
年齢・
職種 指針　 賃金 求人者名 就業時間 加入保険等 必要な免許資格

月給 変形（１年単位）
(1) 8時00分～17時00分

45010- 7519871 就業場所

月給
(1) 8時00分～17時00分

45010- 7522371 就業場所

月給 変形（１ヶ月単位）

8時00分～20時00分
の間の7時間程度

45010- 7560971 就業場所

月給 変形（１ヶ月単位）
(1) 8時40分～17時40分

45010- 7569271 就業場所

月給 変形（１ヶ月単位） ホームヘルパー２級以上
(1) 7時00分～16時00分 介護福祉士
(2) 8時00分～17時00分 普通自動車免許ＡＴ
(3)10時00分～19時00分 介護職員初任者研修修了者
(4)17時00分～9時00分

45060- 1193671 就業場所

月給 交替制あり
(1) 6時00分～15時00分
(2) 9時00分～18時00分

45060- 1195471 就業場所

月給
(1) 8時00分～17時00分

45060- 1197871 就業場所

月給 普通自動車免許一種
(1) 8時00分～17時00分 車両系建設機械

45060- 1199971 就業場所

月給 普通自動車免許一種
(1) 8時00分～17時00分

45060- 1200471 就業場所

月給 普通自動車免許ＡＴ
(1) 9時00分～18時00分 保育士

又は8時00分～19時00分
の間の8時間程度

46040- 3090871 就業場所

月給 普通自動車免許ＡＴ
(1) 9時00分～18時00分

又は8時00分～19時00分
の間の8時間程度

46040- 3091271 就業場所

月給 看護師
(1) 9時00分～18時00分 准看護師

普通自動車免許ＡＴ

46040- 3092971 就業場所

月給
(1) 8時30分～17時15分

45010- 7480971 就業場所

月給
(1)12時00分～21時00分

45040- 3261971 就業場所

月給
(1) 8時00分～17時00分

45060- 1172271 就業場所

月給 普通自動車免許ＡＴ
(1) 8時30分～17時30分 准看護師

45060- 1175071 就業場所

月給 普通自動車免許ＡＴ
(1) 8時30分～17時30分 看護師

45060- 1177671 就業場所

月給
(1)15時00分～22時00分

45060- 1179471 就業場所

月給 変形（１年単位）
(1) 8時00分～17時00分

45060- 1180271 就業場所

◎ハローワークでは随時紹介を行っておりますので、この求人の中でもすでに決定済となっている場合があります。その際はあしからずご了承ください。
◎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。
◎求人検索機に求人番号を入力いただくと詳しい求人内容を確認できます。

