
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） 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 二級建築士以上

14100- 9569801

（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）

15070-15209301

（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）

15070-15211401

（フルタイム） 変形（1ヶ月単位） フォークリフト運転技能者
月給 (1)8時30分～17時30分

普通自動車免許
雇用期間の定めなし

45010-22611301

（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 介護職員実務者研修修了者

(2)7時00分～16時00分 介護職員初任者研修修了者
雇用期間の定めなし (3)10時00分～19時00分

(4)16時30分～9時30分 普通自動車免許

45060- 4056901

（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

雇用期間の定めなし

45060- 4058401 普通自動車免許

（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）

15070-15026401

（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）

15070-15205801

（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）

15070-15206201

（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）

15070-15207501

（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- 4043201

（フルタイム） 変形（1ヶ月単位） ホームヘルパー２級
月給 (1)8時30分～17時00分 ホームヘルパー１級

(2)17時00分～9時00分 介護職員初任者研修修了者
雇用期間の定めなし 介護福祉士（必須）・介護支援専門員（必須）

45060- 4049101

（フルタイム） 第一種電気工事士
月給 (1)8時00分～17時00分 第二種電気工事士

雇用期間の定めなし 普通自動車免許

45060- 4050801

（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- 4053001
◎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)

給水装置工事責任技能者があれば
尚可

165000
宮崎県児湯郡高鍋町大字持田６２８４

165000

雇用・労
災・健康・
厚生

59歳
以下

180000
宮崎県児湯郡高鍋町大字北高鍋９０６

200000

一般事務 丸和運送　株式会社 ○パソコンによるデータ入力、資料
作成や伝票入力、請求
　業務を中心とした事務を担当して
頂きます。
＊パソコン入力操作（ワード、エク
セル）（即戦力）
○電話応対、来客応対等
・その他付随業務

雇用・労
災・健康・
厚生

60歳
以下

180000
宮崎県児湯郡高鍋町大字持田字高河原
３１７１－１

180000

電気工事 成和電設　有限会社 ○一般電気工事及び空調工事全般業
務。
（エリア：宮崎県内）
・電気設備の保守・点検・管理作
業。
＊主に企業（法人）等の仕事が多い
です。
・取引先等への打ち合わせ、書類作

雇用・労
災・健康・
厚生

59歳
以下

131856
宮崎県西都市大字南方瓜葉木３６２番
地２『本社工場』

131856

介護職 株式会社　さくらんぼ ○入居者、利用者の健康管理
○受診、利用者の健康管理
◯利用者様の食事、排泄、掃除等の
介助等
・その他付随業務
＊詳細は面接時説明します。

＊未経験者でも指導いたします。

雇用・労
災・健康・
厚生

18歳
～59
歳

191000
宮崎県児湯郡川南町大字川南１３８８３－１０
ハード＆グリーン川南店の他、全国および海外の
各店舗・事業所（転居を伴う転勤あり）

243000

フィルム箱詰め作業：本社工
場【急募】

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

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
ン新富店の他、全国および海外の各店舗・事業所
（転居を伴う転勤あり）

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

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番地ハード
＆グリーン高鍋店の他、全国および海外の各店
舗・事業所（転居を伴う転勤あり）

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

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、自宅から２００Ｋｍ以内
の各店舗（転居を伴う転勤あり）

232000

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

雇用・労
災・健康・
厚生・財形

35歳
以下

184000
宮崎県西都市大字妻１６９４－１

200000

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。
生活用品から建築資材、農業用品ま

雇用・労
災・健康・
厚生

18歳
～64
歳 168800

宮崎県西都市大字妻１５１８－１

196000

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
＊公的機関から民間までお客様の幅
広いニーズにお答え出来るよう　対
応しています。

雇用・労
災・健康・
厚生

59歳
以下

137000
宮崎県児湯郡新富町大字新田１５１０６－
５　（株）赤江解体　西都店

160000

介護士 株式会社　アイケア（エリシ
オン聖陵）

・老人ホーム入居者への生活援助及
び介護（定員５０床）
・食事介助、入浴介助、排泄介助、
レクリエーション等の援助
・その他付随業務
・夜勤月４～５回程度有（２人体
制）
＊詳細は面接時説明します。

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
右松店の他、全国および海外の各店舗・事業所
（転居を伴う転勤あり）

243000

自動車解体作業／西都店 株式会社　赤江解体 ・お客様や取引先等より依頼のあっ
た車輌の引き取り及び付随する業務
を担当していただきます。

・部品の検査登録
・部品の取り外し、洗浄、梱包作業
・フロント業務（お客様よりご注文
頂いた部品の検索及び完売）

雇用・労
災・健康・
厚生

40歳
以下

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

雇用・労
災・健康・
厚生

64歳
以下

250000
宮崎県西都市上町２丁目３６　「当社
宮崎支店」＊妻神社近く

400000

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

雇用・労
災・健康・
厚生・財形

35歳
以下

年齢 仕事の内容

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

191000
宮崎県児湯郡都農町川北５３４５ ハード＆グ
リーン都農店 他、全国および海外の各店舗・事
業所（転居を伴う転勤あり）

243000

(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）

11月16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）

11月16日号

（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- 4054301

（フルタイム）
月給 (1)7時00分～16時00分

雇用期間の定めなし

45060- 4055601

（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- 3707001

（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- 3708301

（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）

15070-14733401

（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）

15070-14735801

（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）

15070-14736201

（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）

15070-14738001

（フルタイム） 変形（1年単位）

月給 (1)8時00分～17時00分

普通自動車免許
雇用期間の定めなし

45030- 4198201

（フルタイム）
月給 (1)8時30分～17時15分

普通自動車免許
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

令和2年11月24日～令和3年3月31日

契約更新の可能性あり（条件あり） 45060- 3999601

（フルタイム） 変形（1ヶ月単位）

月給 (1)8時00分～17時00分

普通自動車免許
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 車両系他
～令和3年3月31日

契約更新の可能性なし 45060- 4001801

（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 普通自動車免許

45060- 4004001

（フルタイム） 変形（1年単位）

月給 (1)8時00分～17時00分

普通自動車免許
雇用期間の定めなし （社用車あり　ＭＴタイプ）

45060- 4018701

（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- 4019801
◎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)

131856
宮崎県西都市大字鹿野田字内ケ迫９２
５４－２『有村産業　印刷工場』

131856

雇用・労
災・健康・
厚生

59歳
以下

189000
宮崎県西都市大字妻１６９４－１

220000

フィルム箱詰め作業：有村産
業印刷工場【急募】

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

雇用・労
災・健康・
厚生

59歳
以下

200000
宮崎県児湯郡川南町大字川南２３０２
８番地

220000

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
＊エリア：西都市内及び近郊
＊営業ノルマ：なし、但し目標あり
（社用車あり：ＭＴタイプ）

雇用・労
災・健康・
厚生

不問

446500
宮崎県宮崎市天満２丁目６番１３号

446500

精肉担当【トライアル併用求
人】【急募】

株式会社　ゲシュマック ○精肉部門での精肉カット、スライ
ス作業
◯パック詰め作業
・その他付随業務
＊詳細は面接時に説明します。
＊加工・製造作業は有りません。

　　　　　　

雇用・労
災・健康・
厚生

不問

200000
宮崎県児湯郡新富町富田東２丁目１－
１

200000

建設機械オペレーター《急
募》

九州建設工業　株式会社 ○建設機械を使っての土木工事全般
作業
・その他、付随業務
＊エリア：宮崎県内
＊詳細は面接時に説明します。

雇用・労
災・健康・
厚生

不問

207000
宮崎県児湯郡木城町高城４９９５－１

207000

人材育成事業運営業務 一般財団法人　こゆ地域づく
り推進機構

新富町での人材育成事業の運営補助
業務
・人材育成事業の講師との連絡調整
・事業開催までの事前準備
・当日の司会進行
・ＳＮＳ等での情報発信
・報告書の作成
・その他付随業務

