
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） 変形（1ヶ月単位） 普通自動車第二種免許
月給 (1)7時00分～17時00分

(2)8時00分～0時00分

雇用期間の定めなし (3)12時00分～2時00分

(4)18時00分～7時00分

45010-  692711
（フルタイム）

月給 (1)5時30分～14時30分

(2)10時00分～19時00分

雇用期間の定めなし

45010-  697011
（フルタイム） 変形（1年単位） 大型自動車免許

月報 (1)8時00分～17時00分

雇用期間の定めなし

45060-   87711
（フルタイム） 変形（1ヶ月単位） 保育士

月報 (1)7時00分～15時30分

(2)8時30分～17時00分

雇用期間の定めあり（４ヶ月未満） (3)9時30分～18時00分

～令和3年3月31日
契約更新の可能性あり（条件あり） 45060-   91311

（フルタイム） 看護師
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3月31日
契約更新の可能性あり（条件あり） 45060-   93911

（フルタイム） 変形（1ヶ月単位） 保育士
月報 (1)7時00分～15時30分

(2)8時30分～17時00分

雇用期間の定めあり（４ヶ月未満） (3)9時30分～18時00分

～令和3年3月31日
契約更新の可能性あり（条件あり） 45060-   94111

（フルタイム） 変形（1ヶ月単位）

月給 (1)8時30分～18時00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-   98511
（フルタイム） 変形（1ヶ月単位） 介護職員初任者研修修了者

月給 (1)8時30分～17時30分 ホームヘルパー２級
(2)17時00分～9時00分 介護福祉士

雇用期間の定めなし 看護師（正または准）いずれか
普通自動車免許

45060-  100711
（フルタイム） 交替制あり 保育士

月給 (1)10時00分～19時00分 その他の専修・各種学校教員関係資格
(2)9時00分～18時00分

雇用期間の定めなし 児童指導員　あれば尚可

45060-  101811 普通自動車免許
（フルタイム） 交替制あり

月給 (1)5時00分～14時00分

(2)8時30分～17時30分

雇用期間の定めなし (3)10時00分～19時30分

45060-  102211
（フルタイム） 交替制あり 保育士

月給 (1)10時00分～19時00分 その他の専修・各種学校教員関係資格
(2)9時00分～18時00分

雇用期間の定めなし 児童指導員　あれば尚可

45060-  103511 普通自動車免許
（フルタイム） 変形（1ヶ月単位） 管理栄養士

月給 (1)9時15分～18時30分

(2)15時30分～0時00分 普通自動車免許
雇用期間の定めなし

又は9時15分～0時00分の

40150-  243911 間の8時間

（フルタイム）
月給 (1)9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-  513411
（フルタイム） 交替制あり 栄養士

月給 (1)5時30分～14時30分 管理栄養士
(2)8時00分～17時00分

雇用期間の定めなし (3)10時30分～19時30分

45010-  587811
（フルタイム） 交替制あり 栄養士

月給 (1)5時30分～14時30分 管理栄養士
(2)8時00分～17時00分

雇用期間の定めなし (3)10時30分～19時30分

45010-  588211
（フルタイム） 交替制あり

月報 (1)6時00分～15時30分

(2)10時00分～19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-  653511

◎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)

176000
宮崎県西都市大字平郡菰田５９８－１
「特別養護老人ホーム　三納の里」

211200

雇用・労
災・健康・
厚生

59歳
以下 173000

宮崎県西都市大字下三財８１２４－８
「並木の里」

240000

調理員（嘱託社員）／三納の
里（西都市）

日清医療食品　株式会社　南
九州支店　宮崎営業所

・利用者様へ食事提供業務です。
・調理、盛り付け、配膳、洗浄等で
す。

・朝、昼、夕食を１回に８０～１０
０食を６人の調理員で担当して　い
ただきます。

雇用・労
災・健康・
厚生

不問

173000
宮崎県西都市大字平郡菰田５９８－１
「特別養護老人ホーム　三納の里」

240000

栄養士（正社員）／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

・福祉施設での入居者への食事提供
業務
・献立作成、材料の発注、食数の管
理、勤務管理等の栄養士全般の　業
務を行います。

＊１回につき８０食程度の食事提供

雇用・労
災・健康・
厚生・財形

不問

150000
宮崎県西都市大字妻字平田１２４１ー
５「西都営業所」

150000

栄養士（正社員）／三納の里
（西都市）

日清医療食品　株式会社　南
九州支店　宮崎営業所

福祉施設での入居者への食事提供業
務
・献立の作成、材料の発注、食数の
管理、勤務管理等の栄養士全般　の
業務を行います。

＊１回につき８０～１００食程度の

雇用・労
災・健康・
厚生

59歳
以下

204000
宮崎県児湯郡高鍋町大字北高鍋５０１６番ド
ラッグストアモリ　高鍋店　勤務先応相談

246000

（障）一般事務（事務嘱託）
／西都営業所

朝日生命保険相互会社　宮崎
支社

・書類内容チェック
・パソコンによる資料作成、データ
入力
・書類等の受発送作業
・電話対応（可能な方のみ）
等の一般的な事務を行っていただき
ます。

雇用・労
災・健康・
厚生

不問

160000
宮崎県児湯郡都農町大字川北１２１９
－８『ひなたかれっじ都農』

250000

管理栄養士（正・高鍋店・地
域専任職）

株式会社　ドラッグストアモ
リ

○栄養士としての専門知識を活か
し、お客様の食生活を含めた栄養
面でのアドバイスを行っていただき
ます。

○商品管理・店舗管理業務（ドラッ
グストア店内でレジ、接客、販

雇用・労
災・健康・
厚生

35歳
以下

139000
宮崎県児湯郡高鍋町大字上江２０７番
地

142500

放課後デイサービス指導員及
び管理者候補

株式会社　ウィズワン　ひな
たかれっじ高鍋

○放課後デイサービスにおける支援
を行っていただきます。
・障がい児通所支援施設の管理者業
務
（事業所運営の取りまとめ、管理
等）
○障がい児の見守り、サポート、送

雇用・労
災・健康・
厚生

不問

160000
宮崎県児湯郡高鍋町大字南高鍋６８１
３－５

250000

調理業務 医療法人　宏仁会　海老原総
合病院

病院食（朝食・昼食・夕食）の調理
業務
食器の洗浄、後片付け等
特別食対応有
その他付随業務
３交代制となります
（６名～７名体制）

雇用・労
災・健康・
厚生

不問

137500
宮崎県児湯郡木城町大字高城３８８８
番地１

180000

放課後デイサービス指導員及
び管理者候補

株式会社　ウィズワン　ひな
たかれっじ高鍋

○放課後デイサービスにおける支援
を行っていただきます。
・障がい児通所支援施設の管理者業
務
（事業所運営の取りまとめ、管理
等）
○障がい児の見守り、サポート、送

雇用・労
災・健康・
厚生

不問

145000
宮崎県児湯郡新富町富田２丁目５３

160000

介護職員（有料および訪問）
【トライアル併用求人】

有限会社　さくら ○利用者の介護全般業務。（利用者
５名）
・食事、排泄、入浴介護等・送迎・
入居者の訪問介護。
・その他、付随業務
＊勤務時間はローテーションとなり
ますが相談は可能です。

雇用・労
災・健康・
厚生

18歳～
59歳

163000
宮崎県児湯郡新富町大字三納代８０３
『のぞみ保育園』

172500

外来受付及び医療事務 北村医院 ◯外来受付及び医療報酬請求事務全
般
◯電話対応や来院対応等
○その他、附随する業務の一切

＊詳細は面接時に説明します。

雇用・労
災・健康・
厚生

不問

165000
宮崎県児湯郡新富町大字三納代８０３
『のぞみ保育園』

198000

保育士（のぞみ保育園） 社会福祉法人　もえぎ福祉会 ○児童福祉法にもとづいて乳幼児の
保育事業を行う。
・乳幼児０歳～６歳までの保育活
動。
・その他、付随業務
◆１年ごとの更新　


雇用・労
災・健康・
厚生

不問

163000
宮崎県児湯郡新富町大字新田１６４１
９－１『上新田保育園』

172500

正看護師（のぞみ保育園） 社会福祉法人　もえぎ福祉会 ◆児童福祉法に基づいて乳幼児の保
育事業を行う。
（乳幼児０歳～６歳児まで）
○病児・病後児の担当。
○乳児の保育補助。
○その他、付随業務
＊１年ごとも更新になります。

雇用・労
災・健康・
厚生

不問

154000
宮崎県児湯郡都農町大字川北１８８６
１－１０２

154000

保育士（上新田保育園） 社会福祉法人　もえぎ福祉会 ○児童福祉法にもとづいて乳幼児の
保育事業を行う。
・乳幼児０歳～６歳までの保育活
動。
・その他、付随業務
＊詳細は面接時説明します。


雇用・労
災・健康・
厚生

不問

大型ダンプ運転手 合同会社　ナオミ運送 ◯大型ダンプ車（１０トン）での土
木関係運搬業務全般。
　エリア：宮崎市内、児湯郡
・その他付随業務
＊詳細は面接時説明します。
＊工期日程により多少就業時間の変
動があります。

雇用・労
災・健康・
厚生

18歳
以上 150000

宮崎県児湯郡新富町大字上富田南４丁
目２２「新富営業所」

150000

調理スタッフ／児湯郡新富町 淀川食品　株式会社　宮崎営
業所

老人ホーム施設利用者の朝、昼、夕
食の調理業務
・入所者３０名の３食の食事の調
理、盛り付け、配膳、仕込み、食
器洗浄機械を使っての洗浄、片付け
等の厨房業務を行います。


雇用・労
災・健康・
厚生

59歳
以下

年齢 仕事の内容

タクシー乗務員／新富営業所 宮児貸切自動車　株式会社 住吉営業所でのタクシー乗務員の業
務を行っていただきます。

・全車カーナビ搭載　カーナビによ
る配車。
・制服貸与します。


129600
宮崎県児湯郡新富町大字上富田３１９１－１
「住宅型有料老人ホーム　美老苑」

136800

(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）

1月12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）

1月12日号

（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00分～17時00分 ホームヘルパー１級

(2)8時30分～17時30分 介護福祉士
雇用期間の定めなし (3)10時00分～19時00分 普通自動車免許

(4)17時00分～9時00分

45060-   55811
（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 介護職員実務者研修修了者
(2)8時30分～17時30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)17時00分～9時00分 普通自動車免許
45060-   56211

（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-   58411
（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-   59011
（フルタイム） 交替制あり

月給 (1)7時00分～16時30分

(2)8時30分～18時00分

雇用期間の定めなし (3)9時30分～19時00分

45060-   62711
（フルタイム） 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-   63811
（フルタイム）

月給 (1)8時30分～18時00分

雇用期間の定めなし

45060-   66411
（フルタイム）

月給 (1)8時30分～18時00分

雇用期間の定めなし

45060-   68311
（フルタイム） 変形（1年単位） 保育士

月給 7時10分～18時25分の

間の8時間程度

雇用期間の定めなし

45060-   76611
（フルタイム） 看護師

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-   78111
（フルタイム） 変形（1ヶ月単位）

月報 (1)8時00分～17時00分

(2)9時30分～18時30分

雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）

～令和3年3月31日
契約更新の可能性あり（原則更新） 45060-   79711

（フルタイム） 交替制あり 看護師
月報 (1)8時30分～17時30分 准看護師

(2)9時30分～18時30分

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-   80511
（フルタイム） 変形（1ヶ月単位）

月報 (1)8時30分～17時30分 普通自動車免許
(2)10時00分～19時00分

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） (3)17時00分～9時00分

～令和3年3月31日 (4)7時30分～16時30分

契約更新の可能性あり（原則更新） 45060-   81411
（フルタイム） 変形（1ヶ月単位） 准看護師

月給 (1)8時30分～18時00分

(2)8時30分～12時30分

雇用期間の定めなし (3)18時00分～8時30分

(4)15時30分～23時30分

45060-   84611
（フルタイム） 変形（1ヶ月単位） 看護師

月給 (1)8時30分～18時00分

(2)8時30分～12時30分

雇用期間の定めなし (3)18時00分～8時30分

(4)15時30分～23時30分

45060-   85911
（フルタイム） ２級建築施工管理技士

月給 (1)8時30分～18時20分

普通自動車免許
雇用期間の定めなし

14100-  266711

◎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)

