
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30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） 45010-23003801
（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）
～令和3年3月25日
契約更新の可能性あり（条件あり） 45060- 4132301

（フルタイム） 変形（1ヶ月単位）

月給 (1)8時45分～18時00分

(2)10時45分～20時00分

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

15070-15710701
（フルタイム） 変形（1ヶ月単位）

月給 (1)8時45分～18時00分

(2)10時45分～20時00分

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

15070-15711801
（フルタイム） 変形（1ヶ月単位）

月給 (1)8時45分～18時00分

(2)10時45分～20時00分

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

15070-15712201
（フルタイム） 変形（1ヶ月単位）

月給 (1)8時45分～18時00分

(2)10時45分～20時00分

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

15070-15713501
（フルタイム） 変形（1ヶ月単位）

月給 (1)8時45分～18時00分

(2)10時45分～20時00分

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

15070-15714001
（フルタイム） 交替制あり

月給 (1)6時00分～15時00分

(2)9時30分～18時30分

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

契約更新の可能性あり（条件あり） 45010-22938801
（フルタイム） 調理師

月給 (1)6時00分～15時30分 栄養士

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）
～令和3年9月30日
契約更新の可能性あり（条件あり） 45010-22956201

（フルタイム）
月給 (1)7時50分～17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
契約更新の可能性あり（条件あり） 45010-22860501

（フルタイム） 交替制あり

月給 (1)8時30分～17時15分

(2)16時45分～1時25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） 45010-22884701
（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 玉掛技能資格あれば尚可
又は6時00分～17時00分の

45060- 4115001 間の8時間程度 普通自動車免許
（フルタイム）

月給 (1)8時00分～16時40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- 4117601
（フルタイム）

月給 (1)8時00分～16時40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- 4118901
（フルタイム） 変形（1年単位） 管理栄養士

月給 (1)8時30分～17時30分 栄養士

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）
～令和4年5月31日
契約更新の可能性なし 45060- 4120801

（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)9時00分～17時00分

雇用期間の定めなし ＊社用車１．５トントラック
普通自動車免許

45060- 4121201
（フルタイム） 変形（1年単位）

月給 (1)9時00分～17時00分

雇用期間の定めなし

45060- 4123001

◎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

171000 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２５ｋｍ以内で通勤可能な各店舗

182000

171000 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２５ｋｍ以内で通勤可能な各店舗

182000

158400
宮崎県児湯郡川南町大字川南２４７７３－７
「株式会社ＳＪＫ　老人ホーム川南」

176000

163400
宮崎県児湯郡新富町大字新田１５３９
８

163400

240000
宮崎県児湯郡川南町大字川南２５２０
２－４

400000

塗装検査作業／木城町 株式会社　テンプエージェン
ト

・塗装の機械オペレーター
・プラスチック製品塗装後の不適合
品がないかの目視検査
・２０代～４０代男性活躍中！

160000
宮崎県児湯郡新富町大字新田１７４８
７－１

200000

雇用・労
災・健康・
厚生

不問

144525
宮崎県児湯郡木城町大字川原１６６２
－１

144525

農作業 塩崎　雅志 ○白ネギの収穫作業
・畑に行き収穫、自宅作業場に持ち
帰り調整作業（皮むき、計量、　結
束、箱詰め）、出荷作業
・その他付随業務
＊詳細は面接時説明します。


その他
不問

雇用・労
災・健康・
厚生・財形

59歳
以下 171000 宮崎県児湯郡新富町日置１５２６ハード＆グリーン新富店の他、自宅か

ら２５ｋｍ以内で通勤可能な各店舗

182000

店舗販売職／地域正社員
（ホーム社員）

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

雇用・労
災・健康・
厚生・財形

59歳
以下

店舗販売職／地域正社員
（ホーム社員）

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

雇用・労
災・健康・
厚生・財形

59歳
以下 171000 宮崎県西都市右松１０７４－１ハード＆グリーン右松店の他、自宅から

２５ｋｍ以内で通勤可能な各店舗

182000

店舗販売職／地域正社員
（ホーム社員）

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

雇用・労
災・健康・
厚生・財形

59歳
以下

店舗販売職／地域正社員
（ホーム社員）

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

雇用・労
災・健康・
厚生・財形

59歳
以下 171000 宮崎県児湯郡高鍋町大字上江２１７８番地ハード＆グリーン高鍋店の

他、自宅から２５ｋｍ以内で通勤可能な各店舗

182000

調理師・調理員（嘱託社員）
／老人ホーム川南（川南町）

日清医療食品　株式会社　南
九州支店　宮崎営業所

・入所者様への食事提供の業務です
（調理、盛付、配膳、洗浄、清掃
等）

・１回に２０～２７食程度の食事を
２～３名の栄養士、調理員で担　当
します。

雇用・労
災・健康・
厚生

不問

店舗販売職／地域正社員
（ホーム社員）

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

雇用・労
災・健康・
厚生

不問

160000
宮崎県児湯郡高鍋町大字持田５７３３

200000

食品の検品、計量、梱包等の
業務／新富町

スタッフラインズ　株式会社 ・お惣菜等の検品・計量・梱包等の
お仕事です。
・商品は主に業務用となります。
・重いものをもったりすることもほ
とんどありません。
・食品工場未経験者でも工場見学後
からのお仕事となりますので、　安

雇用・労
災・健康・
厚生

不問

調理業務／県立農業大学校 株式会社　総合人材センター
宮崎支店

農業大学校レストランにて調理業
務・付帯業務を行って頂きます。
・食材洗浄、下処理、調理
・食器洗浄、調理場の清掃と片付け
・食材の発注業務

【平日】

雇用・労
災・健康・
厚生

18歳
以上 161568

宮崎県児湯郡川南町大字川南２００１
３－２

163200

大型トラックドライバー 有限会社　東海運輸 ・冷凍車による冷食関係の運搬（長
距離）
・ユニック車によるコンクリート製
品運搬（県内、九州管内）
・ユニック車による重機運搬（県
内、九州管内）
・その他付随業務

