
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） 交替制あり

月給 (1)8時00分～17時00分

(2)20時00分～5時00分

雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）

～令和3年3月31日
契約更新の可能性あり（条件あり） 45010- 1291711

（フルタイム） 交替制あり

月給 (1)8時00分～17時00分 普通自動車免許
(2)17時00分～1時00分

雇用期間の定めなし

45060-  214711
（フルタイム） 変形（1ヶ月単位） 看護師

月給 (1)7時00分～16時00分 准看護師
(2)8時30分～17時30分

雇用期間の定めなし (3)10時30分～19時30分 普通自動車免許
(4)16時30分～9時00分

45060-  218411
（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30分～17時30分

雇用期間の定めなし (3)10時30分～19時30分 社会福祉主事　あれば尚可
(4)16時30分～9時00分

45060-  219011 普通自動車免許
（フルタイム） 交替制あり ホームヘルパー２級

月給 (1)8時00分～17時00分 介護福祉士
(2)8時30分～17時30分

雇用期間の定めなし 社会福祉主事

45060-  220911 普通自動車免許
（フルタイム） 交替制あり 看護師

月給 (1)8時00分～17時00分 准看護師
(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

45060-  221111
（フルタイム） 変形（1年単位） 中型自動車免許

月給 (1)8時00分～17時00分 大型自動車免許

雇用期間の定めなし 普通自動車免許

43070-  184711
（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

43070-  195511
（フルタイム）

月給 (1)8時00分～17時00分

雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）

契約更新の可能性あり（条件あり） 45010- 1163811
（フルタイム）

月給 (1)8時00分～17時00分

雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）

契約更新の可能性あり（条件あり） 45010- 1167011
（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ヶ月以上）

～令和3年8月15日
契約更新の可能性あり（条件あり） 45010- 1252511

（フルタイム） 変形（1ヶ月単位） 栄養士
月給 (1)9時00分～18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- 1270011
（フルタイム） 変形（1ヶ月単位） 二級自動車整備士

月給 (1)9時00分～17時40分

普通自動車免許
雇用期間の定めなし

45010- 1064911
（フルタイム） 交通誘導警備業務検定２級

月給 (1)8時00分～17時00分

雇用期間の定めなし 警備員指導教育責任者あれば尚可

45010- 1095311 普通自動車免許
（フルタイム） フォークリフト運転技能者

月給 (1)8時00分～17時00分

雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）

契約更新の可能性あり（条件あり） 45010-  763111
（フルタイム） 交替制あり

月給 (1)7時00分～15時30分 普通自動車免許
(2)11時00分～19時30分

雇用期間の定めなし (3)14時30分～23時00分

45010-  774211

◎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

飲料水の製造スタッフ／児湯
郡川南町

株式会社　スープル　宮崎支
店

飲料水の製造作業のお仕事です。

・野菜や果物の搾汁、調合
・飲料水を容器に詰めるための機械
操作

※未経験者も大歓迎です。

210000
宮崎県児湯郡川南町大字川南１５２６
６

230000

看護師／有料老人ホーム（夜
勤あり）【トライアル併用求
人】

株式会社　サポート宮崎 ○有料老人ホームにおける看護業
務。（２名夜勤体制）
・健康管理、販薬管理。
○医療機関との調整。
○病院受診の送迎あり（社用車：車
種について面接時説明します）
・その他、付随業務

雇用・労
災・健康・
厚生

18歳
以上 168000

宮崎県児湯郡川南町大字川南

168000

飼料製造オペレーター 桐谷物産　株式会社 ◯飼料製造等のオペレーター業務。
◯パック詰めに関する天上クレーン
の操作及びフォークリフト運転
等。
・その他付随業務

＊詳細については面接時、説明致し

雇用・労
災・健康・
厚生

18歳
～40
歳

142600
宮崎県児湯郡新富町大字新田５８５９番地
「住宅型有料老人ホーム　にゅうた」

168080

介護職／デイサービス【トラ
イアル併用求人】

株式会社　サポート宮崎 ○デイサービスにおける介護業務。
・入浴介助、食事介助、排泄介助。
○送迎あり（社用車：車種について
は面接時説明します。）
・その他、付随業務
＊制服：あり


雇用・労
災・健康・
厚生

18歳
～64
歳

172300
宮崎県児湯郡新富町大字新田５８５９番地
「住宅型有料老人ホーム　にゅうた」

202000

介護職／有料老人ホーム【ト
ライアル併用求人】

株式会社　サポート宮崎 ○有料老人ホームにおける介護業
務。（２名夜勤体制）
・入浴介助、食事介助、排泄介助、
シーツ交換、清掃等。
・その他、付随業務

＊詳細は面接時に説明します。

雇用・労
災・健康・
厚生

18歳
～64
歳

172300
宮崎県児湯郡新富町大字新田５８５９
番地

202000

生コン車運転手 味岡建設　株式会社 建築・土木現場での生コン配送業務
をしていただきます。

小型・大型車の運転もあります。




雇用・労
災・健康・
厚生

64歳
以下 137600

宮崎県児湯郡新富町大字新田５８５９
番地

153080

看護師／デイサービス【トラ
イアル併用求人】

株式会社　サポート宮崎 ○デイサービスセンターにおける看
護業務。（利用者様増の為）
・健康管理中心。
○医療機関との調整。
○病院受診の送迎あり。
（社用車：車種については面接時説
明します）

雇用・労
災・健康・
厚生

64歳
以下

190000
宮崎県児湯郡西米良村竹原４０４『村
所生コン工場』

190000

茶碗蒸し、温泉卵、玉子豆腐
製造・梱包作業／川南町

株式会社　アルボ 茶碗蒸しや温泉卵、玉子豆腐などを
製造する工場でのお仕事です。
ライン作業で卵を機械に並べたり、
完成した製品をダンボールに箱詰め
していったりするのが主なお仕事内
容です。

雇用・労
災・健康・
厚生

59歳
以下 167200

宮崎県児湯郡西米良村竹原４０４『村
所生コン工場』

167200

生コン製造（プラント維持管
理）

味岡建設　株式会社 西米良村の村所生コンクリート工場
で下記業務となります。

・出荷伝票の発行
・生コンクリート製造プラントの制
御盤操作
・機械維持管理

雇用・労
災・健康・
厚生

59歳
以下

151875
宮崎県児湯郡川南町大字平田３０８７
－１

151875

調理員／あさひ幼稚園（西都
市）

ウオクニ　株式会社　宮崎営
業所

・保育園での昼食・おやつ調理、洗
浄、切込、盛付、離乳、アレル
ギー食、検収、後片付け、清掃、ゴ
ミだし等を行うお仕事です。
・発注、棚卸、日報、買出し、各種
帳簿記入等あり