雇用・労
災・健康・
厚生

不問

180000
宮崎県西都市右松１０７４－１ハード＆グリーン
右松店の他、自宅から２００Ｋｍ以内の各店舗
（転居を伴う転勤あり）

232000

育ヒナ管理及び鶏舎管理 有限会社　日向ブロイラー ＊日向ブロイラー鶏舎において
・鶏の飼育、管理（給餌・給水）
・入ヒナ前の準備作業（のこくずを
敷き詰める作業）
・温度調整装置等の操作及び管理。
・社有車を使用しての場内巡回及び
運搬作業。

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、自宅から２００Ｋｍ以内の各店舗
（転居を伴う転勤あり）

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。
生活用品から建築資材、農業用品ま

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１３８８３－１０
ハード＆グリーン川南店の他、自宅から２００Ｋ
ｍ以内の各店舗（転居を伴う転勤あり）

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。
生活用品から建築資材、農業用品ま

雇用・労
災・健康・
厚生・財形

35歳
以下

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、自宅から２００Ｋｍ以内の各店舗
（転居を伴う転勤あり）

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。
生活用品から建築資材、農業用品ま

雇用・労
災・健康・
厚生・財形

35歳
以下

220000
宮崎県西都市大字岡富６５８－２
ミューズの朝西都

220000

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。
生活用品から建築資材、農業用品ま

雇用・労
災・健康・
厚生

69歳
以下

202000
宮崎県西都市大字岡富６５８－２
ミューズの朝西都

202000

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


雇用・労
災・健康・
厚生

69歳
以下

135000
宮崎県児湯郡川南町大字平田３０８７
番地１

170000

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


雇用・労
災・健康・
厚生

64歳
以下

150000
宮崎県児湯郡川南町大字平田３０８７
番地１

170000

スイーツ・パン製造員 有限会社　美国フーズ ○スイーツ・パン製造及び商品開
発。
○店頭に陳列作業等。
○製品のパック詰め作業。
○その他、付随業務。

＊詳細については面接時に説明。


雇用・労
災・健康・
厚生

64歳
以下

鶏肉加工製造 有限会社　美国フーズ ・肉の下準備：味付け、肉切り等作
業
・炭火焼き：火おこし、鶏肉焼き作
業
・袋詰め、真空パック詰め作業
・後片付け作業
・その他、付随業務




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）

11月16日号

（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- 4020301

（フルタイム） 変形（1ヶ月単位）

月給 (1)7時00分～16時30分

雇用期間の定めなし

45060- 4027201

（フルタイム） 美容師
月給 9時00分～16時00分の

間の6時間程度

雇用期間の定めなし ＊無資格者でも応募可

45060- 4028501

（フルタイム）
月給 (1)8時00分～17時00分

普通自動車免許
雇用期間の定めなし

45060- 3968101

（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

(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 ◆無資格者でも応募可

45060- 3972001 普通自動車免許

（フルタイム） 変形（1ヶ月単位） ホームヘルパー２級
月給 (1)7時00分～16時00分 介護職員初任者研修修了者

(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)10時00分～19時00分

(4)17時00分～8時00分 普通自動車免許

45060- 3973301

（フルタイム） 変形（1ヶ月単位） 介護福祉士
月給 (1)8時00分～17時00分

(2)8時30分～17時30分

雇用期間の定めなし (3)9時00分～18時00分

45060- 3974601

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

(2)8時00分～12時00分

雇用期間の定めなし

45060- 3976101

（フルタイム）
月給 (1)8時30分～17時30分

(2)8時30分～12時30分

雇用期間の定めなし

45060- 3977401

（フルタイム） 交替制あり

月給 (1)6時00分～15時00分

雇用期間の定めなし

45060- 3978701

（フルタイム） 介護福祉士
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） 普通自動車免許
～令和3年3月31日

契約更新の可能性あり（条件あり） 45060- 3979801

（フルタイム） 交替制あり

月給

10時00分～20時00分の

雇用期間の定めなし 間の8時間

45060- 3980301

（フルタイム）
月給 (1)8時00分～17時00分

普通自動車免許
雇用期間の定めなし

45060- 3982901

（フルタイム）
月給 (1)8時00分～17時30分

雇用期間の定めなし

45060- 3984401
◎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)

社用車：各種あり（ＡＴタイプ・
ＭＴタイプ）

172800
宮崎県西都市大字岡富字８２９－１
有田食肉加工センター

190080

雇用・労
災・健康・
厚生

64歳
以下

150000
宮崎県児湯郡川南町大字平田３０８７
番地１

170000

精肉加工作業員 有限会社有田牧畜産業　有田
食肉加工センター

○有田食肉加工センターにて精肉加
工業務。
・すじ引き
・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

59歳
以下

140000
宮崎県西都市大字右松２１１１番地

180000

鶏卵オペレーター 農事組合法人　香川ランチ 鶏卵オペレーター業務。
オーダーに合わせ機械の設定、稼
働。
鶏卵包装作業、卵パック詰め、箱詰
め作業。
コンテナ（１５キロ）を手作業でつ
みあげる作業。
最終サイズ選別の検品作業。

雇用・労
災・健康・
厚生

不問

173000
宮崎県西都市大字清水７９２番地１

216000

人材採用サポート事務／正社
員（障）【障トライアル併
用】

株式会社　エスプールリンク
西都センター

当社が提供する「Ｏｍｕｓｕｂｉ
（オムスビ）」というサービスで、
企業の人事部に代わって、応募者の
問合せ対応面接日程調整等を行って
いただきます。管理システムへの
データ入力、応募者からの電話、
メール対応、報告書の作成が主な業
務です。

雇用・労
災・健康・
厚生

64歳
以下

180000
宮崎県児湯郡高鍋町大字南高鍋１１７００
－１宮崎キヤノン高鍋工場食堂

250000

介護職（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。
・レクレーションの補助、介助等。
・送迎（社用車：１０人乗車両運転
可能：ＡＴ車）

雇用・労
災・健康・
厚生

59歳
以下

130000
宮崎県児湯郡新富町富田１丁目３番地
２

150000

調理・調理補助：宮崎キヤノ
ン高鍋工場食堂

株式会社　デイリーマーム
ママンマルシェ　ＴＡＫＡＮ
ＡＢＥ

○宮崎キヤノン高鍋工場食堂にて調
理及び調理の補助の仕事をして　い
ただきます。
・その他付随業務
・昼食６００食、夕食１００食
・食材切、調理、盛付け
・１１人体制


雇用・労
災・健康・
厚生

59歳
以下

160000
宮崎県児湯郡高鍋町大字北高鍋２６０
３

200000

外来受付・医療事務 医療法人社団　博心会　大山
脳神経外科クリニック

○外来受付。
○医療事務。
○電話応対。
○レセプト請求事務。
○フロアー案内。
○クレーム対応。
○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

59歳
以下

142600
宮崎県西都市大字平郡字菰田５９８－１
「三納の里　デイサービスセンター」

196600

看護師（正又は准） 医療法人　宗玄会　黒木内科
医院

○外来の看護業務全般。
・医師の指示により、各種検査や説
明等。
・注射、点滴、検温、測脈、血圧等
の測定。
・医療器具の消毒と滅菌等。
・患者とその家族への対応。
・その他、付随業務。

雇用・労
災・健康・
厚生

不問

175000
宮崎県児湯郡都農町大字川北６２１９
番地４２

183000

介護職（三納の里　デイサー
ビスセンター）

社会福祉法人　三星会　 ○デイサービス利用者（定員２０
名）に対する介護業務全般
○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

64歳
以下

163000
宮崎県児湯郡都農町大字川北６２１９
番地４２

168000

介護業務（正社員：夜勤あ
り）

特定非営利活動法人　仁秀会
（グループホーム　たいよ
う）

○グループホームにて認知症高齢者
が少人数（入居者９名）により　家
庭的な雰囲気の中で、穏やかな時間
の流れを楽しみながら、個　人の
ペースに合わせて暮らせるよう、見
守り、入浴の介助、トイ　レの介
助、食事作り、レクレーション活
動、その他日常生活上の　お世話を