幼稚園教諭免許（専修・１種・２
種）
保育士資格と幼稚園教諭（両方必
須）

250000
宮崎県西都市上町２丁目３６＊妻神社
近く「当社　宮崎支店」

400000

雇用・労
災・健康・
厚生・財形

18歳～
59歳

159900
宮崎県児湯郡高鍋町大字北高鍋７８４

227300

施工管理（宮崎支店） 戸大建設工業　株式会社 リフォーム工事における施工管理業
務

・職人の手配や材料の発注など
・作業安全の確保等

※事業拡大に伴い増員中

雇用・労
災・健康・
厚生

64歳
以下

139900
宮崎県児湯郡高鍋町大字北高鍋７８４

197200

正看護師 医療法人　忠恕会　内田医院 ・看護業務及び透折業務。
・医療器具準備等の補助。
・その他、付随業務

＊夜勤について：入院患者はいない
ので、夜間急患等の対応が主な業
務。

雇用・労
災・健康・
厚生

18歳
以上 146200

宮崎県児湯郡川南町大字川南　１３５
２６－９

154800

准看護師 医療法人　忠恕会　内田医院 ・看護業務及び透折業務。
・医療器具準備等の補助。
・その他、付随業務

＊夜勤について：入院患者はいない
ので、夜間急患等の対応が主な業
務。

雇用・労
災・健康・
厚生・財形

18歳～
59歳

162640
宮崎県児湯郡川南町大字川南　１３５
２６－９

171200

介護業務 社会福祉法人　長平会　川南
ひばり

○施設利用者の介護業務全般。
・入浴、食事、排泄介護等
（１日の利用者　２０名程度）
・訪問介護（安否の確認・服薬等）
・送迎（川南町内）
・その他、付随業務
＊詳細は面接時に説明します。

雇用・労
災・健康・
厚生

不問

146200
宮崎県児湯郡川南町大字川南１３４２
８－１７

163400

正看護師又は准看護師 社会福祉法人　長平会　川南
ひばり

○薬の管理、病院の付添い、施設内
介護補助業務
・その他、付随業務
＊詳細は面接時に説明します。

＊年度ごとの更新になります。
◆正社員登用の可能性あり

雇用・労
災・健康・
厚生

不問

160000
宮崎県児湯郡新富町富田１丁目３番地
２

218000

調理員 社会福祉法人　長平会　福寿
園

○老人ホーム内厨房での入所者の給
食調理業務。
・５０名程度の朝食、昼食、夕食、
おやつの調理のみ。
・６人体制
・特別食（刻み等）の対応あり
・その他付随業務

雇用・労
災・健康・
厚生

64歳
以下 170000

宮崎県西都市大字三宅２７２７番地

220000

正看護師 医療法人社団　博心会　大山
脳神経外科クリニック

○クリニック内での診療補助、看護
業務全般。
・外来（日勤のみ）
・その他、附随業務あり。　

　


雇用・労
災・健康・
厚生

59歳
以下

153000
宮崎県児湯郡高鍋町大字南高鍋１００
３２－２

260000

保育教諭 学校法人　朝日学園　あさひ
幼稚園

○認定こども園における０～６歳児
の幼児教育・保育。
・その他、付随業務

＊詳細は面接時に説明します。


雇用・労
災・健康・
厚生

40歳
以下 153000

宮崎県児湯郡高鍋町大字南高鍋１００
３２－２

260000

インターネット通販運営・企
画・お客様対応【急募】

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運
営、企画、お客様対応
（メール、電話）
　新商品の開発、受注、ショップ全
体の管理を担当して頂きます。
＊パソコン操作
　画像編集：入社後習得可。

雇用・労
災・健康・
厚生

40歳
以下

238000
宮崎県児湯郡高鍋町大字北高鍋７６３
番地１

270000

Ｗｅｂデザイナー（画像制
作）【トライアル併用求人】

株式会社　ヤミー・フードラ
ボ

ウェブサイトの制作、画像の作成の
お仕事です。
○ＨＴＭＬ・ＣＳＳ・イラストレー
ター・フォトショップ等を使用して
Ｗｅｂコーディング、画像制作、デ
ザインをして頂きます。
○ＥＣサイト管理画面より、画像や

雇用・労
災・健康・
厚生・財形

64歳
以下 142000

宮崎県児湯郡高鍋町大字上江８１０８
番地

142000

正看護師（管理者） 株式会社　博愛　訪問看護ス
テーション

令和３年４月にオープン予定。
訪問看護師及び管理者業務を行いま
す。
※理学療法士（マネージャー）も在
籍予定である為、一緒に管理業　務
や運営を行います。
＜仕事内容＞

その他
不問

178000
宮崎県児湯郡高鍋町大字北高鍋７６３
番地１

230000

看護補助 医療法人　愛生堂　坂田病院 ○介護業務
・食事、排せつ、入浴等の支援
・ローテーション勤務による交代制
・３人体制
・その他、付随業務

○パート希望の方も相談に応じます

雇用・労
災・健康・
厚生

40歳
以下 155400

宮崎県西都市大字茶臼原２８６－２

195400

正看護師叉は准看護師 株式会社　博愛　訪問看護ス
テーション

令和３年４月に開設予定です。
主に訪問看護業務に従事してもらい
ます。

＜仕事内容＞
・病状の観察（身体確認、血圧測
定）

健康・その
他不問

158000
宮崎県児湯郡川南町大字川南２３１６
７－１９

168000

溶接作業員【トライアル併用
求人】

オリンピア工業株式会社　宮
崎工場

○工場内での板金作業（組立・溶
接）
・金属薄板を組み合わせて、溶接作
業を行います。
（溶接の種類：アーク溶接、半自動
溶接）
・仕上げ作業：サンダーで研磨仕上

雇用・労
災・健康・
厚生

18歳～
64歳

158000
宮崎県児湯郡木城町大字椎木４００７
－２

168000

介護職：川南【トライアル併
用求人】

特定非営利活動法人こすもすの里
グループホームこすもす

○認知症高齢者グループホームでの
入所者の介護業務（定員９名）
・食事の介助、入浴の介助、トイレ
の介助、外出支援や食事作り
　及び準備、レクレーション、その
他日常生活において必要な支援
　など。（入職時には職員が一緒に

雇用・労
災・健康・
厚生

18歳～
64歳

介護職：木城【トライアル併
用求人】

特定非営利活動法人こすもすの里
グループホームこすもす

○認知症高齢者グループホームでの
入所者の介護業務（定員９名）
・食事の介助、入浴の介助、トイレ
の介助、外出支援や食事作り
　及び準備、レクレーション、その
他日常生活において必要な支援
　など。（入職時には職員が一緒に



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）

1月12日号

（フルタイム） 変形（1ヶ月単位）

月給 (1)7時00分～16時00分

(2)9時00分～18時00分

雇用期間の定めなし (3)13時00分～22時00分

又は7時00分～22時00分の

41010-  206111 間の8時間程度

（フルタイム） 管理栄養士
月給 6時00分～20時00分の 栄養士

間の8時間程度 調理師
雇用期間の定めなし

普通自動車免許
43010-  665711

（フルタイム） 変形（1ヶ月単位）

月給 (1)15時00分～0時00分 普通自動車免許

雇用期間の定めなし

45010-  296811
（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-   29111
（フルタイム） 交替制あり 調理師

月給 (1)5時00分～14時00分

(2)10時30分～19時30分 普通自動車免許
雇用期間の定めなし

45060-   30211
（フルタイム） 変形（1ヶ月単位） 介護福祉士

月給 (1)7時15分～16時15分 ホームヘルパー１級
(2)8時30分～18時00分 ホームヘルパー２級

雇用期間の定めなし (3)16時45分～8時45分 介護職員初任者研修　あれば尚可

45060-   31511
（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 林業関係の資格あれば尚可

45060-   33011 普通自動車免許
（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 林業関係の資格あれば尚可

45060-   34311 普通自動車免許
（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-   40411
（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-   43611
（フルタイム） 変形（1年単位） 第二種電気工事士

月給 (1)9時00分～18時00分 家電製品アドバイザー

雇用期間の定めなし 普通自動車免許

45060-   44911
（フルタイム） 変形（1年単位）

月給 (1)7時50分～17時00分 普通自動車免許

雇用期間の定めなし

45060-   45111
（フルタイム） 変形（1ヶ月単位） 保育士

月報 (1)8時30分～17時00分

(2)8時30分～13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4年3月31日
契約更新の可能性あり（原則更新） 45060-   47811

（フルタイム） 医療事務実務士２級
月給 (1)8時00分～17時20分

(2)8時00分～12時30分

雇用期間の定めなし

45060-   48211
（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
ホームヘルパー１級

雇用期間の定めなし 普通自動車免許

45060-   50311
（フルタイム）

月報 (1)8時10分～17時10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-   52911

◎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)

170000
宮崎県西都市大字藤田１１１１番地

177000

雇用・労
災・健康・
厚生

18歳～
59歳

190000
宮崎県児湯郡高鍋町大字上江６６４９
番地１２３

190000

スポーツウェア縫製機械のメ
ンテナンス及び操業管理

デサントアパレル　株式会社
西都工場

○スポーツウェア縫製機械のメンテ
ナンス及び操業管理
・縫製設備の保全・点検作業
・ラインの段取り替え等
・その他付随業務

＊詳細は面接時に説明します。

雇用・労
災・健康・
厚生

不問

127000
宮崎県西都市妻町３丁目１２８番地

157000

介護職員（夜勤専門）【急
募】

株式会社　九州ケアライン高
鍋

○住宅型有料老人ホームにおける介
護業務
・入居者の食事、排せつ、移動など
の介助
・介護記録の記入
・その他付随業務
＊詳細は面接時に説明します。

雇用・労
災・健康・
厚生

不問

143750
宮崎県西都市大字三宅１２６－１

143750

医療事務 佐藤クリニック ・外来患者の受付、会計
・レセプト入力
・レセプト作成
・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

64歳
以下

180000
宮崎県児湯郡高鍋町大字持田１８６０
番地３

250000

保育補助兼児童クラブ支援員 社会福祉法人　陽光福祉会
白梅保育園

保育補助：２～３人体制で０，１，
２歳児クラスの子供たちのお世話を
します。
児童クラブ支援員：児童クラブ生の
指導、お世話をします。
その他付随業務
詳細は面接時説明します。

雇用・労
災・健康・
厚生

不問

164900
宮崎県児湯郡都農町大字川北１０４５
－１

169820

営業（リサイクル業） 株式会社　井上商店 主に金属スクラップの買い付けを行
います。
　・既存顧客のルート訪問
　・電話、メール等での問い合わせ
対応
　・見積書、契約書等の書類作成
　・回収現場の事前確認

雇用・労
災・健康・
厚生

59歳
以下

176000
宮崎県児湯郡高鍋町大字上江６６５１
－９２

250000

家庭用電器製品小売【トライ
アル併用求人】

有限会社　クロキ兄弟商会 電化製品の販売・設置・工事・修
理・取扱説明など
・既存のお客様を大切にし、新規開
拓訪問はしていません。
　（新規の飛び込み営業などはあり
ません）
・取引先のほとんどが、都農町とそ

雇用・労
災・健康・
厚生

45歳
以下 150000

宮崎県児湯郡高鍋町大字上江６６５１
－９２

170000

ペットフード製造 ビッグウッド　株式会社　宮
崎工場

○愛犬のお食事やおやつの製造
　お肉やお野菜のカット作業、ハー
ブ粉末の粉砕・調合、
　計量・袋詰め作業など行っていた
だきます。
○出荷梱包作業
　商品へのラベル貼り、ピッキング

雇用・労
災・健康・
厚生

45歳
以下

230000
宮崎県西都市大字上三財３６９６番地
ロ

280000

事務及び梱包 ビッグウッド　株式会社　宮
崎工場

（１）商社および販売代理店の売上
伝票入力作成、請求業務などに
関する業務全般。
（２）商品集計業務や配送伝票作
成、パソコン使用による簡単な商
品ラベル印刷などの業務。
（３）商品ピッキング作業、商品検