（一般） ３月２１日号

養鶏業務（直営山路農場
ｏｒ直営三納農場）

株式会社　児湯食鳥 ○直営山路農場又は直営三納農
場での養鶏業務全般。
・種鶏の飼養管理。
＊体力を必要とする仕事です。

雇用・労
災・健康・
厚生・財形

不問
138,000円～
138,000円雇用期間の定めなし 宮崎県児湯郡川南町大字川南２１６２２

－１
宮崎県西都市

調理補助及び接客 ランチボックス ◯「個室ダイニング　花・花」
での調理補助及び接客業務。
・食材切り、盛り付け等
・厨房消毒等

雇用・労災
不問

150,000円～
180,000円雇用期間の定めなし 宮崎県児湯郡高鍋町大字持田　１７３６

－１
宮崎県児湯郡高鍋町

正看護師 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。

雇用・労
災・健康・
厚生

不問
180,000円～
240,000円雇用期間の定めなし 宮崎県児湯郡川南町大字川南１２７１４

－１３

准看護師 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。

雇用・労
災・健康・
厚生

不問
165,000円～
195,000円雇用期間の定めなし 宮崎県児湯郡川南町大字川南１２７１４

－１３

園芸作業員 中山園芸 ○ハウス内での野菜苗（白菜、
キャベツ等）花苗（パンジー、
ペチニヤ等）の植え付けから移
植、出荷作業までです。

不問
123,165円～
123,165円雇用期間の定めあり

（4ヶ月未満）

宮崎県児湯郡高鍋町大字上江７０４１－
４

清掃員（都農町） 栄美社 ＊食肉工場において使用した機
械の清掃作業となります。
　
＊就業時間は、工場作業終了後

雇用・労
災・健康・
厚生

不問
160,000円～
200,000円雇用期間の定めなし 宮崎県都城市金田町　２５６０－１

宮崎県児湯郡都農町

事務補助／高鍋出張所 国土交通省　九州地方整備局
宮崎河川国道事務所

事務補助業務
・電話対応、来庁者の応接
・書類の作成、整理、システム
へのデータ入力

雇用・公
災・健康・
厚生

不問
141,600円～
141,600円雇用期間の定めあり

（4ヶ月以上）

宮崎県宮崎市大工２丁目３９番地

宮崎県児湯郡高鍋町

正・准看護師（育成サ
ポート友遊　川南）

株式会社　常喜 ○障がい者福祉サービス事業所
において、看護業務に従事し
ます。


雇用・労
災・健康・
厚生

不問
150,000円～
200,000円雇用期間の定めなし 霧島市霧島田口２６１４－１

宮崎県児湯郡川南町

指導員（育成サポート友
遊　川
南）

株式会社　常喜 ○障害者福祉施設において、児
童の指導業務等全般に従事し
　ます。
・知的発達障害児の学童保育、

雇用・労
災・健康・
厚生

不問
140,000円～
180,000円雇用期間の定めなし 霧島市霧島田口２６１４－１

宮崎県児湯郡川南町

保育士（育成サポート友
遊川南）

株式会社　常喜 ○障害者福祉施設において、児
童の指導業務等全般に従事し
　ます。
・知的発達障害児の学童保育、

雇用・労
災・健康・
厚生

不問
140,000円～
160,000円雇用期間の定めなし 霧島市霧島田口２６１４－１

宮崎県児湯郡川南町

農作業員 日高健太 ○マンゴーの枝吊り、剪定、
ネットかけ、農薬散布、選別、
集荷、運搬等。
○ビニールの貼り替え等。

雇用・労災
35歳
以下 150,000円～

200,000円雇用期間の定めなし 宮崎県西都市大字鹿野田１１６０５番地

宮崎県西都市

建設・土木作業員 有限会社　大岩建設 ○現場での建設・土木作業全般
業務。
・公共機関から民間工事まで幅
広く対応しています。

雇用・労
災・健康・
厚生

不問
150,000円～
200,000円雇用期間の定めなし 宮崎県児湯郡川南町大字平田１４８０番

地
宮崎県

農園農作業員 アグリストリーム　きむら農園 ○樹種マンゴー、ブルーベ
リー、ズッキーニ、ゴーヤ等の
農　作業員業務。
○ハウス内での防虫駆除、草取

雇用・労災
不問

150,000円～
150,000円雇用期間の定めなし 宮崎県児湯郡川南町大字川南１３５０９

－３２
宮崎県児湯郡川南町

調理作業食事サービス 佐金食糧販売有限会社 ◯「都農町立養護老人ホーム
愛寿園」での調理業務。
（入所者：１日５０名分×３
食・おやつ）

雇用・労
災・健康・
厚生

不問
140,800円～
140,800円雇用期間の定めあり

（4ヶ月以上）

宮崎県児湯郡都農町大字川北４９９９－
１

宮崎県児湯郡都農町

介護職員（グループホー
ム　木の瀬）

株式会社　メイセイ ○グループホームでの介護サー
ビスの実施（定員９名）
○食事介助・入浴介助・排泄介
助・外出介助

雇用・労
災・健康・
厚生

不問
135,000円～
206,000円雇用期間の定めなし 宮崎県児湯郡木城町大字椎木６０２７－

１
宮崎県児湯郡川南町

漬物の梱包及び出荷作業
／木城町

Ｍａｎ　ｔｏ　Ｍａｎ　株式会
社　宮崎オフィス

簡単な作業です。

・真空包装された漬物をお客様
毎に段ボール箱に梱包し、出

雇用・労
災・健康・
厚生

不問
134,992円～
143,429円雇用期間の定めあり

（4ヶ月未満）

宮崎県宮崎市高千穂通２－５－３２　日
本生命宮崎駅前ビル７Ｆ

宮崎県児湯郡木城町

店員（日配部門）／川南
店（ＪＡＯ）

株式会社　エーコープみやざき ・日配部門における商品陳列点
検や補充及び品出し、
　発注等を主に行います。


雇用・労
災・健康・
厚生

不問
117,453円～
117,453円雇用期間の定めあり

（4ヶ月未満）

宮崎県宮崎市花ヶ島町鴨ノ丸８２９番地
１

宮崎県児湯郡川南町

デザート製品の梱包等の
お仕事／川南町

スタッフラインズ　株式会社 ・デザート類の梱包作業のお仕
事です。

＊時間帯、勤務日は遠慮なくご

雇用・労
災・健康・
厚生

不問
146,200円～
146,200円雇用期間の定めあり

（4ヶ月）

宮崎県宮崎市松橋１丁目８番２４号　テ
ルスビル２階Ａ

宮崎県児湯郡川南町

雇用・労
災・健康・
厚生

不問
149,600円～
149,600円雇用期間の定めあり

（4ヶ月以上）

宮崎県宮崎市淀川１丁目２番８号

宮崎県児湯郡川南町

仕事の内容・就業場所

食品加工スタッフ／川南
町

日本物産情報通信　株式会社
宮崎本社

アイスクリーム製造工場でのお
仕事です。
・製造ライン作業になります。
・室温１８～２０℃の中でのお

℡ 0983-23-0848  fax0983-23-0849 

ハローワーク高鍋 

  （高鍋公共職業安定所） 
◎ 面接にはハローワークが発行する紹介状が必要です。 

◎ 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。 



年齢・
職種 指針　 賃金 求人者名 就業時間 加入保険等 必要な免許資格

（一般） ３月２１日号

仕事の内容・就業場所

℡ 0983-23-0848  fax0983-23-0849 

ハローワーク高鍋 

  （高鍋公共職業安定所） 
◎ 面接にはハローワークが発行する紹介状が必要です。 

◎ 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。 

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

(2)土曜日
45060- 1181971 就業場所

月給 変形（１年単位）
(1) 8時00分～17時00分

45060- 1182171 就業場所

月給 交替制あり
(1) 8時00分～16時15分
(2)16時00分～ 0時15分

45060- 1183071 就業場所

月給 変形（１年単位）
(1) 8時00分～17時00分

45060- 1184371 就業場所

月給 変形（１ヶ月単位） 保育士
普通自動車免許ＡＴ

6時00分～21時00分 児童指導員資格
の間の8時間程度

45060- 1185671 就業場所

月給 変形（１ヶ月単位） 保育士
普通自動車免許ＡＴ

6時00分～21時00分 児童指導員資格
の間の8時間程度

45060- 1186571 就業場所

月給 変形（１ヶ月単位） 保育士
普通自動車免許ＡＴ

45060- 1187471 就業場所

月給 普通自動車免許ＡＴ
(1) 8時30分～17時30分 介護支援専門員

45060- 1188771 就業場所

月給
(1) 8時30分～18時00分

45060- 1189871 就業場所

月給 普通自動車免許ＡＴ
(1) 8時30分～17時15分

45060- 1191071 就業場所

月給 普通自動車免許
(1) 9時00分～17時00分
(2) 9時00分～18時00分

45060- 1192371 就業場所

月給 変形（１ヶ月単位） 登録販売者（医薬品）
9時00分～22時00分 普通自動車免許ＡＴ
の間の8時間程度

40120- 6557271 就業場所

月給 変形（１ヶ月単位） 普通自動車免許ＡＴ
(1) 7時00分～16時30分
(2) 8時00分～17時30分
(3) 9時00分～18時30分

40120- 6558971 就業場所

月給 変形（１ヶ月単位） 普通自動車免許ＡＴ
(1) 7時00分～16時30分
(2) 8時00分～17時30分
(3) 9時00分～18時30分

40120- 6559171 就業場所

月給 変形（１ヶ月単位） 普通自動車免許ＡＴ
(1) 8時30分～18時00分
(2)10時30分～20時00分

40120- 6561571 就業場所

月給 変形（１ヶ月単位） 普通自動車免許ＡＴ
(1) 7時00分～16時30分
(2) 8時00分～17時30分
(3) 9時00分～18時30分

40120- 6562471 就業場所

月給 普通自動車免許一種
(1) 8時30分～17時30分

45060- 1157171 就業場所

月給
(1) 9時00分～19時00分

45060- 1159371 就業場所

月給
(1) 9時00分～19時00分

45060- 1160571 就業場所

◎ハローワークでは随時紹介を行っておりますので、この求人の中でもすでに決定済となっている場合があります。その際はあしからずご了承ください。
◎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。
◎求人検索機に求人番号を入力いただくと詳しい求人内容を確認できます。