雇用・労
災・健康・
厚生

15歳
～64
歳

146546
宮崎県西都市大字黒生野４７５番地

146546

介護業務（夜勤なし） 特定非営利活動法人　仁秀会
（グループホーム　たいよ
う）

○グループホームにて認知症高齢者
が少人数（入居者９名）により　家
庭的な雰囲気の中で、穏やかな時間
の流れを楽しみながら、個　人の
ペースに合わせて暮らせるよう、見
守り、入浴の介助、トイ　レの介
助、食事作り、レクレーション活
動、その他日常生活上の　お世話を

雇用・労災

不問

91680
宮崎県児湯郡新富町富田一丁目５０番
地２

114600

農作業員 有限会社　樹農産 ９～４月：ニラの収穫、結束作業を
行う：月平均最大２４日勤務
５～６月：ニラの植え付け作業を行
う：月平均最大２０日勤務
６～７月：ミニトマト収穫作業、稲
刈りを行う
　　　　　月平均最大２２日勤務
８～９月：ハウス修理作業を行う：

雇用・労災

不問

200000
宮崎県西都市大字妻１７０９番地『ダ
イレックス西都店』

300000

美容師叉は美容補助 美容室　ｔｅｎ・ｔｅｎ ○美容師業務全般：カット、パー
マ、カラー等
・接客
・その他付随業務
○美容補助：シャンプー、トリート
メント等
・エステ等補助等
・接客

雇用・労
災・健康・
厚生

不問

140944
宮崎県児湯郡新富町大字新田４１８０
番地「宮崎サンフーズ（株）内」

140944

鮮魚スタッフ（西都店） 有限会社　一徹 ○オープニングスタッフ募集（１２
月新規オープン予定）
・スーパー内での鮮魚販売の仕事で
す。
・店頭に並べる商品を切身に加工し
たり、お刺身に加工したりしま
す。
・店頭の品出し、売り場づくり。

雇用・労
災・健康・
厚生

59歳
以下

食肉の計量・運搬 安田産業株式会社 ○食肉の加工業務全般作業。
・ミンチ加工の作業等。
・鶏皮及び脂の選別作業・点検作業
等。
・鶏がらの計量作業、運搬作業。
・その他付随業務
＊詳細は面接時説明します。




賃金 求人者名
職種 上限 就業場所 就業時間 加入保険等 必要な免許資格

下限
年齢 仕事の内容

(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）

11月16日号

（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

雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）

令和3年1月19日～令和3年4月10日

契約更新の可能性なし 45060- 3987201

（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）

令和3年1月19日～令和3年4月10日

契約更新の可能性なし 45060- 3988501

（フルタイム） 変形（1年単位）

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）

契約更新の可能性あり（条件あり） 45060- 3990901

（フルタイム） 中型自動車免許
月給 6時00分～18時00分の

間の8時間

雇用期間の定めなし 普通自動車免許

45060- 3991101

（フルタイム）
月給 (1)9時00分～17時45分

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） （普通自動車免許：通勤用）
令和3年1月4日～令和4年3月31日

契約更新の可能性あり（条件あり） 45060- 3992401

（フルタイム）
月給 (1)8時00分～17時00分 普通自動車免許

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

～令和3年3月31日

契約更新の可能性なし 45060- 3993701

（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）

27020-62443401

（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00分～17時00分 普通自動車免許
雇用期間の定めなし (3)9時00分～18時00分

40120-21809601

（フルタイム）
月給 (1)15時00分～0時15分

雇用期間の定めなし

44010-25659501

（フルタイム）
月給 (1)8時00分～17時00分 普通自動車免許

雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）

契約更新の可能性あり（条件あり） 45010-22228701

（フルタイム） 変形（1年単位）

月給 (1)8時00分～17時00分 普通自動車免許

雇用期間の定めなし

45010-22234401

（フルタイム） 変形（1ヶ月単位） 社会福祉士
月給 (1)8時30分～17時30分 保育士

精神保健福祉士
雇用期間の定めなし

普通自動車免許

45060- 3939501

（フルタイム） 変形（1ヶ月単位）

月給 (1)8時30分～17時30分

(2)8時30分～13時00分

雇用期間の定めなし (3)17時30分～8時30分

45060- 3940601

（フルタイム）
月給 (1)8時00分～17時00分 普通自動車免許

雇用期間の定めなし

45060- 3941901
◎ハローワークでは随時紹介を行っておりますので、すでに決定済となっている場合があります。あらかじめご了承ください。

◎この情報はfaxでも提供しています。ポーリング受信機能を使い0983-23-0849をコールして下さい。

◎ パートタイム求人の場合、賃金は時間給です。また、労働時間によって記載されている各種社会保険に加入できない場合があります。

◎紙面スペースの都合上、すべての求人を掲載することができない場合があります。スマートフォンでもハローワークで受理した求人を見ることができます。（https://www.hellowork.go.jp)

200000
宮崎県児湯郡川南町大字川南５１９９
番地１０１７

200000

雇用・労
災・健康・
厚生

18歳
～40
歳 183540

宮崎県児湯郡新富町大字上富田４７２
６－１

183540

畜産作業員（牛）／【トライ
アル併用求人】

有限会社　エイアンドエフ ○繁殖牛の管理業務
・川南町内の牧場において餌やり、
牛舎内の清掃業務
・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

160000
宮崎県児湯郡川南町大字平田２３７９
－１

180000

作業指導員兼生活支援員 社会福祉法人　望洋会　障害
者支援施設　あゆみの里

〇作業指導員
・印刷作業（経験問わず）
・軽作業
・パソコン入力
・その他付随業務
○生活支援員業務全般
・生活の介助・支援等
・入浴介助・作業介助

雇用・労
災・健康・
厚生

18歳
～64
歳 156240

宮崎県児湯郡高鍋町大字北高鍋１３３
１番地４「高鍋営業所」

249550

社会福祉士・保育士・精神保
健福祉士

有限会社　エコフィールド
（湯癒亭）

○児童指導員、児童発達支援、放課
後等デイサービス業務
・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

65歳
以下

171200
宮崎県児湯郡川南町大字川南字孫谷南
１２２６４番地１６

171200

警備スタッフ（正社員）／高
鍋営業所

株式会社　セキュリティロー
ド

工事現場における人や車両の誘導を
行い、安全を提供します。
また、イベント警備や駐車場警備で
は来場された方の安全確保が仕事で
す。

未経験者も安心　先輩社員が丁寧に
一つずつ教えます。

雇用・労
災・健康・
厚生

18歳
～61
歳 176400

宮崎県児湯郡新富町富田２丁目３－３
「ＨＯＴＥＬ　ＡＺ　宮崎新富店」

176400

ブロッコリーの収穫作業／川
南町

株式会社　アルボ １０数か所にも及ぶ広大な畑で、ブ
ロッコリーの収穫作業を担当して頂
きます。

＊農作業が初めての方もスタッフが
丁寧に教えていきますので安心　し
て働けます。

雇用・労
災・健康・
厚生

不問

259000
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』

497000

ホテルフロント業務及びレス
トラン業務（宮崎新富店）

株式会社　アメイズ（ＨＯＴ
ＥＬ　ＡＺチェーン）

【ホテルフロント業務の内容】
・接客・予約受付・簡単なパソコン
入力・清掃　等

【ホテル内レストラン業務の内容】
・簡単な調理・料理の補充・片付
け・清掃　等


雇用・労
災・健康・
厚生

59歳
以下

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

青果技術職【正】／（３８０
西都店）

株式会社　メガ生鮮 ＜スーパーセンタートライアル　西
都店のスタッフ＞

○生鮮部門において、主に青果コー
ナーを担当していただきます
　＊スタッフ教育
　＊商品の加工、商品パック詰め
　＊発注・在庫管理

雇用・労
災・健康・
厚生

64歳
以下

352500
宮崎県宮崎市天満２丁目６番１３号

352500

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。

雇用・労
災・健康・
厚生

不問

150000
宮崎県西都市大字三宅西都原西５６７
０「宮崎県立西都原考古博物館」

150000

土木作業員《急募》 九州建設工業　株式会社 ○道路工事・解体工事・河川工事・
災害復旧工事等の土木工事の現場作
業全般
・その他、付随業務

＊エリア：宮崎県内

＊詳細は面接時に説明します。

雇用・労
災・健康・
厚生

不問

220000
宮崎県児湯郡高鍋町大字上江６７０８
－１
220000

事務スタッフ（事務・ミュー
ジアムショップ運営）

特定非営利活動法人　ｉさい
と

○ボランティアガイドのコーディ
ネート　友の会情報誌作成
○研修、イベント、企画、運営
○一般事務全般業務（パソコン入
力：ワード・エクセル）
・文書作成、管理等
・その他、事業に関する業務補助
○団体予約の受付

