
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)9時00分～18時00分 普通自動車運転免許

雇用期間の定めなし

45060-  974711
（フルタイム） 変形（1年単位）

月給 (1)9時00分～18時00分 普通自動車運転免許

雇用期間の定めなし

45060-  975811
（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

40010-13261211
（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

40010-13265311
（フルタイム） 変形（1ヶ月単位） 車両系建設機械（整地・運搬・積込用及び掘削用）運転技能者

月給 8時00分～18時00分の間 毒物劇物取扱責任者
の8時間程度 玉掛技能者

雇用期間の定めなし 土壌医、農薬管理指導士、フォークリフト、チェーンソー尚可

40010-13511311 普通自動車運転免許
（フルタイム）

月給 (1)8時30分～17時45分

(2)14時30分～23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） 40150- 1745611
（フルタイム）

月給 (1)8時00分～17時00分

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

契約更新の可能性あり（条件あり） 45010- 5316011
（フルタイム） 交替制あり 調理師

月給 (1)8時00分～17時00分 栄養士

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） 45010- 5373411
（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

45010- 5004311
（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

45010- 5006911
（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

45010- 5026211
（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

45010- 5031111
（フルタイム） 交替制あり 調理師

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

45010- 5052011
（フルタイム） 交替制あり 調理師

月給 (1)5時00分～14時45分

(2)10時00分～19時00分

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

契約更新の可能性あり（原則更新） 45010- 5053311
（フルタイム） 交替制あり

月給 (1)6時00分～15時00分

(2)9時30分～18時30分

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

契約更新の可能性あり（原則更新） 45010- 5060011

◎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

総合営業職 勝田被服　株式会社　高鍋工
場

◯総合営業職（当社、代理店への訪
問）
・その他付随業務

＊詳細は面接時に説明します。

160000
宮崎県児湯郡高鍋町大字北高鍋３１９
０－３

200000

雇用・労
災・健康・
厚生

59歳
以下

200000
宮崎県児湯郡高鍋町大字北高鍋３１９
０－３

350000

営業事務 勝田被服　株式会社　高鍋工
場

○当社代理店からの問い合わせ対
応。
・その他付随業務

＊詳細は面接時に説明します。

雇用・労
災・健康・
厚生

59歳
以下

196000
宮崎県児湯郡高鍋町北高鍋３５８１－
１　アタックス高鍋店

210000

果樹生産及び農場管理業務
（正）［１０：西都上三財］

ニューガイアアグリ株式会社 ≪果樹園（キウイフルーツ）の生産
管理業務≫

九州・山口エリアのあるゼスプリと
提携した
大規模な果樹園にて、間伐・剪定・
摘果・人工授粉・

雇用・労
災・健康・
厚生

44歳
以下

196000
宮崎県西都市旭１丁目２３番地「うめ
こうじ西都店内」

210000

精肉加工販売（正）／児湯郡
高鍋町

株式会社　エル三和 スーパー内の精肉ブースでの作業
　・精肉の加工、調理
　・接客販売
　・仕入業者との対応
　・商品管理


雇用・労
災・健康・
厚生

44歳
以下

精肉加工販売（正）／宮崎県
西都市

株式会社　エル三和 スーパー内の精肉ブースでの作業
・精肉の加工、調理
・接客販売
・仕入れ業者との対応
・商品管理

140832
宮崎県西都市右松２１３４番地１
　ドラッグストアモリ　西都店

155520

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

雇用・労
災・健康・
厚生

59歳
以下

153000
宮崎県西都市大字上三財３４６２－５
７【ファーム１０：西都上三財】

253000

販売員（西都店）（準社員） 株式会社　ドラッグストアモ
リ

＊ドラッグストア店舗での販売業務
　・店舗での販売する商品の商品出
し、補充
　・陳列棚の整理
　・在庫商品の管理（賞味期限の
チェック、在庫の確認）

雇用・労
災・健康・
厚生

不問

145000 高鍋町大字北高鍋４６００　高鍋東小学校・
高鍋西小学校・高鍋町中学校給食共同調理場

145000

営業 株式会社　アイロード ・地域コンサルタント
・ウェブ・カタログ、営業、制作、
編集
・フォトグラファー・フォトウェブ
ライター等を行って頂きます。
・営業範囲：九州管内（営業車あ
り）

雇用・労
災・健康・
厚生

不問

147560
宮崎県児湯郡都農町大字川北５４７３
「トライアル都農店」

147560

学校給食調理／高鍋町 シダックス大新東ヒューマン
サービス株式会社　宮崎営業
所

学校給食調理業務（調理・洗浄等） 雇用・労
災・健康・
厚生

不問

150000
宮崎県宮崎市大工３丁目１９１番地
「宮崎支店」

300000

警備員・交通誘導員 株式会社　富士総合サービス ・電話配線、土木建築現場の交通誘
導
・駐車場の整理
・イベントの警備等
＊交通誘導警備は主に道路工事現場
において２人一組で誘導旗を使
い、往来の自動車や歩行者の安全を

雇用・労
災・健康・
厚生

不問

140000
宮崎県宮崎市大工３丁目１９１番地
「宮崎支店」

200000

ＤＴＰデザイナー 株式会社　アイロード ・地域コンサルタント
・ＤＴＰデザイン（観光交流フロン
ト、農業支援、フードビジネス　等
に関するもの）
・弊社発行のフリーペーパー「みち
くさ」の企画デザイン、広告制作業
務を行います。

雇用・労
災・健康・
厚生

不問

158400
宮崎県宮崎市村角町寺田７１７番地１

171600

調理師（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

利用者様への食事提供業務です。
・調理、盛り付け、配膳、洗浄業
務。

・朝６５食、昼９０食、夕６５食を
１日５人体制で提供します。


雇用・労
災・健康・
厚生

18歳
以上

158400
宮崎県宮崎市村角町寺田７１７番地１

171600

（障）警備員・交通誘導員 株式会社　富士総合サービス ・電話配線、土木建築現場の交通誘
導
・駐車場の整理
・イベントの警備等
＊交通誘導警備は主に道路工事現場
において２人一組で誘導旗を使
い、往来の自動車や歩行者の安全を

雇用・労
災・健康・
厚生

18歳
以上

158400
宮崎県西都市旭１丁目１３番地
「向陵台　調殿館」

176000

調理員（嘱託社員）／鈴南の
里（児湯郡川南町）

日清医療食品　株式会社　南
九州支店　宮崎営業所

・入所者様への食事提供業務

＊１００食程度の食事を４名程度の
調理員で担当
＊制服を貸与します。



雇用・労
災・健康・
厚生

59歳
以下

160200
宮崎県西都市大字下三財８１２４－８
「並木の里」

205000

調理員（嘱託社員）／向陵台
調殿館（西都市）

日清医療食品　株式会社　南
九州支店　宮崎営業所

入居者様への食事提供業務を行って
いただきます。
・調理、盛付、配膳、切込、洗浄、
清掃業務等
・４５食程度を４名体制で行いま
す。


雇用・労
災・健康・
厚生

不問

雇用・労
災・健康・
厚生

不問

149600
宮崎県児湯郡川南町大字川南１２７０
７　「鈴南の里」

176000

(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8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8日号

