
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年単位）

月給 (1)8時00分～17時00分

雇用期間の定めなし

45060-  782811
（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-  783211
（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-  788611
（フルタイム） 変形（1ヶ月単位） 歯科衛生士

月給 (1)9時15分～19時00分

(2)9時15分～17時15分

雇用期間の定めなし (3)9時15分～13時45分

45060-  791811
（フルタイム） 第二種電気工事士

月給 (1)8時00分～17時00分

普通自動車運転免許
雇用期間の定めなし

45060-  792211
（フルタイム） 変形（1ヶ月単位）

月給 (1)9時15分～19時00分

(2)9時15分～17時15分

雇用期間の定めなし (3)9時15分～13時45分

45060-  793511
（フルタイム） 二級建築士

月給 (1)8時00分～17時00分 普通自動車運転免許

雇用期間の定めなし （社用車　ＭＴタイプ）

45060-  794411
（フルタイム）

月給 (1)8時00分～17時00分 普通自動車運転免許

雇用期間の定めなし （社用車　ＭＴタイプ）

45060-  795011
（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)9時00分～18時00分

雇用期間の定めなし

45060-  768511
（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25日
契約更新の可能性なし 45060-  770611

（フルタイム）
月給 (1)8時00分～17時00分 普通自動車運転免許

雇用期間の定めなし （軽トラック　ＭＴタイプ）

45060-  771911
（フルタイム）

月給 (1)8時00分～17時00分 普通自動車運転免許

雇用期間の定めなし 社用車：３．５トントラック　ＭＴタイプ

45060-  774811
（フルタイム） 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）
危険物取扱者（甲種）

雇用期間の定めなし

45060-  776511
（フルタイム） 変形（1ヶ月単位） ホームヘルパー２級

月給 (1)7時00分～16時00分 介護職員初任者研修修了者
(2)9時00分～18時00分 ホームヘルパー１級

雇用期間の定めなし (3)9時30分～18時30分

84)17時00分～9時00分

45060-  779311
（フルタイム） 変形（1年単位）

月給 (1)8時00分～17時00分

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

契約更新の可能性あり（条件あり） 45060-  758811
（フルタイム） 変形（1年単位） 介護支援専門員（ケアマネージャー）

月給 (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-  759211

◎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)

205000
宮崎県児湯郡木城町大字椎木３９５０
番１　仁の里

205000

雇用・労
災・健康・
厚生

18歳
以上 154000

宮崎県児湯郡高鍋町大字北高鍋５１３
８　高鍋商工会議所２Ｆ

187000

介護支援専門員：仁の里 社会福祉法人　善仁会 特別養護老人ホーム仁の里での入所
者２９名　短期入所１名
（計３０名）のケアプランの作成業
務
その他付随業務
※一部介護業務（食事介助等）を


雇用・労
災・健康・
厚生・財形

59歳
以下

165000
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」

220000

交通誘導警備員 企業警備保障　株式会社　高
鍋待機所

○工事現場等の交通誘導。
○イベント・駐車場の誘導。
○工事現場等の出入り監視。
○九電工工事誘導業務。
・その他付随業務
＊児湯郡内における業務となりま


雇用・労
災・健康・
厚生

40歳
以下 150000

宮崎県児湯郡川南町大字平田１６８０
番地　セルフステーション川南

150000

介護職：「有料老人ホーム緑
のこみち」：木城町

株式会社　煌コーポレーショ
ン

○有料老人ホーム『有料老人ホーム
緑のこみち』で介護業務全般。
・食事、入浴、排泄介助、レクリ
エーションなど。
・夜勤回数は相談に応じます。
・その他、付随業務


雇用・労
災・健康・
厚生

18歳
～64
歳

170000
宮崎県児湯郡木城町大字椎木４８３

170000

経理事務 林田商事　株式会社 ○事務所内での経理事務業務全般
（常時４人体制）
・請求書等作成：手書き、パソコン
使用
・専用ソフトへデータ入力作業
・来客対応、電話対応