雇用・労
災・健康・
厚生

64歳
以下

製造工程検査作業員（２交
替）／川南町

株式会社　エフオーテクニカ 半導体製品の検査作業です。
部品については目視検査、または音
を聞いて不良を見つける作業を行い
ます
重いものを持つ作業は一切なし！座
り作業です。
工場内環境は快適で申し分ありませ

161553
宮崎県児湯郡新富町大字日置

161553

管理栄養士補助・調理（産休
代替職員）

社会福祉法人　信和会　特別
養護老人ホーム　幸楽荘

○施設入所者の給食の調理。
　朝食・夕食：７３食
　昼食　　　：１１０食（デイ３７
食を含む）
○食器洗浄、厨房清掃などを含む。
○調理業務全般
◆この職種は２人体制です

雇用・労
災・健康・
厚生

不問

153051
宮崎県児湯郡新富町大字日置

153051

卵の梱包・搬送作業 株式会社　ＴＭＫｃｏｒｐｏ
ｒａｔｉｏｎ

鶏の育成から卵の販売まで一貫して
生産している工場内でのお仕事で
す。
卵のパックの入った箱（１０キロ～
１５キロ）をパレットに積み下ろ
し、指定の場所までの搬送をお願い
します。

雇用・労
災・健康・
厚生

不問

卵の検品及び梱包作業 株式会社　ＴＭＫｃｏｒｐｏ
ｒａｔｉｏｎ

鶏の育成から卵の販売まで一貫して
生産している工場内でのお仕事で
す。
機械で検査や洗浄された卵を検品し
ながらパック詰めをして頂きます。
（具体的には）
・一時加工（洗浄）、二次加工（完

142800
宮崎県西都市大字清水７５８－１

142800

一般事務（パート） 森敬　株式会社 ○事務所内での一般事務業務全般。
○文書作成（パソコンにて入力）
○来客対応（お茶出し等）
・その他付随業務
＊詳細は面接時説明します。

＊将来的には正社員登用あり

雇用・労
災・健康・
厚生

不問

145000
宮崎県西都市大字茶臼原字轟９４１番
地１

223300

生産管理業務：パート社員 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
（エリア：佐土原町、高鍋町、宮崎
市内）

雇用・労
災・健康・
厚生

59歳
以下

雇用・労
災・健康・
厚生

59歳
以下 115360

宮崎県西都市大字清水７５８－１

122570

(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24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24日号

（フルタイム） 変形（1ヶ月単位）

月給 (1)5時00分～14時00分

(2)9時00分～18時00分

雇用期間の定めなし (3)10時00分～19時00分

45060- 4124301
（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- 4125601
（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- 4126901
（フルタイム）

月給 (1)8時30分～17時30分

普通自動車免許
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 社用車：ＡＴタイプ
～令和3年3月31日
契約更新の可能性なし 45060- 4128401

（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 介護福祉士

(2)8時00分～17時00分 准看護師
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

45060- 4129701
（フルタイム） 変形（1ヶ月単位） 調理師

月給 (1)8時00分～17時30分

(2)9時40分～19時10分

雇用期間の定めなし (3)6時00分～15時00分

45060- 4095501
（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- 4099901
（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）
～令和3年6月30日
契約更新の可能性なし 45060- 4100901

（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

45060- 4103701
（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

45060- 4106501
（フルタイム）

月給 (1)8時30分～17時15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- 4107001

（フルタイム）
月給 (1)8時30分～17時30分 普通自動車免許

(2)8時30分～12時30分

雇用期間の定めなし

45060- 4108301
（フルタイム） 変形（1ヶ月単位） ホームヘルパー２級

月給 (1)17時00分～9時00分 介護職員初任者研修修了者
介護福祉士

雇用期間の定めなし

45060- 4109601
（フルタイム） 変形（1ヶ月単位） 看護師

月給 (1)8時00分～17時30分 准看護師
(2)8時00分～12時30分

雇用期間の定めなし

45060- 4111701
（フルタイム） 変形（1ヶ月単位）

月給 (1)6時00分～15時00分

(2)10時00分～19時00分

雇用期間の定めなし

45060- 4112801
（フルタイム） 変形（1ヶ月単位）

月給 (1)6時00分～15時00分

(2)10時00分～19時00分

雇用期間の定めなし

45060- 4113201
（フルタイム）

月給 (1)8時15分～17時00分

雇用期間の定めなし
又は10時15分～19時00分の

45060- 4083401 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)

介護支援専門員（ケアマネー
ジャー）

130900
宮崎県児湯郡高鍋町大字南高鍋９１１
８－１

154800

洋樽の製造 有明産業　株式会社　都農工
場

○業務用洋樽の製造作業全般業務。
・側板加工、側板朝顔組立て、側板
内部曲げ（焼煙）加工、
　鏡板加工、本タガ加工、鏡板組
入、本タガ仕上、仕上げ作業等、
　特殊な作業となります。
・木工ハンマーを使用しての作業有

調理員【急募】 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）、最大
２９名の食事調理業務
（朝食・昼食・おやつ・夕食）
・給食関連衛生管理
・配膳業務

雇用・労
災・健康・
厚生・財形

64歳
以下

280000
宮崎県児湯郡都農町大字川北１６９７
５－３

330000

配送・設置担当者 株式会社　アイシステム 受注した機器の配送、設置、組立作
業
エリア：新富町内
その他付随業務
詳細は面接時説明します。

＊将来的には会社規定に準じて正社

雇用・労
災・健康・
厚生

39歳
以下 190000

宮崎県児湯郡都農町大字川北１９４８
－２

190000

介護支援専門員【急募】 株式会社　耕智 ○小規模多機能ホームでの計画作成
業務
○通所される方の送迎や食事等の介
助、レクレーションの提供等。
○その他、付随業務