販売スタッフ 有限会社　クロキ兄弟商会 ○ａｕ携帯電話の販売に伴う契
約業務全般。
・接客、店内外陳列、整備等。


雇用・労
災・健康・
厚生

不問
135,072円～
168,000円雇用期間の定めなし 宮崎県児湯郡都農町大字川北１０４５－

１
宮崎県児湯郡川南町

販売スタッフ 有限会社　クロキ兄弟商会 ○ａｕ携帯電話の販売に伴う契
約業務全般。
・接客、店内外陳列、整備等。


雇用・労
災・健康・
厚生

不問
135,072円～
168,000円雇用期間の定めあり

（4ヶ月以上）

宮崎県児湯郡都農町大字川北１０４５－
１

宮崎県児湯郡川南町

ＮＣ加工機オペレーター 株式会社　カスタムジャパン ○ＮＣ加工機に鉄板をのせ、
カットした製品を取り出す業務
です。


雇用・労
災・健康・
厚生

不問
184,000円～
240,000円雇用期間の定めなし 宮崎県児湯郡川南町大字川南３９６

宮崎県児湯郡川南町

惣菜技術職（西都店） 株式会社トライアルスーパーセ
ンター

＜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、主に惣菜
コーナーを担当

雇用・労
災・健康・
厚生

64歳
以下 202,000円～

329,000円雇用期間の定めなし 福岡県福岡市東区多の津１－１２－２

宮崎県西都市

店舗スタッフ（西都店） 株式会社トライアルスーパーセ
ンター

＜スーパーセンタートライアル
西都店のスタッフ＞
○店舗での業務全般
［主な業務］

雇用・労
災・健康・
厚生

45歳
以下 173,000円～

209,000円雇用期間の定めなし 福岡県福岡市東区多の津１－１２－２

宮崎県西都市

精肉技術職（西都店） 株式会社トライアルスーパーセ
ンター

＜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、主に精肉
コーナーを担当

雇用・労
災・健康・
厚生

64歳
以下 202,000円～

329,000円雇用期間の定めなし 福岡県福岡市東区多の津１－１２－２

宮崎県西都市

青果技術職（西都店） 株式会社トライアルスーパーセ
ンター

＜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

雇用・労
災・健康・
厚生

64歳
以下 202,000円～

329,000円雇用期間の定めなし 福岡県福岡市東区多の津１－１２－２

宮崎県西都市

登録販売者（西都店） 株式会社トライアルスーパーセ
ンター

＜スーパーセンタートライアル
西都店のスタッフ＞
　＊ドラッグストアー内での一
般医薬品の販売、化粧品、

雇用・労
災・健康・
厚生

64歳
以下 212,000円～

281,000円雇用期間の定めなし 福岡県福岡市東区多の津１－１２－２

宮崎県西都市

一般事務及びルート営業 ライジングパートナーズ株式会
社

○生命保険・損害保険代理業全
般。
・契約者の管理、保険帳簿入
力：パソコン入力）

雇用・労
災・健康・
厚生

59歳
以下 150,000円～

250,000円雇用期間の定めなし 宮崎県西都市有吉町３丁目１７

宮崎県西都市、宮崎市

生活支援員（高鍋） 社会福祉法人　晴陽会 ○通所利用者の日中活動支援業
務。（定員４０名）
・食事介助、排泄介助、外出介
助（ドライブ等支援）

雇用・労
災・健康・
厚生

不問
120,000円～
129,600円雇用期間の定めあり

（4ヶ月未満）

宮崎県西都市大字右松３２９２－３３

宮崎県児湯郡高鍋町

インターネット通販ＷＥ
Ｂ製作・企画・接客

株式会社　ヤミー・フードラボ ◯インターネットの通販ページ
の企画、お客様対応
、新商品の開発、受注、ショッ
プ全体の管理を担当して頂き

雇用・労
災・健康・
厚生

40歳
以下 130,000円～

200,000円雇用期間の定めなし 宮崎県児湯郡高鍋町大字南高鍋１００３
２－２

ケアマネージャー 株式会社　ダイナリ ○居宅サービスでの介護支援業
務全般。
・訪問
・ケアプラン作成（パソコン使

雇用・労
災・健康・
厚生

不問
200,000円～
230,000円雇用期間の定めなし 宮崎県児湯郡川南町大字川南１２７１４

－１３

保育士又は指導員（児童
養護施設）（臨時職員）

社会福祉法人　石井記念　友愛
社

○児童養護施設に入居する子ど
もたちの対する生活習慣、し
つけ、社会のルール等の指導。
○予習、復習などの学習指導、

雇用・労
災・健康・
厚生

不問
156,200円～
156,200円雇用期間の定めあり

（4ヶ月以上）

宮崎県児湯郡木城町大字椎木６４４－１

宮崎県児湯郡木城町

保育士又は指導員（児童養
護施設）（特別契約職員）

社会福祉法人　石井記念　友愛
社

○児童養護施設に入居する子ど
もたちの対する生活習慣、し
つけ、社会のルール等の指導。
○予習、復習などの学習指導、

雇用・労
災・健康・
厚生

不問
156,880円～
180,412円雇用期間の定めあり

（4ヶ月以上）

宮崎県児湯郡木城町大字椎木６４４－１

宮崎県児湯郡木城町

保育士又は指導員（児童
養護施設）（正社員）

社会福祉法人　石井記念　友愛
社

○児童養護施設に入居する子ど
もたちの対する生活習慣、し
つけ、社会のルール等の指導。
○予習、復習などの学習指導、

雇用・労
災・健康・
厚生

不問
160,060円～
182,214円雇用期間の定めなし 宮崎県児湯郡木城町大字椎木６４４－１

宮崎県児湯郡木城町

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。

雇用・労
災・健康・
厚生

不問
127,872円～
127,872円雇用期間の定めなし 宮崎県児湯郡高鍋町大字持田６２８４

焼酎製造スタッフ【急
募】

宝酒造　株式会社　黒壁蔵 ○「よかいち」「一刻者」の焼
酎造りに係る業務です。
・実務経験がなくても、熟練し
た社員が丁寧に指導しますの

雇用・労
災・健康・
厚生

18歳
以上 148,081円～

148,081円雇用期間の定めあり
（4ヶ月未満）

宮崎県児湯郡高鍋町大字蚊口浦５３２３

贈答用ギフト作製要員 宮崎県農協果汁　株式会社 ◯贈答用ギフトの箱を組み立て
たり、ジュースを箱に詰め、
包装したりする業務です。
◆倉庫内での作業です。

雇用・労
災・健康・
厚生

不問
134,400円～
134,400円雇用期間の定めあり

（4ヶ月以上）

宮崎県児湯郡川南町大字川南２００１６
－３

宮崎県児湯郡都農町

正又は准看護師 医療法人　慈省会　喜多医院 ○医院内での看護業務。（外来
のみ）
○内科・小児科の看護業務にな
ります。

雇用・労
災・健康・
厚生

59歳
以下 162,000円～

165,000円雇用期間の定めなし 宮崎県児湯郡川南町大字平田２３８０－
２



年齢・
職種 指針　 賃金 求人者名 就業時間 加入保険等 必要な免許資格

（一般） ３月２１日号

仕事の内容・就業場所

℡ 0983-23-0848  fax0983-23-0849 

ハローワーク高鍋 

  （高鍋公共職業安定所） 
◎ 面接にはハローワークが発行する紹介状が必要です。 

◎ 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。 

月給 変形（１ヶ月単位） 薬剤師
(1) 8時00分～18時00分
(2) 8時00分～12時00分
(2)土曜日

45060- 1163871 就業場所

月給
(1)11時00分～23時00分

45060- 1164271 就業場所

月給
(1)11時00分～23時00分

45060- 1165971 就業場所

月給
(1)11時00分～23時00分

45060- 1166171 就業場所

月給
(1)11時00分～23時00分

45060- 1167071 就業場所

月給
(1) 8時00分～17時00分 普通自動車免許一種

45060- 1170771 就業場所

月給 普通自動車免許一種
(1) 8時30分～17時30分

45060- 1171871 就業場所

月給
10時00分～21時00分
の間の8時間程度

40010-21432171 就業場所

月給 変形（１ヶ月単位）
(1)11時00分～19時00分

45010- 7320671 就業場所

月給 変形（１年単位） 大型自動車免許一種
(1) 8時00分～17時00分

45060- 1124071 就業場所

月給 変形（１ヶ月単位） 普通自動車免許ＡＴ
(1) 8時30分～17時15分
(2) 6時30分～15時15分
(3)11時30分～20時15分
(4)8時30分～9時30分

45060- 1127571 就業場所

月給 変形（１ヶ月単位）
(1) 6時00分～15時00分
(2)10時00分～19時00分
(3) 8時30分～17時30分

45060- 1129771 就業場所

月給
(1) 9時00分～17時00分

45060- 1130971 就業場所

月給 理容師
(1) 9時00分～19時00分 美容師

45060- 1131171 就業場所

月給 普通自動車免許
(1) 8時00分～17時00分

45060- 1132071 就業場所

月給 変形（１年単位） 栄養士
(1) 8時15分～17時15分
(2) 8時15分～13時15分

(2)土曜日
45060- 1138871 就業場所

月給 変形（１年単位） 保育士
(1) 9時00分～18時00分

45060- 1139271 就業場所

月給 変形（１ヶ月単位）
(1) 8時30分～17時30分
(2)10時00分～19時00分
(3) 7時00分～16時00分
(4)16時30分～9時00分

45060- 1144471 就業場所 夜勤：月5回程度
月給 変形（１ヶ月単位） 准看護師

(1) 8時30分～17時30分
(2) 8時30分～12時30分
(3)16時30分～ 8時30分
夜勤：週1回程度

45060- 1146871 就業場所

◎ハローワークでは随時紹介を行っておりますので、この求人の中でもすでに決定済となっている場合があります。その際はあしからずご了承ください。
◎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。
◎求人検索機に求人番号を入力いただくと詳しい求人内容を確認できます。