雇用・労
災・健康・
厚生

不問

137376
宮崎県児湯郡都農町大字川北１５５３
０

137376

生産・収穫・加工作業員 株式会社　ＧＲＯＷＴＨ ○農作業：苗・野菜の定植、草刈り
等
○野菜（キャベツ、白菜、玉ねぎ、
トウモロコシ）等の収穫作業、
カット作業
○運搬作業（２トン車）ＭＴ車
○その他、付随業務


雇用・労
災・健康・
厚生

不問

156000
宮崎県西都市大字右松

156000

従業員福利厚生業務 株式会社　ミヤチク都農工場 ○従業員食堂の調理
○作業着の洗濯
○その他、付随業務

＊６ヶ月毎の労働契約により更新あ
り

＊詳細は面接時に説明します。

雇用・労
災・健康・
厚生

不問

173333
宮崎県西都市大字右松

173333

野菜の選別作業／西都市 株式会社　ＴＭＫｃｏｒｐｏ
ｒａｔｉｏｎ

○ファインパウダーを作っている工
場内で野菜の選別を行っていた　だ
きます。
・レーンで流れてきた野菜の傷んだ
部分を取り除いたり、付着した　虫
やごみを取る作業で立ち仕事となり
ます。
・付随する業務として機械の清掃作

雇用・労
災・健康・
厚生

不問

構内作業オペレーター
（フォークリフト）／西都市

株式会社　ＴＭＫｃｏｒｐｏ
ｒａｔｉｏｎ

○ファインパウダーを作っている工
場内でのフォークリフト業務に　な
ります。
・工場内で製造している原料の野菜
を作業場所までリフトで移動。
・リフトの後は原料を手作業でレー
ンに流していく作業を行います・そ
の他付随業務



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）

11月16日号

（フルタイム） 変形（1ヶ月単位） 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

普通自動車免許

45060- 3942101

（フルタイム）
月給 (1)8時00分～17時00分

普通自動車免許
雇用期間の定めなし 社用車：ＡＴタイプ

45060- 3943401

（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- 3944701

（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 フォークリフト運転技能者

小型移動式クレーン運転技能者
雇用期間の定めなし

45060- 3945801

（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 フォークリフト運転技能者

小型移動式クレーン運転技能者
雇用期間の定めなし

45060- 3946201

（フルタイム） 変形（1年単位）

月給 (1)8時00分～17時00分

普通自動車免許
雇用期間の定めなし

45060- 3947501

（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- 3948001

（フルタイム） 変形（1年単位）

月給 (1)8時00分～17時00分

普通自動車免許
雇用期間の定めなし

45060- 3950101

（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

(4)17時00分～9時00分

45060- 3951401 普通自動車免許

（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

雇用期間の定めなし (3)9時00分～18時00分 普通自動車免許

45060- 3953801

（フルタイム） 変形（1ヶ月単位）

月給 (1)6時00分～15時00分

(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

普通自動車免許

45060- 3954201

（フルタイム）
月給 (1)8時00分～16時30分

普通自動車免許
雇用期間の定めなし マニュアル車運転ができる方

45060- 3955501

（フルタイム）
月給 (1)7時30分～17時00分

普通自動車免許
雇用期間の定めなし （社用車：ＭＴタイプ）

45060- 3956001

（フルタイム）
月給 (1)8時00分～17時00分 普通自動車免許

雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）

令和2年11月20日～令和2年12月27日

契約更新の可能性なし 45060- 3957301
◎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)

車両系建設機械（基礎工事用）運
転技能者

ヘルパー２級、介護職員初任者研
修修了者

介護支援専門員（ケアマネー
ジャー）

200000
宮崎県西都市大字三宅又は三財

200000

雇用・労
災・健康・
厚生

44歳
以下

170000
宮崎県西都市大字上三財５２５０番地

190000

農作業員（大根）【急募】 緒方　伸市 ○大根の収穫作業全般。
　畑内で収穫する機械運転操作をお
願いすることがあります。
（畑内の為、免許等はいりません。
機械操作は指導します。）
・袋詰め作業
・その他付随業務
＊詳細は面接時説明します。

その他

不問

176000
宮崎県児湯郡高鍋町大字持田４２４８
番地

220000

肉牛の生産管理（西都市） 株式会社　川西牧場 ○子牛（生後２ヶ月）のミルク・エ
サ入れ、管理。
○肉牛（大人）のエサ入れ、管理。
○牛舎の管理等。
○牧草の植え付けから収穫、サイ
レージラッピングまでが一連の作業
になります。
＊基本的に残業はないですが、夏場

雇用・労
災・健康・
厚生

59歳
以下

150000
宮崎県児湯郡新富町大字新田１９３６
４－７

180000

作業補助員【トライアル併用
求人】

有限会社　日高産業 ○家屋の解体・整地を主とした建設
工事を行っています。
○重機オペレーターの指示により後
片付け等を行っていただきます
＊エリア（主に高鍋町内）

＊その他付随業務あり
＊詳細は面接時に説明します。

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
＊詳細は面接時に説明します。

雇用・労
災・健康・
厚生

18歳
～59
歳 140500

宮崎県児湯郡新富町大字新田１９３６
４－７

160000

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
・見守りや洗濯物たたみ等
・その他、付随業務

雇用・労
災・健康・
厚生

不問

172500
宮崎県児湯郡西米良村大字村所２－９
１

224250

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。
・相談記録は手書き。
（施設入居者定員１３名）
○介護保険制度による訪問介護事業

雇用・労
災・健康・
厚生

59歳
以下

184800
宮崎県児湯郡西米良村大字村所２－９
１

346500

総合事務【トライアル併用求
人】

河野建設　株式会社 ○事務所内での各種書類作成（パソ
コン入力）
○伝票作成等。
○会計ソフトへの入力。
○電話、来客対応
・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

59歳
以下

200000
宮崎県児湯郡西米良村大字村所２－９
１

400000

土木・建築作業員【トライア
ル併用求人】

河野建設　株式会社 ○各建設現場にて、土木・建築工事
作業に従事していただきます。
・その他付随業務
＊現場：西米良村、西都市周辺が主
となります。

＊公共工事が主となりますが、地
域・安全確保のための管理

雇用・労
災・健康・
厚生

59歳
以下

187000
宮崎県児湯郡川南町大字川南４５９２
－１

209000

土木・建築技術者（管理者）
【トライアル併用求人】

河野建設　株式会社 ○各建設現場にて、土木・建築工事
作業に従事し、現場管理全般を
行っていただきます
・技術者としてのノウハウ等を現場
にて、従業員に指導等管理をし　ま
す。
・その他付随業務
＊現場：西米良村、西都市周辺が主

雇用・労
災・健康・
厚生

59歳
以下

187000
宮崎県児湯郡川南町大字川南４５９２
－１

209000

廃棄物運搬作業員（１０トン
車）

有限会社　山下商事 ○廃棄物の収集運搬、配送業務。
　（配送範囲：宮崎県内）
　フォークリフトを使用しての荷積
み下ろしになります。
○廃棄物処理機械オペレーター業
務。
　機械操作は簡単です。
・その他付随業務

雇用・労
災・健康・
厚生

59歳
以下

149600
宮崎県児湯郡川南町大字川南４５９２
－１

167200

木材運搬作業員（１０トン
車）

有限会社　山下商事 ○切り出した木材を１０トン車に積
み込み、指定場所へ運搬します
○木チップ輸送
（輸送エリア：宮崎県内）
・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

59歳
以下

185000
宮崎県西都市大字南方字瓜葉木３６２
番地２

195000

袋詰め作業員 有限会社　山下商事 ○工場内で荷受け係（鶏糞を積んだ
トラックの誘導）
○肥料（鶏糞を燃やした灰）の袋詰
め（フレコンバック）
○場内清掃等
・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