その他
35歳～
54歳

230000
宮崎県西都市大字上三財３６９６番地
ロ

280000

林業作業員（伐採、重機オペ
レーター）：経験者

長友産業 ○西都市・児湯郡・西米良村の山林
にて、伐採及び重機オペレーター
（集材・造林・運搬等）を行ってい
ただきます。
・その他付随業務
＊詳細は面接時説明します。


その他
不問

201700
宮崎県児湯郡木城町大字高城３０７８

234200

林業作業員（伐採、重機オペ
レーター）：未経験者

長友産業 ○西都市・児湯郡・西米良村の山林
にて、伐採及び重機オペレーター
（集材・造林・運搬等）を行ってい
ただきます。
・その他付随業務
＊詳細は面接時説明します。


雇用・労
災・健康・
厚生

62歳
以下 167200

宮崎県児湯郡川南町大字川南２２８４
３番地

200000

介護職員／新納荘 社会福祉法人　清和会　特別
養護老人ホーム　新納荘

○特別老人ホームでの介護業務全
般。
（定員５０名）（ショート定員１０
名）
・当施設利用者の身の回りの世話、
生活指導、食事、入浴などの介　護
業務。（日中は１０名前後での体

雇用・労
災・健康・
厚生

18歳～
59歳

183540
宮崎県児湯郡新富町大字上富田４７２
６－１

183540

調理師 社会福祉法人　金鈴学園 児童養護施設において入所児童のた
めの食事をつくってもらいます
・その他付随業務
＊詳細は面接時説明します。

雇用・労
災・健康・
厚生

18歳
以上 180000

宮崎県児湯郡高鍋町大字北高鍋七反田２８８
「備長炭炭火やきとり恵屋　高鍋店」

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

雇用・労
災・健康・
厚生

18歳～
40歳

203000
宮崎県児湯郡川南町大字川南字松ヶ迫１４３８
３番地２５介護付有料老人ホーム「くるみの
家」280000

ホールスタッフ（店長候補）
／恵屋（高鍋・西都・新富）

株式会社　マスコ 最初は実務からお願いします。
＊接客（席案内、注文受け、飲み
物・料理の提供、片付け・セッテ
ィング）など
＊キッチン（仕込み、揚げ場・焼き
場・サラダ場・刺し場などの簡　単
な調理・盛付け、食洗器での食器洗

雇用・労
災・健康・
厚生・財形

59歳
以下 145000 ○宮崎店　○恒久店　○西都店　○高鍋店　○門川店　○南延岡店○

国富店　○吉村店　○小松店　○大塚中央店

250000

厨房職員 くるみ福祉会　株式会社 介護付有料老人ホーム「くるみの
家」で「おいしい食事」の調理等を
担当して頂きます。
朝食・昼食・おやつ・夕食を手づく
りで提供しています。昼食は
「選べるメニュー」から注文いただ
いて調理しています。

雇用・労
災・健康・
厚生

59歳
以下

店舗社員（宮崎北エリア） ダイレックス　株式会社 ＜仕事内容＞
　商品の管理（食品・生活必需品
等）、販売、お客様対応、
　棚卸業務等店舗の運営にかかわる
お仕事です。
＜転勤について＞
　初任地は自宅から通える店舗とな



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）

1月12日号

（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
(2)15時00分～0時00分

雇用期間の定めなし (3)23時30分～8時30分

45060-   53111
（フルタイム） 交替制あり

月給 (1)9時00分～18時15分

(2)15時00分～0時15分

雇用期間の定めなし (3)0時00分～9時15分

44010-   98111
（フルタイム） 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

45010-   78911 普通自動車免許
（フルタイム） 交替制あり

月報
8時00分～20時30分の

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 間の6時間

契約更新の可能性あり（条件あり） 45010-  206511
（フルタイム） 変形（1ヶ月単位）

月報 (1)7時00分～15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（原則更新） 45010-  209311
（フルタイム） 変形（1ヶ月単位）

月報 (1)7時00分～15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（原則更新） 45010-  218611
（フルタイム） 交替制あり

月報 (1)8時30分～16時30分

(2)16時30分～0時30分

雇用期間の定めあり（４ヶ月未満） (3)0時30分～5時30分

～令和3年3月31日
契約更新の可能性あり（原則更新） 45010-  253111

（フルタイム） 変形（1年単位）

月報 (1)8時00分～17時00分

(2)20時00分～5時00分

雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）

～令和3年3月31日
契約更新の可能性あり（原則更新） 45010-  254711

（フルタイム） 変形（1年単位）

月給 (1)7時30分～16時30分 普通自動車免許

雇用期間の定めなし

45030-   80111
（フルタイム） 変形（1年単位） 大型自動車免許

月報 (1)7時30分～16時30分

雇用期間の定めなし 大型自動車免許（一種）

45030-   81711
（フルタイム） フォークリフト運転技能者

月報 (1)9時00分～17時00分

(2)8時00分～16時00分

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） (3)8時45分～15時00分

～令和3年6月30日
契約更新の可能性あり（条件あり） 45060-    1911

（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-    2111
（フルタイム） １級塗装技能士

月給 (1)8時00分～17時00分 ２級塗装技能士

雇用期間の定めなし

45060-    3711
（フルタイム） 変形（1年単位） 普通自動車第二種免許

月給 (1)6時00分～15時00分 普通自動車免許
(2)8時00分～21時00分

雇用期間の定めなし (3)9時00分～0時00分

(4)21時00分～0時00分

45060-    6511
（フルタイム） 変形（1ヶ月単位） 保育士

月報 (1)7時00分～16時00分

(2)7時45分～16時45分

雇用期間の定めあり（４ヶ月未満） (3)8時30分～17時30分

～令和3年3月31日 (4)9時00分～18時00分

契約更新の可能性あり（条件あり） 45060-    7411 (5)10時00分～19時00分

（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-    8011

◎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)

※車両系の大型免許は入社後取得
でも可

150000
宮崎県西都市大字鹿野田１１６４０番
地

200000

雇用・労
災・健康・
厚生

不問

168960
宮崎県児湯郡高鍋町大字北高鍋１２６
４『にっしん保育園』

176000

農作業員 株式会社　スターフルーツカ
ンパニー

○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。
○店頭販売。
○イベントでの移動販売。
○発送作業
・その他、付随作業

雇用・労
災・健康・
厚生

45歳
以下

152655
宮崎県児湯郡高鍋町大字北高鍋１８０
－１
220000

保育士（にっしん保育園） 社会福祉法人　石井記念　友
愛社

○未満児（０～２歳児・定員５０
名）の保育全般。
・就業時間については、ローテー
ションを組みますが（３）の時間帯
が主な勤務となります。
【就業時間】
続き（４）９時００分～１８時００

雇用・労
災・健康・
厚生

18歳～
59歳

190000
宮崎県西都市大字南方２３４５番地１

240000

タクシー乗務員又は養成員／
高鍋

宮交タクシー　株式会社　高
鍋営業所

◯タクシー乗務業務（資格者）
（養成員の方）
・当社指定の自動車学校で二種免許
取得をしていただきます。
　この間、研修期間扱いとなり早期
資格取得を目指していただきま
す。

雇用・労
災・健康・
厚生

21歳～
64歳

170000
宮崎県西都市大字南方２３４５番地１

210000

建築塗装工 穂北塗装 ○各種建築塗装・防水作業。
民間から公共機関の住宅（新築、改
築）など様々な現場での建築塗装、
防水作業です。
・その他、付随業務
＊塗装の仕事は世の中に建物がある
限り、なくなる仕事ではありませ

雇用・労
災・健康・
厚生

不問

105000
宮崎県西都市大字右松２０７１番地

136500

建築塗装工または建築塗装工
見習い【トライアル併用求
人】

穂北塗装 ○各種建築塗装・防水作業。
民間から公共機関の住宅（新築、改
築）など様々な現場での建築塗装・
防水作業です。
・その他、付随業務
＊塗装の仕事は世の中に建物がある
限り、なくなる仕事ではありませ

雇用・労
災・健康・
厚生

18歳～
59歳

161700
宮崎県児湯郡川南町大字川南１２７５１番地５
１あさひ生コン（株）川南工場

231000

野菜・果樹の選果作業員 西都農業協同組合 ○ニラ・グリーンピーマン・きゅう
り・カラーピーマン・マンゴ－・み
かん等の選果及び荷造り作業（ライ
ン作業です）
○５月～１０月はスイートコーン・
ゴーヤ等もあります。
・その他付随業務

雇用・労
災・健康・
厚生

59歳
以下 160000

宮崎県児湯郡川南町大字川南１２７５１番地５
１あさひ生コン（株）川南工場

230000

大型運転手（ミキサー車）川
南工場

あさひ生コン　株式会社 ＊大型運転手（ミキサー車）
・川南工場より県内の各現場に於い
て、
　大型ミキサー車の運転業務全般。
・生コンクリートの運搬業務。
・８ｔ～１１ｔ車使用（車両総重
量：２１．９４ｔ）

雇用・労
災・健康・
厚生

59歳
以下

160000
宮崎県児湯郡川南町大字川南２００１
６番地３

160000

生コン製造オペレーター（川
南工場）

あさひ生コン　株式会社 川南工場において
生コン製造オペレーター業務全般。
　操作盤を使用した生コン製造。
　その他、プラントのメンテナン
ス、清掃、機械管理業務。
　ミキサー車の配車業務。


雇用・労
災・健康・
厚生

18歳
以上 170085

宮崎県児湯郡新富町大字上富田４６３
７－１

170085

清涼飲料水の製造 パーソルパナソニックファクトリー
パートナーズ株式会社　宮崎テクニカ
ルセンター

清涼飲料水の製造作業
主に
飲料原料の配合・調合作業　
野菜・果汁の搾汁作業　

食品の安全・衛生上専用の作業着を
着用します。

雇用・労
災・健康・
厚生

18歳
以上

136067
宮崎県児湯郡高鍋町大字北高鍋権現前
２１００「ながの屋　高鍋店」

136067

半導体部品の製造 パーソルパナソニックファクトリー
パートナーズ株式会社　宮崎テクニカ
ルセンター

半導体部品の製造業務
半導体部品の製造の機械オペレータ
及び付随する軽作業です。
クリーンルーム内の作業です。

初心者にも丁寧に指導します。また
難しい作業はベテランが実施します

雇用・労
災・健康・
厚生

不問

136067
宮崎県児湯郡高鍋町大字北高鍋権現前
２１００　「ナガノヤ　高鍋店」

136067

惣菜定員／高鍋店 株式会社　永野（ナガノヤ
ウメコウジ）

スーパー内、惣菜コーナーにて料理
づくり、パック詰め、値札付け、商
品陳列などに携わって頂きます。
　

＊制服を貸与します。


雇用・労
災・健康・
厚生

不問

120336
宮崎県児湯郡高鍋町大字北高鍋字中畑
田５０３５

120336

精肉店員／高鍋店 株式会社　永野（ナガノヤ
ウメコウジ）

・スーパー内の精肉コーナーにて料
理づくり、パック詰め、値札付け、
商品陳列などに携わって頂きます。
・制服貸与

＊３ヶ月毎の更新となります

雇用・労
災・健康・
厚生

59歳
以下 200000

宮崎県東諸県郡国富町大字田尻２１２
０番地１

250000

店員（水産・畜産・惣菜部
門）／高鍋店

生活協同組合　コープみやざ
き

水産、畜産、惣菜部門の業務
・商品づくり、品出し、発注など

雇用・労
災・健康・
厚生

不問

180000
宮崎県児湯郡高鍋町大字持田字下河原３３７３
「ＨＯＴＥＬ　ＡＺ　宮崎高鍋店」

250000

大型ダンプカー運転手 株式会社　太陽興産 大型ダンプトラックの運転業務
・砕石の建設、建築現場への配達
・産業廃棄物の収集、運搬

＊リサイクルプラントでの軽作業
・プラント内の清掃作業
・ゴミの選別作業

雇用・労
災・健康・
厚生

18歳～
45歳

173000
宮崎県児湯郡都農町大字川北１８９６
４－１５

270000

総合職（フロント又は飲食ス
タッフ・宮崎高鍋店）

株式会社　アメイズ（ＨＯＴ
ＥＬ　ＡＺチェーン）

〈宿泊部門〉
・チェックイン、チェックアウト・
接客・予約受付
・ＰＣ入力・精算業務　等
〈飲食部門〉
・接客・調理・提供・清掃・精算業
務　等

雇用・労
災・健康・
厚生

18歳～
35歳

発電所勤務 株式会社　グリーンバイオマ
スファクトリー

○発電所の運転に関する業務全般
・運転操作、監視、異常処置業務
・日常点検、整備、調整業務
・その他、付随業務
◆未経験者の方も、全員でフォロー
と指導をしますので、
　安心して応募して下さい。