雇用・労
災・健康・
厚生

不問

195200
宮崎県児湯郡都農町大字川北１０９５
８

219600

和牛作業員 有限会社中林牧場宮崎児湯支
場

○肉用和牛の飼養管理全般
○堆肥の移動
○慣れてきたら買付市場から牧場へ
の牛の運搬
（社用車３．５トン車　ＭＴタイ
プ）

雇用・労
災・健康・
厚生

40歳
以下

160000
宮崎県児湯郡新富町大字新田１７４８
７－１

200000

ブロイラー飼育業務 合同会社　ファームＴＵＮＯ ◯ブロイラー鶏舎内の朝、昼、夕の
巡回及び死鶏拾い、
　その他、鶏舎内外の清掃等
◯鶏舎の管理：鶏舎内温度設定や鶏
舎内の扇風機調整は機械　操作があ
ります。

雇用・労
災・健康・
厚生

64歳
以下 167000

宮崎県児湯郡川南町大字川南２７４８
６番地１
179000

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


その他
不問

240000
宮崎県児湯郡新富町富田東１－１７

600000

正、准看護師：デイサービス
はぴねす

株式会社　洋幸 ◯デイサービスにて看護、機能訓練
及び介護
・その他、付随業務
＊詳細は面接時に説明します。
＊平成３０年６月　有料老人ホーム
開設（１０床）

雇用・労
災・健康・
厚生

不問

240000
宮崎県児湯郡新富町富田東１－１７

500000

住宅営業 株式会社　岩下建設 ○展示会イベントに来場したお客様
に対する家造りのサポート
・書類作成：パソコン使用（ワー
ド、エクセル程度）
・その他付随業務
＊飛び込み訪問やお客様宅への訪

雇用・労
災・健康・
厚生

不問

155000
宮崎県児湯郡高鍋町大字高鍋町６０２
番地

165000

現場監督（又は補助）又は建
築技術者（又は補助）

株式会社　岩下建設 ○木造住宅工事の品質・原価・工
程・安全管理。
○材料発注、積算
○書類作成：パソコン使用（ワー
ド、エクセル程度）
○その他、付随業務

その他
59歳
以下 175000

宮崎県西都市大字都於郡町５６０７番
地

200000

歯科助手・受付 曽我部歯科 ○歯科助手全般
・診療準備及び片付け
・診療所内の清掃、診療器具の消
毒、洗浄・滅菌業務
・受付窓口、カルテ等の管理
・電話対応等

その他
59歳
以下

175000
宮崎県児湯郡高鍋町大字高鍋町６０２
番地

195000

空調工事及び電気工事【急
募】

荒木電機店 ◯公共事業７０％、民間事業３０％
の割合で空調工事及び電気工事　に
着手しています。
・空調工事作業及び電気工事作業
・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

18歳
～64
歳

158400
宮崎県児湯郡高鍋町大字北高鍋２４０
９－１

239800

歯科衛生士 曽我部歯科 ○歯科治療における医師の補助
・患者への予防処置
・歯科保健指導
・歯科材料の管理業務
・診療準備及び片付け
・診療所内の清掃、診療器具の消

その他
59歳
以下

（障）交通誘導警備員 株式会社　ＮＰＫ　高鍋営業
所

○イベント、駐車場における車両及
び歩行者等の安全を守る
　業務です。
・その他、付随業務
＊週払い可（ご相談ください）
＊現場までのガソリン代支給しま

雇用・労
災・健康・
厚生

18歳
以上 158400

宮崎県児湯郡高鍋町大字北高鍋２４０
９－１

239800

交通誘導警備員 株式会社　ＮＰＫ　高鍋営業
所

○イベント、駐車場における車両及
び歩行者等の安全を守る業務で
す。
・その他付随業務
＊週払い可（ご相談ください）
＊現場までのガソリン代支給しま

雇用・労
災・健康・
厚生

18歳
～64
歳

年齢 仕事の内容

駐車場・イベント警備員 株式会社　ＮＰＫ　高鍋営業
所

○イベント、駐車場における車両及
び歩行者等の安全を守る業務です。
・その他、付随業務
＊週払い可（ご相談ください）
＊現場までのガソリン代支給しま

158400
宮崎県児湯郡高鍋町大字北高鍋２４０
９－１

239800

(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）

3月1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）

3月1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 普通自動車運転免許
(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00分

45060-  761311
（フルタイム） 変形（1ヶ月単位） 准看護師

月給 (1)7時00分～16時00分

(2)8時00分～17時00分 普通自動車運転免許
雇用期間の定めなし (3)10時00分～19時00分

(4)17時00分～9時00分

45060-  762611
（フルタイム） 交替制あり 自動二輪車免許

月給 (1)8時00分～16時45分

(2)8時30分～17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）

契約更新の可能性あり（原則更新） 45060-  763911
（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 普通自動車運転免許
雇用期間の定めなし