※詳細は面接に説明します

雇用・労
災・健康・
厚生

59歳
以下

144000
宮崎県児湯郡都農町大字川北１６９７
５－３

152000

調理員（正社員） 社会福祉法人　信和会　特別
養護老人ホーム　幸楽荘

○施設入所者の給食の調理。
　朝食・夕食：７３食
　昼食　　　：１１０食（デイ３７
食を含む）
○食器洗浄、厨房清掃などを含む。
○調理業務全般
・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新田１６４０
８番地２

160000

介護職 株式会社　耕智 ○グループホームで生活される方の
介護及び食事の世話等
○通所される方の送迎や食事及び入
浴の介助、レクレーションの提　供
等
○その他、付随業務


雇用・労
災・健康・
厚生

18歳～
59歳

165000
宮崎県児湯郡都農町大字川北１８６９
５－４１

215000

農作業 橋口　俊朗 ○ハウス内でのピーマン収穫作業、
ピーマンの手入れ作業
・ピーマンの選別作業
○ビニールハウスのメンテナンス
・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

136900
宮崎県西都市大字茶臼原字轟９４１番
地１

170000

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

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

雇用・労
災・健康・
厚生

45歳
以下

160000
宮崎県児湯郡川南町大字川南２０６６
６－２

170000

鶏舎作業員【トライアル併用
求人】

株式会社　ミヤポー ○主に養鶏場での採卵作業
＊立ち仕事で手作業での採卵になり
ます。
○その他、附随作業あり。

＊詳細は面接時に説明します。


その他
不問

155625
宮崎県西都市大字南方４６５８番地

155625

（障）鶏舎作業員【障害者ト
ライアル併用求人】

株式会社　ミヤポー ○主に養鶏場での採卵作業
＊立ち仕事で手作業での採卵になり
ます。
○その他、付随作業あり。
＊詳細は面接時に説明します。
【障害者手帳所持者求人】
【障害者トライアル雇用併用求人】

雇用・労
災・健康・
厚生

64歳
以下

150600
宮崎県西都市聖陵町２丁目１番地

160100

一般事務及び調剤事務 有限会社　光和薬局 受付及び電話・ＦＡＸ対応
パソコンを使用しての文書や資料の
作成、管理、保管
レジの操作
薬の配達をお願いすることがありま
す。（都農町内）
レセプト入力、点検、提出

雇用・労
災・健康・
厚生

不問

160000
宮崎県児湯郡川南町大字川南２０６６
６－２

170000

事務補助（税務課） 西都市役所 ○市県民税申告受付及び課税業務補
助。
・西都市内各地区の申告会場での申
告受付業務。
・課税書類、給与支払報告書等のシ
ステムへの入力及び台帳整理等・そ
の他、付随業務

雇用・労
災・健康・
厚生

不問

194700
宮崎県児湯郡木城町大字椎木６０２７
－１

205700

正叉は准看護師 久保循環器内科医院 ○令和２年１１月４日開院

・内科・循環器科における看護全般
業務
・看護業務：採血、予防接種補助
・カルテ入力：医師陪席
・医療事務補助

雇用・労
災・健康・
厚生

不問

130350
宮崎県児湯郡都農町大字川北５４８５
－５

180000

夜勤専門／月１３回以内《急
募》

株式会社　メイセイ ○有料老人ホームにおける夜間介護
及び利用者の健康管理
・見守り
・各部屋巡回
・排泄介助等
・その他、付随業務
＊施設定員２２名

雇用・労
災・健康・
厚生

18歳～
65歳

144000
宮崎県西都市小野崎１丁目７６番地
スーパーパオ食鮮館クック：パオ店内
１Ｆ162000

鮮魚担当：正社員 シティサイト　株式会社 ◯パオ食鮮館クックでの鮮魚部門で
の調理、品出し、販売を担当し　て
頂きます。
・刺身、寿司、煮付け等
・その他付随業務
＊詳細は面接時に説明します。


その他
不問

161000
宮崎県西都市右松１０８２

227800

鮮魚担当：パート社員 シティサイト　株式会社 ◯パオ食鮮館クックでの鮮魚部門で
の調理、品出し、販売を担当し　て
頂きます。
・刺身、寿司、煮付け等
・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

59歳
以下

166900
宮崎県西都市大字右松３２９２－３３
うからの里

192300

雇用・労
災・健康・
厚生

59歳
以下 200000

宮崎県西都市小野崎１丁目７６番地
スーパーパオ食鮮館クック：パオ店内
１Ｆ250000

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

59歳
以下



賃金 求人者名
職種 上限 就業場所 就業時間 加入保険等 必要な免許資格

下限
年齢 仕事の内容

(一般）※ 面接にはハローワークが発行する紹介状が必要です。 ℡ 0983-23-0848 fax0983-23-0849

ハローワーク高鍋

（高鍋公共職業安定所）

11月24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）
～令和3年1月31日
契約更新の可能性なし 45060- 4086201

（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- 4087501
（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2年12月5日～令和3年3月10日
契約更新の可能性なし 45060- 4088001

（フルタイム） 変形（1ヶ月単位）

月給 (1)7時00分～15時30分

(2)7時30分～16時00分

雇用期間の定めなし (3)8時30分～17時00分

(4)10時30分～19時00分

45060- 4089301 (5)16時30分～9時00分

（フルタイム） 変形（1ヶ月単位） 看護師
月給 (1)8時30分～17時00分

(2)16時30分～9時00分

雇用期間の定めなし

45060- 4090101
（フルタイム） 交替制あり 保育士

月給 (1)8時25分～17時10分 幼稚園教諭免許（専修・１種・２種）
(2)9時25分～18時10分 小学校教諭免許（専修・１種・２種）

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）
令和2年12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- 4092701

（フルタイム） 変形（1年単位） フォークリフト運転技能者
月給 (1)8時00分～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- 4096001
（フルタイム） 変形（1年単位） 溶接技能者