准看護師 医療法人社団　大和会　大塚病
院

○看護業務全般。

・病棟（一般・介護あり）　


雇用・労
災・健康・
厚生・財形

59歳
以下 131,600円～

194,100円雇用期間の定めなし 宮崎県西都市御舟町２丁目４５

宮崎県西都市

看護補助者 医療法人社団　大和会　大塚病
院

○病院内での看護補助・介護補
助業務。（４１床）
（食事、入浴、更衣、おむつ交
換等、日常生活全般）

雇用・労
災・健康・
厚生・財形

59歳
以下 132,000円～

152,000円雇用期間の定めなし 宮崎県西都市御舟町２丁目４５

宮崎県西都市

学童保育・保育補助 社会福祉法人　清流福祉会　ひ
とつせ保育園

◯主に学童保育と保育補助全般
業務。

○学校長期休暇（夏休み、冬休

雇用・労
災・健康・
厚生

不問
140,300円～
140,300円雇用期間の定めあり

（4ヶ月以上）

宮崎県児湯郡新富町大字下富田２６９１
番地

栄養士 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
～９０人分）
（調理は１日３人体制）
◯食育の教育指導

雇用・労
災・健康・
厚生

不問
157,000円～
176,600円雇用期間の定めあり

（4ヶ月以上）

宮崎県児湯郡新富町大字下富田２６９１
番地

現場作業員 智翔組 ◯機械工事、太陽光、鍛冶工
事、ライン工事、鳶工事等の作
業に従事して頂きます。
・工事作業は手作業になりま

不問
147,000円～
252,000円雇用期間の定めなし 宮崎県児湯郡高鍋町大字北高鍋１２７２

－５

理容師又は美容師 ＨＯＮＢＥ　ＣＬＵＢ ○理容師又は美容師業務全般
・シャンプー　・ブロー
・フェイシャルマッサージ　
・パーマ　　　・お顔そり

雇用・労災
不問

140,000円～
180,000円雇用期間の定めなし 宮崎県児湯郡都農町大字川北５５３１－

３

加工場作業員補助 アグリストリーム　きむら農園 ○加工場でジャム製造の補助作
業。
・機材の洗浄等。
○その他、附随作業あり。

雇用・労災
不問

102,200円～
102,200円雇用期間の定めなし 宮崎県児湯郡川南町大字川南１３５０９

－３２
宮崎県児湯郡川南町

調理員（並木の里）【ト
ライアル併用求人】

医療法人　暁星会　三財病院 ○老人保健施設、並木の里にお
ける入所者（約８０名）の食
事の提供。
・朝食、昼食、夕食、おやつ。

雇用・労
災・健康・
厚生

59歳
以下 126,000円～

140,000円雇用期間の定めなし 宮崎県西都市大字下三財３３７８

宮崎県西都市

支援員 社会福祉法人　宮崎県社会福祉事
業団（救護施設　清風園）

◯施設利用者（入所者・通所
者）の生活支援（身辺処理支
援）及び日中活動支援。
生活支援：食事、入浴、排泄等

雇用・労
災・健康・
厚生

不問
136,200円～
136,200円雇用期間の定めあり

（4ヶ月以上）

宮崎県児湯郡新富町上日置９６３－３

大型運転手 有限会社　黒木運輸 ○大型車により九州管内（まれ
に中国地方）への貨物輸送。
・輸送貨物は主に肥料、飼料、
その他。

雇用・労
災・健康・
厚生

不問
200,000円～
250,000円雇用期間の定めなし 宮崎県児湯郡川南町大字川南５１９９－

２１０

販売スタッフ／西都店 株式会社　タカヤマ ・店内においての衣料品の販売
や商品整理、売場作成
・レジ業務、ラッピング
・入社後、３ヶ月を目安に各部

雇用・労
災・健康・
厚生

不問
126,000円～
126,000円雇用期間の定めなし 宮崎県東諸県郡国富町大字木脇８５２－

１
宮崎県西都市

家電販売／宮崎県児湯郡
高鍋町

株式会社　Ｊ・スタッフ 家電品に関する接客応対及び販
売業務。

＊２ヶ月更新

雇用・労
災・健康・
厚生

不問
189,200円～
189,200円雇用期間の定めあり

（4ヶ月未満）

福岡県福岡市中央区天神１丁目１４－１
６　福岡三栄ビル３Ｆ

宮崎県児湯郡高鍋町

ペットの火葬及び接客 フェニックスホールディング株
式会社

◯ペットの火葬業務、引取作業
◯供養に来られたお客様への接
客対応、電話対応等
◯年会費の受取り：データ入力

雇用・労
災・健康・
厚生

不問
135,000円～
155,000円雇用期間の定めなし 宮崎県児湯郡新富町大字日置２２２２番

地８

茶園管理作業員及び製造
【トライアル併用求人】

株式会社　九茶農場 　　　　　　　　　　≪　急募
≫
○茶畑の管理及びお茶の荒茶製
造

雇用・労
災・健康・
厚生

不問
158,400円～
167,200円雇用期間の定めなし 宮崎県西都市大字穂北５２５３番地６０

料理長候補（華むら）≪
急募≫【トライアル併用求人】

有限会社　丸井 ○居酒屋・宴会料理等の調理。
・仕入、発注、在庫管理。
・献立作成。
・厨房内での仕込み作業、皿洗

雇用・労
災・健康・
厚生

18歳
以上 250,000円～

380,000円雇用期間の定めなし 宮崎県児湯郡川南町大字川南２２６５１

宮崎県児湯郡高鍋町

店長職≪急募≫　【トライア
ル併用求人】

有限会社　丸井 ○ラーメン店での調理及び接客
業務全般。
○店舗管理等。
・その他、附随業務あり。

雇用・労
災・健康・
厚生

18歳
以上 200,000円～

250,000円雇用期間の定めなし 宮崎県児湯郡川南町大字川南２２６５１

宮崎県児湯郡川南町

調理補助（華むら）≪急
募≫【トライアル併用求人】

有限会社　丸井 ○調理補助業務。
・居酒屋、宴会料理等の調理補
助。
・厨房内での仕込み作業、皿洗

雇用・労
災・健康・
厚生

18歳
以上 148,000円～

280,000円雇用期間の定めなし 宮崎県児湯郡川南町大字川南２２６５１

宮崎県児湯郡高鍋町

ホール係（華むら）≪急
募≫【トライアル併用求人】

有限会社　丸井 ○接客全般。
○オーダー受け等。
○配膳、片づけ等。


雇用・労
災・健康・
厚生

18歳
以上 148,000円～

280,000円雇用期間の定めなし 宮崎県児湯郡川南町大字川南２２６５１

宮崎県児湯郡高鍋町

保険調剤薬剤師（あんず
薬局）

有限会社　さくら調剤薬局 ○調剤及び投薬業務全般。

＊業務内容の詳細は面接時に説
明致します。

雇用・労
災・健康・
厚生

不問
500,000円～
550,000円雇用期間の定めなし 宮崎県西都市御舟町１丁目５７－２

宮崎県東臼杵郡門川町



年齢・
職種 指針　 賃金 求人者名 就業時間 加入保険等 必要な免許資格

（一般） ３月２１日号

仕事の内容・就業場所

℡ 0983-23-0848  fax0983-23-0849 

ハローワーク高鍋 

  （高鍋公共職業安定所） 
◎ 面接にはハローワークが発行する紹介状が必要です。 

◎ 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。 

月給 変形（１ヶ月単位） 看護師
(1) 8時30分～17時30分
(2) 8時30分～12時30分
(3)16時30分～ 9時00分
夜勤：月平均4～5回程度

45060- 1147271 就業場所

月給 薬剤師
(1) 8時30分～17時30分
(2) 8時30分～12時30分

(2)土曜日
45060- 1148971 就業場所

月給 変形（１ヶ月単位） 看護師
(1) 6時30分～15時00分
(2) 8時00分～17時20分

(1)週1回程度
45060- 1150671 就業場所

月給 変形（１ヶ月単位） 准看護師
(1) 6時30分～15時00分
(2) 8時00分～17時20分

(1)週1回程度
45060- 1151571 就業場所

月給 車両系免許
(1) 8時00分～17時00分 普通自動車免許一種

45060- 1152471 就業場所

月給 変形（１年単位） 大型自動車免許一種
(1) 8時00分～17時00分 牽引免許

46030- 2298571 就業場所

月給
(1)13時00分～22時00分
(2)14時00分～23時00分

24060- 1329871 就業場所

月給 変形（１ヶ月単位） 普通自動車免許ＡＴ
(1) 8時00分～17時00分
(2) 9時30分～18時30分
(3)16時30分～ 9時00分

45060- 1107971 就業場所

月給 変形（１ヶ月単位）
(1) 9時00分～18時00分
(2)10時00分～19時00分

45060- 1112871 就業場所

月給 交替制あり 普通自動車免許
(1) 8時30分～17時30分
(2) 9時00分～18時00分

45060- 1113271 就業場所

月給 変形（１ヶ月単位） 介護福祉士
(1) 8時00分～17時00分 普通自動車免許ＡＴ
(2) 8時30分～17時30分 社会福祉士

社会福祉主事任用資格

45060- 1114971 就業場所

月給 変形（１ヶ月単位） 普通自動車免許ＡＴ
(1) 8時00分～17時00分 介護職員初任者研修修了者
(2) 8時30分～17時30分 ホームヘルパー２級以上

45060- 1115171 就業場所

月給 変形（１年単位）
(1) 8時00分～17時00分

45060- 1116071 就業場所

月給 変形（１ヶ月単位）
(1)17時00分～ 9時00分

45060- 1118671 就業場所

月給 変形（１ヶ月単位） 介護支援専門員
(1) 8時30分～17時30分
(2)17時00分～ 9時00分

45060- 1119571 就業場所

月給 変形（１ヶ月単位） 普通自動車免許ＡＴ
(1) 7時00分～15時50分
(2) 8時00分～16時50分
(3) 8時30分～17時20分
(4)9時30分～18時20分

45070- 1178371 就業場所 (5)16時00分～9時30分

◎ハローワークでは随時紹介を行っておりますので、この求人の中でもすでに決定済となっている場合があります。その際はあしからずご了承ください。
◎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。
◎求人検索機に求人番号を入力いただくと詳しい求人内容を確認できます。