45060-  765711
（フルタイム） 交替制あり 看護師

月給 (1)8時30分～18時00分 准看護師
(2)8時00分～17時00分

雇用期間の定めなし (3)8時30分～12時30分 普通自動車運転免許

45060-  766811
（フルタイム）

月給 (1)8時00分～16時30分 普通自動車運転免許

雇用期間の定めなし 社用車：２トントラックＭＴタイプ

45060-  777411
（フルタイム） 変形（1年単位） 保育士

月給 (1)7時00分～16時00分

(2)7時45分～16時45分 普通自動車運転免許
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） (3)8時30分～17時30分

令和3年4月1日～令和4年3月31日 (4)9時30分～18時30分

契約更新の可能性あり（原則更新） 45060-  747911
（フルタイム） 交替制あり 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)9時00分～18時00分 ヘルパー１級　あれば尚可
普通自動車運転免許

45060-  748111
（フルタイム） 臨床工学技士

月給 (1)7時30分～16時30分

(2)8時00分～17時00分 普通自動車運転免許
雇用期間の定めなし (3)8時30分～17時30分

45060-  749711
（フルタイム） 変形（1年単位） 准看護師

月給 (1)8時00分～16時45分 看護師
(2)8時30分～17時15分

雇用期間の定めなし (3)9時00分～17時45分 普通自動車運転免許

45060-  752011
（フルタイム）

月給 (1)8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ヶ月未満）

令和3年3月15日～令和3年5月31日
契約更新の可能性あり（条件あり） 45060-  754611

（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-  756111
（フルタイム） 変形（1ヶ月単位）

月給 (1)8時00分～17時00分

雇用期間の定めなし

45060-  744011
（フルタイム） 変形（1年単位）

月給 (1)8時00分～17時00分

雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）

契約更新の可能性あり（条件あり） 45010- 4506511
（フルタイム） 変形（1ヶ月単位）

月給 (1)9時00分～17時40分 普通自動車運転免許

雇用期間の定めなし

45010- 4434511
（フルタイム） 変形（1年単位）

月給 (1)8時00分～17時00分

雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）

契約更新の可能性あり（条件あり） 45010- 4322511

◎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)

144963
宮崎県児湯郡木城町大字椎木８０１番
地１

144963

雇用・労
災・健康・
厚生・財形

59歳
以下 151000

宮崎県児湯郡高鍋町大字持田３４２２
番地１７　宮崎トヨペット　高鍋店

191000

工場内での漬物加工業務全般
／木城町

株式会社　アルボ 漬物となる原料をカット、ライン作
業にて商品化、調味料配合、梱包の
お仕事です。土日祝のお休みも相談
できますのでご家庭がある方でも働
きやすい職場となっております。

雇用・労
災・健康・
厚生

不問

自動車整備士見習い／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

59歳
以下 153600

宮崎県児湯郡都農町大字川北字新別府
１４４４のロ

153600

アイスクリーム類製造工／川
南町

株式会社　アルボ アイスクリームを製造する工場内で
の製造のお仕事です。
アイスクリーム及び袋入りかき氷に
関する作業やオペレーターとして製
造機械などの操作、それに付随する
業務も行って頂きます。

雇用・労
災・健康・
厚生

不問

漬物製造加工員【トライアル
併用求人】

有限会社　つの農産 ○一般的な漬物製造業務
・野菜洗浄作業
・その他、付随業務

＊詳細な内容は面接時に説明いたし
ます。


156240
宮崎県児湯郡川南町大字川南１９９０
５

156240

170000
宮崎県西都市大字南方２３４５番地１

210000

雇用・労
災・健康・
厚生

不問

171000
宮崎県児湯郡新富町

171000

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

雇用・労
災・健康・
厚生

18歳
～59
歳

150000
宮崎県児湯郡木城町大字高城１４２７
－１　木城地域ふれあい館　輝らら

250000

お茶製造：新富町 株式会社　ＴＭＫｃｏｒｐｏ
ｒａｔｉｏｎ

お茶の乾燥ライン及び袋詰め等製造
加工に関わる作業です。
袋に入った茶葉（約３０キロ）を持
ち上げ乾燥機械に投入する作業や袋
詰めした製品（約２０キロ）を運ぶ
作業があります。体力が必