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
普通自動車免許

27060-32971801
（フルタイム） 変形（1年単位） 溶接技能者

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
普通自動車免許

27060-32972201
（フルタイム） 変形（1年単位） 溶接技能者

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
普通自動車免許

27060-32973501
（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）
～令和3年3月31日
契約更新の可能性あり（条件あり） 45010-22670901

（フルタイム） 変形（1ヶ月単位）

月給 (1)9時00分～18時00分 普通自動車免許
(2)18時00分～9時00分

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） (3)9時00分～8時59分

契約更新の可能性あり（原則更新） 45010-22710101
（フルタイム） 交替制あり

月給 (1)8時30分～17時15分

(2)16時45分～1時30分

雇用期間の定めなし

45020- 5819101
（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

雇用期間の定めなし (3)1時10分～8時50分

45020- 5820801
（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

45060- 4066401
（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- 4067701
（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- 4068801

◎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)

普通自動車免許（４．６トン最大
積載量の自社車使用）

中学校教諭免許、高等学校教諭免
許、あれば尚可

作業員（大根掛け） 松本信夫 ○生大根を、機械で抜き、洗浄、結
束し、
　やぐら（高さ６ｍ、作業は３ｍま
で）に掛ける仕事。
○大根の選別作業。
・その他付随業務
※高所作業（４～５メートル）を伴

175000
宮崎県児湯郡川南町大字平田３０８７
番地１

200000

農作業員 池田勝也 ○畑でのネギ収穫作業・皮むき作
業。
○倉庫内での結束作業・箱詰め作
業。
・その他付随業務
＊詳細は面接時説明します。
＊体力を要します。

その他
不問

150000
宮崎県児湯郡新富町大字新田１９４６
３ー１

150000

ルート営業 農事組合法人　香川ランチ ○取引先（スーパー等）へのルート
営業業務。
営業範囲：宮崎市内、西都市、児湯
郡、国富、綾、小林、延岡等
・商品案内
・卵の配送
・伝票記載

雇用・労
災・健康・
厚生

49歳
以下

152500
宮崎県児湯郡川南町大字川南１８１５
０－４７

166500

正看護師 医療法人社団　聖山会　川南
病院

○看護業務
（外来、通所リハビリテーション、
透析、病棟）
・その他、付随業務

＊就業時間についての詳細は面談時
に説明致します。

その他
不問

160000
宮崎県児湯郡新富町大字新田１７１８
４－１

200000

ヘルパー 医療法人社団　聖山会　川南
病院

○病棟での介護業務全般。
　食事介助、入浴介助、排泄介助、
外出介助等の介護業務
　
＊夜勤業務の出来る方。
＊早出・遅出勤務あり。
＊その他、付随業務。

雇用・労
災・健康・
厚生

18歳～
59歳

131000
宮崎県児湯郡高鍋町大字北高鍋４６０
０番地（高鍋東小学校内）

165000

場内作業員 都農ペレット工業株式会社 ◯燃料となる木質ペレットを小袋１
０キロに自動計量し、圧着し、　５
０袋製造し、１０キロ×５０袋をひ
とまとめにする仕事です。
・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

18歳～
59歳

201000
宮崎県児湯郡川南町大字川南１８１５
０－４７

250600

児童クラブ支援員 社会福祉法人　高鍋町社会福
祉協議会

○放課後児童クラブ内で、小学校低
学年（１～６年生）の健全育成にか
かわる活動を行います。
（７０人前後：６～７人体制）
〇パソコンにて日誌、集計作業等あ
り。
○児童の見守りが主となります。

雇用・労
災・健康・
厚生

不問

180000
宮崎県西都市大字下三財３４８８　宮
崎西都工場

220000

塗装工（宮崎県） 株式会社　石原工業 搬送コンベヤ・サイロ・ダンパーそ
の他の機器の塗装業務を含む
工場製造工程における雑務

雇用・労
災・健康・
厚生

不問

128800
宮崎県児湯郡都農町大字川北１５１６
４－１

161000

製缶工（宮崎県） 株式会社　石原工業 搬送コンベヤ・サイロ・ダンパーそ
の他の機器の製缶業務、
図面を見て材料マーキング・切断・
一次加工仮付け溶接。

雇用・労
災・健康・
厚生

59歳
以下

180000
宮崎県西都市大字下三財３４８８　宮
崎西都工場

220000

ふるさと納税返礼品梱包ス
タッフ／都農町

株式会社　アルボ ふるさと納税返礼品（鰻）を真空
パックにして全国に発送するお仕事
です。
その他簡単なライン作業、発送先へ
の伝票貼り作業もあります。
難しい作業や重量物を運ぶ作業はご
ざいません。

雇用・労
災・健康・
厚生

59歳
以下 180000

宮崎県西都市大字下三財３４８８　宮
崎西都工場

220000

溶接工（宮崎県） 株式会社　石原工業 搬送コンベヤ・サイロ・ダンパーそ
の他の機器の溶接業務。

雇用・労
災・健康・
厚生

59歳
以下

155000
宮崎県西都市聖陵町２－４６　『西都
待機所』

155000

電子部品製造（川南町） 株式会社　ウイルテック　延
岡サポートセンター

＊水晶振動子の検査業務（ピンド試
験）
・アナログ・デジタルの測定機を使
用
・振動子とカバー部分の接着状況の
確認及び品質（周波数の数値）の確
認を行う作業。

雇用・労
災・健康・
厚生

不問

168000
宮崎県児湯郡都農町大字川北１４３２
番地１

168000

機械警備スタッフ（契約社
員）／西都待機所

セコム宮崎　株式会社 ・警備サービス提供先（事務所、店
舗、民家等）から火災や侵入者等の
信号を受信した際の現場確認
＊採用から約１ヶ月は宮崎本社での
研修があります。
＊西都待機所への配属後も、月に数
回は、業務のため宮崎本社への出勤

雇用・労
災・健康・
厚生

18歳
以上

152400
宮崎県児湯郡川南町大字川南２００１
３－２

152400

生コンクリート車運転手 西都生コン　株式会社 ◯生コンクリートの運搬及び会社が
必要とする業務。
・西都市、児湯管内への生コンク
リートの運搬。
・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～
40歳