64歳
以下

193700
宮崎県児湯郡川南町大字川南２６００
７－３

240000

営業職（ルート、顧客管理）
《急募》

株式会社　有村産業 ○取引先へ定期訪問、取引先管理や
新規開拓を行う。
・その他付随業務
＊商品（ポリ袋、ポリシート等）：
サイズ、厚み、長さ等を含める　と
数千種類ありますが、経験にて覚え
られます。
＊詳細は面接時説明します。

雇用・労
災・健康・
厚生

59歳
以下

チップ工場作業員 株式会社　宮崎ＦＣＰ ○工場内又は木材伐採現場にて破砕
機を操作してのウッドチップ製造作
業
○木材、ウッドチップを大型トラッ
クにて伐採現場から工場への運搬
（収集場所：宮崎県内）
○集荷場所によっては重機（林業機
械）を運転しての積み込み作業あり



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）

11月16日号

（フルタイム）
月給 (1)8時30分～17時30分 普通自動車免許

雇用期間の定めなし

45060- 3958601

（フルタイム） 介護福祉士
月給 (1)8時30分～17時30分 普通自動車免許

雇用期間の定めなし

45060- 3959901

（フルタイム） 准看護師
月給 (1)8時30分～17時30分 普通自動車免許

雇用期間の定めなし

45060- 3960701

（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）

令和2年11月14日～令和3年1月31日

契約更新の可能性なし 45060- 3962201

（フルタイム） 変形（1ヶ月単位）

月給 (1)8時00分～17時00分

(2)8時30分～17時30分

雇用期間の定めなし (3)9時30分～18時30分

(4)17時00分～9時00分

45060- 3966601

（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

40010-61691801

（フルタイム） 変形（1年単位）

月給 (1)8時30分～17時30分 普通自動車免許

雇用期間の定めなし

45010-22053501

（フルタイム） 変形（1ヶ月単位） 保育士
月給 看護師

6時00分～21時00分の

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 間の8時間程度 児童指導員　必須

契約更新の可能性あり（条件あり） 45060- 3928801 普通自動車免許

（フルタイム） 変形（1ヶ月単位） 保育士
月給 看護師

6時00分～21時00分の

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 間の8時間程度 児童指導員資格　必須

契約更新の可能性あり（条件あり） 45060- 3929201 普通自動車免許

（フルタイム） 変形（1年単位）

月給 (1)7時00分～16時05分

雇用期間の定めなし

45060- 3930001

（フルタイム） 変形（1年単位）

月給 (1)7時00分～16時05分

雇用期間の定めなし

45060- 3931301

（フルタイム） 看護師
月給 (1)8時30分～17時30分 准看護師

雇用期間の定めなし 普通自動車免許

45060- 3933901

（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- 3935401
◎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)

154240
宮崎県児湯郡新富町大字日置３４４４
－７

154240

雇用・労
災・健康・
厚生

167000
宮崎県児湯郡川南町大字平田６６５５
番地５

175000

雇用・労
災・健康・
厚生

168960
宮崎県児湯郡木城町大字椎木６４４－
１

168960

雇用・労
災・健康・
厚生

雇用・労
災・健康・
厚生

雇用・労
災・健康・
厚生

155000
宮崎県児湯郡川南町大字川南１２７１
５－１
185000

不問

180000
宮崎県児湯郡川南町大字平田１４２８－８
『訪問看護ステーション花ほたる』

200000

農作業員 井好　祐二 ◯ハウスきゅうりでの収穫作業や手
入れ作業。
・きゅうりの葉落し、脇芽とめ
・収穫作業
・その他、付随業務

＊詳細は面接時に説明します。


その他

不問

看護職（訪問看護ステーショ
ン花ほたる）

株式会社　作松　花ほたる 〇訪問看護業務全般
〇認知症や終末期の看護業務
〇利用者家族との連携
〇主治医との連携
・その他付随業務
＊詳細は面接時に説明します。


64歳
以下

204500
宮崎県児湯郡川南町大字平田６６５５
番地５

215500

カゴ移動【急募】 株式会社　ＫＯＹＡＭＡ ○工場内において洗浄されたカゴ
（空コンテナ）移動：手作業にな
ります。
＊その他付随業務
＊詳細は面接時に説明します。



雇用・労
災・健康・
厚生

64歳
以下

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

不問

169000
宮崎県児湯郡木城町大字椎木６４４－
１

191000

保育士又は指導員又は看護師
又は職業指導員【臨時職員】

社会福祉法人　石井記念　友
愛社

◯児童養護施設の保育士・指導員◯
乳児院・保育園の看護師
○児童養護施設の職業指導員
○入居する子どもたちに対する生活
習慣、しつけ、社会のルール等の指
導。
○予習、復習などの学習指導、レク
レーションの実施。

雇用・労
災・健康・
厚生

不問

保育士又は指導員又は看護師
又は職業指導員【特別契約職
員】

社会福祉法人　石井記念　友
愛社

◯児童養護施設の保育士・指導員◯
乳児院・保育園の看護師
○児童養護施設の職業指導員
○入居する子どもたちに対する生活
習慣、しつけ、社会のルール等の指
導。
○予習、復習などの学習指導、レク
レーションの実施。

18歳
～64
歳 175000

宮崎県児湯郡高鍋町大字北高鍋１３３１番
地４「株式会社セキュリティロード　高鍋
営業所」

245000

業務管理（正社員）／高鍋営
業所

株式会社　セキュリティロー
ド

営業業務：取引先訪問、現場打合せ
など
管理業務：顧客管理、警備員配置な
ど
教育業務：警備員教育及び指導など

基本業務は上記３つとなりますが、
入社後は先輩スタッフが丁寧に教え

159000
宮崎県児湯郡川南町大字川南２０５５
５「川南工場」

218000

コンクリート製品製造スタッ
フ（正）／児湯郡川南町

株式会社　ヤマウトラスト 工場内でコンクリート製品（下水道
整備等に使用されるボックス
カルバートや側溝など）の製造業務
を行って頂きます。

【主な作業】
・製品製造用の鋼製型枠の組み立て
やバラシ

40歳
以下

漬物漬込み作業員【期間雇
用】

株式会社　宮崎農産 ○生産農家の方が運んできた大根を
塩漬けにしていく作業です。
◆就業時間（休憩時間）〈実働時
間〉
　８時～１７時（８０分）〈７．６
６ｈ〉
●勤務期間：１１月中旬頃～１２月
下旬頃まで

雇用・労災

不問

雇用・労
災・健康・
厚生

18歳
以上

163600
宮崎県児湯郡高鍋町大字上江１９４０
－２

179080

230000
宮崎県児湯郡木城町大字椎木８０１－
１

230000

介護職 特定非営利活動法人　敬愛
グループホーム　なごやか

○認知症高齢者の尊厳と健康を支え
る仕事です。
（９名の入居者を３～４名で対応し
ます）
・介護と生活支援が主な業務です。
・朝食等の調理業務有。自信のない
方はパンや温めるだけの簡単調理等
優遇（平日は調理専門職員が対応）

正又は准看護師（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
全般。（利用者２０名）
・食事介助、入浴介助、排泄介助。
・送迎と介助（自宅⇔デイ）
・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

59歳
以下

150000
宮崎県児湯郡川南町大字川南１２７１
５－１
180000

介護士（介護福祉士） 株式会社　ダイナリ ○デイサービスでの介護業務全般。
（利用者２０名）
・食事介助、入浴介助、排泄介助。
・レクレーション企画
・送迎と介助（自宅⇔デイ）

＊詳細は面接時に説明します。

雇用・労
災・健康・
厚生

59歳
以下

雇用・労
災・健康・
厚生

59歳
以下

165000
宮崎県児湯郡川南町大字川南１２７１
５－１デイサービス　みのり

240000

介護職 株式会社　ダイナリ ○デイサービスでの介護業務全般。
（利用者２０名）
・食事介助、入浴介助、排泄介助。
・レクレーション企画
・送迎と介助（自宅⇔デイ）