雇用・労
災・健康・
厚生

不問

151875
宮崎県児湯郡川南町大字平田３０８７
－１

151875

事務、データ入力業務／川南
町

株式会社　アルボ 卵を加工品を製造する会社での事務
作業、データ入力作業を担当して頂
きます。パソコンを使用してデータ
入力を行って頂きますが、複雑な操
作等はないため、入力程度できる方
であれば大歓迎です。

雇用・労
災・健康・
厚生

不問

165000
宮崎県児湯郡都農町大字川北５２０２
「都農町国保病院」

180000

自動車整備／高鍋店 宮崎トヨペット　株式会社 【ディーラーでの自動車整備】

・自動車の点検、修理等
・お客様への点検結果の説明等
・その他、自動車整備に係る業務全
般に携わって頂きます。


雇用・労
災・健康・
厚生

不問

155250
宮崎県西都市大字三宅２７２７番地
「あさひ幼稚園」

155250

栄養士（準社員）／都農町国
保病院

富士産業　株式会社　宮崎事
業部

病院での患者様や職員のお食事を作
る仕事です
・調理業務全般：献立の内容に沿っ
てきざみ、トロミ、ミキサーなど
様々な工程を行って頂きます
・主に厨房業務ですが、食数管理や
業者対応等の業務もあります。

雇用・労
災・健康・
厚生

不問

156240 宮崎県児湯郡高鍋町大字北高鍋３２９１田園ビル２
０１「株式会社　九州ガードシステム　高鍋営業
所」

173600

雇用・労
災・健康・
厚生・財形

59歳
以下 156000

宮崎県児湯郡高鍋町大字持田字下河原３４
２２番地１７宮崎トヨペット　高鍋店

211000

交通誘導警備員／高鍋営業所 株式会社　九州ガードシステ
ム

・建設現場、土木工事の交通誘導等
・祭り、イベント等の雑踏警備
・店舗駐車場での歩行者及び車両の
誘導

＊制服を貸与


雇用・労
災・健康・
厚生

18歳
～69
歳

165000
「昭和町店」「佐土原店」「西都店」

250000

雇用・労
災・健康・
厚生

不問

168720
宮崎県児湯郡

168720

店長職・スーパーバイザー候
補

株式会社　ほっかほっか亭
宮崎地区本部

・持ち帰り弁当の店舗管理運営を
行っていただきます。
・お客様に提供する商品の調理・販
売・売上等の管理
・弁当配達（社有車を使い、主に店
舗周辺）
・従業員の教育等

雇用・労
災・健康・
厚生

18歳
～40
歳

漬物製造スタッフ 株式会社　テンプエージェン
ト

漬物製造スタッフ
複数の部署があり、
◇野菜の洗浄や大きさや形によって
の選別・傷んでいる所などのト　リ
ミング作業
◇商品の袋詰め・箱詰め作業
◇出来上がった商品の検品作業など

(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18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18日号

（フルタイム） 交替制あり 栄養士
月給 (1)5時00分～14時30分 管理栄養士

(2)6時00分～15時30分

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） (3)9時30分～18時30分

契約更新の可能性あり（条件あり） 45010-  776411
（フルタイム）

月給 (1)9時00分～17時40分 普通自動車免許

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

契約更新の可能性あり（条件あり） 45010-  807311
（フルタイム） 交替制あり

月給 (1)8時30分～18時00分 普通自動車免許
(2)9時00分～18時30分

雇用期間の定めなし (3)8時30分～12時30分

45010-  860811
（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 (3)9時00分～13時00分

45010-  861211
（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～17時00分

雇用期間の定めなし (3)8時30分～13時00分

45010-  871411
（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-  178511
（フルタイム） １級管工事施工管理技士

月給 (1)8時00分～17時00分 ２級管工事施工管理技士

雇用期間の定めなし 普通自動車免許

45060-  179411
（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-  183711
（フルタイム）

月給 (1)7時50分～17時00分

雇用期間の定めなし

45060-  190111
（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-  191711
（フルタイム） 大型自動車免許

月給 (1)8時00分～17時00分 牽引免許

雇用期間の定めなし

45060-  192811
（フルタイム） 交替制あり

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-  193211
（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)10時00分～19時00分 介護職員初任者研修修了者

雇用期間の定めなし (3)17時00分～9時00分

45060-  197311
（フルタイム） 変形（1ヶ月単位） 看護師

月給 (1)7時00分～16時00分

(2)8時00分～17時00分

雇用期間の定めなし (3)9時00分～18時00分

(4)10時00分～19時00分

45060-  203611
（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-  213111
（フルタイム） 変形（1年単位）

月給 (1)7時00分～16時00分

雇用期間の定めなし

45060-  143811

◎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)

栄養士（嘱託社員）／国立病
院機構宮崎病院（川南町）

日清医療食品　株式会社　南
九州支店　宮崎営業所

病院の栄養士業務全般のお仕事で
す。
・納品された食材の検品業務
・食材の発注管理
・食数の管理
・勤務表作成
・勤怠管理

151000
宮崎県児湯郡高鍋町大字持田字池田２７５６
宮崎トヨタ自動車　高鍋店

187000

医療事務兼調剤補助／ひまわ
り薬局高鍋上江店

株式会社　ひむかメディカル 調剤薬局での業務全般
・窓口での受付事務及び医療事務
・調剤補助業務

＊業務上マイカーを使用していただ
く場合があります


雇用・労
災・健康・
厚生

不問

158400 宮崎県児湯郡川南町大字川南１９４０３－４「独立
行政法人　国立病院機構宮崎病院」

176000

自動車販売店の事務員／宮崎
トヨタ自動車　高鍋店

宮崎トヨタ自動車　株式会社 トヨタの販売店の事務員です。
主な仕事は、出納業務・勤怠状況報
告・電話応対・来店客への呈茶、本
社との書類等の受け渡しなどです。

エクセルやメール等のパソコンの操
作は必要になります。

雇用・労
災・健康・
厚生

不問

165000
宮崎県児湯郡高鍋町大字北高鍋７８３－３
「おすず調剤薬局」

190000

医療事務兼調剤補助／西都平
田店

株式会社　ひむかメディカル 調剤薬局における事務業務
・窓口での受付事務及び医療事務、
調剤補助業務
・電話対応、書類の整理

＊業務上マイカーを使用していただ
く場合があります。

雇用・労
災・健康・
厚生

44歳
以下 165000

宮崎県児湯郡高鍋町大字上江８２８０－３「ひ
まわり薬局　高鍋上江店」

190000

医療事務兼調剤補助／おすず
高鍋店

株式会社　ひむかメディカル 窓口での受付事務及び医療事務、調
剤補助業務を行っていただきます。
・患者さんの処方箋受取りなど来客
者への対応
・パソコンを使用してのデータ入力
及び請求事務
・薬剤師の指示による補助作業