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）

1月12日号

（フルタイム） 簿記実務検定３級
月給 (1)7時55分～17時00分

普通自動車免許
雇用期間の定めなし

45060-    9311
（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-   11711
（フルタイム） 変形（1年単位）

月報 (1)7時00分～16時00分

雇用期間の定めなし

45060-   12811
（フルタイム）

月報 (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-   14511
（フルタイム）

月報 (1)8時00分～17時00分

雇用期間の定めなし

45060-   15411 普通自動車免許
（フルタイム） ２級土木施工管理技士

月給 (1)8時00分～17時00分 １級土木施工管理技士

雇用期間の定めなし 普通自動車免許

45060-   16011
（フルタイム） 変形（1年単位） ２級建築施工管理技士

月給 (1)8時00分～17時00分 １級建築施工管理技士
二級建築士

雇用期間の定めなし

普通自動車免許
45060-   17311

（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-   18611
（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-   19911
（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-   20711
（フルタイム） 交替制あり 介護福祉士

月給 (1)8時30分～17時00分 ホームヘルパー２級
(2)6時30分～15時00分

雇用期間の定めなし (3)11時00分～19時30分 普通自動車免許
(4)16時30分～9時00分

45060-   23511
（フルタイム）

月給 7時30分～17時00分の 普通自動車免許
間の8時間程度

雇用期間の定めなし

45060-   26311
（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-   27611
（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

46020-  199911
（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

46020-  205111
（フルタイム）

月報 (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） 45010-25324301

◎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)

その他の土木・舗装・線路工事関
係資格

車両系建設機械（整地・運搬等）
運転技能

社用車：各種（ＡＴタイプ／ＭＴ
タイプ）

147560
宮崎県児湯郡都農町大字川北５４７３
「トライアル都農店」

147560

雇用・労
災・健康・
厚生・財形

64歳
以下 230000

宮崎県宮崎市末広１丁目９番１４号（宮崎営業
所を中心に県内外各地に現場があります）

430000

鮮魚販売／トライアル都農店 株式会社　宮崎北イワキ スーパー内での寿司製造、鮮魚の仕
事です。
（寿司）ネタを出来上がっている
シャリ玉に乗せるだけの簡単な作
業です
（鮮魚）簡単な盛り付け、値付けや
パック詰め等

雇用・労
災・健康・
厚生

不問

230000
宮崎県宮崎市末広１丁目９番１４号（宮崎営業
所を中心に県内外各地に現場があります）

360000

鉄筋工【宮崎】（経験者） 株式会社　小原鉄筋工業 ※建築、土木工事においての鉄筋組
立作業
◎業務内容　　
ビルやマンションなどの建築物や橋
梁やトンネル、高速道路などの構造
物などコンクリートで覆われたもの
の中に入る骨組みとなる鉄筋を網目

雇用・労
災・健康・
厚生

不問

170000
宮崎県児湯郡川南町大字川南１３９７
６番地

218500

鉄筋工【宮崎】 株式会社　小原鉄筋工業 ※建築、土木工事においての鉄筋組
立作業
◎業務内容　　
ビルやマンションなどの建築物や橋
梁やトンネル、高速道路などの構造
物などコンクリートで覆われたもの
の中に入る骨組みとなる鉄筋を網目

雇用・労
災・健康・
厚生・財形

64歳
以下

180000
宮崎県児湯郡川南町大字川南字村上２
６８２９番地

250000

電気工事作業及び管工事作業
員

村井電機　株式会社 ○工場、住宅、畜舎等の電気・管工
事作業
○工場、公共施設等消防用設備施
工・保守等作業
○町水道本管工事作業
＊その他付随業務
＊詳細は面接時説明します。

雇用・労
災・健康・
厚生

18歳～
59歳

209000
宮崎県児湯郡川南町大字川南１７９７
９番地８７

262700

養鶏作業員（ブロイラー） 株式会社　ファーム・ユーキ ○ブロイラーの飼育、管理
・入雛準備、飼育、出荷準備
・出荷後の後片付け
（出荷後の鶏舎水洗いは４棟のうち
１棟のみ、残り３棟は水洗い業　者
に委託中）
・その他、付随業務

雇用・労
災・健康・
厚生

64歳
以下

170000
宮崎県児湯郡都農町大字川北４８８４

260000

介護職 社会福祉法人　聖山会　特別養護
老人ホーム　フェニックス

○入居者様６０名の介護業務全般
・その他付随業務
＊詳細は面接時説明します。

雇用・労
災・健康・
厚生

不問

170000
宮崎県児湯郡都農町大字川北４８８４

260000

（産）生コン技術総合職（生
コン製品の製造・検査・販
売）

株式会社　河北 ○生コンクリートの製造から販売に
至るまで、業務全般に携わっていた
だきます。
○最新鋭のコンピュータ整備で高品
質の生コンクリート製品を製造
○コンクリート製品の圧縮強度試験
○コンクリートミキサー車に乗って

雇用・労
災・健康・
厚生

不問

154000
宮崎県児湯郡高鍋町大字上江８０１４

154000

（産）建設技術総合職（土木
施工管理、建築施工管理）

株式会社　河北 ◯公共工事（国、県、市町村）と民
間工事（電力会社、交通機関会社、
森林組合等）の現場管理全般となり
ます
○具体的には発注者や強力会社との
打ち合わせ、現場での指揮監督、写
真管理や書類の作成等の業務になり

雇用・労
災・健康・
厚生

59歳
以下 185000

宮崎県児湯郡木城町大字椎木４７５２
－１
350000

外来受付医療事務 崎浜胃腸科医院 ◯受付・会計業務
・コンピューター入力：カルテ上書
き、会計等
・レセプト請求業務全般：各保険種
類毎への仕分け
・院内薬局業務の補助
・その他、付随業務

雇用・労
災・健康・
厚生

35歳
以下

185000
宮崎県児湯郡木城町大字椎木４７５２
－１
350000

建築主任補佐業務／経験者／
正社員

株式会社　桑原建設 ○先ずはキャリアに応じた業務を中
心に、最終的には建築全般を担当し
ます。
住宅建築の設計・積算・施工管理、
公共・民間建築の施工管理が主な業
務です。
その他、付随業務

雇用・労
災・健康・
厚生

59歳
以下 279600

宮崎県児湯郡木城町大字椎木４７５２
－１
279600

土木現場代理人／経験者／正
社員

株式会社　桑原建設 これまでのキャリアに合わせた工種
の管理業務へ配置します。
県町発注の土木・舗装・法面工事の
ほか、森林管理署の林道・治山工事
が主な業務になります。
４週６休を基本休暇とし状況に応じ
振替休日にて対応します。

雇用・労
災・健康・
厚生

59歳
以下

198050
宮崎県児湯郡木城町大字椎木４７５２
－１
233000

建設機械オペレーター 株式会社　桑原建設 バックホウ運転業務が主になりま
す。その他、所持資格内容に応じ現
場は配属します。
現場は県町発注の道路改良工事、河
川工事の他、国有林の林道新設、治
山工事での作業従事が主な配属先に
なります。

雇用・労
災・健康・
厚生

不問

182500
宮崎県児湯郡新富町大字新田４１８０番地宮崎
サンフーズ株式会社　工場内

210500

土木作業員 株式会社　桑原建設 土木現場での肉体労働を伴う作業に
従事します。現場は県町発注の道路
改良工事、河川工事の他、国有林の
林道新設、治山工事での作業従事が
主な配属先となります。施工管理者
の補助（計測、清掃、片付け等）も
業務に含みます。資格に応じ、重機

雇用・労
災・健康・
厚生

59歳
以下

160000
宮崎県児湯郡都農町大字川北４８８４

235000

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

○懸鳥作業：ブロイラー生鳥を

雇用・労
災・健康・
厚生

45歳
以下 135000

宮崎県児湯郡新富町大字上富田字井ノ
前２３７０

164000

（産）建設技能職（建設機械
オペレーター）

株式会社　河北 ◯公共工事（国、県、市町村）と民
間工事（電力会社、交通機関会社、
森林組合等）の現場での建設機械の
オペレート業務となります
◯オペレーターの腕次第で工事の出
来映えが大きく左右されるため、大
変やりがいのある仕事です。

雇用・労
災・健康・
厚生

不問

一般事務 株式会社　ヒーテック ・納品書発行、請求書作成。
・データ入力、文章作成（ワード・
エクセル）
・電話応対、清掃、お茶出し等。
・銀行等外部業務あり。（社用車）
・多少の現場作業もあります。
・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）

1月12日号

（フルタイム） 変形（1年単位）

月給 (1)8時00分～16時55分 普通自動車免許

雇用期間の定めなし

45060- 4589901
（フルタイム） 変形（1ヶ月単位） 看護師

月報 (1)7時00分～16時00分

(2)8時00分～17時00分

雇用期間の定めあり（４ヶ月未満） (3)8時30分～17時30分

～令和3年3月31日 (4)9時00分～18時00分

契約更新の可能性あり（条件あり） 45060- 4593501 (5)9時30分～18時30分

（フルタイム） 変形（1ヶ月単位） 准看護師
月報 (1)7時00分～16時00分

(2)8時00分～17時00分

雇用期間の定めあり（４ヶ月未満） (3)8時30分～17時30分

～令和3年3月31日 (4)9時00分～18時00分

契約更新の可能性あり（条件あり） 45060- 4594001 (5)9時30分～18時30分

（フルタイム） 変形（1ヶ月単位） 保育士
月報 (1)7時00分～16時00分

(2)8時00分～17時00分

雇用期間の定めあり（４ヶ月未満） (3)8時30分～17時30分 上記資格は両方必要
～令和3年3月31日 (4)9時00分～18時00分

契約更新の可能性あり（条件あり） 45060- 4595301 (5)9時30分～18時30分

（フルタイム） 交替制あり

月給 (1)8時30分～18時00分

(2)8時30分～16時00分

雇用期間の定めなし (3)8時30分～13時00分

45060- 4596601
（フルタイム） 交替制あり 歯科衛生士

月給 (1)8時30分～18時00分

(2)8時30分～16時00分

雇用期間の定めなし (3)8時30分～13時00分

45060- 4597901
（フルタイム） 変形（1ヶ月単位）

月給 (1)8時30分～18時00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- 4601601
（フルタイム） 変形（1ヶ月単位） 介護職員初任者研修修了者

月給 (1)8時30分～18時00分 ホームヘルパー１級
(2)8時30分～12時30分 ホームヘルパー２級

雇用期間の定めなし (3)16時00分～9時00分

普通自動車免許
45060- 4602901

（フルタイム） 変形（1ヶ月単位） 看護師
月給 (1)8時30分～18時00分 准看護師

(2)8時30分～12時30分

雇用期間の定めなし (3)16時00分～9時00分 普通自動車免許

45060- 4603101
（フルタイム） 大型特殊自動車免許

月給 (1)7時00分～16時00分 フォークリフト運転技能者

雇用期間の定めなし

45060- 4584201
（フルタイム）

月報 (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） ＊畑移動で自動車免許が必要です。
～令和3年3月31日
契約更新の可能性なし 45060- 4585501