介護職（宮崎・国富・西
都）

社会福祉法人　報謝会 ◎食事介助・入浴介助・排泄介
助・清拭・レクリエーション
　居室の清掃等


雇用・労
災・健康・
厚生

59歳
以下 136,200円～

136,200円雇用期間の定めなし 宮崎県西諸県郡高原町大字蒲牟田７３４
８－２

宮崎県宮崎市、国富町、西都市

介護支援専門員 有限会社　寿幸苑 ○地域密着型のグループホーム
におけるプラン作成

○一部介護業務

雇用・労
災・健康・
厚生

不問
220,000円～
250,000円雇用期間の定めなし 宮崎県児湯郡新富町大字新田１６８６－

１

介護職（夜勤専門） 有限会社　寿幸苑 ○地域密着型のグループホーム
における介護業務。
（定員：９人）
＊夜勤は１人体制ですが看護師

雇用・労
災・健康・
厚生

不問
158,400円～
167,544円雇用期間の定めなし 宮崎県児湯郡新富町大字新田１６８６－

１
宮崎県児湯郡新富町

品質管理業務 株式会社　マスオカ 　　　　　　　※　　急　　募
※

○製造現場より発行された伝票

雇用・労
災・健康・
厚生

40歳
以下 158,000円～

158,000円雇用期間の定めなし 宮崎県西都市大字穂北８７０番地

介護職員／デイサービス 株式会社　兒玉 ○利用者の介護業務全般。（利
用者４０名）
・食事介助、入浴介助、排泄介
助等。

雇用・労
災・健康・
厚生

不問
140,720円～
140,720円雇用期間の定めなし 宮崎県児湯郡新富町大字上富田３８０５

番地
宮崎県児湯郡新富町

生活相談員／デイサービ
ス

株式会社　兒玉 ○生活相談業務。（利用者：４
０名）
・相談記録の入力。
・通所介護計画の作成・評価

雇用・労
災・健康・
厚生

不問
165,300円～
165,300円雇用期間の定めなし 宮崎県児湯郡新富町大字上富田３８０５

番地
宮崎県児湯郡新富町

受付・一般事務・公園整備・イ
ベント企画運営・教室運営

特定非営利活動法人　都農ｅｎ
ｊｏｙスポーツクラブ

運動施設、公園利用者受付応対
各種イベント企画運営（公園有
効活用、スポーツ振興）
パソコンを使った事務作業

雇用・労
災・健康・
厚生

不問
132,000円～
132,000円雇用期間の定めあり

（4ヶ月以上）

宮崎県児湯郡都農町大字川北１５２５５
番地４

宮崎県児湯郡都農町

店内販売 株式会社　宮崎カメラ西都店 ◯店内における販売・接客業務
を行います。
・写真やデータを受付してプリ
ント加工をします。

雇用・労
災・健康・
厚生・財形

不問
130,000円～
150,000円雇用期間の定めあり

（4ヶ月未満）

宮崎県西都市大字妻１６５７－１

介護職 社会福祉法人　聖水会　特別養
護老人ホーム　尾鈴荘

○施設利用者（５２名）の介護
業務全般。
・食事介助、排泄介助、入浴介
助、外出介助、レク企画、

雇用・労
災・健康・
厚生・財形

不問
160,800円～
160,800円雇用期間の定めあり

（4ヶ月以上）

宮崎県児湯郡都農町大字川北１８９１２
－１０

宮崎県児湯郡都農町

検査・軽作業員 株式会社　インテック ・自動車部品の塗装・検査のお
仕事です。
・工場内で塗装工程で部材の
セット・出来上がった商品の検

雇用・労
災・健康・
厚生

18歳
以上 136,320円～

136,320円雇用期間の定めあり
（4ヶ月未満）

三重県伊賀市上野桑町１４７８－２　イ
ンテックビル

宮崎県児湯郡新富町

大型運転手（２０～２４
ｔ車：飼料等）

有限会社　輝北運輸 ◎畜産農家へ２０～２４ｔ車
（バルク車フルトレーラー）に
て飼料のバラ輸送をする業務で
す。（輸送エリアは、主に鹿児

雇用・労
災・健康・
厚生

18歳～
59歳 250,000円～

300,000円雇用期間の定めなし 鹿児島県鹿屋市輝北町市成３３７７ー１

鹿児島県鹿屋市、高鍋町

重機（バックホー）オペ
レーター

有限会社　盛満技建 ○各現場での土木作業業務全
般。
（エリア：主に児湯郡管内）
・重機を使用したり、手作業。

雇用・労
災・健康・
厚生

不問
176,000円～
220,000円雇用期間の定めあり

（4ヶ月以上）

宮崎県児湯郡高鍋町大字高鍋町４９７－
１

児湯郡管内

准看護師 佐藤クリニック ○外来患者の看護業務全般。
◯透析業務（外来業務に慣れて
きてから透析指導します）


雇用・労
災・健康・
厚生

不問
170,000円～
200,000円雇用期間の定めなし 宮崎県西都市妻町３丁目１２８番地

正看護師 佐藤クリニック ○外来患者の看護業務全般。
◯透析業務（外来に慣れてきて
から透析指導します）


雇用・労
災・健康・
厚生

不問
190,000円～
220,000円雇用期間の定めなし 宮崎県西都市妻町３丁目１２８番地

薬剤師 医療法人社団　大和会　大塚病
院

○病院内にて薬剤師業務全般。
　・各種調剤。
　・服薬指導等。
＊その他、付随業務あり。

雇用・労
災・健康・
厚生・財形

59歳
以下 240,000円～

360,000円雇用期間の定めなし 宮崎県西都市御舟町２丁目４５

宮崎県西都市

正看護師 医療法人社団　大和会　大塚病
院

○看護業務全般。

・病棟（一般・介護あり）　


雇用・労
災・健康・
厚生・財形

59歳
以下 152,900円～

204,400円雇用期間の定めなし 宮崎県西都市御舟町２丁目４５

宮崎県西都市



年齢・
職種 指針　 賃金 求人者名 就業時間 加入保険等 必要な免許資格

時給
(1)11時00分～16時00分

23020-22208371 就業場所

時給
(1) 8時25分～13時25分

45060- 1196771 就業場所

時給 普通自動車免許ＡＴ
(1) 9時30分～16時00分

45060- 1201771 就業場所

時給 介護職員初任者研修
(1) 8時00分～17時00分 ホームヘルパー１級

ホームヘルパー２級
介護福祉士
普通自動車免許ＡＴ

45060- 1202871 就業場所

時給
(1) 8時00分～11時00分

40010-22171671 就業場所

時給
(1) 8時30分～13時00分
(2)12時30分～17時00分
(3)16時00分～21時15分

40010-22176271 就業場所

時給
(1)11時00分～16時00分
(2)17時30分～21時30分

45040- 3258571 就業場所

時給 普通自動車免許ＡＴ
8時30分～17時30分の 准看護師
間の5時間程度 看護師

45060- 1176371 就業場所

時給
9時00分～18時00分の

45060- 1190171 就業場所

時給 交替制あり 普通自動車免許ＡＴ
(1) 8時00分～17時00分 ホームヘルパー１級
(2) 8時00分～12時00分 ホームヘルパー２級

看護師（正・准看護師）
介護福祉士

45060- 1153771 就業場所 介護職員初任者研修
時給 ホームヘルパー１級

(1) 7時30分～16時30分 ホームヘルパー２級
(2) 8時30分～17時30分 普通自動車免許一種
(3)13時00分～22時00分 介護職員初任者研修
(4)22時00分～8時00分

45060- 1154871 就業場所

時給 ホームヘルパー１級
(1) 8時00分～17時00分 ホームヘルパー２級
(2) 9時00分～18時00分 普通自動車免許一種

介護職員初任者研修

45060- 1155271 就業場所

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

介護職員初任者研修

45060- 1156971 就業場所

時給
(1) 8時30分～12時30分
(2)17時30分～19時30分

45060- 1158071 就業場所

時給 交替制あり
8時00分～0時00分の
間の4時間程度

45060- 1168371 就業場所

時給 変形（１ヶ月単位）
(1)10時30分～16時30分

45060- 1169671 就業場所

◎ハローワークでは随時紹介を行っておりますので、この求人の中でもすでに決定済となっている場合があります。その際はあしからずご了承ください。
◎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。
◎求人検索機に求人番号を入力いただくと詳しい求人内容を確認できます。