雇用・労
災・健康・
厚生

44歳
以下

180000
宮崎県児湯郡高鍋町大字上江７６１８
番地

250000

現場代理人及び主任技術者／
経験者

株式会社　中岡工業 ◯公共工事の管工事及び機械設備工
事の現場代理人及び主任技術者　と
しての業務全般
・その他、付随業務
（例）書類作成、写真管理等あり
＊詳細は面接時に説明します。

雇用・労
災・健康・
厚生

44歳
以下 165000

宮崎県西都市大字妻平田１５１５番地「ひ
むか薬局西都平田店」

190000

将来の現場代理人及び主任技
術者【未経験者】

株式会社　中岡工業 ◯公共工事の管工事及び機械設備工
事の現場代理人及び主任技術者　と
しての業務全般。
・現場管理、人員管理、打ち合わせ
等
・書類作成時パソコン使用：ワー
ド、エクセル

雇用・労
災・健康・
厚生

35歳
以下

153000
宮崎県児湯郡高鍋町大字南高鍋１００
３２－２

220000

製材作業員《急募》 有限会社　田本製材工場 ◯工場内で３ｍ・４ｍの丸太から真
中を角材で取った四隅の木材を　機
械操作で規格サイズ・厚みにカット
する作業になります。
・規格ごとに木材の結束作業。
・その他、付随業務


雇用・労
災・健康・
厚生

59歳
以下 250000

宮崎県児湯郡高鍋町大字上江７６１８
番地

350000

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

40歳
以下

192000
宮崎県西都市大字南方１５番地

324000

運搬作業員 株式会社　黒木開発 ◯大型自動車による伐採林の運搬作
業
○西都市内・国富・高岡・木城・米
良等各現場でチェンソー・草刈　機
を使用しながら山林伐採作業全般業
務。
＊詳細は面接時に説明します。

雇用・労
災・健康・
厚生

不問

161000
宮崎県児湯郡都農町大字川北１２２１
番地

172500

山林作業員 株式会社　黒木開発 ○西都市内・国富・高岡・木城・米
良等各現場でチェンソー・草刈　機
を使用しながら山林伐採作業全般業
務。
＊詳細は面接時に説明します。

◎仕事上、必要な資格は会社負担で

雇用・労
災・健康・
厚生

不問

150000
宮崎県児湯郡川南町大字平田９１１－
６

200000

介護職員／（住宅型有料老人
ホームさくらの里）

株式会社　丸喜　さくらの里 住宅型有料老人ホーム　さくらの里
における食事介助、排泄介助、入浴
介助や生活相談等
・その他付随業務
＊詳細は面接時説明します。



雇用・労
災・健康・
厚生

不問

192000
宮崎県西都市大字南方１５番地

310500

調理員／（有料老人ホーム） 株式会社　丸喜　さくらの里 住宅型有料老人ホームさくらの里で
の入所者への食事提供。
（利用者最大４０名）
調理、盛り付け、配膳、調理室の衛
生管理等、食事にかかわる業務全
般。
・その他付随業務

雇用・労
災・健康・
厚生

59歳
以下

194000
宮崎県西都市大字茶臼原字轟９４１番
１　　

245000

下漬・袋詰め作業 有限会社　アンビシアス ○下漬作業全般。
・大根の形成作業等。
・その他、付随作業をお願いする事
もあります。
○袋詰め作業
・漬物を手作業で袋に詰めます。
＊詳細については面接時に説明。

雇用・労
災・健康・
厚生

18歳
～59
歳

145000 宮崎県児湯郡川南町大字川南１５０１６－２９『住
宅型有料老人ホーム　さくらの里』

190000

正看護師 社会福祉法人　信和会　特別
養護老人ホーム　幸楽荘

○施設入所者の健康管理。
・バイタルチェック。
・薬の管理。
・嘱託医、協力医療機関との連携
・その他付随業務
＊詳細は面接時説明します。


雇用・労
災・健康・
厚生

59歳
以下

173250
宮崎県児湯郡新富町大字新田４１８０宮崎
サンフーズ株　工場内

173250

雇用・労
災・健康・
厚生

64歳
以下 139920

宮崎県児湯郡高鍋町大字持田６３０４
番地３

139920

鳥掛作業（トライアル併用求
人）

有限会社　末永産業 ○ブロイラー生鳥をシャックルに手
作業で掛ける鳥掛け作業。
○作業管理等
・その他付随業務
＊詳細は面接時説明します。



雇用・労
災・健康・
厚生

不問



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18日号

（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-  144211
（フルタイム） 変形（1ヶ月単位）

月給 (1)6時30分～15時15分

(2)8時30分～17時15分 普通自動車免許
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満） (3)11時30分～20時15分 公用車：ＡＴタイプ
～令和3年3月31日 (4)8時30分～翌9時30分

契約更新の可能性あり（条件あり） 45060-  145511
（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～8時00分 介護福祉士
看護師

雇用期間の定めなし ヘルパー１級・准看護師あれば尚可

45060-  146411 普通自動車免許
（フルタイム） フォークリフト運転技能者

月給 (1)8時00分～17時00分

雇用期間の定めなし

45060-  147011
（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-  149611
（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-  163311
（フルタイム） 変形（1ヶ月単位） 危険物取扱者（丙種）

月給 (1)8時00分～17時00分 危険物取扱者（乙種）

雇用期間の定めあり（４ヶ月未満） 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（原則更新） 45060-  165911

（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3月13日
契約更新の可能性なし 45060-  169211

（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30分～17時00分

普通自動車免許
雇用期間の定めなし

45060-  170011
（フルタイム） 交替制あり 准看護師

月給 (1)8時00分～17時00分 看護師
(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

45060-  172611
（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-  174111
（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-  175711
（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-  176811
（フルタイム） 変形（1年単位）

月給 (1)8時15分～17時00分 普通自動車免許

雇用期間の定めなし

45060-  124911
（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 普通自動車免許

45060-  126711
（フルタイム） 交替制あり 保育士

月給 (1)8時00分～17時00分

(2)8時30分～17時30分

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） (3)9時30分～18時30分 保育教諭　あれば尚可
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-  132911

◎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）

車両系建設機械（整地・運搬・積
込用及び掘削用）運転技能者

大型運転手兼営業（宮崎北営
業所）

株式会社　キング運輸 ○７ｔ・１０ｔ車、トレーラー等に
よる建設土木機械の運搬。　　
・資材・鋼材・ハウス等の運搬。
・その他、付随業務。
＊詳細は面接時に説明します。



148800
宮崎県児湯郡新富町大字日置　９６３
－３

177000

介護職（夜勤専門） 特定非営利活動法人あおぞらの会
グループホームあおぞら

○入居者の介護職全般業務（定員１
８床）（２人体制）
・排泄介助・見守り等
＊詳細は面接時に説明します。




雇用・労
災・健康・
厚生

39歳
以下 207500

宮崎県児湯郡新富町大字上富田３２０
４－１

243500

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）

◯入所者の生活支援：食事・入浴・
排泄等の一部介助
◯入所者の日中活動支援：買物・外
食・作業（屋内、屋外）等
＊未経験者でも応募可能です。丁寧
に指導しますので、安心して
　ご応募下さい。