（フルタイム） 変形（1年単位）

月給 (1)8時00分～17時00分

(2)21時00分～6時00分

雇用期間の定めなし

45010- 5071911
（フルタイム） 変形（1年単位） 警備員検定試験（１級）

月給 (1)8時00分～17時00分 警備員検定試験（２級）
(2)21時00分～6時00分

雇用期間の定めなし 交通・雑踏警備、指導教育責任者２号

45010- 5072111
（フルタイム） 変形（1年単位）

月給 (1)9時00分～17時00分

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

契約更新の可能性あり（条件あり） 45040- 2580511
（フルタイム） ホームヘルパー１級

月給 (1)8時30分～17時20分 ホームヘルパー２級

雇用期間の定めあり（４ヶ月未満） ＊資格がなくても可

契約更新の可能性あり（原則更新） 45040- 2440711
（フルタイム） 交替制あり 調理師

月給 (1)7時45分～16時45分

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

～令和4年3月31日

契約更新の可能性あり（原則更新） 45060-  954311
（フルタイム）

月給 (1)17時15分～8時30分

(2)8時30分～8時29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

契約更新の可能性あり（条件あり） 45060-  955611
（フルタイム） 交替制あり 調理師

月給 9時00分～19時00分の間

の8時間程度

雇用期間の定めあり（４ヶ月未満） 通勤ができる方
～令和3年3月31日

契約更新の可能性あり（条件あり） 45060-  956911
（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

45060-  958711
（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

雇用期間の定めあり（４ヶ月未満） 普通自動車免許または原付免許
～令和3年4月15日 （通勤、移動のために必要）
契約更新の可能性なし 45060-  960411

（フルタイム） 変形（1年単位） 中型自動車免許
月給 (1)7時50分～17時00分 フォークリフト運転技能者

普通自動車運転免許
雇用期間の定めなし 普通自動車免許（８トンを含む）記載

45060-  968211
（フルタイム） 保健師

月給 (1)9時00分～16時00分 看護師

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6月1日～令和4年3月31日

契約更新の可能性なし 45060-  970311
（フルタイム） 変形（1ヶ月単位）

月給 (1)18時00分～1時30分 普通自動車運転免許
(2)1時30分～9時00分

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） (3)9時00分～1時00分

～令和4年3月31日 (4)9時00分～18時00分」

契約更新の可能性あり（原則更新） 45060-  971611
（フルタイム） 変形（1年単位）

月給 (1)17時15分～8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-  972911
（フルタイム） 交替制あり 看護師

月給 (1)8時30分～17時00分 准看護師
(2)7時00分～15時30分

雇用期間の定めなし (3)11時00分～19時30分 普通自動車運転免許

45060-  919411
（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-  922111

◎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)

147000
宮崎県児湯郡高鍋町大字高鍋町５７１
－１「高鍋営業所」

180600

交通誘導警備員（有資格者）
／西都地区・高鍋地区

南日本警備保障　株式会社 ・道路工事、建築工事現場及びイベ
ント等の交通誘導警備
＊業務地区は高鍋地区・西都地区と
なります。
＊ドライバーや通行中のお客様との
トラブルが無いよう、丁寧な対応が
求め

交通誘導警備員／西都地区・
高鍋地区

南日本警備保障　株式会社 ・道路工事、建築工事現場及びイベ
ント等の交通誘導警備
＊業務地区は高鍋地区、西都地区と
なります。
＊ドライバーや通行中のお客様との
トラブルが無いよう、丁寧な対応が
求め

雇用・労
災・健康・
厚生

18歳
以上

134550
宮崎県西都市

134550

介護業務（西都市） 株式会社　スマイルジョブ ＊食事介助、入浴介助、排泄介助、
清拭、レクレーション、居室の
　清掃等を行っていただきます。
＊未経験の方でも丁寧に指導いたし
ます。



雇用・労
災・健康・
厚生

18歳
以上

151200
宮崎県児湯郡高鍋町大字高鍋町５７１
－１「高鍋営業所」

182700

青果の選別・梱包 株式会社　ハンドイン ＊野菜・果樹などの仕分け・検品・
梱包作業






雇用・労
災・健康・
厚生

不問

166500
宮崎県児湯郡川南町大字川南２１８７
０番地

168600

学生寮の舎監：会計年度任用
職員

県立産業技術専門校 本校敷地内の寄宿舎（定員３２名）
においての次の業務
１，寮生の出入管理及び生活指導業
務
２，寮施設内外の日常的な保安管理
業務
３，寮生の傷病発生など緊急事態発

雇用・労
災・健康・
厚生

不問

151176
宮崎県西都市

183003

調理師 社会福祉法人　敬神福祉会
川南東保育園

○保育園の給食調理、保育補助
○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

189200 児湯郡川南町大字川南１１７０番地５４２
かわみなみＰＬＡＴＺ（ぷらっつ）内かわみ
なみ食堂206400

一般事務：トライアル併用求
人

宮崎サンフーズ　株式会社 ○会計伝票入力
・来客への対応
・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

18歳
以上

100330
宮崎県西都市大字右松３６２－１
県立産業技術専門校

100330

調理スタッフ／契約社員 川南まちづくり株式会社 ◯かわみなみＰＬＡＴＺ（ぷらっ
つ）施設内、かわみなみ食堂での
調理業務全般。（レシピあり）
・仕込み、盛りつけ、食器洗浄等
・厨房内衛生管理等
○料理長アシスタント業務

雇用・労
災・健康・
厚生

不問

138000
宮崎県児湯郡都農町大字川北６８３－
１

138000

資源物の回収、選別作業：古
紙・廃プラリサイクルセン
ター

株式会社　井上商店 ○決められたお客様を訪問し、資源
物（古紙、プラスチック）の回　収
を行います。
○回収がない場合は、工場内で選別
作業を行います。
・その他付随業務

雇用・労
災・健康・
厚生

35歳
以下

150000
宮崎県児湯郡新富町大字新田４１８０

170000

農作業員（スイートピー） 河野守晴（スイートピー農
園）

・ビニールハウス内でのスイート
ピーの手入れ、収穫作業。
・作業場内での選別作業。
・ビニールハウスと作業場が離れて
いる為車での移動があります。（自
家用車使用）

その他
不問

150600
宮崎県西都市聖陵町２丁目１番地

160100

機動隊員 企業警備保障　株式会社　高
鍋待機所

○最新鋭の機械警備システムで、各
社屋からテナントビル・マンショ
ン・ホームセキュリティまで幅広い
分野を対象に、各種センサーを設置
しているため、防災・防犯等の異常
情報をリアルタイムに判別してい
る。発報があれば機動隊員が現場

雇用・労
災・健康・
厚生

59歳
以下

150000
児湯郡高鍋町大字持田１８６０－６
古紙・廃プラリサイクルセンター

200000

窓口業務職員（健康管理課
国保係）：会計年度任用職員

西都市役所 ◯健康管理課　国保係での業務にな
ります。
○国保窓口での資格事務手続など
（医療保険に関する知識、経験を有
する方）
○パソコンの入力等の事務業務

雇用・労
災・健康・
厚生

不問

133815
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』133815

看護師（正又は准） 社会福祉法人　聖山会　特別
養護老人ホーム　フェニック
ス

特別養護老人ホームでの入所者への
看護業務（入所者６０名）
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
以上

130845
宮崎県児湯郡高鍋町大字北高鍋５１３
８　高鍋商工会議所２Ｆ

130845

施設警備／国立病院機構宮崎
病院（月１５日平均勤務）

企業警備保障　株式会社　高
鍋待機所

○契約先の施設に常駐し出入管理、
施設巡回等の警備業務を実施　　し
犯罪、被災を未然に防止する業務。
○施設業務の形態
・出入管理業務（受付、人、物、車
両、鍵管理等）

雇用・労
災・健康・
厚生

18歳
以上

149500
宮崎県児湯郡川南町大字川南２００１
３－６『ＪＡ尾鈴　総合選果場』

149500

雇用・労
災・健康・
厚生

59歳
以下

172000
宮崎県児湯郡川南町大字川南１７９７
９番地８７

214200

集荷場業務（総合選果場） 尾鈴農業協同組合 ◯青果物（野菜）の選果・選別作業
・袋詰め、パック詰め、箱詰め等
◯荷造り作業
○荷受け事務
・機械操作作業
・その他付随業務

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
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8日号