＊詳細は面接時に説明します。



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） 14時00分～22時00分の間の

時給 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） 23010-32988101

（パートタイム） 8時00分～17時00分の間の 普通自動車免許

時給 4時間程度

雇用期間の定めなし

45030- 4210201

（パートタイム）

時給 (1)12時30分～16時30分

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

～令和3年3月20日

契約更新の可能性あり（原則更新） 45060- 4040401

（パートタイム） 交替制あり 保育士

時給 7時00分～18時00分の間の 普通自動車免許

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

契約更新の可能性なし 45060- 4041701

（パートタイム） 交替制あり 調理師

時給 7時00分～18時00分の間の 普通自動車免許

8時間程度

雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）

契約更新の可能性なし 45060- 4042801

（パートタイム）

時給 (1)9時30分～15時30分 普通自動車免許

雇用期間の定めなし

45060- 4044501

（パートタイム）

時給 (1)9時00分～16時00分

(2)9時00分～12時15分

雇用期間の定めなし

45060- 4045001

（パートタイム） 交替制あり 介護福祉士

時給 (1)7時00分～13時00分 看護師

(2)13時00分～18時00分 准看護師

雇用期間の定めなし (3)17時00分～18時00分

又は7時00分～19時00分

45060- 4047601 の間の6時間程度

（パートタイム） ホームヘルパー１級

時給 (1)9時00分～16時30分 ホームヘルパー２級

介護職員初任者研修修了者

雇用期間の定めなし

45060- 4051201

（パートタイム）

時給 (1)8時00分～13時00分 普通自動車免許

雇用期間の定めなし 社用車：軽ワゴンタイプＡＴ車

45060- 3996501

（パートタイム）

時給 (1)8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

契約更新の可能性なし 45060- 3997001

◎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)

（社用車：ＡＴタイプ普通自動車
ワゴン車）

ヘルパー１、２級、介護職員初任
者研修終了者は優遇

年齢 仕事の内容

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

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

※研修制度と英語力サポート制度で未経験の

労災

不問

810
宮崎県児湯郡高鍋町大字上江２０７番
地

810

793
宮崎県児湯郡高鍋町大字持田字高河原
３１７１－１

810

918
宮崎県児湯郡川南町大字平田２３９５
番地２

918

800
宮崎県児湯郡高鍋町大字上江４６４１
番地

900

○病院食の簡単な調理
・その他付随業務
＊詳細は面接時説明します。

雇用・労災

不問

育ヒナ管理及び鶏舎管理 有限会社　日向ブロイラー ＊日向ブロイラー鶏舎において
・鶏の飼育、管理（給餌・給水）
・入ヒナ前の準備作業（のこくずを敷き詰め
る作業）
・温度調整装置等の操作及び管理。
・社有車を使用しての場内巡回及び運搬作
業。

保育士（福祉課） 川南町役場 ◯川南町立保育所にて保育士又は保育士補助
業務を行っていただきます。

＊詳細は面接時に説明します



雇用・労災

不問

1000
宮崎県児湯郡木城町高城４９９５－１

1000

調理補助 医療法人　宏仁会　海老原総
合病院

雇用・労災

不問

雇用・公災

不問

918
宮崎県児湯郡川南町大字平田２３９５
番地２

976

調理師（福祉課） 川南町役場 ◯川南町立保育所にて調理業務を行っていた
だきます。

＊詳細は面接時に説明します



雇用・公災

不問

介護職：デイサービス 株式会社　さくらんぼ ○デイサービス利用者の介護業務（利用者２
５名）
○施設利用者への食事・排泄介助、移動の介
助等の身体介助など
・その他付随業務
＊詳細は面接時説明します。

＊未経験者でも指導いたします。



雇用・労災

不問

介護職 株式会社　さくらんぼ ○有料老人ホーム入居者の介護業務（定員２
６名）
○施設利用者への食事・排泄介助、移動の介
助等の身体介護など
・その他付随業務
＊詳細は面接時説明します。

＊未経験者でも指導いたします。


生活支援員 株式会社　ｏｒｂ ○ご利用者の方に対する生活支援を担当して
頂き
　ます。（定員：２０名）
○送迎（エリア：児湯郡、西都市）
　　　（社用車：ＡＴタイプ普通自動車　ワ
ゴン車）
　１回につき３～４名の送迎となします（１
名で対応）
○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

793
宮崎県児湯郡高鍋町大字持田字高河原
３１７１－１

810

雇用・労災

不問

850
宮崎県児湯郡川南町大字川南１３６８
１番地１１

850

ニラ出荷ラインのライン作業
スタッフ

原　英貴 ◯高鍋町の原農園のニラ出荷調整ラインにお
けるニラ製品化作業の　お仕事です。
・その他付随業務
＊入社後、簡単な機械操作やニラ製造ライン
に関する研修をします
＊詳細は面接時に説明します。

◆初めての方でも丁寧に指導いたします
　未経験者でも歓迎しますので安心して応募
して下さい。


雇用・労災

不問

800
宮崎県児湯郡川南町大字平田２３７２
―１３

800

スイートピーの管理作業 黒木俊和（黒木農園） ◯ハウスの中で、スイートピーの茎に１本づ
つ、洗濯バサミで止め　変えながら、脇芽と
ノズルを取っていく作業です
◯車付のイスに座って、手で下葉を取る作
業。
◯１２月頃から、出荷が始まるので、火曜
日、金曜日、日曜日は午　前中に花を１本づ
つ切る作業後、選別作業場にてＳ、Ｍ、Ｌ、
　２Ｌの選別作業をする。
・その他付随業務
＊詳細は面接時説明します。

その他

不問

793
宮崎県児湯郡都農町大字川北８１６１
番地

793

袋詰め作業員 武本青果店 ◯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。

＊親切丁寧に指導しますので安心して勤務で
きます。



(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）

1１月1６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）

1１月1６日号

（パートタイム）

時給 (1)9時00分～15時00分

雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）

令和2年12月1日～令和3年1月31日

契約更新の可能性なし 45060- 3998301

（パートタイム） 変形（1年単位）

時給 (1)8時00分～14時00分

雇用期間の定めなし

45060- 4000701

（パートタイム） 交替制あり

時給 (1)6時30分～15時00分

(2)7時00分～15時30分

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） (3)8時00分～16時30分

～令和5年3月31日

契約更新の可能性なし 45060- 4005301

（パートタイム） 18時30分～00時00分の間の

時給 3時間程度

雇用期間の定めなし

45060- 4016101

（パートタイム） 交替制あり

時給 (1)8時00分～13時00分

(2)13時00分～17時00分

雇用期間の定めなし

45060- 4017401

（パートタイム） 9時00分～18時00分の間の

時給 5時間程度

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- 4021601

（パートタイム）

時給 (1)8時00分～12時30分

(2)7時00分～11時30分

雇用期間の定めなし

45060- 4022901

（パートタイム） 9時00分～16時00分の間の 美容師

時給 3時間程度

雇用期間の定めなし ＊無資格者でも応募可

45060- 4029001

（パートタイム）

時給 (1)8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11月17日～令和3年2月28日

契約更新の可能性なし 45060- 4030901

（パートタイム） 8時00分～15時00分の間の

時給 5時間程度

雇用期間の定めなし

45060- 3967901

（パートタイム） 8時00分～17時00分の間の

時給 4時間 普通自動車免許

雇用期間の定めなし

45060- 3969401

◎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)

社用車：各種あり（ＡＴタイプ・
ＭＴタイプ）

800

清掃作業員（木城町役場） 株式会社　児湯ビルサービス ○木城町役場内での清掃業務全般。
○その他、付随作業あり。

＊詳細は面接時に説明します。

ふるさと納税事務補助 一般財団法人　こゆ地域づく
り推進機構

ワンストップ特例申請書の書類確認、入力作
業等
その他付随業務
詳細は面接時説明します。

800
宮崎県児湯郡新富町大字新田４１８０
「宮崎サンフーズ」

雇用・労
災・健康

不問

875
宮崎県児湯郡新富町富田東２丁目１－
１

2000

食肉の検品・計量・真空作業 安田産業株式会社 ○食肉（ブロイラー）の加工業務全般。
・加工した製品を冷凍庫に入れる一連の作
業。
・皮、脂、ガラ等の袋詰め。計量、検品、真
空等の作業。
・２～３名体制
・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