労災
不問

780円～800円雇用期間の定めなし 宮崎県児湯郡高鍋町大字上江１９
６１の３

仕事の内容・就業場所

セレモニースタッフ
（請）／西都児湯斎場
「再生の杜」

ＮＳＫ株式会社 火葬場でのセレモニー業務

棺の受入から収骨までの一連の
業務及びそれに付随する業務

労災
不問

750円～750円雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上）

愛知県名古屋市中川区中郷２丁目
２７８番地の１

宮崎県西都市

調理補助 社会福祉法人　あけぼの福
祉会　ももの木保育園

　　　　　　　　●　　急
募　　●

◯園児（約１３０名）・職員

デイサービスの介護
職員

有限会社　大木産業　デイ
サービス稲穂

○デイサービスにおける介護業
務全般。
・利用者の送迎（エリア：西都
市内）

雇用・労災
不問

750円～875円雇用期間の定めなし 宮崎県西都市大字南方島代３３７
２番地９

○小規模デイサービス業務。
（定員：最大１５名）
・食事介助、入浴介助、排泄介
助、外出介助、レク企画等。

雇用・労災
不問

714円～720円雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上）

宮崎県西都市御舟町２丁目４５

宮崎県西都市

小規模デイサービス
職員（介護）

医療法人社団　大和会　大
塚病院

品出し業務／川南店 株式会社　コスモス薬品 ・ドラッグストア店舗で販売す
る商品の補充
・陳列棚や在庫商品等の整理
・上記に付随する業務

労災
不問

800円～800円雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上）

福岡県福岡市博多区博多駅東２丁
目１０番１号　第一福岡ビルＳ館

宮崎県児湯郡川南町

店内販売／新富店 株式会社　コスモス薬品 ・ドラッグストア店内でのレジ
業務及び接客業務
・陳列棚や在庫商品等の整理
・上記に付随する業務

雇用・労災
不問

820円～1,010円雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上）

福岡県福岡市博多区博多駅東２丁
目１０番１号　第一福岡ビルＳ館

宮崎県児湯郡新富町

清掃員（都農町） 栄美社 ＊食肉工場において使用した機
械の清掃作業となります。
　
＊就業時間は、工場作業終了後

労災
不問

1,000円～1,000
円雇用期間の定めなし 宮崎県都城市金田町　２５６０－

１
宮崎県児湯郡都農町

正看護師又は准看護
師

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。

雇用・労
災・健康・
厚生

不問

800円～1,100円雇用期間の定めなし 宮崎県児湯郡川南町大字川南１２
７１４－１３

通販受注対応担当
【急募】

株式会社　ヤミー・フード
ラボ

◯通販受注処理、お客様対応
・ふるさと納税の受注も従事し
て頂きます。


雇用・労災
不問

714円～800円雇用期間の定めなし 宮崎県児湯郡高鍋町大字南高鍋１
００３２－２

介護職『デイサービ
スもくれん』

株式会社　ステップワン ○デイサービスもくれんでの介
護業務全般（定員１０名）
・食事、排泄、入浴介助等。
○送迎もすることあります。

雇用・労災
不問

800円～800円雇用期間の定めなし 宮崎県児湯郡高鍋町大字南高鍋８
６２番地

宮崎県児湯郡高鍋町

介護ヘルパー（高
鍋）

有限会社　すいせん ○グループホームにおけるヘル
パー業務。（利用者９名）
○食材買出し等。
○食事、入浴、排泄、外出介助

雇用・労災
不問

790円～900円雇用期間の定めなし 宮崎県児湯郡川南町大字川南１９
４１５－１

宮崎県児湯郡高鍋町

介護ヘルパー（高
鍋）

有限会社　すいせん ○グループホームにおけるヘル
パー業務。（利用者９名）
○食材買出し等。
○食事、入浴、排泄、外出介助

雇用・労災
不問

750円～900円雇用期間の定めなし 宮崎県児湯郡川南町大字川南１９
４１５－１

宮崎県児湯郡高鍋町

介護ヘルパー（高
鍋：夜勤専門）

有限会社　すいせん ○グループホームにおけるヘル
パー業務。（利用者９名）
・排泄介助等。
・見守り等

雇用・労災
不問

790円～900円雇用期間の定めなし 宮崎県児湯郡川南町大字川南１９
４１５－１

宮崎県児湯郡高鍋町

厨房員 医療法人社団　聖山会　川
南病院

（１）病院食の調理補助、配膳
業務
（２）食器洗浄業務


雇用・労災
不問

780円～820円雇用期間の定めなし 宮崎県児湯郡川南町大字川南１８
１５０－４７

宮崎県児湯郡川南町

清掃スタッフ及びフ
ロント（急募）

有限会社　サングループ ○ホテル内外の清掃業務。（客
室　１４室）
○フロント業務（集金等）
＊この仕事は２～３人体制で

労災
不問

730円～780円雇用期間の定めなし 宮崎県児湯郡新富町大字日置２０
３２－１９

宮崎県児湯郡新富町

調理員 株式会社　煌コーポレー
ション

◯有料老人ホーム　緑のこみち
での調理業務。
（入居者１３名）
・朝食、夕食の調理

雇用・労災
不問

714円～800円雇用期間の定めなし 宮崎県児湯郡木城町大字椎木１７
６４番地

（パート） ３月２１日号

℡ 0983-23-0848  fax0983-23-0849 

ハローワーク高鍋 

  （高鍋公共職業安定所） 
◎ 面接にはハローワークが発行する紹介状が必要です。 

◎ 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。 



年齢・
職種 指針　 賃金 求人者名 就業時間 加入保険等 必要な免許資格仕事の内容・就業場所

（パート） ３月２１日号

℡ 0983-23-0848  fax0983-23-0849 

ハローワーク高鍋 

  （高鍋公共職業安定所） 
◎ 面接にはハローワークが発行する紹介状が必要です。 

◎ 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。 

時給
(1) 8時00分～11時00分

40010-21418371 就業場所

時給
(1)10時00分～14時00分

45010- 7251471 就業場所

時給 ホームヘルパー１級
8時00分～18時00分の ホームヘルパー２級
間の5時間程度 介護職員初任者研修

45060- 1122971 就業場所

時給
(1) 9時00分～16時00分

45060- 1123171 就業場所

時給
8時00分～17時00分の
間の4時間以上

45060- 1126671 就業場所

時給
(1) 9時30分～19時00分

45060- 1128471 就業場所

時給 交替制あり
(1)10時00分～15時00分
(2)18時00分～21時00分

45060- 1133371 就業場所

時給
(1)18時00分～21時30分

45060- 1134671 就業場所

時給 看護師
8時00分～17時00分の
間の5時間程度

45060- 1135571 就業場所

時給 ホームヘルパー１級
(1)19時00分～ 9時00分 ホームヘルパー２級

介護職員初任者研修
介護福祉士

45060- 1136471 就業場所

時給 普通自動車免許ＡＴ
(1) 8時30分～17時00分

45060- 1137771 就業場所

時給 変形（１年単位）
(1)14時00分～18時00分

45060- 1140071 就業場所

時給
(1) 8時00分～16時30分

45060- 1141371 就業場所

時給
8時30分～17時15分の
間の6時間程度

45060- 1143571 就業場所

時給 変形（１ヶ月単位）
(1) 7時30分～ 9時30分
(2)12時00分～14時00分
(3)17時30分～19時00分

45060- 1145771 就業場所

時給
(1) 9時00分～13時00分
(2)10時00分～14時00分
(3)11時00分～15時00分
又は9時00分～18時00分

40120- 6260171 就業場所 の間の8時間程度

◎ハローワークでは随時紹介を行っておりますので、この求人の中でもすでに決定済となっている場合があります。その際はあしからずご了承ください。
◎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。
◎求人検索機に求人番号を入力いただくと詳しい求人内容を確認できます。

品出し業務／三宅店 株式会社　コスモス薬品 ・ドラッグストア店舗で販売す
る商品の補充
・陳列棚や在庫商品等の整理
・上記に付随する業務

労災
不問

800円～800円雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上）

福岡県福岡市博多区博多駅東２丁
目１０番１号　第一福岡ビルＳ館

宮崎県西都市

客室内清掃／ホテル
ＡＺ宮崎都農店

株式会社　九州ダイケン
宮崎支店

・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

雇用・労災
不問

750円～750円雇用期間の定めあり
（4ヶ月未満）

宮崎県宮崎市広島２丁目５番１０
号　朝日生命ビル１Ｆ

宮崎県児湯郡都農町

訪問介護員（登録ヘ
ルパー）

社会福祉法人　西都市社会
福祉協議会

○訪問介護係において、介護ヘ
ルパーとして利用者宅を訪問
し生活の援助業務。
・訪問入浴車により自宅を訪問

雇用・労災
不問

1,100円～1,200
円雇用期間の定めあり

（4ヶ月以上）

宮崎県西都市大字清水１０３５番
地１

惣菜製造・商品陳列 株式会社　ＴＭＫｃｏｒｐ
ｏｒａｔｉｏｎ

○スーパーでの惣菜製造・商品
陳列を担当して頂きます。



雇用・労
災・健康・
厚生

不問

800円～850円雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上）

宮崎県西都市妻町３丁目１２９

宮崎県日向市

ニラ出荷ラインのラ
イン作業スタッフ

原　英貴（宮崎　原農園） ◯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。
・１００グラムごとの計量あ