（フルタイム） 変形（1ヶ月単位） 准看護師
月報 (1)7時00分～16時00分

(2)8時00分～17時00分

雇用期間の定めあり（４ヶ月未満） (3)8時30分～17時30分

～令和3年3月31日 (4)9時00分～18時00分

契約更新の可能性あり（条件あり） 45060- 4587301 (5)9時30分～18時30分

（フルタイム） 変形（1ヶ月単位） 看護師
月報 (1)7時00分～16時00分

(2)8時00分～17時00分

雇用期間の定めあり（４ヶ月未満） (3)8時30分～17時30分

～令和3年3月31日 (4)9時00分～18時00分

契約更新の可能性あり（条件あり） 45060- 4588601 (5)9時30分～18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、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)

幼稚園教諭免許（専修・１種・２
種）

200200
宮崎県児湯郡木城町大字椎木４６７番地３「幼
保連携型認定こども園　のゆり幼児園」

200200

雇用・労
災・健康・
厚生

雇用・労
災・健康・
厚生

155000
宮崎県児湯郡高鍋町大字北高鍋３２３
５－３

225000

雇用・労
災・健康・
厚生

150000
宮崎県児湯郡高鍋町大字北高鍋３２３
５－３

230000

雇用・労
災・健康

150500
宮崎県西都市御舟町２－３５

173000

雇用・労
災・健康・
厚生

不問

168960
宮崎県児湯郡木城町大字椎木４６７番地３「幼
保連携型認定こども園　のゆり幼児園」

168960

正看護師（常勤職員）／幼保
連携型認定こども園のゆり幼
児園

社会福祉法人　石井記念　友
愛社

０歳児～５歳児までの健康管理全
般。
（現在の園児数４５名）
０歳児の保育補助
園内での処置や保護者への連絡
その他付随業務
＊詳細は面接時に説明します。

雇用・労
災・健康・
厚生

不問

准看護師（常勤職員）／幼保
連携型認定こども園のゆり幼
児園

社会福祉法人　石井記念　友
愛社

０歳児～５歳児までの健康管理全
般。
（現在の園児数４５名）
０歳児の保育補助
園内での処置や保護者への連絡
その他付随業務
＊詳細は面接時に説明します。

農作業員 金丸　誠 千切大根の収穫作業
大根ひき
その他付随業務
＊詳細は面接時説明します。

＊体力と要します。


その他
不問

養豚作業員 永田種豚場株式会社 ○養豚場の作業全般を行っていただ
きます。
・豚への給餌
・豚舎の清掃管理、除糞、洗浄等
・繁殖、肉豚
・その他、付随業務
＊優しく動物に接する方、未経験の

187200
宮崎県西都市右松３３５９－４

187200

看護職 医療法人　山仁会　山口整形
外科

看護業務全般
その他付随業務
＊詳細は面接時説明します。

＊夜勤が可能の方

雇用・労
災・健康・
厚生

18歳～
59歳

介護職 医療法人　山仁会　山口整形
外科

介護業務全般
その他付随業務
＊詳細は面接時説明します。

＊夜勤が可能の方

64歳
以下 200000

宮崎県児湯郡川南町大字川南１３０５
４－１５

200000

医療事務 医療法人　山仁会　山口整形
外科

受付窓口業務
電子カルテ入力（簡単なパソコン操
作入力）
書類作成：パソコン使用（ワード、
エクセル等）
電話応対
清掃、お茶出しなど

雇用・労
災・健康・
厚生

59歳
以下

歯科衛生士 みふね通り歯科クリニック ◯口腔管理、アシスト、業務準備、
受付事務など、歯科衛生士業務全般
です。
・その他、付随業務
＊詳細は面接時に説明します。

◎清掃専門のスタッフがいます。

18歳～
59歳

138000
宮崎県児湯郡高鍋町大字北高鍋３２３
５－３

150000

歯科助手 みふね通り歯科クリニック ◯アシスト、業務準備、受付事務な
ど、歯科助手業務全般です。
・その他、付随業務
＊詳細は面接時に説明します。

◎清掃専門のスタッフがいます。

雇用・労
災・健康35歳

以下

35歳
以下 165500

宮崎県西都市御舟町２－３５

188000

168960
宮崎県児湯郡木城町大字椎木４６７番地３「幼
保連携型認定こども園　のゆり幼児園」

168960

保育士（常勤職員）／幼保連
携型認定こども園のゆり幼児
園

社会福祉法人　石井記念　友
愛社

０歳児～５歳児までの保育補助全
般。
（現在の園児数４５名）
その他付随業務
＊詳細は面接時に説明します。
＊早出、遅出は話し合いにより決定
いたします。

雇用・労
災・健康・
厚生

不問

200200
宮崎県児湯郡木城町大字椎木４６７番地３「幼
保連携型認定こども園　のゆり幼児園」

200200

准看護師（非常勤）／幼保連
携型認定こども園のゆり幼児
園

社会福祉法人　石井記念　友
愛社

０歳児～５歳児までの健康管理全
般。
（現在の園児数４５名）
０歳児の保育補助
園内での処置や保護者への連絡
その他付随業務
＊詳細は面接時に説明します。

雇用・労
災・健康・
厚生

不問

正看護師（非常勤）／幼保連
携型認定こども園のゆり幼児
園

社会福祉法人　石井記念　友
愛社

０歳児～５歳児までの健康管理全
般。
（現在の園児数４５名）
０歳児の保育補助
園内での処置や保護者への連絡
その他付随業務
＊詳細は面接時に説明します。

不問

168960
宮崎県児湯郡木城町大字椎木４６７番地３「幼
保連携型認定こども園のゆり幼児園」

168960

加工機の操作 有限会社　シンコーエンジニ
アリング

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

雇用・労
災・健康・
厚生

40歳
以下 137116

宮崎県児湯郡川南町大字川南字名貫２
０２２２－４

245000



賃金 求人者名
職種 上限 就業場所 就業時間 加入保険等 必要な免許資格

下限

（パートタイム）

時給 (1)10時00分～14時00分

(2)11時00分～15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

(4)14時00分～18時00分

契約更新の可能性あり（原則更新） 40120-  816011 (5)15時00分～19時00分」

（パートタイム）

時給 (1)9時00分～13時00分

(2)10時00分～14時00分

雇用期間の定めあり（４ヶ月未満） (3)11時00分～15時00分

又は14時00分～18時00分

契約更新の可能性あり（原則更新） 40120-  817311 の間の4時間

（パートタイム）

時給 (1)5時30分～14時30分

(2)10時00分～19時00分

雇用期間の定めなし

45010-  702611

（パートタイム）

時給 (1)15時00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（原則更新） 45010-  721711

（パートタイム） 交替制あり

時給 (1)17時00分～21時00分

(2)13時00分～17時00分

雇用期間の定めなし (3)8時00分～13時00分

45060-   86111

（パートタイム）

時給 8時00分～22時00分の間の 普通自動車運転免許
3時間以上

雇用期間の定めなし

45060-   89211

（パートタイム） 看護師

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3月31日

契約更新の可能性あり（条件あり） 45060-   90011

（パートタイム） 保育士

時給 8時00分～17時00分の間の

6時間値度

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

～令和3年3月31日

契約更新の可能性あり（条件あり） 45060-   92611

（パートタイム） 看護師

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3月31日

契約更新の可能性あり（条件あり） 45060-   95711

（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-   99411

（パートタイム） 薬剤師

時給 (1)8時30分～15時00分

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 又は8時30分～17時15分の

～令和3年3月31日 間の6時間以上

契約更新の可能性あり（条件あり） 45060-  104411

（パートタイム）

時給 (1)7時00分～11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（原則更新） 40120-  516711

（パートタイム）

時給 9時00分～22時00分の間の

6時間程度

雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）

契約更新の可能性あり（原則更新） 40120-  584511

◎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)

レジ担当（４０５新富店） 株式会社トライアルオペレー
ションズ

≪スーパーセンタートライアル　新富
店のスタッフ≫

　○レジ業務
　　＊レジはセミセルフだから・・商
品を’ピッ’と
　　　通すだけ、直接お金に触りませ
ん。
　　　お会計はお客様が行います。

850
宮崎県児湯郡新富町大字上富田字井ノ木田３２３
４番１『スーパーセンタートライアル　新富店』

850

≪スーパーセンタートライアル　新富
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。
　＊商品の補充　＊発注業務
　＊商品の荷受、伝票管理　など



労災

不問

年齢 仕事の内容

調理スタッフ／児湯郡新富町 淀川食品　株式会社　宮崎営業
所

老人ホーム施設利用者の朝、昼、夕食
の調理業務
・入所者３０名の３食の食事の調理、
盛り付け、配膳、仕込み、食　器洗浄
機械を使っての洗浄、片付け等の厨房
業務を行います。

＊制服貸与

労災

不問

850
宮崎県児湯郡新富町大字上富田字井ノ木田３２３
４番２『スーパーセンタートライアル　新富店』

850

商品管理（４０５新富店） 株式会社トライアルオペレー
ションズ

雇用・労
災・健康・
厚生

59歳
以下

900
宮崎県児湯郡新富町大字上富田３１９
１－１「住宅型有料老人ホーム　美老
苑」900

調理員（パート）／鈴南の里
（川南町）

日清医療食品　株式会社　南九
州支店　宮崎営業所

入所者様へ食事の提供業務
・１００食程度の食事を４名の調理員
で担当

・制服貸与します。

・未経験者の方大歓迎

＊雇用期間終了後、１年毎の更新で

労災

不問

850
宮崎県児湯郡川南町大字川南１２７０
７「鈴南の里」

1000

店内スタッフ ファミリーマート高鍋小鶴店 ○店内での接客業務。
○レジ・接客・発注・陳列・清掃他
（洗い物を含む）。
○その他、付随業務

＊トレーニング期間あり（１ケ月程
度）
　昼・夕方のシフト（都合に良い時間
帯）に入って頂き、

労災

不問

793
宮崎県児湯郡高鍋町大字北高鍋１１０
２－１

793

店内スタッフ（ほっともっと西
都店）

株式会社　悠恵フーズ ○弁当注文受付：来店、電話、ネット
等
・注文弁当の調理、レジ等
・配達業務：エリア西都市、川南町、
都農町
（社用車ＡＴタイプあり）
・掃除（交替でのトイレ掃除を含む）
・その他付随業務
＊詳細は面接時説明します。

労災

不問

800
宮崎県西都市大字三宅９４６５－５

800

正看護師（上新田保育園） 社会福祉法人　もえぎ福祉会 ○児童福祉法に基づいて乳幼児の保育
事業を行う。
（乳幼児０歳～６歳児まで）

○乳児の保育補助。
・その他、付随業務

＊１年ごとの更新になります。


雇用・労
災・健康・
厚生

不問

1100
宮崎県児湯郡新富町大字新田１６４１
９－１『上新田保育園』

1100

保育士（上新田保育園） 社会福祉法人　もえぎ福祉会 ○児童福祉法に基づいて乳幼児の保育
事業を行う。
（乳幼児０歳～６歳児まで）
○乳幼児の保育補助。
○その他、付随業務。
＊１年ごとの更新になります。
＊正職員の登用の可能性あり。

＊詳細は面接時に説明します。

雇用・労
災・健康・
厚生

不問

1100
宮崎県児湯郡新富町大字新田１６４１
９－１『上新田保育園』

1100

正看護師（のぞみ保育園） 社会福祉法人　もえぎ福祉会 ○児童福祉法に基づいて乳幼児の保育
事業を行う。
（乳幼児０歳～６歳児まで）
○乳児の保育補助。
○その他、付随業務。
＊１年ごとの更新になります。
＊正職員の登用の可能性あり。

＊詳細は面接時に説明します。

雇用・労
災・健康・
厚生

不問

1100
宮崎県児湯郡新富町大字三納代８０３
『のぞみ保育園』

1100

接客 和みどころ　みなもと ○居酒屋において接客業務全般（座席
約２０席）
・オーダーとり（手書き）から配膳。
・食器洗い。
・調理補助（簡単な盛り付け）
・その他、付随業務