（フルタイム） 変形（1年単位）

月給 (1)8時00分～17時00分 普通自動車運転免許

雇用期間の定めなし

45060-  923711
（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

45060-  924811
（フルタイム） 調理師

月給 (1)8時00分～17時00分

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

～令和4年3月31日

契約更新の可能性あり（条件あり） 45060-  925211
（フルタイム）

月給 (1)7時45分～17時15分

雇用期間の定めなし

45060-  926511
（フルタイム） 変形（1ヶ月単位）

月給 (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

雇用期間の定めなし

45060-  927411
（フルタイム） 薬剤師

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

45060-  929311
（フルタイム） 交替制あり

月給 (1)8時40分～17時20分 普通自動車運転免許
(2)16時00分～0時40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-  933211
（フルタイム） 変形（1ヶ月単位）

月給 (1)9時00分～17時00分 普通自動車運転免許
(2)16時20分～0時20分

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 又は9時00分～0時20分

の間の5時間以上

契約更新の可能性あり（条件あり） 45060-  934511
（フルタイム） 交替制あり

月給 (1)8時40分～17時20分 普通自動車運転免許
(2)16時00分～0時40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-  935411
（フルタイム） 交替制あり

月給 (1)9時00分～17時00分 普通自動車運転免許
(2)16時20分～0時20分

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 又は9時00分～0時20分

の間の5時間

契約更新の可能性あり（条件あり） 45060-  936011
（フルタイム） 交替制あり 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)8時30分～17時30分

(4)9時30分～18時30分

45060-  937311
（フルタイム） 交替制あり 准看護師

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)8時30分～17時30分

(4)9時30分～18時30分

45060-  938611
（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)12時00分～21時00分 看護師

雇用期間の定めなし (3)8時30分～17時30分 准看護師　必須
(4)10時00分～19時00分

45060-  939911 (5)21時00分～7時30分

（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

(2)8時30分～17時30分

雇用期間の定めなし (3)9時00分～18時00分

45060-  941811
（フルタイム） 変形（1年単位） 社会福祉士

月給 (1)8時30分～17時30分

(2)8時30分～12時30分 普通自動車運転免許
雇用期間の定めなし

45060-  942211

◎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)

製材作業員（製材部） 木城林産　株式会社 ○製材部での製材作業全般業務。
・製材盤木（規格品前の材料）の積
み上げ。
（２人一組での作業）
・木材の加工。
・製材品の仕分け、作業補助等。

224000
宮崎県児湯郡木城町大字高城２５１８
番地１

268800

調理（十文字保育園） 社会福祉法人　石井記念　友
愛社

○施設内での調理業務全般。
（定員５０名、職員１７名　計６７
名）
・材料切り込み、盛り付け等
・食器等の準備、片づけ等。
○月曜日、水曜日、土曜日は手づく
り

雇用・労
災・健康・
厚生

40歳
以下

146000
宮崎県児湯郡木城町大字高城２５１８
番地１

180000

木材伐採・重機オぺレーター
（山林部）

木城林産　株式会社 ○林業の伐採及び重機オペレーター

・高性能林業機械やパワーショベル
オペレーターの仕事。
・その他付随業務
　　未経験でも山の仕事、重機の操
作に興味のある方を歓迎します。

雇用・労
災・健康・
厚生

59歳
以下

138240
宮崎県西都市大字岡富字８２９－１
有田食肉加工センター

138240

障害者就労支援員（施設外就
労担当）

株式会社　シエル・エ・メー
ル

障害者就労支援Ｂ型事業所での就労
支援としての作業指導、見守り
日常生活をする上での生活支援、指
導、日報、記録などの簡単な事務作
業。（主に農場での作業になりま
す）
利用者の送迎業務（社用車あり）

雇用・労
災・健康・
厚生

不問

145200
宮崎県児湯郡川南町大字川南１５６７
－１６『十文字保育園』

145200

精肉加工作業員 有限会社　有田牧畜産業　有
田食肉加工センター

○有田食肉加工センターにて精肉加
工業務。
・出来た製品のパック詰め作業
・ハンバーグ製造等
・その他付随業務
＊詳細は面接時に説明します。


雇用・労
災・健康・
厚生

59歳
以下

500000
宮崎県児湯郡高鍋町大字蚊口浦２３番
地７

500000

ホールスタッフ（西都本店） 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。
＊業務内容等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

59歳
以下

170000
宮崎県児湯郡高鍋町大字高鍋町８４２
－８

190000

管理薬剤師 株式会社　サンパーム ○調剤薬局における管理及び調剤業
務を行っていただきます。
・処方箋に基づく調剤業務
・医薬品の説明、服薬指導など
・その他薬歴管理、薬剤管理
・その他、付随業務


雇用・労災
59歳
以下

176400
宮崎県西都市大字三宅字下鶴９４３１

176400

ホールスタッフ 岩下兄弟　株式会社　モナコ
パレス高鍋店

◯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。
・お客様へ店内設備のご案内や遊戯
台及びその説明。
・その他、付随業務。
※１年毎の更新


雇用・労
災・健康・
厚生

18歳
以上

184700
宮崎県西都市大字三宅字下鶴９４３１

184700

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、附随業務
＊１年毎更新。

雇用・労
災・健康・
厚生

18歳
以上

176400
宮崎県児湯郡高鍋町大字北高鍋２４４
５番地

176400

正看護師（特別養護老人ホー
ム　三納の里）

社会福祉法人　三星会　 ○老人ホームでの高齢者の看護業務
全般。
（入居者９０名、ショートステイ１
０名）
◯記録はパソコンにて入力・管理に
なります。

雇用・労
災・健康・
厚生

18歳
以上

184700
宮崎県児湯郡高鍋町大字北高鍋２４４
５番地

184700

ホール係 岩下兄弟　株式会社　モナコ
パレス高鍋店

◯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。
・お客様へ店内設備のご案内や遊戯
台及びその説明。
・その他、付随業務。
※１年毎の更新


雇用・労
災・健康・
厚生

18歳
以上

176500
宮崎県西都市大字平郡字菰田５９８－
１「特別養護老人ホーム　三納の里」

230700

介護職（特別養護老人ホーム
三納の里）

社会福祉法人　三星会　 ○施設利用の介護業務。
入居者９０名ショートステイ１０
名。
○記録はパソコンにて入力・管理に
なります。
○その他付随業務

雇用・労
災・健康・
厚生

59歳
以下

212300
宮崎県西都市大字平郡字菰田５９８－
１「特別養護老人ホーム　三納の里」

264400

准看護師（特別養護老人ホー
ム　三納の里）

社会福祉法人　三星会　 ○老人ホームでの高齢者の看護業務
全般。
（入居者９０名、ショートステイ１
０名）
◯記録はパソコンにて入力・管理に
なります。

雇用・労
災・健康・
厚生

59歳
以下

142600
西都市大字平郡字菰田５９８－１「三
納の里　デイサービスセンター」

196600

社会福祉士（ソーシャルワー
カー）／地域包括ケア病床

医療法人社団　大和会　大塚
病院

地域包括ケア病床における入退院支
援業務
患者様・ご家族との相談援助業務
近隣医療機関・施設との連携業務
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

18歳
～59
歳

142600
宮崎県西都市大字平郡字菰田５９８－
１「特別養護老人ホーム　三納の里」

196600

介護職（三納の里　デイサー
ビスセンター）

社会福祉法人　三星会　 ○デイサービス利用者（定員２０
名）に対する介護業務全般
○その他、付随業務
＊詳細は面接時に説明します。


雇用・労
災・健康・
厚生

59歳
以下

雇用・労
災・健康・
厚生・財形

59歳
以下

180000
宮崎県西都市御舟町２丁目４５

234400



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8日号

（フルタイム） 変形（1年単位） 准看護師
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 (3)16時30分～9時00分

45060-  943511
（フルタイム） 変形（1年単位） 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 (3)16時30分～9時00分