雇用・労災

不問

793
宮崎県児湯郡木城町大字高城１２２７
－１

「木城町役場」793

ホールスタッフ スナック信ちゃん ○飲み物・食事の提供
（カウンター９席、座敷４席）
○店内清掃（トイレ掃除除く）
○レジ、注文取り、電話対応
○その他、付随業務
＊詳細は面接時説明します。

その他

18歳
以上

1000
宮崎県西都市御舟町２丁目１３

1000

雇用・労災

59歳
以下

793
宮崎県児湯郡高鍋町大字南高鍋８４１
３－１５

900

売場担当 イオン九州　株式会社　ホー
ムワイド高鍋店

○建材・工具・金物・塗料等のＤＩＹ用品売
場での業務が主となります。
・商品の品出し、接客、レジ、売場作成。
・パソコンでの情報処理業務（エクセル、
ワード使用）
・その他、付随業務
＊業務の詳細については面接時に説明。

＊６ヶ月毎の更新。


雇用・労災

69歳
以下

831
宮崎県児湯郡高鍋町大字北高鍋２１０
０－４５

831

ペットボトルの選別：西都児
湯資源リサイクルセンター

株式会社　井上商店 ○ライン上のペットボトルを手作業により選
別します。
・色ボトル、汚れ等の付着したボトル
・ラベルはがし
・不要物の除去等
・その他付随業務
＊詳細は面接時説明します。

※立ち去業となりますので、ある程度体力が
必要です。
※未経験の方でも丁寧に指導します。

労災

59歳
以下

800
宮崎県西都市大字妻１７０９番地
『ダイレックス西都店』

900

美容師叉は美容補助 美容室　ｔｅｎ・ｔｅｎ ○美容師業務全般：カット、パーマ、カラー
等
・接客
・その他付随業務
○美容補助：シャンプー、トリートメント等
・エステ等補助等
・接客
・その他付随業務
＊詳細は面接時説明します。

＊美容補助は無資格者でも応募可

労災

不問

800
宮崎県児湯郡新富町富田一丁目５０番
地２

1000

寿司製造スタッフ（西都店） 有限会社　一徹 ○オープニングスタッフ募集（１２月新規
オープン予定）
〇専用のロボットを使用した簡単な寿司製造
です。
・寿司製造といっても、容器にシャリを並べ
その上に加工済のネタ　をのせる作業なの
で、誰にでも出来る簡単なお仕事です！
・寿司製造以外の作業は、作業後の後片付け
や簡単な清掃作業のみ　です。

・勤務時間・休日などの希望を考慮します。

その他

不問

793
宮崎県児湯郡新富町大字新田１８７３
５番地

800

青果選別作業員 有限会社　河野青果 ○市場内でキュウリ、ピーマンの袋詰め、梱
包の仕事
・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

795
宮崎県西都市大字黒生野２０７７「一
ツ瀬青果市場内」

795

畑作作業員（短期） 木村耕一 ○露地での畑農作業になります。
１１月：甘薯・大根の収穫作業
１２月：ブロッコリーの収穫作業
　　　　大根は千切り用収穫作業
１月：ブロッコリーの収穫作業
と時期に応じた野菜の収穫作業が主な作業に
なります。
その他付随業務：選別、箱詰め作業、カット
作業、ネット入れ作　　　　　　　　　業等
が有ります。
＊詳細は面接時説明します。

労災

不問

793
宮崎県西都市大字黒生野４７５番地

793

農作業員 有限会社　樹農産 ９～４月：ニラの収穫、結束作業を行う：月
平均最大２４日勤務
５～６月：ニラの植え付け作業を行う：月平
均最大２０日勤務
６～７月：ミニトマト収穫作業、稲刈りを行
う
　　　　　月平均最大２２日勤務
８～９月：ハウス修理作業を行う：月平均最
大１２～１５日勤務

＊季節によって仕事内容が変わりますが、初



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）

1１月1６日号

（パートタイム）

時給 (1)8時30分～16時00分 普通自動車免許

雇用期間の定めなし

45060- 3970201

（パートタイム） 変形（1ヶ月単位） ホームヘルパー２級

時給 (1)17時00分～8時00分 介護職員初任者研修修了者

ホームヘルパー１級

雇用期間の定めなし ◆無資格者でも応募可

普通自動車免許

45060- 3971501

（パートタイム）

時給 (1)10時00分～12時00分

(2)13時00分～15時00分

雇用期間の定めなし

45060- 3975901

（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00分～20時00分

雇用期間の定めなし (3)9時00分～14時00分

又は10時00分～20時00分の

45060- 3981601 間の4時間以上

（パートタイム）

時給 (1)7時00分～12時00分

雇用期間の定めなし

45060- 3983101

（パートタイム） 変形（1年単位）

時給 (1)9時00分～16時00分 普通自動車免許

雇用期間の定めなし

45060- 3949301

（パートタイム） 8時00分～17時00分の間の

時給 2時間以上 普通自動車免許

雇用期間の定めなし

45060- 3952701

（パートタイム） 8時00分～17時00分の間の

時給 5時間以上 普通自動車免許

雇用期間の定めなし （危険物免許所持者優遇）

45060- 3961801

（パートタイム） 変形（1年単位）

時給 (1)9時00分～16時00分

(2)8時00分～12時00分

雇用期間の定めあり（４ヶ月未満） (3)13時00分～17時00分

令和2年11月14日～令和3年1月31日 (4)18時00分～21時00分

契約更新の可能性なし 45060- 3963501

（パートタイム） 変形（1ヶ月単位）

時給 (1)8時00分～17時00分

(2)8時30分～17時30分

雇用期間の定めなし (3)9時30分～18時30分

45060- 3964001

（パートタイム） 変形（1ヶ月単位）

時給 (1)17時00分～9時00分

雇用期間の定めなし

45060- 3965301

◎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)

家事使用人【週３日勤務】
【急募】

高鍋フェニックス又川 ○家事業務全般等を行っていただきます。
・食事の支度（オーナーの夕食準備）
・室内等の清掃
・買い物（まれに）→オーナーの車使用又は
自家用車を使用する場　合はガソリンの現物
支給）
・草取りも、草の伸び状態等によりお願いし
ます
・来客対応、お茶等の準備
・オーナーの身だしなみの手伝い等
・その他付随業務

その他

不問

800
宮崎県児湯郡新富町大字日置４１２４
－８

800

雇用・労
災・健康・
厚生

18歳
～64
歳 1143

宮崎県児湯郡都農町大字川北６２１９
番地４２

1143

家事使用人：清掃（社長宅・
平助宅）

株式会社　山本勘一商店 ○指定場所の清掃業務
・掃除機がけ
・掃き掃除
・窓ふき
・トイレ・お風呂掃除
・庭掃除
・その他、付随業務
＊詳細は面接時説明します。

◎１２月に入ってからの勤務になります。

その他

不問

1000
宮崎県西都市御船町１丁目４６番地　又は
宮崎県西都市妻町１丁目６７番地

1000

介護業務（夜勤専門）／月９
～１１回

特定非営利活動法人　仁秀会
（グループホーム　たいよ
う）

○グループホームにて認知症高齢者が少人数
（入居者９名）により家庭的な雰囲気の中
で、穏やかな時間の流れを楽しみながら、個
人のペースに合わせて暮らせるよう、見守
り、入浴の介助、トイレの介助、食事作り
（味噌汁だけ）、レクレーション活動、その
他日常生活上のお世話をしています。
・その他付随業務
◆夜勤のみの勤務となります。
（夜勤回数は相談に応じます）


雇用・労
災・健康・
厚生

64歳
以下

850
宮崎県西都市大字右松２１１１番地

1000

菓子製造担当（川南本店）：
７時～１２時

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、
〇パンの簡単な製造と仕上げ
・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
宮崎県児湯郡川南町大字川南１３６７
５－２４【本社】

900

人材採用サポート事務／パー
ト（障）【障トライアル併
用】

株式会社　エスプールリンク
西都センター

当社が提供する「Ｏｍｕｓｕｂｉ（オムス
ビ）」というサービで、企業の人事部に代
わって、応募者の問合せ対　応面接日程調整
等を行っていただきます。管理システムへの
データ入力、応募者からの電話、メール対
応、報告書作成が主な業務です。