不問

750円～750円雇用期間の定めなし 宮崎県児湯郡高鍋町大字上江４６
５１番地

調理員 社会福祉法人　宮崎県社会福祉
事業団（救護施設　清風園）

○調理業務
・施設利用者（入所者、通所
者）の３食（朝食・昼食・
夕食）作り、片付け

雇用・労災
不問

795円～795円雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上）

宮崎県児湯郡新富町上日置９６３
－３

店内スタッフ 中華料理　南園楼 ・ホール内接客
・店内清掃等。
・洗い場あり。
・片づけ又調理場清掃。

労災
不問

750円～780円雇用期間の定めなし 宮崎県西都市聖陵町２丁目３３の
１

宮崎県西都市

清掃員 宮崎サンフーズ　株式会社 ○機械・床の清掃作業。
・工場内の床や機械を、ホース
や高圧洗浄ホースを使って
清掃し、床の水を掃き出す作業

雇用・労災
不問

1,000円～1,500
円雇用期間の定めなし 宮崎県児湯郡新富町大字新田４１

８０
宮崎県児湯郡新富町

正看護師 社会福祉法人　清流福祉会
ひとつせ保育園

◯病後児保育における幼児の看
護・保育補助業務。
・病後園児の預かり：薬服用管
理

雇用・労災
不問

1,000円～1,100
円雇用期間の定めあり

（4ヶ月以上）

宮崎県児湯郡新富町大字下富田２
６９１番地

介護職（夜勤）【陽だま
りハウス　和音】

合同会社　ポラリス ○高齢者施設での夜間の見守
り、排泄の介助、朝食の準備
等。（利用者　１４名程度）


雇用・労災
不問

866円～1,000円雇用期間の定めなし 宮崎県西都市大字下三財２４４９
番地８７

事務職 合同会社　ポラリス ○一般事務業務全般。
・データ入力。
・書類作成、書類整理等。
○その他、附随業務あり。

雇用・労災
不問

800円～800円雇用期間の定めなし 宮崎県西都市大字下三財２４４９
番地８７

学童保育 社会福祉法人　清流福祉会
ひとつせ保育園

◎学童保育補助全般業務。

○学校長期休暇（夏休み、冬休
み、春休み）は小学生の見守

雇用・労災
不問

800円～800円雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上）

宮崎県児湯郡新富町大字下富田２
６９１番地

選別作業員 株式会社　村田製菓 ◯選別作業のみのお仕事です
・こげや砂糖の塊のついたかり
んとうを取り除く


雇用・労災
不問

715円～750円雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上）

宮崎県児湯郡川南町大字川南２１
７３１－２３

一般事務（子育て支
援係）

西都市役所 ◯医療費助成事業事務補助
◯その他、子育て支援係窓口業
務。


雇用・労
災・健康・
厚生

不問

780円～780円雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上）

宮崎県西都市聖陵町２丁目１番地

看護補助者 医療法人社団　大和会　大
塚病院

○療養病棟での看護補助及び介
護補助業務。（４１床）
・食事、おむつ交換等介助
・その他、附随業務をお願いす

労災
不問

714円～725円雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上）

宮崎県西都市御舟町２丁目４５

宮崎県西都市

レジ担当（西都店） 株式会社トライアルスー
パーセンター

＜スーパーセンタートライアル
西都店のスタッフ＞
　○レジ業務
　　＊レジはセミセルフだか

労災
不問

760円～760円雇用期間の定めあり
（4ヶ月未満）

福岡県福岡市東区多の津１－１２
－２

宮崎県西都市



年齢・
職種 指針　 賃金 求人者名 就業時間 加入保険等 必要な免許資格仕事の内容・就業場所

（パート） ３月２１日号

℡ 0983-23-0848  fax0983-23-0849 

ハローワーク高鍋 

  （高鍋公共職業安定所） 
◎ 面接にはハローワークが発行する紹介状が必要です。 

◎ 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。 

時給
(1) 7時00分～11時00分
(2)11時00分～15時00分
(3)14時00分～18時00分
又は7時00分～16時00分

40120- 6261071 就業場所 の間の8時間
時給

(1) 9時00分～13時00分
(2)10時00分～14時00分
(3)14時00分～18時00分
又は8時00分～24時00分

40120- 6263671 就業場所 の間の4時間
時給 登録販売者（医薬品）

9時00分～22時00分の
間の8時間程度

40120- 6272571 就業場所

時給
5時00分～9時00分の
間の4時間程度

40120- 6275871 就業場所

時給
(1)22時00分～ 2時00分
(2) 1時00分～ 5時00分

40120- 6276271 就業場所

時給
(1) 9時00分～13時00分
(2)10時00分～14時00分
(3)14時00分～18時00分
又は18時00分～22時00分

40120- 6278171 就業場所 の間の4時間
時給

(1) 7時00分～10時00分

40120- 6282871 就業場所

時給
(1) 9時00分～18時00分
(2)13時00分～22時00分

40120- 6287371 就業場所

時給
(1) 8時30分～15時00分

45010- 7162771 就業場所

時給
(1) 5時30分～ 8時30分
(2)17時00分～21時00分

45060- 1108171 就業場所

時給 変形（１年単位）
(1) 9時00分～15時30分