雇用・労
災・健康・
厚生・財形

59歳
以下 230000

宮崎県西都市御舟町１－７８

300000

看護師（正又は准）／木城地
域ふれあい館　輝らら

社会福祉法人　木城町社会福
祉協議会

デイサービス利用者へのバイタル
チェック、内服確認、健康管理。
・レクレーション企画及び補助
・送迎車の運転（８人乗りワンボッ
クス）
・デイサービスにおける介護業務


雇用・労
災・健康・
厚生

59歳
以下

150000
宮崎県児湯郡高鍋町大字上江６６４９
番地１２３

160000

臨床工学技士 医療法人　隆徳会　鶴田病院 ○臨床工学技士として透析業務、機
器管理業
・その他付随業務
＊詳細は面接時説明します。

その他
不問

175500
宮崎県児湯郡川南町大字川南２３５４
１－１

177700

介護職（訪問介護：めいり
ん）（有料老人：サクラ高
鍋）

株式会社　九州ケアライン高
鍋

○ホームでの介護業務。
○サービス提供全般。
・食事介助、入浴介助、排せつ介助
等。
○訪問介護は、施設入所者への介護
サービスの提供。

雇用・労
災・健康・
厚生

59歳
以下

168000
宮崎県西都市大字平郡８６５

168000

保育士 社会福祉法人　敬神福祉会 令和３年４月１日から開設する保育
園での保育業務全般。
・その他付随業務
＊詳細は面接時説明します。

＊名称は検討中

雇用・労
災・健康・
厚生・財形

59歳
以下 150000

宮崎県西都市御舟町１－７８

250000

ビニールハウス施工・解体作
業員

黒木ハウス工業 ビニールハウスの施工工事・解体工
事・修理作業業務全般。
２トントラックにて現場まで資材運
搬
（エリア：西都市、児湯郡）
その他付随業務

その他
不問

167200
宮崎県児湯郡川南町大字川南２２８４
３番地

200000

正または准看護師（外来） 医療法人　隆徳会　鶴田病院 ○外来業務
○内視鏡、救急対応、手術業務等
○その他の検査
・その他付随する業務
＊詳細は面接時説明します。

