問介護業務全般。（利用者
４０名）
・食事、排泄、体位変換等。
・見守り
・その他、付随業務
＊詳細は面接時に説明します。


労災
18歳
以上

800
宮崎県西都市新町１丁目６６番地

850

会計年度任用職員：相談支援
専門員（福祉課）

都農町役場 都農町役場福祉課において乳幼児・
児童・その保護者に対する相談や支
援等の業務、関係機関との連絡調整
等
＊その他、付随業務
＊詳細は面接時説明します。

雇用・公
災・健康・
厚生

不問

1243
宮崎県児湯郡都農町大字川北４８７４
－２

1446

看護師（正または准）（石井
記念川南保育園）

社会福祉法人　石井記念　友
愛社

◎園児、職員の健康に関する業務全般
○（園児の健康に関する業務）
・園児健康診断、歯科検診等の準備、記
録整理等
○（職員の健康に関する業務）
・職員健康診断の準備。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１７７４
１番地６

1200