雇用・労
災・健康・
厚生

18歳
以上

135000
宮崎県西都市大字下三財３３０８
工場

168750

事務員 株式会社　コーポレーショ
ン・クリエイト

○事務所内での事務業務。
・データ入力
・外出業務を月に１～２回お願いす
ることがあります。
・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
～59
歳

195000
宮崎県児湯郡都農町大字川北１５２４５－２
「グループホームあおぞら」

225000

のこくず・チップ製造：工場 株式会社　コーポレーショ
ン・クリエイト

◯土場内作業
・ラインに木材を置き、のこくず製
造業務をして頂きます。
・清掃作業
・その他付随業務
＊詳細は面接時に説明します。


雇用・労
災・健康・
厚生

不問

163200
宮崎県児湯郡新富町大字三納代字北原
牧２９５６

170000

ガソリンスタンドスタッフ 尾鈴農業協同組合 ○ガソリンスタンド業務。
・給油、洗車、窓ガラス拭き。
・その他オイル交換、タイヤ交換等
付随業務。

＊業務内容の詳細については面接時
に説明いたします。

雇用・労
災・健康・
厚生

45歳
以下 146625

宮崎県西都市大字下三財古城屋敷７７
７０

155250

洋蘭生産作業員（張替え作業
あり）

サカモト農園（坂本　功） ○ハウス内での胡蝶蘭、シンピ
ジューム等の生産作業業務
・花の仕立て（鉢に支柱を立て花を
添わせる）作業
・苗の植え替え・肥料やり・水や
り・出荷準備作業
・ビニールハウスのビニール張替え

雇用・労災
不問

120000
宮崎県児湯郡川南町大字川南８６１５
－１

120000

鶏糞肥料製造社員 西日本油脂工業　株式会社 ・鶏糞肥料製造
・工場機械オペレーター業務
・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

145300
宮崎県児湯郡川南町大字川南１３５７
５－１『川南給油所』

151600

スイトピー作業員 河野正敏 ○ハウス内でのスイトピーの生産及
び管理作業。
・脇芽かき、誘引作業、つりさげ作
業。
・花きり作業。（規格あり）
・その他付随業務
＊詳細は面接時説明します。

その他
不問

180000
宮崎県児湯郡高鍋町大字上江６６４９
番地１２３

220000

ゴム成型作業員【急募】 株式会社　マスオカ ○ゴムパッキンの成型
〇ゴム材料裁断作業
○一般作業（製品の運搬、管理等）
○金型の運搬作業あり（１０Ｋｇ以
上の物もあります）
・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

59歳
以下 150000

宮崎県児湯郡川南町大字川南２６３２
６－２川南工場

192000

看護職（通所介護事業所めい
りん）

株式会社　九州ケアライン高
鍋

○通所介護における看護業務及び介
護サポート
・送迎、入浴、排せつ、食事介助
・レクレーション、オイルマッサー
ジ
・記録等
・健康管理

雇用・労
災・健康・
厚生

59歳
以下

141000
宮崎県西都市大字穂北８７０番地

167000

営業職／西都市【急募】 株式会社　マスオカ ◯取引先顧客回り及び新規開拓
◯顧客管理、見積書・提案書の作成
◯本社工場との納期調整
（営業エリア：九州管内）
・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

45歳
以下 165000

宮崎県西都市大字穂北８７０番地

215000

製品検査員【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～５ｃｍ、軽い製品
・その他付随業務
＊作業は座り仕事になります。
＊目を使う細かな作業です（目視、
レンズ：拡大鏡）

雇用・労
災・健康・
厚生

39歳
以下

156490
宮崎県西都市大字下三財３４３６番地

206490

土木及び舗装作業者 協和工業　株式会社 ○土木工事、舗装工事に関する作業
全般業務。
（エリア：宮崎県内）
・その他付随業務
＊詳細は面接時説明します。
＊体力が必要です。


雇用・労
災・健康・
厚生

40歳
以下 190000

宮崎県西都市大字穂北８７０番地

250000

営業及び販売 株式会社　日本剣道具製作所 ○剣道防具の営業及び販売業務全般
○全国小売店への卸販売
　営業エリア：全国（毎月最大１０
日間前後の出張有）
　　　　　　　※出張に伴う旅費等
は社内規定により支給
○その他付随業務

雇用・労
災・健康・
厚生・財形

59歳
以下

180000
宮崎県児湯郡都農町大字川北４８９３

220000

雇用・労
災・健康・
厚生

59歳
以下 207000

宮崎県児湯郡高鍋町大字持田６２９３
－３

207000

保育士 学校法人　聖愛学園　都農聖
愛幼稚園

○認定子ども園で０～５歳児の保
育、教育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・労
災・健康・
厚生

不問



賃金 求人者名
職種 上限 就業場所 就業時間 加入保険等 必要な免許資格

下限
年齢 仕事の内容

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

ハローワーク高鍋

（高鍋公共職業安定所）

1月18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

雇用期間の定めなし

45060-  133111
（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-  135811
（フルタイム） 交替制あり 保育士

月給 (1)7時30分～16時15分

(2)7時45分～16時30分

雇用期間の定めなし (3)8時45分～17時30分

(4)9時15分～18時00分

45060-  136211 (5)9時45分～18時30分

（フルタイム） 交替制あり 保育士
月給 (1)8時30分～17時00分 看護師

(2)7時00分～15時30分 准看護師
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満） (3)10時30分～19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-  138411

（フルタイム） 言語聴覚士
月給 (1)8時15分～17時00分

雇用期間の定めなし

45060-  107611
（フルタイム） 作業療法士

月給 (1)8時15分～17時00分

雇用期間の定めなし

45060-  108911
（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-  109111
（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 ２級建築施工管理技士
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-  110211

（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-  111511
（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-  113011
（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-  115611
（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 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-  116911

（フルタイム） 介護支援専門員（ケアマネージャー）
月給 (1)8時30分～17時15分

雇用期間の定めなし 主任介護支援専門員　必須

45060-  117111
（フルタイム） 変形（1ヶ月単位）

月給 (1)7時10分～16時15分

(2)8時00分～17時05分

雇用期間の定めなし (3)8時15分～17時20分

45060-  119811
（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-  121011

◎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)

無資格でも２年以上の保育補助経
験者も応募可

幼稚園教諭免許（専修・１種・２
種）

ハウス作業員 有限会社　森農園 花木栽培に関わる農作業全般
１）ポット苗の生産・管理・出荷作
業
２）除草・防除作業
３）ハウス施設管理保全作業
・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