雇用・労
災・健康・
厚生

不問

168000
宮崎県西都市中央町２丁目３１番地

245000

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

62歳
以下

195000
宮崎県西都市大字鹿野田６１３８－１

215000

配達業務 日本郵便　株式会社　西都郵
便局

○西都市内へ郵便物の配達業務
・その他、付随業務
＊社用車あり：車又はバイク

＊詳細は面接時に説明します。
◎半年毎の更新

雇用・労
災・健康・
厚生

18歳
～59
歳

137000
宮崎県西都市大字下三財８１２４－８

160000

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


雇用・労
災・健康・
厚生

18歳
～64
歳

介護職員（グループホーム並
木）

社会医療法人　暁星会　三財
病院

入居者９名に対して食事・入浴・排
泄などの介護を提供
入居者と一緒に行うイベントの企画
と実施
介護記録は、パソコンでの入力とな
ります。



賃金 求人者名
職種 上限 就業場所 就業時間 加入保険等 必要な免許資格

下限

（パートタイム）

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） 45060-  784511

（パートタイム） 交替制あり

時給 (1)9時00分～17時00分

(2)13時00分～20時00分

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） (3)17時00分～20時00分

契約更新の可能性あり（条件あり） 45060-  785411

（パートタイム）

時給 (1)8時00分～16時00分

(2)8時00分～13時00分

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） (3)13時00分～17時00分

契約更新の可能性あり（条件あり） 45060-  786011

（パートタイム）

時給 (1)8時00分～16時00分

(2)8時00分～13時00分

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） (3)13時00分～17時00分

契約更新の可能性あり（条件あり） 45060-  787311

（パートタイム）

時給 (1)8時00分～16時00分

(2)8時00分～13時00分

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） (3)13時00分～17時00分

契約更新の可能性あり（条件あり） 45060-  789911

（パートタイム）

時給 (1)8時00分～13時00分

(2)13時00分～17時00分

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

契約更新の可能性あり（条件あり） 45060-  790711

（パートタイム）

時給 (1)17時00分～22時00分

雇用期間の定めなし

44010- 4867511

（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- 4868411

（パートタイム）

時給 (1)0時00分～10時00分

雇用期間の定めなし

44010- 4871111

（パートタイム） 交替制あり 看護師

時給 (1)8時00分～16時00分 准看護師

(2)8時00分～12時00分

雇用期間の定めなし (3)9時00分～15時00分

45060-  769411

（パートタイム）

時給 (1)8時00分～12時00分

雇用期間の定めなし

45060-  772111

（パートタイム）

時給 (1)11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-  775211

（パートタイム）

時給 (1)8時00分～16時00分

(2)8時00分～13時00分

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） (3)13時00分～17時00分

契約更新の可能性あり（条件あり） 45060-  780111

◎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)

ベーカリー部門 株式会社　エーコープみやざき
Ａコープさいと店

○パンの製造及び陳列作業
・商品の陳列、品出し
・その他付随業務
＊５人体制での作業
＊詳細は面接時説明します。

＊１年ごとの更新

雇用・労災

不問

793
宮崎県西都市大字右松２１１１

793

年齢 仕事の内容

株式会社　エーコープみやざき
Ａコープさいと店

レジ係 株式会社　エーコープみやざき
Ａコープさいと店

○レジ業務、品だし等。（レジ業務が
主となります）
・その他付随業務
＊詳細は面接時説明します。

＊１年ごとの更新




雇用・労災

不問

793
宮崎県西都市大字右松２１１１

793

○精肉の加工業務。
・精肉のラップ。
・品だし、陳列
・その他付随業務
・１０人体制での作業

＊詳細については面接時に説明。
　＊１年ごとの更新


雇用・労災

793
宮崎県西都市大字右松２１１１

850

雇用・労災

不問

793
宮崎県西都市大字右松２１１１

793

惣菜部門 株式会社　エーコープみやざき
Ａコープさいと店

不問

鮮魚部門 株式会社　エーコープみやざき
Ａコープさいと店

○鮮魚の加工業務。
・鮮魚のラップ。
・品だし、陳列
・その他付随業務
・１０人体制での作業。

＊詳細については面接時に説明。
　＊１年ごとの更新


793
宮崎県西都市大字右松２１１１

793

○惣菜の製造及び陳列等。
・弁当食材のパック詰主体。
・商品の陳列等
・その他付随業務
・イベント等での早出お願いする場合
あり。
・９人体制での作業。
　＊１年ごとの更新

食品部門 株式会社　エーコープみやざき
Ａコープさいと店

○食品の品出し、陳列、商品管理、在
庫管理。
・商品の整理、整頓等。
・その他付随業務
＊初めての方は指導いたしますのでご
安心下さい。
＊１年ごとの更新


雇用・労災

不問

793
宮崎県西都市大字右松２１１１

793

精肉部門

1050
宮崎県児湯郡新富町富田２丁目３－３
　「ＨＯＴＥＬ　ＡＺ　宮崎新富店内
長参」

1050

ホテルフロント業務（宮崎新富
店・１５：００～２４：１５）

株式会社　アメイズ（ＨＯＴＥ
Ｌ　ＡＺチェーン）

・接客※チェックイン対応
・精算
・パソコン処理
・予約受付（電話・ＦＡＸ）とパソコ
ン処理
＊月９日程度の勤務

※マニュアルと研修があります

雇用・労災

不問

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

労災

61歳
以下

キッチン・ホールスタッフ（宮
崎新富店　長参）

株式会社　アメイズ（ＨＯＴＥ
Ｌ　ＡＺチェーン）

【キッチン業務】
・調理
・材料の下ごしらえ
・清掃　等
【ホール業務】
・接客
・調理の補充
・片付け　等


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

正、准看護師：デイサービスは
ぴねす

株式会社　洋幸 ◯デイサービスを利用される方の健康
管理及び機能訓練
・排泄、入浴の介助等
・その他、付随業務
＊詳細は面接時に説明します。
＊平成３０年６月　有料老人ホーム開
設（１０床）