＊文字入力程度のパソコンスキルがある方
（必須）
＊就業時間、就業曜日等については相談に応
じます。

雇用・労災

59歳
以下

1000
宮崎県児湯郡西米良村大字村所２－９
１

1300

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。
（施設入居者定員１３名、利用者１２名）
○その他、付随業務
＊詳細は面接時に説明します。

◆正社員登用制度あり

労災

59歳
以下

793
宮崎県児湯郡新富町大字新田１９３６
４－７

800

総合事務 河野建設　株式会社 ○事務所内での各種書類作成（パソコン入
力）
○伝票作成等。
○会計ソフトへの入力。
○電話、来客対応
・その他付随業務


＊詳細は面接時説明します。

雇用・労災

59歳
以下

800
宮崎県児湯郡高鍋町大字北高鍋８１５

1000

漬物漬込み作業員【期間雇
用】

株式会社　宮崎農産 ○生産農家の方が運んできた大根を塩漬けに
していく作業です。
◆就業時間（休憩時間）〈実働時間〉
９時～１６時（８０分）〈５．６６ｈ〉
８時～１２時（１０分）〈３．８３ｈ〉
１３時～１７時（１０分）〈３．８３ｈ〉
１８時～２１時（なし）〈３．００ｈ〉
●勤務期間：１１月中旬頃～１２月下旬頃ま
で
（一部は１月下旬まで：会社指示あり）
（農作物の為、天候等により期間の変動があ

雇用・労災

不問

1304
宮崎県児湯郡木城町大字椎木８０１－
１

1500

介護職【急募】 特定非営利活動法人　敬愛
グループホーム　なごやか

○認知症高齢者の尊厳と健康を支える仕事で
す。
（９名の入居者を３～４名で対応します）

・介護と生活支援が主な業務です。

・調理業務有。自信のない方はパンや温める
だけの簡単調理等優遇（平日は調理専門職員
が対応）

＊詳細は面接時に説明します。

ガソリンスタンドスタッフ 株式会社　石崎商店 ○ガソリンスタンドにおいて、お客様の受け
入れ、誘導等
　給油、洗車、自動車の点検、オイル、バッ
テリーの交換
　各種商品のサービスの提供を行います。
○灯油配達等（高鍋町、川南町）：社用車あ
り
・その他付随業務
＊重量物運搬等がある為、体力を要します。
＊詳細は面接時説明します。


雇用・労災

不問

900
宮崎県児湯郡高鍋町大字上江１９４０
－２

1000

介護職（夜勤専門）【急募】 特定非営利活動法人　敬愛
グループホーム　なごやか

○認知症高齢者の夜間の見守り業務。（定員
９名）
・夜勤は慣れるまでは正職員がついて指導い
たします。
（この間２人体制）
・事業所判断後、１人体制で勤務して頂きま
す。
（通常夜勤１人体制）
・朝食の調理業務有。自信のない方はパンや
温めるだけの簡単な調　理等優遇。
◎週１回程度勤務（月４回程度）

労災

18歳
以上

1000
宮崎県児湯郡高鍋町大字上江１９４０
－２

1100



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）

1１月1６日号

（パートタイム）

時給 (1)8時00分～13時00分

(2)9時00分～13時00分

雇用期間の定めなし (3)14時00分～18時00分

45010-22451301

（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ヶ月未満）

令和3年1月18日～令和3年2月12日

契約更新の可能性なし 45010-22453901

（パートタイム）

時給 (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（原則更新） 45010-22242401

（パートタイム）

時給 (1)8時30分～12時30分

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

～令和3年8月15日

契約更新の可能性あり（条件あり） 45010-22089601

（パートタイム）

時給 (1)18時00分～23時00分

雇用期間の定めなし

45060- 3926401

（パートタイム）

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）

～令和3年7月30日 又は9時00分～17時00分の

契約更新の可能性なし 45060- 3932601 間の4時間程度

（パートタイム）

時給 (1)9時00分～14時00分

(2)15時30分～20時30分

雇用期間の定めなし

45060- 3934101

（パートタイム）

時給 (1)9時00分～15時00分 普通自動車免許

(2)9時00分～16時00分

雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）

令和3年1月1日～令和3年3月31日

契約更新の可能性なし 45060- 3936701

◎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)

医療事務／白雲堂薬局 有限会社　センバメディカル 調剤薬局における医療事務と調剤の補助業務
です。
・受付、電話応対、来客対応
・医療事務の業務、レセプト請求
・処方箋の入力、薬品の在庫管理

＊制服貸与
＊実務経験は登録販売者（国家資格）試験受
検に役立ちます。

＊経験のない方については丁寧に指導致しま支払報告書等パンチ入力業務

／高鍋町
株式会社　文化コーポレー
ション　人材派遣課

高鍋町内の公的機関にて業務です。
簡単なＰＣ入力業務になります。

４名勤務で、２人一組で作業を行います。

※令和３年１月１８日～令和３年２月１２日
までの短期業務になり　ます。


労災

不問

1000
宮崎県児湯郡高鍋町大字上江８４３７
番地

1100

交通誘導警備スタッフ（アル
バイト）／高鍋営業所

株式会社　セキュリティロー
ド

工事現場における人や車両の誘導を行い、安
全を提供します。
また、イベント警備や駐車場警備では来場さ
れた方の安全確保が仕事です。

〈制服貸与〉無料貸与あり。夏は涼しいファ
ン付き空調制服で熱中　症を予防します。

未経験者も安心。先輩社員が丁寧に一つずつ
教えます。
電気工事や道路整備などの社会インフラに貢

雇用・労災

18歳
以上

900
宮崎県児湯郡高鍋町大字北高鍋１３３
１番地４「高鍋営業所」

1438

800
宮崎県児湯郡新富町富田１丁目５５－
３「八幡保育園」

800

雇用・労災

不問

900
宮崎県児湯郡高鍋町大字上江８０９３
「白雲堂薬局」

1000

ホールスタッフ：華むら（居
酒屋）

スマイルフード ○華むらでのお客様ご案内、ドリンク、配
膳、電話対応、レジ、
　後片付け等、その他付随業務
＊詳細は面接時説明します。

18歳
以上

調理補助／八幡保育園 ウオクニ　株式会社　宮崎営
業所

・昼食、おやつ、離乳、アレルギー対応食に
係る調理
・洗浄、切込み、盛り付け
・配膳、後片付け、清掃、ゴミ出しなどを行
う仕事です

＊子供食　７０食程度／大人食　１０食程度
＊２～３名体制での作業です

＊制服貸与

労災

不問

793
宮崎県児湯郡高鍋町大字北高鍋１３７
７－１『華むら』

900

雇用・労災

その他

不問

800
宮崎県児湯郡新富町大字日置３４４４
－７

800

調理補助：宮崎キヤノン高鍋
工場食堂

株式会社　デイリーマーム
ママンマルシェ　ＴＡＫＡＮ
ＡＢＥ

○宮崎キヤノン高鍋工場食堂にて調理の補助
の仕事をしていただき　ます。
・その他付随業務
・昼食６００食、夕食１００食
・食材切、調理、盛付け
・１１人体制

※詳細は面接時に説明します。

雇用・労災

59歳
以下

農作業員 井好　祐二 ◯ハウスきゅうりでの収穫作業や手入れ作
業。
・きゅうりの葉落し、脇芽とめ
・収穫作業
・箱詰め作業
・その他、付随業務
【就業時間と仕事内容】
（１）　８時～１２時　：収穫作業　・・１
名
（２）１３時～１７時　：箱詰め作業・・１
名

事務補助（週２８時間） 高鍋町役場 税務課に係る事務を担当していただきます。
【主な担当業務】
・窓口業務・電話対応等
・その他付随業務

※詳細は面接時に説明します。



雇用・公災

不問

897
宮崎県児湯郡高鍋町大字上江８４３７

925

800
宮崎県児湯郡高鍋町大字南高鍋１１７
００－１　宮崎キヤノン高鍋工場食堂

1000