169420
宮崎県児湯郡川南町大字川南２００１
３番地２

169420

製造オペレーター及びＰＣ入
力業務（川南町）

株式会社　ウイルテック　延
岡サポートセンター

＊水晶振動子といわれる電子部品の
製造機械オペレーター
　業務及びそれに付随するＰＣデー
タ入力業務

※水晶振動子：聞きなれない言葉で
すが、自動車やスマート　フォ

雇用・労
災・健康・
厚生

18歳～
45歳

180000
宮崎県西都市新町２丁目８番地

250000

コンクリート製造員 西都生コン　株式会社 ○慣れるまでは現場に行きコンク
リートを採取し、コンクリートの
品質試験・管理をして頂きます。
・慣れてきたら主に工場内でのコン
クリート製造業務全般
・原材料在庫管理
・その他付随業務

雇用・労
災・健康・
厚生

49歳
以下 185000

宮崎県西都市新町２丁目８番地

250000

コンクリート試験員 西都生コン　株式会社 ◯現場に行きコンクリートを採取
し、コンクリートの品質試験・管
理をして頂きます。
◯工場内製造に係わる付随業務。
◯原材料在庫管理
◯修理補助等
（エリア：西都市内、西米良村等）

雇用・労
災・健康・
厚生

45歳
以下

雇用・労
災・健康・
厚生

45歳
以下 180000

宮崎県西都市新町２丁目８番地

250000



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24日号

（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- 4069201

（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
普通自動車免許

45060- 4070001
（フルタイム） 交替制あり

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- 4072601
（フルタイム） 変形（1ヶ月単位）

月給 (1)8時30分～17時30分

(2)16時30分～9時00分

雇用期間の定めなし (3)16時30分～1時00分

45060- 4073901
（フルタイム） フレックス

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ヶ月未満）
又は9時00分～18時00分の

契約更新の可能性あり（条件あり） 45060- 4074101 間の8時間以上

（フルタイム） フレックス

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ヶ月未満）
又は9時00分～18時00分の

契約更新の可能性あり（条件あり） 45060- 4075401 間の8時間以上

（フルタイム） 変形（1年単位）

月給 (1)8時00分～16時25分

雇用期間の定めなし

45060- 4076701
（フルタイム）

その他 (1)8時20分～17時30分

雇用期間の定めなし

45060- 4077801
（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- 4078201
（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- 4079501
（フルタイム） 三級自動車整備士

月給 (1)8時30分～17時30分 二級自動車整備士

雇用期間の定めなし 普通自動車免許

45060- 4081901
（フルタイム）

月給 (1)8時30分～19時20分 普通自動車免許

雇用期間の定めなし

14100- 9617501
（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 小型移動式クレーン運転技能者

雇用期間の定めなし

45060- 4060501
（フルタイム）

月給 (1)8時30分～17時15分

雇用期間の定めなし

45060- 4061001
（フルタイム） 変形（1ヶ月単位） 准看護師

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)10時00分～19時00分

(4)17時00分～9時00分

45060- 4063601

◎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（整地・運搬・積
込用及び掘削用）運転技能者

通勤用：普通自動車免許（任意保
険加入必須）

203000
宮崎県西都市大字清水７９２番地１

237000

山林作業員 都農造林　有限会社 ○地拵（じごしらえ）、植付、下刈
徐伐、伐採、集材、運搬等の山　林
作業全般。
○その他、付随業務

・現場は事務所から３０分程度の尾
鈴国有林。

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。
・レクレーションの補助、介助等。

雇用・労
災・健康・
厚生

不問

175000
宮崎県児湯郡高鍋町大字北高鍋２６０
５

210000

看護助手 河野産科婦人科医院 ○産科婦人科での看護業務の補佐業
務全般。
・分娩時（残業がある場合）
○院内看護に係わる業務全般の補
助。
・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

209700
宮崎県児湯郡都農町大字川北１１３５
０－４２

302900

ベビーシッター及び受付事務
補助

河野産科婦人科医院 ○医院内での受付業務補助
・窓口受付・電話対応。
・保険証確認、コピーとり、返却確
認等。
・カルテ上書き記入。
○レセプト作成、管理補助（ＰＣ入
力）

雇用・労
災・健康・
厚生

30歳
以下

195000
宮崎県西都市大字鹿野田１１３６５番
地１

360000

オンライン経理アシスタント（時
短応相談）［リーダー職］

株式会社　キャスター 経理秘書業務、クライアントの経理
部門窓口としての業務
他アシスタントへのディレクション
業務
※自社のコミュニケーションツール
開発の
プロジェクトにも参画いただきま

雇用・労
災・健康・
厚生

18歳
以上 150000

宮崎県児湯郡高鍋町大字北高鍋２６０
５

180000

会計システム導入支援・オン
ラインアシスタント

株式会社　キャスター クラウド会計ソフトユーザーとの折
衝
クラウド会計ソフトを使った経理、
人事労務業務の運用案提案
クラウド会計ソフト操作レクチャ
ＭＴＧの進行役
ユーザーやベンダーとの日程調整・

雇用・労
災・健康・
厚生

不問

147900
宮崎県児湯郡高鍋町大字持田１９９１
－１

191400

設計 株式会社　ジェイ・ピー・
シー　宮崎工場

◯クーラント装置及び専用機の装置
設計業務
（ＣＡＤソフトを使用しての業務が
基本となります）
＊ＣＡＤソフトの使用経験がなくて
も指導いたします。
・その他付随業務