＊就業時間・労働時間・休日について
は、相談に応じます。

労災

18歳
以上

900
宮崎県児湯郡高鍋町大字北高鍋５２０
１　第一ツルヤビル　１Ｆ

1200

薬剤師 独立行政法人　国立病院機構
宮崎病院

外来、病棟に関する調剤、医薬品の供
給、その他薬事衛生に関する業務

※詳細は面接時に説明します

２～３ヶ月に１回程度、土日祝（年末
年始含む）の日直業務有り
（主に電話対応、来院者対応）

雇用・労
災・健康・
厚生

不問

1160
宮崎県児湯郡川南町大字川南１９４０
３－４

1160

精肉担当（３８０西都店） 株式会社　メガ生鮮 ・精肉加工、パック詰め
・品出し、商品管理、値付け、値引き
シール貼り
・作業場の消毒清掃

包丁や専用の機械を使って肉を切るこ
ともありますが、ケガを防ぐ
安全な職場づくりに努めています。


労災

不問

793
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』

793

店舗スタッフ（障）／（４６３
都農店）

株式会社トライアルオペレー
ションズ

＜スーパーセンタートライアル　都農
店のスタッフ＞
＊商品の陳列・補充
＊清掃
＊その他店舗内作業
※本人の適性に応じて仕事内容を決定
します。
※未経験の方でも丁寧に指導しますの
で、

雇用・労災

不問

800
宮崎県児湯郡都農町大字川北５４７４番１『スー
パーセンタートライアル　都農店』

850

(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）

1月１２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）

1月１２日号

（パートタイム）

時給 (1)9時00分～13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（原則更新） 40120-  741811

（パートタイム）

時給 (1)5時00分～9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（原則更新） 40120-  744411

（パートタイム）

時給 (1)1時00分～5時00分

雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）

契約更新の可能性あり（原則更新） 40120-  745011

（パートタイム）

時給 (1)9時30分～13時30分

雇用期間の定めなし

45010-  602511

（パートタイム）

時給 (1)7時30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） 45060-   57511

（パートタイム） 看護師

時給 8時30分～17時30分の間の 准看護師
4時間以上

雇用期間の定めなし 普通自動車運転免許

45060-   60911

（パートタイム）

時給 8時30分～17時00分の間の

6時間程度

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

～令和3年6月18日

契約更新の可能性なし 45060-   61111

（パートタイム）

時給 9時00分～18時00分の間の

6時間程度

雇用期間の定めなし

45060-   67011

（パートタイム）

時給 9時00分～18時00分の間の

6時間程度

雇用期間の定めなし

45060-   69611

（パートタイム）

時給 17時00分～21時00分の間の

2時間以上

雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）

～令和3年3月31日

契約更新の可能性あり（条件あり） 45060-   70811

（パートタイム）

時給 (1)9時00分～16時00分

雇用期間の定めなし

45060-   71211

（パートタイム）

時給 (1)14時30分～17時30分 普通自動車運転免許
(2)8時00分～13時00分

雇用期間の定めなし (3)12時30分～17時30分

45060-   72511

（パートタイム）

時給 (1)14時30分～17時30分 普通自動車運転免許
(2)8時00分～13時00分

雇用期間の定めなし (3)12時30分～17時30分

45060-   73411

◎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)

清掃（３８０西都店） 株式会社トライアルオペレー
ションズ

≪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）の清掃
業務
　○お客様ご案内　など




労災

不問

793
宮崎県西都市右松１９１３－１『スー
パーセンタートライアル　西都店』

793

早朝スタッフ（３８０西都店） 株式会社トライアルオペレー
ションズ

＜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スタッ
フとなります。
　・主な業務　　レジ業務、商品の補
充　など



労災

不問

900
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』

900

夜間スタッフ（３８０西都店） 株式会社トライアルオペレー
ションズ

＜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スタッ
フとなります。
　・主な業務　　レジ業務、商品の補
充　など



労災

18歳
以上

1050
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』

1050

看護助手（パート）／尾鈴クリ
ニック

社会医療法人　善仁会　市民の
森病院

通所リハビリテーションでの介護支援
業務
・入浴介助、トイレ介助、リハビリ補
助等支援業務
・レクリエーション活動、その他利用
者支援業務




雇用・労災

59歳
以下

800
宮崎県児湯郡川南町大字川南１３６８
１－１「尾鈴クリニック」

1000

【障】事務職（高鍋第３農場） 株式会社　カミチクファーム九
州

・データ入力
　ワード入力、エクセル入力及びデー
タ処理
・帳票の確認及び整理
　記載内容について現場との確認を行
うことがあります。
・電話・メール対応
・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

不問

793
宮崎県児湯郡高鍋町上江７０３６－３
６

815

正看護師叉は准看護師（パー
ト）

株式会社　博愛　訪問看護ス
テーション

令和３年４月にオープン予定。
訪問看護業務を行います。

＜仕事内容＞
・病状の観察（身体確認、血圧、体
温、脈拍の確認）
・医師の診断による医療処置・ターミ
ナルケア
・認知症ケア

その他

不問

1000
宮崎県児湯郡高鍋町大字北高鍋７６３
番地１

1300

ハウス野菜栽培作業員 坂本和人 ◯主な作業はピーマンの収穫作業
　定植後から段階的に収穫作業になり
ます。
◯ハウス内作業：芯まき、枝切り等、
ハウス内管理作業
・その他付随業務
＊詳細は面接時説明します。

＊雇用期間については多少変動する場

その他

不問

800
宮崎県児湯郡新富町大字日置３３３３
番地　上のハウス：通称名

800

Ｗｅｂデザイナー（画像制作） 株式会社　ヤミー・フードラボ ○ＨＴＭＬ・ＣＳＳ・イラストレー
ター・フォトショップ等を使用してＷ
ｅｂコーディング、画像制作、デザイ
ンをしていただきます
○ＥＣサイト管理画面より、画像やテ
キストの入力、更新作業。
・その他付随業務

＊詳細は面接時説明します。

雇用・労災

不問

800
宮崎県児湯郡高鍋町大字南高鍋１００
３２－２

880

インターネット通販運営・企
画・お客様対応業【急募】

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運
営・企画・お客様対応（メール・電
話）
　新商品の開発、受注、ショップ全体
の管理を担当して頂きます。
○その他、付随業務あり

＊パソコン操作
　画像編集（入社後習得可）経験者優

雇用・労災

不問

800
宮崎県児湯郡高鍋町大字南高鍋１００
３２－２

880

清掃作業（請）：川南 株式会社　クレネス ○発泡洗浄機、高圧洗浄機、水道ホー
スを使用して、食品工場内の床面や機
械、設備等を清掃する作業です。
・その他、付随業務あり

＊作業は複数で従事します。
＊工場の都合により、時間帯の変動あ
り。
＊長く働いて頂ける方希望。

労災

不問

1100
宮崎県児湯郡川南町大字平田６６５５
番地５

1100

ブロイラー加工員（請） 川越産業 ○ブロイラー加工、串刺し業務。
○主に串刺し作業で、立ち仕事になり
ます。
・その他、付随業務
＊入社後３ヶ月目から最低賃金＋歩合
給（出来高制）になります。

※詳細は面接時に説明します。

雇用・労災

不問

793
宮崎県児湯郡新富町大字新田４１８０
「宮崎サンフーズ内」

793

支援員（ひこうせん）：木城町 特定非営利活動法人　ふぁむ・
ふぁーむ

○日中一時預かり業務の支援業務。
・一緒に遊んだり、制作したりしま
す。
・対象児は小学生～中学生（軽度の発
達障がい児）
・園外での活動もあります。
○送迎車運転を行う場合があります。
（社用車：ＡＴタイプ、普通ワゴン、
軽自動車）

労災

不問

1000
宮崎県児湯郡木城町大字椎木２２３２

1000

支援員（ひこうせん）：西都市 特定非営利活動法人　ふぁむ・
ふぁーむ

〇日中一時預かり事業の支援員業務
・一緒に遊んだり、制作したりしま
す。
・対象児は小学生～中学生（軽度の発
達障害児）
・園外の活動があります。
〇送迎車運転を行う場合があります。
（社用車：ＡＴタイプの普通ワゴン、
軽自動車）

労災

不問

1000
宮崎県西都市大字黒生野３３１番地

1000



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）

1月１２日号

（パートタイム） 保育士

時給 7時15分～18時45分の間の 幼稚園教諭免許（専修・１種・２種）

5時間程度

雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）

～令和3年3月31日

契約更新の可能性あり（原則更新） 45060-   77911

（パートタイム） 交替制あり

時給 (1)8時30分～17時30分 普通自動車運転免許
(2)7時30分～16時30分

雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）

～令和3年3月31日

契約更新の可能性あり（原則更新） 45060-   82011

（パートタイム）

時給 6時00分～20時00分の間の

3時間以上

雇用期間の定めなし

43010-  667211

（パートタイム） 交替制あり

時給 (1)8時00分～17時00分

(2)8時40分～17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） 45010-  297211

（パートタイム）

時給 15時00分～0時00分の間の

3時間以上

雇用期間の定めなし

45010-  331611

（パートタイム）

時給 15時00分～0時00分の間の

3時間以上

雇用期間の定めなし

45010-  333111

（パートタイム）

時給 (1)8時00分～16時00分

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

契約更新の可能性あり（条件あり） 45010-  421111

（パートタイム） 変形（1ヶ月単位）

時給 (1)16時00分～9時00分

(2)8時30分～17時30分

雇用期間の定めなし

45060-   28911

（パートタイム） ホームヘルパー２級

時給 8時30分～18時00分の間の 介護職員初任者研修修了者
4時間程度 介護福祉士

雇用期間の定めあり（４ヶ月未満） ヘルパー１級　あれば尚可
～令和3年3月31日

契約更新の可能性あり（条件あり） 45060-   32411

（パートタイム） フォークリフト運転技能者

時給 (1)7時30分～17時00分

普通自動車運転免許
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

契約更新の可能性あり（原則更新） 45060-   35611

（パートタイム） 柔道整復師

時給 (1)9時00分～12時00分 きゅう師
(2)14時30分～19時00分 はり師

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 又は8時30分～19時30分の

間の5時間程度

契約更新の可能性あり（原則更新） 45060-   38711

（パートタイム）

時給 (1)8時30分～17時30分 普通自動車運転免許

雇用期間の定めなし

45060-   41011

（パートタイム）

時給 (1)8時30分～15時00分 普通自動車運転免許
又は11時00分～17時30分の

雇用期間の定めなし 間の5時間以上

45060-   42311

◎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)

保育補助 学校法人　朝日学園　あさひ幼
稚園

○認定こども園における保育補助。
（主に３歳未満児）
◯その他、付随業務あり。
＊詳細は面接時に説明します。

＊年度毎の更新になります。

雇用・労
災・健康・
厚生

不問

900
宮崎県西都市大字三宅２７２７番地

1100

介護業務（夜勤なし） 社会福祉法人　長平会　川南ひ
ばり

○施設利用者の介護業務全般。
・入浴、食事、排泄介護等
（１日の利用者　１５～１６名程度）
・訪問介護（安否の確認・服薬等）
・送迎（川南町内）
・その他、付随業務
＊詳細は面接時に説明します。
＊正職員への登用の可能性あり。


雇用・労災

不問

800
宮崎県児湯郡川南町大字川南　１３５
２６－９

900

調理スタッフ／宮崎県児湯郡 くるみ福祉会　株式会社 介護付有料老人ホーム「くるみの家」
で「おいしい食事」の調理等を担当し
て頂きます。
朝食・昼食・おやつ・夕食を手づくり
で提供しています。昼食は
「選べるメニュー」から注文いただい
て調理しています。



雇用・労災

不問

805
宮崎県児湯郡川南町大字川南字松ヶ迫１４３８３
番地２５　介護付有料老人ホーム「くるみの家」

1200

漬物の加工作業／木城町 株式会社　ワークスタッフ　宮
崎営業所

・原料のカット、検査、選別並びに付
随する業務

雇用・労
災・健康・
厚生

不問

900
宮崎県児湯郡木城町大字椎木８０１番
地１

900

ホール・キッチンスタッフ／恵
屋プラス（西都店）

株式会社　マスコ ・ホールでの接客業務（お出迎え、お
席案内、注文受け、飲み物・料理の提
供、お見送り、片付け・セッティング
等）
・厨房でのキッチン業務（揚げ場、焼
き場、刺し場など各部署での簡単な調
理、盛付け、食洗機での食器洗浄な
ど）
・レジ業務、予約などの電話対応業務