45歳
以下 160000

宮崎県児湯郡高鍋町大字上江市の山６
７４３－３　農場

200000

雇用・労
災・健康・
厚生

40歳
以下 158300

宮崎県児湯郡西米良村大字竹原４３７番１
『西米良村立ふたば園』

158300

177400
宮崎県児湯郡都農町大字川北５２０２
番地
177400

機械整備 稲尾リース株式会社　西都出
張所

・建設機械の貸出返却時の接客
・建設機械の点検、整備
・建設機械の特定自主検査、年次検
査の実施
・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

保育士（０歳～５歳までの保
育）

社会福祉法人稚児ヶ池福祉会
穂北保育園

０歳～５歳児の保育補助全般。（定
員５０名）
・送迎バス乗車なし。
・パソコン使用なし。
・その他、付随業務。

◆正規職員への登用あり

雇用・労
災・健康・
厚生

不問

162000
宮崎県西都市大字調殿字中島１３７２

199000

保育士【西米良村職員】 西米良村役場 ◯西米良村立ふたば園（認定こども
園）での保育業務全般。
・その他、付随業務

＊詳細は面接時に説明します。
【受験資格】昭和５６年４月２日以
降に生まれた者

言語聴覚士（Ａ）【都農町職
員：初級】

都農町役場 ○病院等に勤務し、主に専門業務に
従事します。
・その他、付随業務
＊詳細は面接時に説明します。

【受験資格】昭和５５年４月２日以
降に生まれた者

230000
宮崎県児湯郡川南町大字川南２２６５
１番地

250000

公災・健
康・厚生40歳

以下

180600
宮崎県西都市大字南方２５８８

195000

公災・健
康・厚生40歳

以下 177400
宮崎県児湯郡都農町大字川北５２０２
番地
177400

土木作業員 株式会社　山下建設 ○県内各現場における土木作業業務
全般。
（道路工事、災害工事などが主）の
作業員を募集します。
土砂の埋戻し、コンクリートの練り
や充填等の作業となります。
※未経験の方の応募も歓迎いたしま

雇用・労
災・健康・
厚生

不問

作業療法士（Ｂ）【都農町職
員：初級】

都農町役場 ○病院等に勤務し、主に専門業務に
従事します。
・その他、付随業務
＊詳細は面接時に説明します。

【受験資格】昭和５５年４月２日以
降に生まれた者

207000
宮崎県児湯郡川南町大字川南２２６５
１番地

307000

製造工（鶏肉加工）【トライ
アル併用求人】

宮崎サンフーズ　株式会社 ○施設内での鶏肉の加工作業全般業
務。
・計量測定。
・大バラシ、内臓解体作業。
・切り身加工作業。
・包装作業等があります。
・その他、付随業務

雇用・労
災・健康・
厚生

不問

257000
宮崎県児湯郡川南町大字川南２２６５
１番地

357000

営業 株式会社　山下建設 ○主に建築工事等の営業と打合せを
行います。
・顧客は民間個人、事業所及び官公
庁などです。
・営業対象は戸建住宅、事業所（工
場等）内建築物、耐震工事など　が
あります。

雇用・労
災・健康・
厚生

不問

現場管理（経験者） 株式会社　山下建設 ○建築、土木工事現場の現場代理人
としての作業を行います。
・顧客は民間個人、事業所及び官公
庁などです。
・対象は、戸建住宅、事業所（工場
等）内建築物、耐震工事、災害　工
事、道路工事などがあります。

170000
宮崎県西都市茶臼原１１２８

220000

介護職員（介護福祉士及び初
任者研修）【急募】

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
○研修会等は必要な都度実施
○その他、付随業務
＊詳細は面接時説明します。

雇用・労
災・健康・
厚生

59歳
以下 145000

宮崎県児湯郡新富町大字新田４１８０

145000

養豚作業員【トライアル併用
求人】

有限会社　第一飼料 ○繁殖豚農場管理作業業務。
・母豚、子豚の餌やり等。
・豚舎管理、洗浄等。
・その他、付随作業あり。

＊詳細は面接時に説明します。


雇用・労
災・健康・
厚生

64歳
以下

150600
宮崎県児湯郡都農町大字川北４８７４
－２

171700

製造工 宮崎くみあいチキンフーズ
株式会社　川南食品工場

○製造業務（ライン作業）
・包丁を使用して鶏肉の解体及び骨
抜き作業。
・出荷・梱包作業。
・脱毛、中抜き作業。
・加工品（鶏肉解体品）作業。
・その他付随業務

雇用・労
災・健康・
厚生

18歳
～65
歳

149000
宮崎県児湯郡木城町大字椎木６０２７
－１

213000

主任介護支援専門員又は介護
支援専門員【都農町職員初
級】

都農町役場 ○町長部局等に勤務し、主に地域包
括支援センター業務に従事します。
・その他、付随業務
＊詳細は面接時に説明します。

【受験資格】昭和５１年４月２日以
降に生まれた者

公災・健
康・厚生44歳

以下

131856
宮崎県西都市大字南方瓜葉木３６２番
地２『本社工場』

131856

雇用・労
災・健康・
厚生・財形

59歳
以下 147800

宮崎県児湯郡川南町大字平田６６５５
－５

147800

フィルム箱詰め作業：本社工
場【急募】

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

雇用・労
災・健康・
厚生

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

（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)16時30分～9時00分 介護福祉士

その他の福祉・介護関係資格
雇用期間の定めなし 社会福祉主事　　　　あれば尚可

45060-  216211

（パートタイム） 変形（1ヶ月単位） 看護師

時給 (1)16時30分～9時00分 准看護師

雇用期間の定めなし

45060-  217511

（パートタイム） 変形（1ヶ月単位） 看護師

時給 (1)9時00分～16時30分 准看護師

雇用期間の定めなし 普通自動車運転免許

45060-  222711

（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)9時00分～16時30分 介護福祉士

雇用期間の定めなし 普通自動車運転免許

45060-  223811

（パートタイム）

時給 (1)17時00分～20時00分

雇用期間の定めなし

45060-  225511

（パートタイム）

時給 14時00分～22時00分の間の

3時間以上

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

契約更新の可能性あり（原則更新） 23010- 1608411

（パートタイム）

時給 13時00分～17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）

契約更新の可能性あり（原則更新） 40090-  229511

（パートタイム）

時給 (1)8時30分～15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（条件あり） 45010- 1175311

（パートタイム） 交替制あり

時給 (1)6時30分～13時30分

(2)15時00分～19時00分

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- 1216911

（パートタイム）

時給 (1)5時30分～9時30分

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- 1222311

（パートタイム）

時給 (1)16時30分～19時00分

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- 1229511

（パートタイム）

時給 (1)5時30分～9時30分

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- 1240911

◎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（朝食：パート）／うか
らの里

富士産業　株式会社　宮崎事業
部

・利用者の方の朝食盛付、配膳、食器
洗浄業務

＊１００床
＊ユニフォーム貸与

＊休日は応相談。

調理員（早番：パート）／シル
バーケア新富

富士産業　株式会社　宮崎事業
部

介護施設の入所者様及び利用者様への
食事提供の為の調理のお仕事です。
・入所者様の状態に合わせた食事の内
容により様々な作業工程を行　います
（調理、盛付、配膳、食器洗浄、清掃
等）