雇用・労
災・健康・
厚生・財形

不問

195000
宮崎県西都市大字鹿野田１１３６５番
地１

360000

冷凍食品製造（管理業務） 南薩食鳥　株式会社　宮崎工
場

○冷凍食品、惣菜製品の製造を把握
し、指導する管理の仕事です。
　・その他付随業務

★幹部候補生として、将来は管理職
を目指していただきます。
　未経験の方でも、弊社指導により

雇用・労
災・健康・
厚生

35歳
以下

155000
宮崎県児湯郡都農町大字川北５４７０
－３

205000

自動車整備士（無資格者） 有限会社　都農ホンダ販売 ◯車両の整備業務全般。
・小型・普通自動車主体。
・車検整備、定期点検整備、一般点
検整備の業務。
・車輌のメンテナンス業務。
・お客様のご自宅、勤務先への車輌
引取、納車等

雇用・労
災・健康・
厚生

37歳
以下 160000

宮崎県西都市大字茶臼原字緑ヶ丘２８
６－１

210000

営業職 有限会社　都農ホンダ販売 ◯車の営業、販売業務
・お客様宅訪問・郵送・電話対応等
・お客様のご自宅、勤務先への車輌
引取、納車
＊営業車あり
・その他、軽度な整備（オイル交換
等）

雇用・労
災・健康・
厚生

40歳
以下

145000
宮崎県児湯郡都農町大字川北５４７０
－３

205000

雇用・労
災・健康・
厚生

30歳
以下 140000

宮崎県児湯郡都農町大字川北５４７０
－３

180000

自動車整備士（資格者・経験
者）

有限会社　都農ホンダ販売 ◯車両の整備業務全般。
・小型・普通自動車主体。
・車検整備、定期点検整備、一般点
検整備の業務。
・車輌のメンテナンス業務。
・お客様のご自宅、勤務先への車輌
引取、納車等

雇用・労
災・健康・
厚生

59歳
以下

200000
宮崎県西都市上町２－３６　戸大建設
工業株式会社　宮崎支店

200000

リフォーム営業（宮崎支店） 戸大建設工業　株式会社 防音工事、リフォーム工事の提案営
業
・個人宅への営業
・顧客管理等
・新規開拓
・営業戦略検討他


雇用・労
災・健康・
厚生

44歳
以下

184000
宮崎県児湯郡高鍋町大字持田６２９７
－３

190900

店内スタッフ 株式会社　都農ワイン ○カフェでの接客、レジ。
・ワイン販売等
・その他付随業務
＊詳細は面接時説明します。

大型ダンプ運転手（１０ト
ン）

株式会社　高鍋運送 ○大型ダンプ運転にて土砂等の運搬
業務が主体となります。
（運搬範囲は宮崎県内で公共事業関
係がほとんどです）
・その他付随業務

＊業務の詳細については面接時に説

雇用・労
災・健康・
厚生

64歳
以下

195000
宮崎県西都市大字鹿野田６１３８－１

215000

雇用・労
災・健康・
厚生

64歳
以下 136400

宮崎県児湯郡都農町大字川北１４６０
９－２０

136400

准看護職 合同会社　まごころ ○高齢者向けデイサービスセンター
まごころ及び住宅型有料老人
ホームまごころの宿で看護業務（定
員１８名）　
・食事、入浴、排泄、移動の介助
等。
・利用者の送迎（エリア：西都市）

雇用・労
災・健康・
厚生

18歳～
64歳



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） 交替制あり 看護師

時給 (1)16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- 4133601
（パートタイム） 変形（1年単位）

時給 (1)9時10分～15時00分

雇用期間の定めなし

45060- 4134901
（パートタイム） 変形（1ヶ月単位）

時給 (1)9時00分～17時00分

雇用期間の定めなし

45060- 4122501
（パートタイム） 介護支援専門員（ケアマネージャー）

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- 4127101
（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)7時00分～16時00分 介護福祉士
(2)8時00分～17時00分 准看護師

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

45060- 4130501
（パートタイム） 交替制あり ホームヘルパー２級

時給 8時00分～19時00分の間の 介護福祉士
3時間程度

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 普通自動車免許

契約更新の可能性あり（原則更新） 45060- 4131001
（パートタイム） 保育士

時給 (1)13時30分～17時30分

(2)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- 4098601
（パートタイム） ホームヘルパー２級

時給 (1)9時00分～13時00分 介護職員初任者研修修了者
(2)14時00分～18時00分 看護師

雇用期間の定めなし 准看護師　　　　　　　　　　　　

45060- 4102401
（パートタイム） 変形（1ヶ月単位）

時給 8時00分～1７時00分の間の

6時間程度

雇用期間の定めなし

45060- 4104801
（パートタイム） 8時00分～17時00分の間の

時給 6時間程度

雇用期間の定めなし

45060- 4105201
（パートタイム） 看護師

時給 (1)8時00分～17時30分 准看護師
(2)8時00分～12時30分

雇用期間の定めなし 8時00分～17時30分の間の

4時間以上

45060- 4110401
（パートタイム）

時給 (1)8時00分～14時00分

(2)8時00分～16時00分

雇用期間の定めなし

45060- 4084701
（パートタイム）

時給 (1)9時00分～16時00分

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- 4085801

（パートタイム）
時給 (1)8時00分～12時00分 普通自動車免許あれば尚可

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） ＊自分で移動出来る方
～令和3年6月30日
契約更新の可能性なし 45060- 4091401

（パートタイム） 変形（1年単位）

時給 (1)8時30分～15時00分

雇用期間の定めなし

45060- 4093801
（パートタイム） 変形（1年単位）

時給 (1)8時00分～15時00分

雇用期間の定めなし

45060- 4094201

◎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)

正又は准看護師／有料老人
ホーム

株式会社　兒玉 ○有料老人ホーム入所者の方の服薬
管理等の看護業務をしていただきま
す（利用者定員４５人）
・その他付随業務
＊詳細は面接時説明します。



労災
不問

960
宮崎県児湯郡新富町大字上富田３８０
５番地

1000

年齢 仕事の内容

株式会社　耕智

製品検査【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～５ｍ、軽い製
品）
・作業は座り仕事
・目を使う細かな作業です（目視、
レンズ（拡大鏡））