労災

不問

900
宮崎県西都市妻町１丁目７９－２　備
長炭炭火やきとり　恵屋プラス（西都
店）900

ホール・キッチンスタッフ／炭
火やきとり恵屋（高鍋店）

株式会社　マスコ ・ホールでの接客業務（お出迎え、お
席案内、注文受け、飲み物・　料理の
提供、お見送り、片付け・セッティン
グ等）
・厨房でのキッチン業務（揚げ場、焼
き場、刺し場など各部署での　簡単な
調理、盛付け、食洗機での食器洗浄な
ど）
・レジ業務、予約などの電話対応業務

労災

不問

900
宮崎県児湯郡高鍋町大字北高鍋七反田
２８８　やきとり恵屋　高鍋店

900

清掃員（契約社員）／西都病院 株式会社　文化コーポレーショ
ン

病院内での清掃業務全般
・廊下、食堂、男女トイレ、病室等の
清掃
・ゴミの分別、搬出等

＊制服貸与

＊事前に研修がありますので初心者の
方も安心してご応募ください

雇用・労
災・健康・
厚生

不問

840
宮崎県西都市大字調殿１０１０番地
「西都病院」

840

世話人：グループホームアニモ 社会福祉法人　望洋会　障害者
支援施設　あゆみの里

○グループホームアニモにおける世話
業務全般
・主に食事作り（利用者７人程度）
　平　日：朝食、夕食
　土・日・祝日：朝食、昼食、夕食
○宿直時見守り業務
○ホーム内清掃
・その他付随業務


雇用・労災

18歳
～59
歳 900

宮崎県児湯郡新富町大字上富田４７２
６－１
900

介護職員：新納荘 社会福祉法人　清和会　特別養
護老人ホーム　新納荘

◯特別老人ホーム（利用者５０名）で
の介護業務全般。
・当施設利用者の身の回りの世話、生
活指導、食事、入浴等
（日中：１０名～１２名体制）
・その他付随業務
＊詳細は面接時説明します。

＊年度毎の更新（条件付き）

労災

不問

1000
宮崎県児湯郡木城町大字高城３０７８

1100

牛の世話（パート）／（高鍋第
３農場）

株式会社　カミチクファーム九
州

＊牛の給餌
＊牛舎の清掃
＊その他、社員の作業補助
＊その他付随業務

＊詳細は面接時に説明します。

雇用・労
災・健康・
厚生

不問

800
宮崎県児湯郡高鍋町上江７０３６番地
３６
900

柔道整復師・鍼灸師：宮崎店叉
は西都店

東洋はり灸整骨院　はるひ ※新店舗（宮崎市船塚分院　令和３年
３月３１日オープン予定）又は西都店
舗スタッフ募集

○院内での整骨業務全般。
＊経験の少ない方でも大丈夫です。勉
強しながらレベルアップしていただき
ます。
※強い力での手技は行いませんので、

雇用・労災

不問

1200
宮崎県西都市大字妻字平田１６６５番
地１

1200

ペットフード製造／８：３０～
１７：３０

ビッグウッド　株式会社　宮崎
工場

○愛犬のお食事やおやつの製造
　お肉やお野菜のカット作業、ハーブ
粉末の粉砕・調合、
　計量・袋詰め作業など行っていただ
きます。
○出荷梱包作業
　商品へのラベル貼り、ピッキング作
業、箱詰作業など
　行っていただきます。

雇用・労
災・健康・
厚生

不問

850
宮崎県児湯郡高鍋町大字上江６６５１
－９２

950

ペットフード製造／８：３０～
１５：００

ビッグウッド　株式会社　宮崎
工場

○愛犬のお食事やおやつの製造
　お肉やお野菜のカット作業、ハーブ
粉末の粉砕・調合、
　計量・袋詰め作業など行っていただ
きます。
○出荷梱包作業
　商品へのラベル貼り、ピッキング作
業、箱詰作業など
　行っていただきます。

雇用・労
災・健康・
厚生

不問

850
宮崎県児湯郡高鍋町大字上江６６５１
－９２

950



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）

1月１２日号

（パートタイム） 保育士

時給 (1)13時30分～18時00分

普通自動車運転免許
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

～令和4年3月31日

契約更新の可能性あり（原則更新） 45060-   46711

（パートタイム）

時給 10時00分～17時00分の間の

3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（原則更新） 45060-   49511

（パートタイム）

時給 8時10分～17時10分の間の

6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） 45060-   51611

（パートタイム） 変形（1週間単位非定型的）

時給 (1)14時00分～17時00分

(2)17時00分～22時00分

雇用期間の定めなし (3)18時00分～23時00分

又は14時00分～1時00分の

35080-  280511 間の3時間以上

（パートタイム）

時給 8時00分～13時00分の間の

4時間程度

雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）

～令和3年3月31日

契約更新の可能性あり（条件あり） 40062-  186511

（パートタイム）

時給 (1)15時00分～0時15分

雇用期間の定めなし

44010-  388911

（パートタイム）

時給 (1)8時00分～13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（原則更新） 45010-  205211

（パートタイム）

時給 8時00分～20時30分の間の

4時間

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-  210111

（パートタイム）

時給 (1)8時00分～13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（原則更新） 45010-  211711

（パートタイム）

時給 (1)8時30分～17時15分 普通自動車運転免許
又は8時30分～17時15分の

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 間の5時間程度 社用車：ＡＴタイプ
～令和5年3月31日

契約更新の可能性あり（条件あり） 45060-    4811

（パートタイム） 保育士

時給 (1)8時25分～17時10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） 45060-    5211

（パートタイム）

時給 (1)17時00分～22時00分 普通自動車運転免許
又は17時00分～22時00分の

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 間の3時間以上

契約更新の可能性あり（条件あり） 45060-   10111

（パートタイム）

時給 8時00分～17時00分の間の 普通自動車運転免許
6時間程度

雇用期間の定めなし

45060-   13211

◎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)

児童クラブ支援員 社会福祉法人　陽光福祉会　白
梅保育園

児童クラブ支援員：児童クラブ生の指
導、お世話をします。
その他付随業務
＊詳細は面接時説明します。

＊年度ごとの更新
今回は令和４年３月３１日の更新です
が次からは１年毎の更新になります。

雇用・労
災・健康・
厚生

不問

800
宮崎県西都市大字三宅１２６－１

800

訪問入浴介護職（パート） 医療法人　暁星会　三財病院 ○職員３人（看護職１＋介護職２）一
組で自宅で高齢者の入浴を支　援しま
す。
・洗体洗髪・更衣・移乗介助を協力し
て行います。
・１回あたり、２時間単位で準備・介
助・後片付けを行います。
・その他付随業務
＊詳細は面接時説明します。

労災

不問

830
宮崎県西都市大字下三財８１２４－８
訪問入浴介護並木

830

スポーツウェア製造 デサントアパレル　株式会社
西都工場

○スポーツウェアの材料準備及び縫製
作業全般
○製品の梱包作業
・その他付随業務
＊詳細は面接時説明します。

◆初めての方も親切丁寧に指導します



雇用・労
災・健康・
厚生

不問

830
宮崎県西都市大字藤田１１１１番地

880

飲食店のホール及キッキン（牛
角　宮崎高鍋店）

アートフード　株式会社 ＊ホール
　まずは明るく元気にお客様をおもて
なし。料理の提供や、
　テーブルの片付け等の誰にでもでき
る簡単なお仕事です。

＊キッチン
　調理スタッフ。肉場とスーパーサラ
ダ場に分かれており、

労災

18歳
以上

900
宮崎県児湯郡高鍋町大字北高鍋２５２
３　牛角　宮崎高鍋店

900

調理員（宮崎県児湯郡） 昭産商事　株式会社 ＊スーパー内の厨房で寿司、弁当、惣
菜等の
　調理、パック詰め、後片付け等

＊採用日から３月３１日までの雇用
　以降更新有

※土日祝は交替で勤務となります。
※学校行事等での希望休は事前の申し

雇用・労災

不問

830
宮崎県児湯郡都農町川北５２１０番地
１　Ａコープ都農店内　味の四季彩

830

ホテルフロント及びレストラン
業務（宮崎新富店／週３～４日

株式会社　アメイズ（ＨＯＴＥ
Ｌ　ＡＺチェーン）

＜フロント業務の内容＞
・接客※チェックアウト対応
・パソコン入処理
・メンテナンス業者への清掃指示書の
作成
・フロント置き備品補充
・予約受付（電話・ＦＡＸ）とパソコ
ン処理
・フロント周辺・他の清掃　等

雇用・労災

18歳
～61
歳 1050

宮崎県児湯郡新富町富田２丁目３－３
　「ＨＯＴＥＬ　ＡＺ　宮崎新富店」

1050

惣菜店員（午前）／高鍋店 株式会社　永野（ナガノヤ　ウ
メコウジ）

スーパー内の惣菜部門業務に携わって
頂きます。
・惣菜の調理加工、加工品のパック詰
め、商品の値札付け
・商品補充、陳列等を行って頂きま
す。
・週３０時間未満の勤務

＊初めての方でもすぐに出来るお仕事

雇用・労災

不問

793
宮崎県児湯郡高鍋町大字北高鍋権現前
２１００　「ナガノヤ　高鍋店」

793

店員（レジ・惣菜部門）／高鍋
店

生活協同組合　コープみやざき レジ部門の業務
・レジ業務のみ
惣菜部門の業務
・商品作り、品出し、発注業務

雇用・労災

不問

920
宮崎県児湯郡高鍋町大字北高鍋字中畑
田５０３５「コープ宮崎　高鍋店」

1196

精肉店員／高鍋店 株式会社　永野（ナガノヤ　ウ
メコウジ）

・スーパー内の精肉コーナーにおい
て、加工、パック詰め、商品陳列等の
比較的簡単なお仕事です。

＊雇用期間終了後、３ヶ月毎の更新と
なります。

＊未経験の方でも丁寧に指導致しま
す。

雇用・労災

不問

793
宮崎県児湯郡高鍋町大字北高鍋権現前
２１００　「ナガノヤ　高鍋店」

793

パート支援員：うからの里高鍋
事業所

社会福祉法人　晴陽会 日常生活上の介護支援等
送迎：送迎エリア：西都市、児湯郡管
内
その他、付随業務　
＊詳細は面接時に説明します

◆勤務について（月１５日～２０日程
度の勤務）


雇用・労
災・健康・
厚生

不問

850
宮崎県児湯郡高鍋町大字上江７７７８
うからの里　高鍋事業所

900

保育士及び保育補助 社会福祉法人　あけぼの福祉会
なでしこ保育園

◎０歳～６歳児（現在８４名）の保育
業務叉は保育補助業務。
・その他付随業務
＊詳細は面接時に説明します。

＊１年毎の更新となります。


雇用・労災

不問

870
宮崎県児湯郡高鍋町大字持田１６００
番地１

880

ホール係（本店） 岩下兄弟　株式会社　西都事務
所

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

＊１年毎更新。
＊土・日勤務可能な方、正社員への見
込有り。

雇用・労
災・健康・
厚生

不問

1200
宮崎県西都市大字三宅字下鶴９４３１

1200

清掃 株式会社　はまゆう ○家庭用エアコンクリーニング、レン
ジフードクリーニング等
・清掃の補助
・その他、付随業務
＊補助をしながら知識・技術を学んで
頂きます。
＊エリアは児湯地域が主です。
＊初めての方大歓迎
＊詳細は面接時に説明します。

労災

59歳
以下

830
宮崎県児湯郡高鍋町大字南高鍋９４２

950



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）

1月１２日号

（パートタイム）

時給 (1)8時30分～17時30分

雇用期間の定めなし

45060-   22211

（パートタイム）

時給 8時00分～17時00分の間の 普通自動車運転免許
5時間程度

雇用期間の定めなし

46040-   97911

（パートタイム）

時給 (1)8時00分～13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） 45010-25325601