45060-  944411
（フルタイム） 変形（1ヶ月単位） 薬剤師

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-  945011
（フルタイム） 変形（1年単位）

月給 (1)8時30分～17時30分

(2)10時00分～19時00分

雇用期間の定めなし (3)7時00分～16時00分

(4)16時30分～9時00分

45060-  946311
（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

45060-  947611
（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

45060-  948911
（フルタイム） 変形（1ヶ月単位） 薬剤師

月給 (1)9時00分～18時00分

(2)9時00分～13時00分 普通自動車運転免許
雇用期間の定めなし

45030-  952711
（フルタイム） 保育士

月給 (1)9時00分～18時00分

普通自動車運転免許
雇用期間の定めなし

46040- 2650211
（フルタイム） 交替制あり

月給 (1)9時00分～18時00分

(2)15時00分～0時00分

雇用期間の定めなし

38010- 7126711
（フルタイム） 交替制あり

月給 (1)10時00分～19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） 43010- 6777211
（フルタイム） 交替制あり

月給 (1)10時00分～19時00分

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

契約更新の可能性なし 43010- 6790111
（フルタイム） 準中型自動車免許

月給 (1)8時00分～17時00分 中型自動車免許

雇用期間の定めなし 普通自動車運転免許

45010- 4915911
（フルタイム） 変形（1年単位）

月給 (1)8時00分～17時00分 普通自動車運転免許

雇用期間の定めなし

45030-  862911
（フルタイム） 変形（1ヶ月単位） フォークリフト運転技能者

月給 (1)7時30分～16時30分

(2)9時00分～18時00分

雇用期間の定めなし ◆フォークリフトない方も資格取得制度ある為、応募可

45060-  828111
（フルタイム） 変形（1ヶ月単位） ８トン限定中型自動車免許

月給 (1)8時00分～17時00分 中型自動車免許
フォークリフト運転技能者

雇用期間の定めなし 大型自動車免許あれば尚可

45060-  829711

◎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)

140000
宮崎県西都市御舟町２丁目４５

194100

正看護師（病棟） 医療法人社団　大和会　大塚
病院

○看護業務全般。
・病棟（一般・介護あり）　
・その他、付随業務
＊就業部門は、ローテーションによ
り変更あり。
（部門については、相談可）

准看護師（病棟） 医療法人社団　大和会　大塚
病院

○看護業務全般。
・病棟（一般・介護あり）
・その他、付随業務
＊就業部門は、ローテーションによ
り変更あり。
（部門については、相談可）

雇用・労
災・健康・
厚生・財形

18歳
～59
歳

270000
宮崎県西都市御舟町２丁目４５

360000

看護補助者 医療法人社団　大和会　大塚
病院

○病院内での看護補助・介護補助業
務。（３３床）
（食事、入浴、更衣、おむつ交換
等、日常生活全般）
・その他、付随業務
＊詳細は面接時に説明します。


雇用・労
災・健康・
厚生・財形

18歳
～59
歳

160000
宮崎県西都市御舟町２丁目４５

204400

薬剤師 医療法人社団　大和会　大塚
病院

○病院内にて薬剤師業務全般。
　・各種調剤。
　・服薬指導等。
＊その他、付随業務あり。
＊詳細は面接時に説明します。



雇用・労
災・健康・
厚生・財形

59歳
以下

140000
宮崎県西都市御舟町２丁目４５

194100

正看護師（外来） 医療法人社団　大和会　大塚
病院

○病院内での看護業務全般。
・外来担当です。
・その他、付随業務
＊詳細は面接時に説明します。
＊就業部門については相談可。



雇用・労
災・健康・
厚生・財形

18歳
～59
歳

135000
宮崎県西都市御舟町２丁目４５

155000

准看護師（外来） 医療法人社団　大和会　大塚
病院

○病院内での看護業務全般。
・外来担当です。
・その他、付随業務
＊詳細は面接時に説明します。
＊就業部門については相談可。


雇用・労
災・健康・
厚生・財形

59歳
以下

400000
児湯郡新富町大字上富田字八反田下３
３３７番１　メディカルケア　新富店

500000

保育士（育成サポート友遊
川南）

株式会社　常喜 ○障がい児福祉施設において、児童
の指導業務等全般に従事します
・知的発達障がい児の学童保育、発
達支援業務
・送迎業務（社用車使用）
・電話対応等

雇用・労
災・健康・
厚生・財形

59歳
以下

160000
宮崎県西都市御舟町２丁目４５

204400

薬剤師（新富店） 有限会社　メディカルケア 『メディカル薬局　新富店』におい
て
調剤及び投薬業務。
来店患者様への薬の説明、相談等。
昇給については面接時に説明致しま
す。

雇用・労
災・健康・
厚生・その
他

59歳
以下

263400
宮崎県児湯郡高鍋町大字北高鍋８０１
番地　Ｔ－ＭＡＸ　高鍋店

499200

ドコモショップスタッフ／高
鍋店

株式会社　グッドコミュニ
ケーション

ドコモショップの接客・販売
・携帯電話等の販売
・料金のお支払い受付
・お客様からの相談対応
＊ノルマはありません。
＊３ヶ月毎更新


雇用・労
災・健康・
厚生

不問

180000
宮崎県児湯郡川南町大字川南２３６１
２－２「育成サポート友遊　川南」

190000

管理職候補 九州パワーステーション　株
式会社

ホール業務からスタートします。お
客様が快適に遊技ができるように、
いろいろなことに目を配りながら仕
事をしましょう。お客様から求めら
たことをやるだけでなく、自分で考
えながらお客様の対応をしていきま
しょう。

雇用・労
災・健康・
厚生

18歳
～59
歳

188320
高鍋町大字北高鍋２４７５－１「株式
会社ＤＮＳ　ドコモショップ高鍋店」

205440

農作業／川南町 株式会社　宮崎芝園 ・芝生の生育の管理（薬剤・肥料散
布、刈込作業等）
・芝生の出荷作業

＊作業現場は児湯郡内及び宮崎市
＊社有車あり

雇用・労
災・健康・
厚生

不問

188320
高鍋町大字北高鍋２４７５－１「株式
会社ＤＮＳ　ドコモショップ　高鍋
店」205440

（紹派）ドコモショップ内で
の接客・販売業務／児湯郡高
鍋町

株式会社　グッドコミュニ
ケーション

ドコモショップ内での窓口受付業務
・携帯電話等の販売
・料金のお支払受付
・お客様からの相談応対
※紹介予定派遣になりますので、
６ヶ月の派遣期間終了後派遣先の社
員に

雇用・労
災・健康・
厚生

不問

250000
宮崎県日向市東郷町山陰甲１２－１６

354000

フォークリフト作業員：宮崎
くみあいチキンフーズ内

有限会社　松本畜産 ○宮崎くみあいチキンフーズ株式会
社川南食品工場内でのフォークリフ
ト作業業務全般。
・フォークリフトに乗り、残渣物を
指定容器に入れ、輸送しやすよ　う
に荷造りする作業。

雇用・労
災・健康・
厚生

44歳
以下

190000
宮崎県児湯郡新富町１４５０８
「土場」

220000

管理責任者（園芸用土、有期
肥料の製造及び販売）

有限会社　エコロ ＊生産・販売・会計の管理業務。
　ベテラン工場長と一緒に管理全般
に携わってもらい、事業発展を　考
えてもらいます。
　これまでに管理業務をされた事の
ない方でも、やる気の有る方であれ
ば歓

雇用・労
災・健康・
厚生

59歳
以下

160000
宮崎県児湯郡新富町大字新田１９１５
４番地

180000

雇用・労
災・健康・
厚生

65歳
以下

194500 児湯郡川南町大字平田字元原６６５５番地５
「宮崎くみあいチキンフーズ株式会社　川南
食品工場内」212100

産業廃棄物収集運搬運転手 有限会社　松本畜産 ○農家や処理場などから出る残渣物
などの産業廃棄物を収集、運搬　す
る作業。
（エリア：主に県内（県中央～県
北）
（使用する車：２～４トン車）