雇用・労災
不問

1000
宮崎県児湯郡都農町大字川北１６９７
５－３

2000

○グループホームこころみでの計画
作成業務。
○その他、付随業務
＊詳細は面接時に説明します。

グループホームこころみ（定員９
名）

労災

805
宮崎県西都市大字穂北８７０番地

805

雇用・労災
18歳
～59
歳

900
宮崎県児湯郡都農町大字川北１６９７
５－３

950

訪問介護員（登録ヘルパー） 社会福祉法人　新富町社会福
祉協議会

59歳
以下

軽作業≪急募≫ 森敬　株式会社 ○商品の取り入れ、取り出し、移
動、取付業務。
・盆提灯の箱詰め、その他作業。
・その他付随業務
＊立ち作業になり体力が必要となり
ます。
＊詳細は面接時説明します。

1200
宮崎県児湯郡新富町大字上富田７４８
５－１４

1300

利用者宅（新富町内）を訪問して生
活の援助（食事、掃除等）
身体介護（入浴、おむつ交換等）
・その他付随業務
＊詳細は面接時説明します。

※自家用車を使用

介護職 株式会社　耕智 ○グループホームで生活される方の
介護及び食事の世話等。
○通所される方の送迎や食事及び入
浴の介助、レクレーションの提　供
等。
○その他、付随業務


雇用・労
災・健康・
厚生

59歳
以下 793

宮崎県西都市大字清水７５８－１

793

介護支援専門員【急募】

1000
宮崎県西都市大字清水７９３番地
「清水台通所センター」

1200

訪問介護職員（ヘルパース
テーションはぴねす）

株式会社　洋幸 ◯老人ホーム入居者及び自宅でヘル
パーを必要とする利用者への訪問介
護（食事介助、入浴や排泄の補助）
・その他、付随業務

＊詳細は面接時に説明します。
＊平成３０年６月　有料老人ホーム

労災・その
他不問

850
宮崎県児湯郡川南町大字川南２７４８
３番地

1000

雇用・労災
不問

児童指導員 社会福祉法人　光陽会 ○放課後等デイサービス事業におい
て障害児に対して訓練等の
　支援を行う。
・その他、付随業務

＊就業時間帯についても相談に応じ
ます。

800
宮崎県児湯郡川南町大字川南２０６６
６－２

850

鶏舎作業員 株式会社　ミヤポー 主に養鶏場での採卵作業
・立ち仕事で手作業での採卵になり
ます。
・その他、付随作業あり。
＊詳細は面接時に説明します。


労災
不問

900
宮崎県児湯郡川南町大字川南２０６６
６－２

900

雇用・労災
64歳
以下

（障）鶏舎作業員【トライア
ル併用求人】

株式会社　ミヤポー ○主に養鶏場での採卵作業
　立ち仕事で手作業での採卵になり
ます。
　その他、付随作業あり。

＊詳細は面接時に説明します。


1000
宮崎県西都市右松１０８２

2000

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

その他
不問

正叉は准看護師 久保循環器内科医院 ○令和２年１１月４日開院

・内科・循環器科における看護全般
業務
・看護業務：採血、予防接種補助
・カルテ入力：医師陪席
・医療事務補助

800
宮崎県西都市大字黒生野
ピーマンハウス

850

農作業員 工藤時芳（工藤農園） ○ハウス内でズッキーニの花付け、
収穫、糸つり等を行います。
・片付け作業
・その他付随業務
＊詳細は面接時に説明します。

雇用・労災
不問

800
宮崎県児湯郡新富町大字北畦原２１７
２９

800

その他
不問

収穫作業員 村田政和 ○ピーマンハウス内での収穫作業
○指示した大きさを収穫していただ
きます。
・その他付随業務
＊詳細は面接時説明します。

＊雇用期間の変動がある場合は事業

800
宮崎県西都市大字穂北４４２５番地１

800

炭火焼担当 ＭＧＳ有限会社 ○炭火焼作業が主な業務になりま
す。
・肉の運搬作業有、２０Ｋｇの重さ
の作業になります。
・鶏肉加工のパック詰め作業及び箱
詰め作業。
・その他付随業務

その他
不問

900
宮崎県西都市大字穂北４４２５番地１

900

雇用・労災
69歳
以下

パック、箱詰め、湯煎作業 ＭＧＳ有限会社 ◯鶏肉加工のパック詰め作業及び箱
詰め作業。
・７～８Ｋｇの重さの作業になりま
す。
○湯煎作業：殺菌目的
◯その他、鶏肉カット作業をお願い
する事があります。

雇用・労災
69歳
以下

(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24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24日号

（パートタイム） 9時00分～18時00分の間の

時給 3時間以上

雇用期間の定めなし

45060- 4071301
（パートタイム） 保健師

時給 (1)9時00分～16時50分 看護師

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
契約更新の可能性なし 45060- 4080601

（パートタイム） 交替制あり

時給 (1)9時45分～19時15分

(2)13時15分～19時15分

雇用期間の定めなし

45060- 4082101
（パートタイム） 美容師

時給 (1)9時00分～17時00分

雇用期間の定めなし

45010-22943901
（パートタイム） 交替制あり

時給 (1)8時15分～13時15分

(2)14時00分～19時00分

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

契約更新の可能性あり（条件あり） 45010-22834801
（パートタイム）

時給 (1)10時00分～14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） 45010-22882101

（パートタイム） 9時00分～22時00分の間の

時給 4時間程度

雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）

令和2年11月16日～
契約更新の可能性あり（条件あり） 45040-10758901

（パートタイム）
時給 (1)16時20分～20時20分

雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）

令和2年11月16日～
契約更新の可能性あり（条件あり） 45040-10760801

（パートタイム）
時給 (1)8時30分～18時00分 普通自動車免許

雇用期間の定めなし

14100- 9590401
（パートタイム）

時給 (1)10時00分～16時00分

9時00分～17時00分の間の

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 4時間以上

契約更新の可能性あり（原則更新） 45060- 4057101
（パートタイム） 変形（1年単位） 調理師

時給 (1)8時00分～13時30分 栄養士
(2)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- 4059701
（パートタイム） 変形（1ヶ月単位） 介護福祉士