労災

18歳
～61
歳

880
宮崎県児湯郡川南町大字川南２７４８
６番地１   デイサービスセンターはぴ
ねす

1000

労災

18歳
～61
歳

ホテルフロント業務（宮崎新富
店・２４：００～１０：００）

株式会社　アメイズ（ＨＯＴＥ
Ｌ　ＡＺチェーン）

・接客※チェックイン及びチェックア
ウト対応
・パソコン処理
・翌日の予約内容確認
・売店の在庫管理
・その日の会計情報確認
・館内見回り
・清掃　等

800
宮崎県児湯郡都農町大字川北１０９５
８

900

給湯、清掃スタッフ 株式会社　サイト ○社員食堂の湯沸かし
○トイレ清掃
・その他、付随業務

＊詳細は面接時に説明します。

労災

不問

800
宮崎県西都市大字鹿野田２６６２

800

雇用・労災

不問

ブロイラー飼育業務 合同会社　ファームＴＵＮＯ ◯ブロイラー鶏舎内の朝、昼、夕の巡
回及び死鶏拾い
　その他、鶏舎内外の清掃等
◯簡単な日報記入：手書き
・その他付随業務
＊詳細は面接時に説明します。
＊勤務時間、勤務日数は相談ができま
す。


793
宮崎県西都市大字右松２１１１

793

雇用・労災

64歳
以下

雇用・労災

不問

青果部門 株式会社　エーコープみやざき
Ａコープさいと店

○野菜、果物の加工及びラップ業務。
・野菜、果物のラップ
・品だし、陳列
・その他付随業務
＊１０人体制での作業。

＊詳細については面接時に説明。

＊１年ごとの更新

(ﾊﾟｰﾄ）※ 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）

3月1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

(ﾊﾟｰﾄ）※ 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）

3月1日号

（パートタイム） 准看護師

時給 (1)8時30分～12時30分

(2)8時30分～13時30分

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） (3)8時30分～15時30分

～令和4年3月20日 又は8時30分～17時30分

契約更新の可能性あり（原則更新） 45060-  781711 の間の6時間程度

（パートタイム） 調理師

時給 (1)8時00分～14時00分

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3月31日

契約更新の可能性あり（原則更新） 46010- 6749911

（パートタイム） 介護福祉士

時給 (1)8時30分～17時30分 介護職員初任者研修修了者

雇用期間の定めあり（４ヶ月未満） 普通自動車運転免許
～令和3年3月31日

契約更新の可能性あり（条件あり） 45060-  760011

（パートタイム）

時給 (1)10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-  764111

（パートタイム）

時給 (1)8時30分～16時00分 普通自動車運転免許

(2)9時45分～17時15分

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） (3)9時00分～16時30分 普通自動車免許（ＡＴ限定可）
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-  767211

（パートタイム） 交替制あり 保育士

時給 13時00分～18時30分の間 幼稚園教諭免許（専修・１種・２種）

の4時間程度 小学校教諭免許（専修・１種・２種）
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 社会福祉士（必須）
令和3年4月1日～令和4年3月31日

契約更新の可能性あり（条件あり） 45060-  750511

（パートタイム） 交替制あり 保育士

時給 13時00分～18時30分の間 幼稚園教諭免許（専修・１種・２種）

の4時間程度 小学校教諭免許（専修・１種・２種）
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 社会福祉士（必須）
令和3年4月1日～令和4年3月31日

契約更新の可能性あり（条件あり） 45060-  751411

（パートタイム） 交替制あり スポーツプログラマー

時給 (1)8時30分～16時30分 介護福祉士

フィットネストレーナー
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

契約更新の可能性あり（条件あり） 45060-  753311

（パートタイム） 交替制あり 調理師

時給 (1)8時30分～16時15分

(2)9時30分～17時15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-  755911

（パートタイム） 介護福祉士

時給 8時00分～18時00分の間 介護職員実務者研修修了者

の4時間程度 介護職員初任者研修修了者
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満） ヘルパー２級・１級　あれば尚可
～令和3年3月31日 普通自動車運転免許
契約更新の可能性あり（条件あり） 45060-  742511

（パートタイム） 介護福祉士

時給 8時00分～18時00分の間 介護職員実務者研修修了者

の4時間程度 介護職員初任者研修修了者
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満） ヘルパー２級・１級　あれば尚可
～令和3年3月31日 普通自動車運転免許
契約更新の可能性あり（条件あり） 45060-  743411

◎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)