＊６５食程度を２名～４名体制で行い
ます。


雇用・労災

不問

900
宮崎県西都市右松３２９２－３３
「うからの里」内厨房

1000

洗浄（夕方：パート）／うから
の里

富士産業　株式会社　宮崎事業
部

雇用・労災

不問

900
宮崎県児湯郡新富町大字新田４８１－
１
「シルバーケア新富」内厨房

950

900
宮崎県西都市右松３２９２－３３
「うからの里」内厨房

1000

800
宮崎県児湯郡高鍋町大字北高鍋３２２
５
「山口整形外科」内厨房

900

・夕食の調理補助、片付け、掃除な
ど。
・下膳された食器洗浄を行って頂きま
す。

＊１００床
＊制服貸与

＊固定休、応相談

労災

不問

労災

不問

学校給食調理／高鍋町中学校共
同調理場

株式会社　総合人材センター
宮崎支店

高鍋町中学校共同調理場にて学校給食
調理及び付帯業務を行って頂きます。

【主な仕事内容】
・材料洗浄・下ごしらえ・調理・容器
分配等
・配缶及び配膳・食器洗浄及び格納・
厨房内の清掃片付け等



雇用・労
災・健康・
厚生

不問

雇用・労災

不問

800
宮崎県児湯郡高鍋町大字南高鍋１１８
８－１
「高鍋町中学校共同調理場」

830

労災

不問

850
宮崎県児湯郡新富町大字上富田字井ノ
木田３２３４番１　「スーパーセン
タートライアル　新富店」

850

調理員（パート）／山口整形外
科

富士産業　株式会社　宮崎事業
部

介護施設の入所者様及び利用者様への
食事提供の為の調理のお仕事です。
・患者様の状態に合わせた食事の内容
により様々な作業工程を行い　ます
（調理、盛付、配膳、食器洗浄、清掃
等）

＊約８０食程度を６名体制で調理しま
す。

1000
宮崎県児湯郡高鍋町大字北高鍋１２７
１－６　ＹＯＳＨＩＮＯ店
ペッピーキッズクラブ　高鍋教室2500

惣菜担当（新富店） 株式会社　明治屋 ＜スーパーセンタートライアル　新富
店スタッフ＞
〇生鮮部門において「惣菜」コーナー
を担当していただきます。
＊簡単なお惣菜の調理
＊天ぷら、煮物などのパック詰め、お
弁当作り
＊品出し、商品管理
＊値付け、値引きシール貼り

子ども英会話講師　　高鍋教室
【豊後大野市】

イッティージャパンウエスト
株式会社

直営の教室にて、幼児から高校生まで
の子どもを対象に英会話のレッスンを
していただきます。
・英会話レッスン、文法レッスンの提
供
・会員、保護者対応　　・各種イベン
ト案内
・欠席者の電話入れ　　・手紙配布
・授業参観　　　　　　・教室清掃

看護師（デイサービス） 株式会社　サポート宮崎 ○デイサービスにおける看護業務。
（利用者様増の為）
・健康管理、医療機関との調整。
・食事介助、入浴介助、排泄介助。
＊送迎あり（詳細については、面接時
に説明します）
・その他、付随業務
＊制服あり。


労災

不問

820
宮崎県西都市水流崎町１１番地

850

労災

不問

1000
宮崎県児湯郡新富町大字新田５８５９
番地

1100

介護職員（デイサービス） 株式会社　サポート宮崎 ○デイサービスにおける介護業務。
（利用者様増の為）
・食事介助、入浴介助、排泄介助、
シーツ交換、清掃。
・外出援助やレクレーション等。
＊送迎あり（詳細については、面接時
に説明します）
・その他、付随業務
＊制服：あり。

労災

不問

850
宮崎県児湯郡新富町大字新田５８５９
番地

900

店内スタッフ／１７時～２０時 うどんそば処　うらしま ○店内での接客業務全般
・レジ、電話、来客対応
・配膳、片づけ等
・備品補充等
・掃除等（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

18歳
以上

1000
宮崎県児湯郡新富町大字新田５８５９
番地
「住宅型有料老人ホーム　にゅうた」1100

夜勤専門員（看護）／有料老人
ホーム

株式会社　サポート宮崎 ○有料老人ホームにおける看護業務。
（２名体制）
・食事介助、排泄介助等。
・その他、付随業務

＊詳細については面接時説明します。
＊制服あり
＊就業時間、夜勤回数等については、
ご相談に応じます。

労災

18歳
以上

1100
宮崎県児湯郡新富町大字新田５８５９
番地
「住宅型有料老人ホーム　にゅうた」1200

年齢 仕事の内容

夜勤専門員（介護）／有料老人
ホーム

株式会社　サポート宮崎 ○有料老人ホームにおける介護業務。
（２名体制）
・食事介助、排泄介助等。
・その他、付随業務

＊詳細については面接時説明します。
＊制服あり
＊就業時間、夜勤回数等については、
ご相談に応じます。

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

ハローワーク高鍋

（高鍋公共職業安定所）

1月18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18日号

（パートタイム）

時給 (1)17時00分～18時30分

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- 1267711

（パートタイム） 交替制あり

時給 (1)5時30分～9時30分

(2)6時00分～12時00分

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） (3)14時30分～19時30分

～令和3年9月30日

契約更新の可能性あり（条件あり） 45010- 1040711

（パートタイム）

時給 (1)7時30分～11時00分

雇用期間の定めなし

45010- 1074711

（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-  177211

（パートタイム） 変形（1ヶ月単位）

時給 8時30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

45060-  194511

（パートタイム） 変形（1ヶ月単位） ホームヘルパー２級

時給 (1)17時00分～9時00分

雇用期間の定めなし

45060-  196011

（パートタイム） 変形（1年単位）

時給 (1)9時00分～16時00分

雇用期間の定めなし

45060-  199911

（パートタイム）

時給 (1)8時15分～12時15分 普通自動車運転免許

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） ＊教職員免許：必須
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-  211611

（パートタイム）

時給 8時00分～17時00分の間の

4時間以上

雇用期間の定めなし

45060-  212911

（パートタイム）

時給 (1)8時15分～13時15分

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

～令和4年3月31日

契約更新の可能性なし 45060-  141111

（パートタイム）

時給 8時00分～17時00分の間の

5時間程度

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-  142711

（パートタイム） フォークリフト運転技能者

時給 (1)8時00分～17時00分

雇用期間の定めなし

45060-  148311

（パートタイム）

時給 9時00分～17時00分の間の 普通自動車運転免許
4時間程度

雇用期間の定めなし

45060-  150811

◎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)