45060- 1117371 就業場所

時給 交替制あり ホームヘルパー２級
(1) 8時00分～17時00分 普通自動車免許ＡＴ
(2) 8時30分～17時30分
(3) 9時00分～18時00分

45060- 1120871 就業場所

時給
(1) 9時00分～15時00分

45060- 1121271 就業場所

◎ハローワークでは随時紹介を行っておりますので、この求人の中でもすでに決定済となっている場合があります。その際はあしからずご了承ください。
◎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。
◎求人検索機に求人番号を入力いただくと詳しい求人内容を確認できます。

○ハローワーク高鍋(高鍋公共職業安定所)からのご案内
＊管内市町村役場ホームページへの「ハローワーク求人情報」の掲載について
毎週発行しておりますこの「ハローワーク求人情報」ですが、次の管内市町村役場のご理解・ご協力もあり、それぞれの役場のホームページ上でもご覧いた
だくことが出来ます。なお、西都市につきましては、西都市地域雇用創造協議会のホームページ上となります。
パソコンやスマートフォン等お持ちで、ネット接続が出来る方はぜひご覧ください。
(川南町、木城町、新富町、高鍋町、都農町、西米良村、西都市)

生鮮担当（青果・精
肉・惣菜／西都店）

株式会社トライアルスー
パーセンター

＜スーパーセンタートライアル
西都店スタッフ＞

　○生鮮部門にを担当をしてい

労災
不問

760円～760円雇用期間の定めあり
（4ヶ月未満）

福岡県福岡市東区多の津１－１２
－２

宮崎県西都市

商品管理（西都店） 株式会社トライアルスー
パーセンター

＜スーパーセンタートライアル
西都店のスタッフ＞
　○主に商品管理業務を担当し
ていただきます。

労災
不問

760円～760円雇用期間の定めあり
（4ヶ月未満）

福岡県福岡市東区多の津１－１２
－２

宮崎県西都市

登録販売者（西都
店）

株式会社トライアルスー
パーセンター

＜スーパーセンタートライアル
西都店スタッフ＞

〔主な業務〕

労災
不問

900円～900円雇用期間の定めあり
（4ヶ月未満）

福岡県福岡市東区多の津１－１２
－２

宮崎県西都市

早朝スタッフ（西都
店）

株式会社トライアルスー
パーセンター

＜スーパーセンタートライアル
西都店のスタッフ＞

○早朝の時間帯を担当する店舗

労災
不問

950円～950円雇用期間の定めあり
（4ヶ月未満）

福岡県福岡市東区多の津１－１２
－２

宮崎県西都市

夜間スタッフ（西都
店）

株式会社トライアルスー
パーセンター

＜スーパーセンタートライアル
西都店のスタッフ＞

○夜間の時間帯を担当する店舗

労災
不問

1,050円～1,050
円雇用期間の定めあり

（4ヶ月未満）

福岡県福岡市東区多の津１－１２
－２

宮崎県西都市

ストアサービス（西
都店）

株式会社トライアルスー
パーセンター

＜スーパーセンタートライアル
西都店のスタッフ＞

　＊事務全般　　＊接客全般

労災
不問

760円～760円雇用期間の定めあり
（4ヶ月未満）

福岡県福岡市東区多の津１－１２
－２

宮崎県西都市

クリーンサービス
（西都店）

株式会社トライアルスー
パーセンター

＜スーパーセンタートライアル
西都店のスタッフ＞

　○店内、店外（駐車場など）

労災
不問

735円～735円雇用期間の定めあり
（4ヶ月未満）

福岡県福岡市東区多の津１－１２
－２

宮崎県西都市

短期スタッフ（西都
店）

株式会社トライアルスー
パーセンター

＜スーパーセンタートライアル
西都店のスタッフ＞

　　＊レジ業務　　　　＊商品

労災
不問

1,100円～1,100
円雇用期間の定めあり

（4ヶ月未満）

福岡県福岡市東区多の津１－１２
－２

宮崎県西都市

学校の給食調理／上
新田小中学校調理場

株式会社　文化コーポレー
ション

・学校給食調理業務に従事して
頂きます。
（下処理、調理、清掃等）


雇用・労災
不問

715円～715円雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上）

宮崎県宮崎市生目台西３丁目４番
地２

宮崎県児湯郡新富町

世話人（コーポ　し
んまち）

社会福祉法人　聖水会　特
別養護老人ホーム　尾鈴荘

○認定障害者の食事提供業務
　・朝食・夕食（１０名分）と
希望者のみの昼食弁当
　・食材買い出し、献立、調理

雇用・労
災・財形不問

750円～750円雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上）

宮崎県児湯郡都農町大字川北１８
９１２－１０

宮崎県児湯郡都農町

工場内作業員 株式会社　マスオカ ◯工業用ゴムパッキン（軽い製
品）の軽作業。
・ゴムパッキンのバリ取り作
業。

雇用・労災
不問

770円～770円雇用期間の定めなし 宮崎県西都市大字穂北８７０番地

介護職（デイサービ
ス）

有限会社　児玉商事 ○デイ利用者の入浴介助、排泄
介助、更衣介助、食事介助等
の介護業務全般。（定員３５
床）８人体制で行います。

雇用・労災
不問

750円～850円雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上）

宮崎県児湯郡新富町上富田２９３
２－１

宮崎県児湯郡新富町

ミニトマト収穫及び
パック詰め

和田　哲也（ｐｅａｃｅ
ｆａｒｍ）

◯ハウス内でミニトマトの収穫
作業及びパック詰め作業
　朝９：００～ミニトマトを収
穫して選別し、パック詰めを

不問

715円～715円雇用期間の定めあり
（4ヶ月未満）

宮崎県児湯郡新富町大字日置西小
牟田５９２８番地