准看護師 医療法人　宏仁会　海老原総合
病院

看護業務
・配属された部署で看護業務全般を担
当していただきます。
・その他付随業務

＊就業時間帯については相談に応じま
す。
＊詳細は面接時説明します。

950
宮崎県児湯郡高鍋町大字上江２０７番
地

950

850
宮崎県児湯郡高鍋町大字上江７７７８ 「株
式会社トータル・メディカルサービスうから
の里事業所」

850

介護職 社会福祉法人　つばさ福祉会 ・白馬デイサービスにて介護業務（１
日利用定員２５名）
・送迎、入浴介助、排泄、食事介助
・レクリエーション手工芸の介助
・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
宮崎県西都市白馬町４番地３

950

雇用・労災

不問

調理員［高鍋町］ 株式会社　トータル・メディカ
ルサービス

○高鍋町の福祉施設での給食調理業務
全般（調理業務がメインになります）
※調理・切込み・盛り付け・配膳・洗
浄・清掃
※５０食程度
※スタッフ３人
※給食調理経験者優遇

※契約満了後は、１年毎の原則契約更

900
宮崎県児湯郡新富町大字三納代２５０
１

900

求人者支援員 高鍋公共職業安定所 ・事業所訪問による求人開拓（特に正
社員）
・求人充足を図るための求人条件等に
係る相談、助言
・求人票の記載内容の適正化に関する
助言・指導
・窓口における求人受理、マイページ
作成等に関する相談、処理

雇用・労災

不問

1492
宮崎県児湯郡高鍋町大字上江８３４０

1550

その他

不問

接客調理スタッフ うなぎのかわの 接客、簡単な調理補助、配膳、レジ及
び清掃など。
その他、付随業務

＊詳細は面接時説明します。

放課後児童支援員：会計年度任
用職員（月給制）

社会福祉法人　木城町社会福祉
協議会

○放課後や学校休業日（春、夏、冬休
み）の児童保育業務
○児童クラブにおける保護者の迎えが
くるまでの見守り業務
・その他付随業務
＊詳細は面接時説明します。


雇用・公
災・健康・
厚生

不問

957
宮崎県児湯郡木城町大宇椎ホ２２２１
－１椎木児童館

957

ふれいあいプラザ指導員兼
フィットネスインストラクター

社会福祉法人　木城町社会福祉
協議会

高齢者に対する介護予防教室やレク
レーション、フィットネス輝らら受付
業務及び利用者への運動指導等
・その他付随業務
＊詳細は面接時説明します。

＊会計年度任用職員

雇用・労災

不問

放課後児童支援員：会計年度任
用職員（時給制）

社会福祉法人　木城町社会福祉
協議会

○放課後や学校休業日（春、夏、冬休
み）の児童保育業務
○児童クラブにおける保護者の迎えが
くるまでの見守り業務
・その他付随業務
＊詳細は面接時説明します。


雇用・労
災・健康・
厚生

不問

雇用・労
災・健康・
厚生

不問

897
宮崎県児湯郡木城町大字高城１４２７
－１　ふれあいプラザ・フィットネス
輝らら

897

897
宮崎県児湯郡木城町大宇椎ホ２２２１
－１
椎木児童館

897

1019
宮崎県児湯郡都農町大字川北５４６９
－１都農町立中央保育所

1019

調理員【町立中央保育所】：会
計年度任用職員

都農町役場 ○都農町立中央保育所において調理業
務全般：下準備から後片付け
・早出勤務日は、３０分程度登園して
きた園児を保育（補助）する
・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

訪問介護員（ホームヘル
パー）：障がい者

社会福祉法人　高鍋町社会福祉
協議会

○障がい者世帯を訪問しての介護業
務。
・食事、掃除、入浴、排泄等の介助を
行います。
・基本的には高鍋町内の訪問となりま
す。
・その他、付随業務
◎自家用車使用（任意保険加入）


労災

不問

訪問介護員（ホームヘル
パー）：高齢者

社会福祉法人　高鍋町社会福祉
協議会

○要介護老人世帯を訪問しての介護業
務。
・食事、掃除、入浴、排泄等の介助を
行います。
・基本的には高鍋町内の訪問となりま
す。
・その他、付随業務
◎自家用車使用（任意保険加入）


労災

不問

1100
宮崎県児湯郡高鍋町大字北高鍋３００
番地

1200

1100
宮崎県児湯郡高鍋町大字北高鍋３００
番地

1200