事務員 株式会社　コーポレーション・
クリエイト

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


労災

不問

880
宮崎県西都市大字下三財古城屋敷７７
７０

900

ハウス野菜栽培作業員 溝辺洋志 ◯主にハウス内でのピーマン収穫作業
全般。
・その他、関連作業をお願いすること
があります。
＊詳細は面接時に説明します。

◆就業時間、勤務日数は相談ができま
す。


その他

不問

800
宮崎県児湯郡新富町大字新田１７１２
番地

800

のこくず・チップ製造：工場 株式会社　コーポレーション・
クリエイト

◯土場内作業
・ラインに木材を置き、のこくず製造
業務をして頂きます。
・清掃作業
・その他付随業務
＊詳細は面接時に説明します。

＊立ち仕事ですので体力を要します。


雇用・労災

不問

800
宮崎県西都市大字下三財３３０８
工場

1000

下漬・袋詰め作業 有限会社　アンビシアス ○下漬作業全般。
・大根の形成作業等。
・その他、附随作業をお願いする事も
あります。
○袋詰め作業
・漬物を手作業で袋に詰めます。

＊詳細については面接時に説明。


雇用・労災

不問

793
宮崎県児湯郡高鍋町大字持田６３０４
番地３

793

調理補助（育休代替職員） 社会福祉法人清流福祉会　上富
田保育園

○職員、園児　８０食程度の調理業務
全般。
・昼食と手作りおやつ作り
・厨房衛生管理
・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

850
宮崎県児湯郡新富町富田西３丁目１７
番地

850

一般事務 樋口産商　株式会社 ○荷受作業・伝票発行・伝票整理等：
専用ソフトへ入力
○その他、付随業務
＊詳細は面接時説明します。

雇用・労
災・健康・
厚生

59歳
以下

900
宮崎県児湯郡新富町大字下富田１８８
１

900

２３．適応指導教室訪問支援員
／会計年度任用職員

高鍋町役場 適応指導教室訪問支援員業務
その他付随業務
※詳細は面接時に説明します。



雇用・公
災・健康・
厚生

不問

1201
宮崎県児湯郡高鍋町大字北高鍋８３３
５

1243

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

不問

850
宮崎県児湯郡新富町富田２丁目５３

900

夜勤専門 株式会社　丸喜　さくらの里 住宅型有料老人ホームさくらの里にお
ける夜間見守り、食事介助、排泄介助
等、その他
・その他付随業務
＊詳細は面接時説明します。


雇用・労災

18歳
～59
歳 1200

宮崎県児湯郡川南町大字平田９１１－
６

1200

清掃作業員／マルショク西都店 株式会社　宝ビルサービス 「マルショク西都店」内の清掃作業で
す。
・簡単な床の掃き、拭き作業です。
・男女トイレの清掃作業です。

＊作業は２人で行います
＊制服は貸与します。

※経験がない方でもスタッフが丁寧に

労災

不問

793
宮崎県西都市大字右松字三反田２１８
３番
「マルショク西都店」793

購買管理 株式会社　マスオカ ○社内購買具用務
・社内工場からの資材注文依頼を受け
て、取引先へ注文
・注文した資材の納期を管理し、社内
各部署への連絡
・注文資材の受入業務
＊作業手順が決まっていますので、初
めての方でも問題なく業務を　行えま
す。

雇用・労災

不問

810
宮崎県西都市大字穂北８７０番地

810

洗浄（パート）／菜花園 富士産業　株式会社　宮崎事業
部

入院患者さんや職員さんの食事を作る
お仕事です　　　　
・食器洗浄、消毒、清掃、ゴミだし
・８０床

＊制服貸与
　　　　　　　　　　　　　　　
＊長期で働ける方を募集します

労災

不問

950
宮崎県西都市大字穂北５２５３－４
「菜花園」内厨房

1000

調理員／都農町国保病院 富士産業　株式会社　宮崎事業
部

・入院患者さんや職員さんの食事を作
るお仕事です

＊２０～３０食程度

※経験がない方でもスタッフが丁寧に
指導いたします。

雇用・労災

不問

800
宮崎県児湯郡都農町大字川北５２０２
　「都農町国保病院」内厨房

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18日号

（パートタイム）

時給 (1)6時00分～11時00分

(2)14時00分～19時00分

雇用期間の定めなし 又は8時00分～13時00分の

間の5時間程度

45060-  155311

（パートタイム）

時給 8時00分～17時00分の間の

4時間以上

雇用期間の定めなし

45060-  164611

（パートタイム） 変形（1ヶ月単位） 准看護師

時給 (1)18時00分～6時00分 ホームヘルパー２級
(2)17時00分～1時00分

雇用期間の定めなし (3)1時00分～9時00分 普通自動車運転免許

45060-  171311

（パートタイム） ホームヘルパー２級

時給 (1)8時00分～13時00分 ホームヘルパー１級
又は8時00分～17時00分の 介護職員初任者研修修了者

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 間の4時間程度 その他、介護関係資格　あれば尚可

普通自動車運転免許
契約更新の可能性あり（原則更新） 45060-  122311

（パートタイム） ホームヘルパー２級

時給 (1)8時00分～15時00分 ホームヘルパー１級
(2)10時00分～17時00分 介護職員初任者研修修了者

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） (3)8時00分～17時00分 その他、介護関係資格　あれば尚可
又は8時00分～17時00分の

契約更新の可能性あり（原則更新） 45060-  123611 間の4時間程度

（パートタイム） 変形（1年単位）

時給 (1)9時00分～16時00分

(2)9時00分～15時50分

雇用期間の定めなし

45060-  125111

（パートタイム） 歯科衛生士

時給 (1)8時30分～17時00分

雇用期間の定めなし

45060-  127811

（パートタイム）

時給 (1)9時00分～15時20分

(2)9時00分～13時10分

雇用期間の定めなし (3)12時00分～16時10分

45060-  128211

（パートタイム）

時給 (1)8時00分～15時00分

(2)8時30分～15時00分

雇用期間の定めあり（４ヶ月未満） (3)9時00分～15時00分

令和3年3月1日～令和3年6月20日

契約更新の可能性なし 45060-  129511

（パートタイム）

時給 (1)10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-  131611

（パートタイム） 9時00分～16時00分の 保育士

時給 間の6時間程度 幼稚園教諭免許（専修・１種・２種）

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 保育教諭　　　　　　あれば尚可
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-  134711

（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ヶ月未満）

契約更新の可能性あり（条件あり） 45010-  766211

（パートタイム）

時給 (1)7時00分～10時00分

雇用期間の定めなし

45010-  822411

◎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)