雇用・労
災・健康・
厚生

65歳
以下



賃金 求人者名
職種 上限 就業場所 就業時間 加入保険等 必要な免許資格

下限
年齢 仕事の内容

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

ハローワーク高鍋

（高鍋公共職業安定所）

3月8日号

（フルタイム） 変形（1年単位） 大型自動車免許
月給 (1)7時50分～17時00分 普通自動車運転免許

雇用期間の定めなし フォークリフト技能者歓迎

45060-  830511
（フルタイム） 変形（1ヶ月単位）

月給 (1)6時30分～16時00分

雇用期間の定めなし

45060-  836111
（フルタイム） 変形（1ヶ月単位）

月給 (1)6時30分～16時00分

雇用期間の定めなし

45060-  839211
（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 ホームヘルパー１級
(2)8時30分～17時30分 ホームヘルパー２級

雇用期間の定めなし (3)10時00分～19時00分

(4)17時00分～翌9時00分 普通自動車運転免許
45060-  844111

（フルタイム） 変形（1ヶ月単位）

月給 (1)7時00分～16時30分

雇用期間の定めなし

45060-  860111
（フルタイム） 変形（1ヶ月単位）

月給 (1)7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 ＡＴ限定可

45060-  872211
（フルタイム） 変形（1年単位） １級土木施工管理技士

月給 (1)8時00分～17時00分 ２級土木施工管理技士

雇用期間の定めなし 上記免許は現場代理人用　
◆現場作業員：無資格でも応募可

45060-  874411 普通自動車運転免許
（フルタイム） 変形（1年単位）

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-  875011
（フルタイム） 変形（1年単位）

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-  876311
（フルタイム） 変形（1年単位）

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-  877611
（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-  878911
（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)7時00分～16時00分 介護福祉士
(2)8時30分～17時30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 ヘルパー２級　　　　　必須
(4)17時00分～9時00分

45060-  879111
（フルタイム） 変形（1ヶ月単位） 介護福祉士

月給 (1)8時30分～17時30分

雇用期間の定めなし

45060-  881511
（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-  882411
（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-  884311

◎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)

資源物の回収、選別、解体作
業：本社

株式会社　井上商店 大型車で資源物（主に金属類）の回
収を行います。
回収がない場合は、工場内で選別作
業や機械等の解体作業を行ってもら
います。
その他付随業務


230000
宮崎県児湯郡高鍋町大字北高鍋３５８
１番地１『アタックス高鍋店内』

250000

鮮魚スタッフ：未経験者（高
鍋店）

株式会社　海翔 ・スーパー内で鮮魚部で鮮魚販売の
仕事です。
・店頭に並べる商品を切身に加工し
たり、お刺身に加工したりしま
す。
・店頭の品出し、売り場づくり。
・将来的には、店長、エリアマネー

雇用・労
災・健康・
厚生

59歳
以下

180000
宮崎県児湯郡高鍋町大字持田１８６０
番地３

230000

鮮魚スタッフ：経験者（高鍋
店）

株式会社　海翔 ・スーパー内で鮮魚部で鮮魚販売の
仕事です。
・店頭に並べる商品を切身に加工し
たり、お刺身に加工したりしま
す。
・店頭の品出し、売り場づくり。
・将来的には、店長、エリアマネー

雇用・労
災・健康・
厚生

不問

158000
宮崎県児湯郡新富町大字上富田５３３
２番地
168000

鮮魚スタッフ：未経験者（西
都店）

有限会社　一徹 ・スーパー内での鮮魚販売の仕事で
す。
・店頭に並べる商品を切身に加工し
たり、お刺身に加工したりしま
す。
・店頭の品出し、売り場づくり。
・将来的には店長・エリアマネ

雇用・労
災・健康・
厚生

不問

200000
宮崎県児湯郡高鍋町大字北高鍋３５８
１番地１『アタックス高鍋店内』

230000

介護職：新富【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。

雇用・労
災・健康・
厚生

18歳
～64
歳

230000
宮崎県西都市大字妻１７０９番地
『ダイレックス西都店』

270000

現場代理人または現場作業員 株式会社　津房産業 【現場代理人】
・土木現場における現場管理業務全
般。
・写真の撮影、管理、提出等。
・官公庁への提出書類の作成
・パソコンを使っての作業がありま


雇用・労
災・健康・
厚生

59歳
以下

200000
宮崎県西都市大字妻１７０９番地
『ダイレックス西都店』

220000

鮮魚スタッフ：鮮魚経験者
（西都店）

有限会社　一徹 ・スーパー内での鮮魚販売の仕事で
す。
・店頭に並べる商品を切身に加工し
たり、お刺身に加工したりしま
す。
・店頭の品出し、売り場づくり。
・将来的には店長・エリアマネ

雇用・労
災・健康・
厚生

59歳
以下

138667
宮崎県西都市大字鹿野田２６６２

182000

ＣＡＤ・ＣＡＭオペレーター
【トライアル併用求人】

株式会社　サイト ・自動裁断機の生地のセッティン
グ、ピッキング作業。
・パソコンに興味のある方はＣＡＤ
学習して頂きます。
どちらでも対応可能です。
・その他、付随業務


雇用・労
災・健康・
厚生

64歳
以下

180000
宮崎県児湯郡高鍋町大字上江２１７５
番地

300000

縫製スタッフ【トライアル併
用求人】

株式会社　サイト ○工場内で紳士・婦人服の縫製業
務。
・ミシン作業、ハサミ作業が主な仕
事になります。
◯マシンオペレーター：自動化マシ
ン、他
・その他付随業務

雇用・労
災・健康・
厚生・財形

64歳
以下

138667
宮崎県西都市大字鹿野田２６６２

182000

ガラス・サッシ取付及び配達 有限会社　大野ガラス店 ◯ガラス工事の施工・建築用ガラ
ス・アルミ資材及びアルミ製品の
施工、配達。
◯サッシの組立及び現場への搬入、
調整、仕上げ等
（軽トラック及び普通トラックでの
現場搬入、配達）

雇用・労
災・健康・
厚生

64歳
以下

138667
宮崎県西都市大字鹿野田２６６２

182000

納品・出荷スタッフ《急募》 株式会社　サイト ・スーツ・コート・単品スラック
ス・スカート等の製品出荷業務。
・製品のセットをして袋詰めした製
品に送り状を貼る業務。
・必要経験は送り状作成の為、多少
のパソコン知識

雇用・労
災・健康・
厚生

64歳
以下

137500
宮崎県西都市新町１丁目６６番地

180000

介護職（デイサービス） 医療法人　雅会　シルバー
コート新町

○デイサービスセンターにおける介
護業務全般。
（利用者　４０名）
・食事、排泄、入浴介助等
・レクレーション等の補助
・その他、付随業務


雇用・労
災・健康・
厚生

不問

185000
宮崎県西都市中妻１丁目２５番地

200000

介護職（訪問） 医療法人　雅会　シルバー
コート新町

○『住宅型有料老人ホーム　新町』
での訪問介護業務全般。
　（利用者　４０名）
・食事、排泄、入浴介助等。
・病院受診等。
・その他付随業務


雇用・労
災・健康・
厚生

18歳
～65
歳

139380
宮崎県児湯郡新富町大字上富田８９３
５

139380

一般事務 キムラ漬物宮崎工業　株式会
社

◯一般事務業務全般
・電話、来客者応対
・パソコンによるデータ入力、納品
書、送り状作成、メール送信等
・通販の受注・発送
・その他、付随業務：塩度計測等


雇用・労
災・健康・
厚生

65歳
以下

143400
宮崎県西都市新町１丁目６６番地

180000

漬物製造・包装工 キムラ漬物宮崎工業　株式会
社

○漬物（たくあん）の裁断、袋詰
め、仕上げなどの製造に関わる諸
作業
・その他、付随業務
＊冬期は原料大根の漬込み作業もあ
ります
＊ほとんど立ち仕事になるため、体