（パートタイム） 変形（1ヶ月単位）

時給 (1)8時30分～16時30分

(2)16時30分～0時30分

雇用期間の定めあり（４ヶ月未満） (3)0時30分～8時30分

契約更新の可能性あり（条件あり） 45010-25362701

（パートタイム）

時給 (1)8時00分～17時00分

雇用期間の定めなし

45010-25280601

（パートタイム）

時給 (1)9時00分～16時00分

又は9時00分～16時00分の

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 間の4時間以上

令和3年1月5日～令和3年5月31日

契約更新の可能性なし 45010-25269201

（パートタイム）

時給 (1)9時00分～13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- 4604401

（パートタイム） 交替制あり 看護師

時給 (1)8時30分～15時00分 准看護師
(2)8時30分～17時15分

雇用期間の定めあり（４ヶ月未満） (3)9時30分～16時00分

～令和3年3月31日 又は8時30分～17時30分の

契約更新の可能性あり（条件あり） 45060- 4605701 間の6時間以上

（パートタイム）

時給 (1)9時00分～16時45分

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

令和3年4月1日～令和4年3月31日

契約更新の可能性なし 45060- 4607201

（パートタイム）

時給 (1)19時30分～22時00分

雇用期間の定めなし

45060- 4608501

（パートタイム）

時給 (1)9時00分～17時30分

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

令和3年4月1日～令和4年3月31日

契約更新の可能性なし 45060- 4609001

（パートタイム）

時給 (1)9時00分～17時30分

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

令和3年4月1日～令和4年3月31日

契約更新の可能性なし 45060- 4610901

（パートタイム）

時給 (1)9時00分～15時50分

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

令和3年4月1日～令和4年3月31日

契約更新の可能性なし 45060- 4611101

◎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)

調理員：木城町 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１６名）
・昼食、夕食の調理
・厨房の衛生管理等
・その他、付随業務

＊入居者１６名のアットホームな施設
です。

雇用・労災

不問

900
宮崎県児湯郡木城町椎木１７６０番地
「有料老人ホーム緑のこみち」

1000

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

＊勤務時間：８時～１７時の間で５ｈ
程度：
＊勤務日数、時間は相談に応じます。

雇用・労災

不問

800
宮崎県児湯郡川南町川南１７７９８－
２「川南農場」

850

鮮魚販売／トライアル都農店 株式会社　宮崎北イワキ スーパー内での寿司製造、鮮魚の仕事
です。
（寿司）ネタを出来上がってるシャリ
玉に乗せるだけの簡単な作業
　　　　です。
（鮮魚）簡単な盛り付け、値付けや
パック詰め等
　　　　魚をさばく事はありません
　　　　

雇用・労災

不問

850
宮崎県児湯郡都農町大字川北５４７３
「トライアル都農店」

850

精密部品の製造機械オペレー
ター／新富町

株式会社　ワークスタッフ　宮
崎営業所

マシンに部品をセットするだけの軽作
業。
マシンの稼働状況や完成品の状況確認
をお願いします。

雇用・労
災・健康・
厚生

18歳
以上

1000
宮崎県児湯郡新富町大字上富田４６３
７－１

1000

（障）交通誘導警備スタッフ／
高鍋営業所

株式会社　セキュリティロード 電気工事や道路整備などの社会インフ
ラに貢献。
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。

コロナに負けず頑張るあなたを全力応

雇用・労災

18歳
～64
歳 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

一般事務／西都市 株式会社　アソウ・ヒューマ
ニーセンター宮崎支店

＜一般事務＞
・伝票整理
・勤怠チェック
・資料作成
・電話対応


雇用・労災

不問

1150
宮崎県西都市大字片内字内平１１８２
－２

1150

調理員：元気ホーム サポート芳士株式会社 ○利用者９名分の調理業務全般
・朝食、昼食、夕食：１日３食の調
理。
・その他、付随業務
＊調理内訳９～１３時（流れ）
当日の昼→当日の夜→翌日の朝の順番
で調理・下準備を行う→冷蔵庫保管
＊冷蔵庫保管（温め等）については、
介護担当者が行います

雇用・労災

不問

800
宮崎県児湯郡新富町大字上富田３３４
９－１

850

正看護師（又は准看護師） 独立行政法人　国立病院機構
宮崎病院

○外来における看護師業務全般
（一般病棟・重症心身障害児（者）病
棟に配属される可能性もあり　ます）
○その他、付随業務
◆詳細は面接時に説明します。

＊採用日を問わない者：１名
＊令和３年４月１日からの採用者：２
名

雇用・労
災・健康・
厚生

不問

1040
宮崎県児湯郡川南町大字川南１９４０
３－４

1240

体験学習補助員（会計年度任用
職員）

県立西都原考古博物館 ・西都原古代生活体験館における来館
者応対業務
・西都原古代生活体験館における体験
者指導業務
・その他、所属長及び体験学習指導員
が指示する業務
・その他、付随業務

＊詳細は面接時に説明します。

労災

不問

925
宮崎県西都市大字三宅字西都原西５６
７０番地
983

塾講師 有限会社　文理ゼミ ◯中学生・高校生の理数系の講師業
務。
（５名～１５名程度）
・指導業務、採点等
・その他付随業務
＊詳細は面接時に説明します。



労災

不問

1500
宮崎県西都市大字妻１４４１番地

2000

体験学習指導員（会計年度任用
職員）

県立西都原考古博物館 ・西都原古代生活体験館における来館
者応対業務
・西都原古代生活体験館における体験
者指導業務
・その他、所属長及び体験学習指導員
が指示する業務
・その他、付随業務

＊詳細は面接時に説明します。

雇用・労
災・健康・
厚生

不問

1119
宮崎県西都市大字三宅字西都原西５６
７０番地
1201

整理作業員（会計年度任用職
員）

県立西都原考古博物館 ・考古資料（鉄器、人骨、土器、石器
等）の修復・整理・保管
・その他、所属長及び体験学習指導員
が指示する業務
・その他、付随業務

＊詳細は面接時に説明します。

雇用・労
災・健康・
厚生

不問

897
宮崎県西都市大字三宅字西都原西５６
７０番地
951

整理作業員（会計年度任用職
員）

県立西都原考古博物館 ・考古資料（鉄器、人骨、土器、石器
等）の保存処理や修復・整理
保管
・整理作業員への指導及び指示
・その他、所属長及び体験学習指導員
が指示する業務
・その他、付随業務

＊詳細は面接時に説明します。

雇用・労
災・健康・
厚生

不問

1422
宮崎県西都市大字三宅字西都原西５６
７０番地
1496



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）

1月１２日号

（パートタイム）

時給 (1)9時20分～17時35分

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

令和3年4月1日～令和4年3月31日

契約更新の可能性なし 45060- 4612401

（パートタイム） 交替制あり 調理師

時給 (1)6時00分～14時30分

(2)8時30分～17時00分

雇用期間の定めあり（４ヶ月未満） (3)10時15分～18時45分

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- 4613701

（パートタイム） 保育士

時給 7時00分～18時00分の間の

8時間程度 普通自動車運転免許
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）

令和3年2月1日～令和3年3月31日

契約更新の可能性なし 45060- 4590701

（パートタイム） 保育士

時給 9時00分～16時00分の間の 保健師
6時間程度 社会福祉士

雇用期間の定めあり（４ヶ月未満） 児童又は教育資格　　　　　必須
令和3年2月1日～令和3年3月31日

契約更新の可能性なし 45060- 4591801 普通自動車運転免許

（パートタイム） 交替制あり

時給 (1)8時30分～15時30分 図書館司書（必須）
(2)12時15分～19時15分

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 普通自動車運転免許
令和3年4月1日～令和4年3月31日

契約更新の可能性あり（条件あり） 45060- 4592201

（パートタイム）

時給 (1)8時30分～18時00分

(2)8時30分～16時00分

雇用期間の定めなし (3)8時30分～13時00分

又は8時30分～19時00分の

45060- 4598101 間の3時間以上

（パートタイム） 歯科衛生士

時給 (1)8時30分～18時00分

(2)8時30分～16時00分

雇用期間の定めなし (3)8時30分～13時00分

又は8時30分～19時00分の

45060- 4599401 間の3時間以上

（パートタイム） 変形（1ヶ月単位） 保育士

時給 (1)7時00分～16時00分 幼稚園教諭免許（専修・１種・２種）

(2)8時00分～17時00分

雇用期間の定めあり（４ヶ月未満） (3)8時30分～17時30分 上記資格は両方必要
～令和3年3月31日

契約更新の可能性あり（条件あり） 45060- 4600301

（パートタイム）

時給 (1)16時00分～21時15分

(2)5時30分～9時00分

雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）

～令和4年3月31日

契約更新の可能性あり（条件あり） 45060- 4586001

◎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)

○『都農町立養護老人ホーム　愛寿
園』での調理業務全般。
・入所者約５０名の食事を調理する。
・その他、付随業務。

＊詳細は面接時に説明します。
　


県立西都原考古博物館 ・西都原考古博物館総合受付に係る来
館者業務
・西都原考古博物館図書室に係るデー
タ入力・集計及び蔵書整理業　務
・電話、窓口での応対業務
・書類、郵便物の整理、管理業務
・その他、付随業務

＊詳細は面接時に説明します。

雇用・労
災・健康・
厚生

不問

不問

925
宮崎県西都市大字三宅字西都原西５６
７０番地
983

調理師（愛寿園） 都農町役場

総合案内要員兼図書室職員（会
計年度任用職員）

家庭訪問支援員（福祉課）：会
計年度任用職員

川南町役場 ◯児童の教育等に困難を持つ家庭の訪
問・相談応対や台帳整備
・その他、付随業務

＊詳細は面接時に説明します



雇用・労
災・健康・
厚生

不問

911
宮崎県児湯郡都農町大字川北１１５９２番地１
「都農町立養護老人ホーム愛寿園」

951

保育士（福祉課）会計年度任用
職員

川南町役場

労災

不問

800
宮崎県西都市御舟町２－３５

1000

918
宮崎県児湯郡川南町大字平田２３９５
番地２

976

◯川南町立保育所（中央保育所）にて
保育士又は保育士補助業務を行ってい
ただきます。
・その他、付随業務

＊詳細は面接時に説明します



雇用・公災

雇用・労災

不問

976
宮崎県児湯郡川南町大字川南１３６８
０－１

1103

会計年度任用職員／西都市立図
書館司書

西都市役所 ○図書館資料の選定・収集、窓口業務
・本等の情報提供、調べもの業務
・図書館主催事業の企画・実施
・図書館ボランティア育成、学校への
図書貸出：公用車あり
・その他付随業務
＊詳細は面接時説明します。

＊更新は年度毎の更新

雇用・労
災・健康・
厚生

不問

1175
宮崎県西都市大字妻２６０６－１
西都市立図書館

1175

歯科助手 みふね通り歯科クリニック 一般的な歯科助手業務です。
○アシスト、業務準備など
○その他、付随業務
＊詳細は面接時に説明します。

◎清掃専門のスタッフがいます。

保育士（非常勤職員）／幼保連
携型認定こども園のゆり幼児園

社会福祉法人　石井記念　友愛
社

０歳児～５歳児までの保育補助全般。
（現在の園児数４５名）
その他付随業務
＊詳細は面接時に説明します。
＊早出、遅出は話し合いにより決定い
たします。

＊更新は年度毎の更新


雇用・労災

不問

960
宮崎県児湯郡木城町大字椎木４６７番地３
「幼保連携型認定こども園のゆり幼児園」

960

◯朝食、夕食の食事の調理（利用者４
人分）
◯入浴等の見守り
◯記録作成
◯夜間の見守り
・その他付随業務
＊詳細は面接時に説明します

◆勤務は月８日～９日程度の勤務

労災

不問

950
宮崎県西都市御舟町２－３５

1100

歯科衛生士 みふね通り歯科クリニック 一般的な歯科医療業務です。
○口腔管理、アシスト、業務準備など
○その他、付随業務
＊詳細は面接時に説明します。

◎清掃専門のスタッフがいます。

労災

不問

1000
宮崎県児湯郡新富町大字新田２２９１
－３　つばき寮

1000

グループホーム世話人：共同生
活援助事業所　つばき寮

社会福祉法人　晴陽会