労災

不問

793
宮崎県児湯郡新富町富田２丁目１４番
地４
「マルショク　新富店」

793

清掃作業員／マルショク新富店 株式会社　宝ビルサービス ・店内の清掃作業で簡単な床の掃き、
拭き作業になります。
・男女トイレの清掃も行います。
・簡単なごみの仕分け作業もありま
す。
・作業は１人で行います。配属後は丁
寧に指導いたします。
　安心して仕事を覚えることができま
す。

食品のパック詰め・検査作業／
児湯郡

株式会社　テンプエージェント 食品のパック詰めや検査作業のお仕事
です。
目視での検査・選別を行います。

未経験の方も先輩スタッフが親切丁寧
に教えてくれますので安心

月１５日程度の勤務になります。
扶養内で働きたい人にピッタリ。

労災

不問

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。
・その他付随業務
＊詳細は面接時説明します。

労災

不問

雇用・労災

不問

960

890
宮崎県児湯郡

890

サンプラス株式会社 自動車用、産業用などのワイヤーハー
ネスの加工・組立作業を行います。
・目視や機械による出荷検査業務を行
います。
・手作業による製品の組み立て作業を
行います。

★見学は随時受付可能です。
★初めての方でも丁寧にご指導いたし

雇用・労災

不問

○認定子ども園で０～５歳児の保育、
教育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。

793
宮崎県児湯郡高鍋町大字南高鍋６４４
１番地

793

農作業員 猪股大樹 ○ビニールハウス内でのミニトマトの
脇芽とり、葉取り、収穫作業
・その他付随業務
＊詳細は面接時説明します。

■雇用期間が変動する場合は事業所よ
り指示します。

宮崎県児湯郡都農町大字川北４８９３

1000

800
宮崎県西都市大字妻１５１８－１

800

保育士 学校法人　聖愛学園　都農聖愛
幼稚園

○歯科衛生士業務を行っていただきま
す。
・歯科診療の補助
・歯垢、歯石の除去作業
・訪問診療
・虫歯予防のためのブラッシング方法
等の指導
・診療器具の消毒、準備、片付け等
・病院内の衛生管理

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

剣道防具製造業 株式会社　日本剣道具製作所

その他

不問

793
宮崎県児湯郡都農町大字川北１７４５
番地１

793

793
宮崎県西都市大字下三財３４３６番地

793

○剣道防具の甲手・垂等の製造・工業
用ミシンがけ作業。
○その他付随業務

＊詳細は面接時に説明します。


雇用・労災

雇用・労災

59歳
以下

950
宮崎県西都市大字下三財３３７０－１

1000

【障】軽作業・検査業務（サン
プラス高鍋）

不問

800
宮崎県児湯郡新富町大字上富田３３４
９－１

820

介護職（花と緑のヘルパース
テーション）

サポート芳士株式会社

介護職：デイサービス【急募】

歯科衛生士 こひつじ歯科クリニック

○「花と緑のヘルパーステーション」
での介護業務全般。
・利用者の見守りや相談相手になって
頂きます。
・入浴介助、食事介助等
・その他、付随業務
＊採用日から１年毎の更新
＊就業時間・日数は相談できます。


労災

18歳
～59
歳 800

宮崎県児湯郡新富町大字新田１９３６
４－７

800

サポート芳士株式会社 ○「花と緑のデイサービス」での介護
業務全般。
・リハビリに特化したデイサービスで
利用者の見守りや指導等
○送迎あり（社用車　軽自動車　ＡＴ
タイプ）
・その他、付随業務
＊相談記録は手書き
＊研修等は必要な都度実施

労災

不問

洋蘭生産作業員 サカモト農園（坂本　功） ○ハウス内での胡蝶蘭、シンピジュー
ム等の生産作業業務。
・花の仕立て（鉢に支柱を立て花を添
わせる）作業
・苗の植え替え・肥料やり・水やり・
出荷準備作業。
・その他、付随業務
＊詳細は面接時説明します。


雇用・労災

不問

793
宮崎県児湯郡新富町大字三納代字北原
牧２９５６

793

介護職（夜勤担当者）：ケア
ホームみなみ

株式会社　藤やま ○介護施設（ケアホーム）において、
入居者や利用者に対して排泄　介助等
の業務。
・その他付随業務あり。
（施設入居者：定員１３名、利用者１
０名）
＊詳細は面接時に説明します。

○月／５～８回程度の夜勤

調理員（パート） 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

＊調理スタッフは６名で常時４名で対

雇用・労災

不問

900
宮崎県西都市大字茶臼原字轟９４１番
１　　

900



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18日号

（パートタイム） 保育士

時給 9時00分～17時00分の間の

5時間程度 普通自動車運転免許
雇用期間の定めなし

45060-  105011

（パートタイム） 保育士

時給 (1)13時30分～18時10分

普通自動車運転免許
雇用期間の定めなし

45060-  106311

（パートタイム）

時給 (1)9時00分～15時00分 普通自動車運転免許

雇用期間の定めなし

45060-  112411

（パートタイム）

時給 (1)5時00分～9時00分

(2)5時00分～13時00分

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） (3)17時00分～1時00分

又は5時00分～1時00分の

契約更新の可能性あり（原則更新） 45060-  120411 間の3時間以上

◎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)

児童支援員 特定非営利活動　ライフカンパ
ニー新富

放課後デイサービス、児童発達支援事
業において障がいや発達に不安のある
お子様の日中、放課後の活動支援をし
ていただきます。
・レクレーションの計画及び実施
・お子様の介護、介助（排泄の世話を
含む。）
・その他、付随業務あり


雇用・労災

64歳
以下

ハンバーガーショップ店員 日本マクドナルド株式会社　１
０号高鍋店

ハンバーガー、フライドポテト及びド
リンクなどの調理
接客（店内、ドライブスルー）及びレ
ジ打ち業務
その他付随する業務
★現在１６歳～６３歳まで、幅広い年
齢層の方が活躍してい
　ます。
★就業時間及び労働日数は相談可能で

労災

不問

950
宮崎県児湯郡新富町大字新田８３３９
番地

1000

一般事務 宮崎サンフーズ　株式会社

830
宮崎県児湯郡高鍋町大字北高鍋字大峯
２５７９－５

830

雇用・労災

59歳
以下

950
宮崎県児湯郡新富町大字新田４１８０

950

○会計伝票入力
・来客への対応
・納品書確認
・その他付随業務
＊詳細は面接時説明します。

雇用・労災

64歳
以下

870
宮崎県児湯郡新富町大字新田８３３９
番地

1000

子育て支援センター業務及び事
務

特定非営利活動　ライフカンパ
ニー新富

○子育て支援センターの各種業務に従
事して頂きます。
・イベントの企画、実施
・子育て相談
・子どもの見守り（～３歳程度）
・日報、月報、おたより作成（パソコ
ン使用）
・当法人の運営する放課後等デイサー
ビス事業の補助業務