雇用・労
災・健康・
厚生

45歳
以下

雇用・労
災・健康・
厚生

45歳
以下

160000
宮崎県児湯郡新富町大字上富田８９３
５

160000



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8日号

（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-  886911
（フルタイム） 介護福祉士

月給 8時30分～19時30分の間

の8時間程度 普通自動車運転免許
雇用期間の定めなし

45060-  887111
（フルタイム） 変形（1ヶ月単位）

月給 (1)6時30分～15時30分 普通自動車運転免許
(2)9時30分～18時30分

雇用期間の定めなし (3)12時00分～21時00分

45060-  888711
（フルタイム） 変形（1ヶ月単位）

月給 (1)6時30分～15時30分 普通自動車運転免許
(2)9時30分～18時30分

雇用期間の定めなし (3)12時00分～21時00分

(4)21時00分～翌7時00分

45060-  889811 (5)15時30分～翌9時00分

（フルタイム） 変形（1ヶ月単位） 調理師
月給 (1)6時00分～15時00分

(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

45060-  890411
（フルタイム）

月給 (1)8時30分～18時00分 普通自動車運転免許

雇用期間の定めなし

45060-  891011
（フルタイム） 二級自動車整備士

月給 (1)8時30分～18時00分

普通自動車運転免許
雇用期間の定めなし

45060-  892311
（フルタイム）

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-  894911
（フルタイム） 変形（1年単位） 大型自動車第二種免許

月給 6時00分～22時00分の間

の8時間程度

雇用期間の定めなし

45060-  895111
（フルタイム） 変形（1年単位） 普通自動車第二種免許

月給 (1)7時00分～18時00分 普通自動車運転免許
(2)9時00分～1時00分

雇用期間の定めなし (3)18時00分～9時00分 １種取得後３年以上

45060-  896711
（フルタイム）

月給 (1)9時15分～17時00分 普通自動車運転免許

雇用期間の定めなし

45060-  897811
（フルタイム） 変形（1年単位）

月給 (1)7時00分～16時00分 普通自動車運転免許
(2)16時00分～2時30分

雇用期間の定めなし （社用車あり）

45060-  898211
（フルタイム） 変形（1年単位） 普通自動車第二種免許

月給 (1)7時00分～17時00分 普通自動車運転免許
(2)8時00分～22時00分

雇用期間の定めなし (3)9時00分～1時00分 普通自動車免許１種取得後３年以上の経験で取得可

84)18時00分～2時00分

45060-  901411
（フルタイム） 変形（1年単位）

月給 (1)8時00分～17時00分 普通自動車運転免許

雇用期間の定めなし

45060-  902011
（フルタイム） 変形（1年単位） 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 有資格者優遇
普通自動車運転免許

45060-  903311

◎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)

175500
宮崎県児湯郡川南町大字川南２３５４
１－１

177700

支援員【愛生園】 社会福祉法人　善仁会 ○愛生園での日常生活の介助など
・入浴、食事、排泄、更衣
・余暇活動支援等
・その他付随業務
＊詳細については面接時に説明いた
します。


保育士：番野地保育園 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

その他
不問

168000
宮崎県児湯郡木城町大字椎木３９５０
番１

168000

支援員『仁の里』：夜勤あり 社会福祉法人　善仁会 特別養護老人ホーム仁の里「入所者
２７名」の入浴、食事、排泄
更衣の介助及び余暇活動支援、記録
入力（パソコン）
その他、付随業務
※詳細については、面接時にご説明

雇用・労
災・健康・
厚生・財形

59歳
以下

168000
宮崎県児湯郡木城町大字椎木３９５０
番１

168000

支援員（仁の里）：夜勤なし 社会福祉法人　善仁会 特別養護老人ホーム仁の里「入所者
２７名」の入浴、食事、排泄
更衣の介助及び余暇活動支援、記録
入力（パソコン）
その他、付随業務
※詳細については、面接時にご説明

雇用・労
災・健康・
厚生・財形

59歳
以下

161000
宮崎県児湯郡木城町大字椎木字浦畑３
９５０番１

161000

自動車整備士（未経験者）
【トライアル併用求人】

株式会社　中尾自動車 ○車両の整備全般業務
・洗車等
・その他、付随業務
＊普通自動車、軽自動車が主体でた
まに大型車あり。
◎未経験の方には指導者がついて指
導

雇用・労
災・健康・
厚生・財形

18歳
～59
歳

174000
宮崎県児湯郡木城町大字椎木３９５０
番１

174000

調理員 社会福祉法人　善仁会 ○約９０名の方の朝　昼　夕の食事
調理（特別食対応あり）
・厨房内清掃
・食器・洗浄等
・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

59歳
以下

185000
宮崎県西都市大字三宅２４８２－４

215000

総合職 三和交通　株式会社 ○将来の管理職を目指すために全業
務を経験し、実績を築きつつ、　管
理職としての役割を身につけていき
ます。
○営業・事務・運行など、全部門の
業務に携わっていただきます。
・その他、付随業務

雇用・労
災・健康・
厚生

30歳
以下

180000
宮崎県西都市大字三宅２４８２－４

200000

自動車整備士（経験者） 株式会社　中尾自動車 ○車両の整備全般業務
・洗車等
・その他、付随業務
＊普通自動車、軽自動車が主体でた
まに大型車あり。
＊詳細は面接時に説明します。

雇用・労
災・健康・
厚生

不問

180000
宮崎県西都市御舟町１丁目８３

220000

タクシー乗務員（西都又は川
南）：トライアル併用求人

三和交通　株式会社 ○タクシー乗務員業務。（養成乗務
員制度あり）
・その他、付随業務
「養成乗務員制度について」
・養成期間中の賃金（日当６，１０
０円）

雇用・労
災・健康・
厚生

64歳
以下

160000
宮崎県西都市御舟町１丁目８３

180000

バス乗務員 三和交通　株式会社 ○路線バス乗務員（西都市内）
　または貸切バス乗務員（宮崎営業
所所属）
・その他、付随業務
※６０歳以上の高齢者の方歓迎いた
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北高鍋５１３
８　高鍋商工会議所３Ｆ

240000

事務兼配車オペレーター（本
社）

三和交通　株式会社 ○タクシー配車業務。
・当社タクシー利用希望のお客さま
からの連絡を受けた際、営業中のタ
クシーの中から空車のタクシーに指
示を出す。（配車システム使用）
○顧客情報の入力・照会（パソコン
を。

雇用・労
災・健康・
厚生

21歳
～64
歳

133056
宮崎県西都市御舟町１丁目８３
本社

133056

商工会議所共済・福祉制度推
進スタッフ：日向営業所高鍋
分室

アクサ生命保険　株式会社
日向営業所　高鍋分室

・商工会議所の会員企業に対する、
生命保険による従業員の
　福利厚生制度（退職金、弔慰金）
のコンサルティング営業
・経営者リスク管理や事業継承、資
産管理などのアドバイスや保険設
計。

雇用・労
災・健康・
厚生

64歳
以下

135000
宮崎県西都市御舟町２丁目２９番地

238000

土木作業員【急募】 有限会社　江本土木 ○民間・公共事業工事の土木作業全
般。
・河川、道路工事等の土木作業。
・現場は児湯管内、西都市、宮崎
市。
・乗り合せて各現場への移動。
◯建築現場における土工工事