時給 (1)17時00分～8時00分 ホームヘルパー１級
22時00分～8時00分の間の ホームヘルパー２級

雇用期間の定めなし 9時間程度 看護師：あれば尚可　＊無資格者でも応募可

45060- 4062301
（パートタイム）

時給 (1)9時00分～13時00分 普通自動車免許あれば尚可
(2)13時00分～17時00分

雇用期間の定めなし (3)17時00分～22時00分

(4)13時00分～22時00分

45060- 4064901
（パートタイム）

時給 22時00分～8時00分の間の 普通自動車免許あれば尚可
8時間程度

雇用期間の定めなし

45060- 4065101

◎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)

1000
宮崎県児湯郡高鍋町大字北高鍋１３４
７－１

1000

保健師又は正看護師／産休代
替

宮崎県高鍋保健所 ○精神保健福祉に関する業務全般。
・電話、面接相談・家庭訪問等
・パソコン入力：専用ソフトへデー
タ入力
・その他付随業務
＊詳細は面接時説明します。

1182
宮崎県児湯郡高鍋町大字蚊口浦５１２
０の１

1289

労災
59歳
以下

事務職 大森歯科医院 ○パソコン操作によるデータ入力
・表作成
・プレゼン資料作成等
・論文原稿入力作成
・その他付随業務
＊詳細は面接時説明します。


830
宮崎県西都市大字三宅字下鶴９４１４
－１

830

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


雇用・公
災・健康・
厚生

不問

820
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

労災
59歳
以下

店内スタッフ／長期アルバイ
ト

株式会社　しまむら　西都店 ○衣料等の陳列・販売業務全般。
・レジ業務
・商品管理
・その他付随業務
＊詳細は面接時説明します。

＊立ち仕事なので、持久力が必要と

850
宮崎県西都市大字下三財８１２４－８
「並木の里」　内厨房

900

客室内清掃／ホテルＡＺ都農
店

株式会社　南九州ダイケン ・ホテル客室内の清掃（浴室、トイ
レ等）及びベットメイク
　業務
・アメニティのセット

＊制服を貸与します。


雇用・労災
不問

830
宮崎県児湯郡都農町大字川北５９４０
　「ホテルＡＺ　都農店」

830

労災
不問

調理パート／並木の里（西都
市）

日清医療食品　株式会社　南
九州支店　宮崎営業所

・入所者様への食事提供業務です。

＊朝６５食、昼９０食、夕６５食の
食事の盛付、配膳、食器洗浄の　仕
事となります。

＊未経験の方、大歓迎です。

1000
宮崎県児湯郡高鍋町

1000

スーパーでの店内清掃 株式会社　総合プラント　都
城営業所

スーパーでの店内清掃のお仕事にな
ります
・水産部門と惣菜部門での清掃を担
当頂きます
・バックヤード（裏のお部屋）で厨
房周りや作業台周りの清掃や　　床
掃除です

雇用・労災
不問

900
宮崎県児湯郡高鍋町

900

雇用・労災
不問

スーパーでのレジ担当（商品
の精算のみ）

株式会社　総合プラント　都
城営業所

スーパーでのレジ担当（商品の精算
のみ）のお仕事になります
・レジの機種は自動釣銭機になりま
すので会計ミスも心配不要です
・レジ業務や接客のお仕事未経験で
も、店長さんや従業員さんから　の
研修・教育を受けてからのスタート

1625
宮崎県西都市上町２―３６
当社宮崎支店

1875

入浴介助員 株式会社　アイケア（エリシ
オン聖陵）

〇老人ホームでの入浴介助に関する
業務
・午前中は３人体制です。
（主に寝たきり利用者の入浴介助を
します）
・午後は１対１での入浴介助になり
ます。

雇用・労災
不問

793
宮崎県西都市大字妻１５１８－１

800

雇用・労
災・健康・
厚生

不問
大工（宮崎支店） 戸大建設工業　株式会社 木造建築、リフォーム工事における


大工作業全般

900
宮崎県児湯郡新富町大字下富田２６９
１番地

900

介護職（夜勤専門） 合同会社　まごころ ○住宅型有料老人ホームまごころの
宿（入居者１９名）での介護業　務
を行っていただきます。
・入居者のコール対応
・朝食の準備
・トイレ誘導
・その他付随業務

労災
不問

1200
宮崎県西都市大字鹿野田６１３８－１

1500

労災
不問

調理員 社会福祉法人　清流福祉会
ひとつせ保育園

◯保育園給食の調理（１日８０～９
０人分）
（調理は１日３人体制）
◯食育の教育指導
・食材の発注、検品等
・おやつ作り、手作り（週２回）
◯病後児用の食事作り

コンビニエンスストア店員：
深夜担当

合同会社ｋ’Ｓ　Ｆａｍｉｌ
ｙ　ローソン都農境ヶ谷店

◯レジでの接客業務、商品品出し、
揚げ物等調理、店内外の清掃等
・その他付随業務
＊詳細は面接時に説明します。

＊研修期間３週間～１ヶ月に丁寧に
指導しますので安心して勤務出　来

雇用・労災
18歳
以上

労災
18歳
以上

820
宮崎県児湯郡都農町大字川北字境ヶ谷１４
７６８－１０　ローソン都農境ヶ谷店

820

労災
不問

820
宮崎県児湯郡都農町大字川北字境ヶ谷１４
７６８－１０　ローソン都農境ヶ谷店

820

コンビニエンスストア店員 合同会社ｋ’Ｓ　Ｆａｍｉｌ
ｙ　ローソン都農境ヶ谷店

◯レジでの接客業務、商品品出し、
揚げ物等調理、店内外の清掃等
・その他付随業務
＊詳細は面接時に説明します。

＊研修期間３週間～１ヶ月に丁寧に
指導しますので安心して勤務出　来