雇用・労
災・健康・
厚生

18歳
～64
歳

146000
宮崎県西都市御舟町１丁目８３

146000

タクシー乗務員 宮崎タクシー株式会社　西都
営業所

○タクシー乗務員業務。（養成乗務
員制度あり）
・その他付随業務
「養成乗務員制度について」
・養成期間中の賃金（日当６，００
０円）

雇用・労
災・健康・
厚生

21歳
～59
歳

225000
宮崎県児湯郡新富町大字日置７４３－
１

400000

雇用・労
災・健康・
厚生

66歳
以下

200000
宮崎県児湯郡新富町大字日置７４３－
１

250000

土木技術者【急募】 有限会社　江本土木 ○河川・道路工事等の現場の代理人
業務。
・測量、現場写真の撮影、検査、書
類の作成。
・工事の出来形管理、パソコン管理
等。

雇用・労
災・健康・
厚生

66歳
以下



賃金 求人者名
職種 上限 就業場所 就業時間 加入保険等 必要な免許資格

下限
年齢 仕事の内容

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

ハローワーク高鍋

（高鍋公共職業安定所）

3月8日号

（フルタイム） 変形（1年単位） 普通自動車第二種免許
月給 (1)7時00分～17時00分 普通自動車運転免許

(2)8時00分～0時00分

雇用期間の定めなし (3)9時00分～1時00分 普通自動車免許１種のみは養成員雇用

45060-  904611
（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

45060-  905911
（フルタイム） 変形（1年単位）

月給 (1)8時00分～16時55分 普通自動車運転免許

雇用期間の定めなし

45060-  907711
（フルタイム） 変形（1ヶ月単位） ホームヘルパー２級

月給 (1)7時00分～16時00分 介護福祉士
(2)8時00分～17時00分 准看護師

雇用期間の定めなし (3)10時00分～19時00分 初任者研修修了者、ヘルパー１級・看護師（正）

(4)19時00分～8時00分

45060-  909211
（フルタイム） 介護福祉士

月給 (1)7時30分～16時30分

(2)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-  912611
（フルタイム） 変形（1ヶ月単位） 准看護師

月給 (1)8時30分～17時30分 看護師

雇用期間の定めなし 普通自動車運転免許

45060-  913911
（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

雇用期間の定めなし 普通自動車運転免許

45060-  916811
（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-  917211
（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

46040- 2401511
（フルタイム） 準中型自動車免許

月給 (1)8時00分～17時00分 フォークリフト運転技能者

雇用期間の定めなし 普通自動車運転免許

46040- 2403011
（フルタイム） 変形（1年単位） ８トン限定中型自動車免許

月給 (1)8時30分～17時15分

普通自動車運転免許
雇用期間の定めなし

46040- 2527911
（フルタイム） 変形（1ヶ月単位）

月給 (1)9時00分～18時00分

(2)15時00分～0時00分

雇用期間の定めなし

38010- 6388811
（フルタイム） 調理師

月給 (1)8時00分～16時00分

雇用期間の定めなし

45060-  814211
（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)7時00分～16時00分 ホームヘルパー２級
(2)8時00分～17時00分 ホームヘルパー１級

雇用期間の定めなし (3)10時30分～19時30分

(4)17時00分～9時00分 普通自動車運転免許
45060-  816411

（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 小型特殊自動車免許

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　２トン車、３トン半車）

45060-  819611

◎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)

タクシー乗務員 エムアール交通　株式会社 ◯タクシー乗務員業務。
・６日ローテーションのくり返しに
なります。
○その他、付随業務
＊詳細は面接時に説明します。
＊普通自動車免許２種がない方は養
成

207000
宮崎県児湯郡新富町大字日置７４３－
１

230000

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

18歳
～69
歳

147000
宮崎県児湯郡高鍋町大字高鍋町９０２
－２

157000

大型ダンプ運転手【急募】 株式会社　江本運輸 ○大型（１０トン）ダンプ運転等を
現場まで受渡及び受取をしてい　た
だきます。
（エリア：宮崎県内）
○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

66歳
以下

149000
宮崎県児湯郡都農町大字川北１６９７
５－３

182000

通所リハビリ介護職員：並木
の里

社会医療法人　暁星会　三財
病院

○通所リハビリ利用者４０名に対す
る食事・入浴介助、排泄介助な　ど
の介護業務全般
○送迎車の運転及び添乗（送迎エリ
ア：西都市内のみ）
＊運転は希望に応じます

雇用・労
災・健康・
厚生

40歳
以下

137189
宮崎県児湯郡川南町大字川南字名貫２
０２２２－４

245000

介護職 株式会社　耕智 ○グループホームで生活される方の
介護及び食事の世話等
○通所される方の送迎や食事及び入
浴の介助、レクレーションの提供等
○その他、付随業務
＊詳細は面接時に説明します。


雇用・労
災・健康・
厚生

18歳
～59
歳

170000
宮崎県西都市大字下三財８１２４－８

230000

介護職（夜勤専門） 株式会社　耕智 ○グループホームで生活される方の
介護及び食事の世話等
○夜の排泄等
○その他、付随業務

＊詳細は面接時に説明します。

雇用・労
災・健康・
厚生

59歳
以下

137000
宮崎県西都市大字下三財８１２４－８

160000

通所リハビリ看護職員：並木
の里

社会医療法人　暁星会　三財
病院

通所リハビリテーションにおける看
護業務全般
バイタル測定・処置等
送迎車の助手業務（西都市内）
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

280000
宮崎県児湯郡都農町大字川北１６９７
５－３

330000

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


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１６９７
５－３

225000

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


雇用・労
災・健康・
厚生

59歳
以下

187475
宮崎県児湯郡川南町川南１７７９８－
２「川南農場」

207500

農業機械販売及び修理（新富
営業所）

株式会社南九州沖縄クボタ
（宮崎県内）

○主にクボタ農業機械の販売及び修
理業務に従事します。
・農家を主に訪問、上司や先輩の同
行あり。
＊未経験者の方でも少しずつ実践で
覚えていただきます。

雇用・労
災・健康・
厚生

59歳
以下

156675
宮崎県児湯郡川南町川南１７７９８－
２「川南農場」

175000

養鶏管理及び施設管理業務：
（川南農場）

株式会社　霧島エッグ ○養鶏一般管理業務に従事します。
○鶏舎の維持管理
・養鶏機械のメンテナンス
・鶏糞の運搬
＊２ｔ、４ｔトラック使用（免許所
持者のみ）
＊鉄工、土木経験者優遇

雇用・労
災・健康・
厚生

59歳
以下

187200
宮崎県児湯郡高鍋町大字北高鍋８０１
番地　Ｔ－ＭＡＸ　高鍋店

232400

調理補助（デイサービス陽は
る）

有限会社　児玉商事 ○デイサービス利用者の昼食等の調
理補助業務。
・１日昼食を５０～６０食作ります
・昼食を調理する準備等
・昼食後の片付け等
・その他付随業務

雇用・労
災・健康・
厚生

59歳
以下

178346
新富町大字三納代字石川１８８０－１
（株）南九州沖縄クボタ　新富営業所

218618

正社員：ホールスタッフ 九州パワーステーション　株
式会社

パチンコ店内でのホール業務全般を
行っていただきます。
・ホール内の巡回業務
・景品の補充・交換など
＊未経験の方も先輩スタッフが基礎
から丁寧に指導いたします。


雇用・労
災・健康・
厚生

18歳
～59
歳

160000
宮崎県西都市大字清水１８８番地

180000

農業資材販売配達・農産物集
荷・積込・農作業

有限会社　河原肥料店 ◯農業資材、肥料、農薬等販売配
達：主に配達業務
（エリア：西都市内一部、新富町、
高鍋町）
◯農産物集荷作業
８月～１２月初旬：原料甘藷集荷
業、

雇用・労
災・健康・
厚生

不問

112000
宮崎県児湯郡新富町大字上富田２９３
３－３「デイサービス　陽（はる）」

135000

介護職 株式会社たすけあいの郷つれ
づれ庵西都

○施設内における高齢者の介護業
務。
・食事、入浴、排泄、外出等。
・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
以上

雇用・労
災・健康・
厚生

59歳
以下

150000
宮崎県児湯郡高鍋町大字南高鍋　１１
０２

200000



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8日号

（フルタイム） 変形（1年単位） 大型特殊自動車免許
月給 (1)7時00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） （社用車：２トン・４トンダンプＭＴタイプ）

契約更新の可能性あり（原則更新） 45060-  821211
（フルタイム） 変形（1年単位） 大型特殊自動車第二種免許

月給 (1)7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：２トン・４トンダンプＭＴタイプ）

45060-  822511
（フルタイム）

月給 (1)10時00分～21時00分

普通自動車運転免許
雇用期間の定めなし 社用車：保冷車軽自動車ＭＴタイプ

45060-  823411
（フルタイム） 変形（1年単位）

月給 (1)8時00分～17時00分 普通自動車運転免許

雇用期間の定めなし

45060-  827911
（フルタイム） 変形（1年単位）

月給 (1)9時00分～18時00分 普通自動車運転免許
(2)9時00分～13時00分

雇用期間の定めなし

45060-  796311
（フルタイム） 変形（1年単位）

月給 (1)7時50分～17時00分 普通自動車運転免許

雇用期間の定めなし

45060-  799111
（フルタイム） 美容師

月給 (1)9時00分～17時00分

雇用期間の定めなし

45060-  802911
（フルタイム） 変形（1ヶ月単位） 看護師

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

雇用期間の定めなし 普通自動車運転免許

45060-  803111
（フルタイム） 変形（1ヶ月単位） 介護福祉士

月給 (1)8時30分～17時30分

(2)7時30分～16時30分 普通自動車運転免許
雇用期間の定めなし

45060-  804711
（フルタイム） 交替制あり

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

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

契約更新の可能性あり（条件あり） 45060-  805811
（フルタイム） 変形（1ヶ月単位） 調理師

月給 (1)8時00分～17時30分

(2)9時40分～19時10分

雇用期間の定めなし (3)6時00分～15時00分

45060-  806211

◎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)

180000
宮崎県西都市大字茶臼原１２５６－５

250000

肥育牛と繁殖牛の管理：正社
員

株式会社　サイトーファーム ○肉用牛の飼育、管理作業（全体
２，０００頭）
・牛舎の清掃、堆肥出し作業
○その他付随業務
＊体力が必要です。
＊詳細は面接時に説明します。


肥育牛と繁殖牛の管理：契約
社員

株式会社　サイトーファーム ○肉用牛の飼育、管理作業（全体
２，０００頭）
・牛舎の清掃、堆肥出し作業
○その他付随業務
＊体力が必要です。
＊詳細は面接時に説明します。


雇用・労
災・健康・
厚生

不問

雇用・労
災・健康・
厚生

45歳
以下

180000
宮崎県西都市大字茶臼原１２５６－５

250000

ホールスタッフ：正社員 株式会社　サイトーファーム
焼肉苑　齋藤牧場

◯店内接客業務全般
・お客様からのオーダー受付
（手元端末操作あり：操作指導しま
す）
・給仕から後片付け、レジ
・洗い場

雇用・労
災・健康・
厚生

59歳
以下

160000
宮崎県西都市大字妻１５２０－１
「焼肉苑　齋藤牧場」

220000

155000
宮崎県児湯郡高鍋町大字持田１７００

210000

養鶏作業員（川南農場・新富
農場・高鍋農場のいずれか）

有限会社　金鶏農場 ○農場内での飼育管理全般業務。
・鶏舎内のメンテナンス：機械の修
理等
・農場の消毒、清掃等
・採卵管理
・２トントラックでの鶏糞処理

教習指導員見習又は教習指導
員

高鍋産業　株式会社（高鍋自
動車学校）

当社は増田ホールディングスの一員
として自動車学校を運営しておりま
す。
○送迎、事務をしながら教習指導員
を目指します。
○資格取得後は教習指導員として初
心運転者の育成。

雇用・労
災・健康・
厚生

21歳
～45
歳

雇用・労
災・健康・
厚生

59歳
以下

184800 川南農場：川南町川南２５３６０－２新富農
場：新富町大字上富田５８７６番地高鍋農
場：高鍋町大字持田４８５５番地６277200

雇用・労
災・健康・
厚生

59歳
以下

180000
宮崎県児湯郡高鍋町大字持田１８６０
番地３

250000

美容師【急募】 ミキ美容室 ○美容全般又花嫁お支度業務
・パーマ・カラー・カット等
・その他、付随業務
＊詳細は面接時に説明します。
＊和装、花嫁着付を勉強したい方教
えます。


雇用・労災
不問

総合職 株式会社　井上商店 総合職として、社内の様々な業務を
行います。
　・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
　・総務、経理の補助
　・回収現場の事前確認

162000
宮崎県西都市大字茶臼原字轟９４１番
１　　デイサービス

211400

154000
宮崎県児湯郡高鍋町大字南高鍋６７５
５－１４

154000

雇用・労
災・健康・
厚生

59歳
以下

161200
宮崎県西都市大字茶臼原字轟９４１番
１　デイサービス

182000

介護職員（正社員）／（デイ
サービス）

社会福祉法人　信和会　特別
養護老人ホーム　幸楽荘

○デイサービスでの介護業務全般。
・デイサービス利用者の送迎
（８人乗りワゴン車の運転含む）
・送迎、食事、入浴、レクリエー
ションなどが主な業務です。
・その他付随業務


雇用・労
災・健康・
厚生

59歳
以下

看護職員／デイサービス 社会福祉法人　信和会　特別
養護老人ホーム　幸楽荘

○デイサービスでの看護業務及び機
能訓練指導員
・デイサービス利用者の送迎
・その他付随業務
＊詳細は面接時に説明します。

136900
宮崎県西都市大字茶臼原字轟９４１番
地１

170000

雇用・労
災・健康・
厚生

不問

148400
宮崎県西都市大字茶臼原字轟９４１番
１　デイサービス

165200

調理員（正社員） 社会福祉法人　信和会　特別
養護老人ホーム　幸楽荘

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

雇用・労
災・健康・
厚生

59歳
以下

介護職員（契約職員）／（デ
イサービス）

社会福祉法人　信和会　特別
養護老人ホーム　幸楽荘

○デイサービスセンターでの介護業
務
・送迎、食事、入浴介助、レクレー
ションなどが主な業務です。
　※送迎車は、ＡＴ限定（軽、普通
自動車）
・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

（パートタイム） 交替制あり

時給 (1)8時00分～15時00分

(2)8時00分～11時45分

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） (3)8時00分～16時00分

契約更新の可能性あり（条件あり） 45010- 5458111

（パートタイム） 看護師

時給 (1)8時30分～12時30分 准看護師

(2)7時30分～12時30分

雇用期間の定めなし

45060-  977511

（パートタイム） 変形（1年単位）

時給 8時00分～18時00分の間の

6時間以上

雇用期間の定めなし

40010-13259611

（パートタイム）

時給 (1)7時00分～11時00分

(2)15時00分～19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- 4994911

（パートタイム）

時給 (1)7時00分～11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)15時00分～19時00分

契約更新の可能性あり（原則更新） 40120- 5052511

（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- 5327611

（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- 5355811

（パートタイム） 調理師

時給 (1)8時30分～15時00分 栄養士

雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）

令和3年4月1日～令和3年6月30日

契約更新の可能性あり（条件あり） 45010- 5379711

（パートタイム）

時給 9時00分～18時00分の間の

5時間程度

雇用期間の定めなし

45030-  978811

（パートタイム）

時給 (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6月30日

契約更新の可能性なし 45060-  953011

（パートタイム）

時給 (1)9時00分～15時00分 普通自動車免許

雇用期間の定めなし

45060-  957111

（パートタイム）

時給 (1)10時00分～16時00分 普通自動車免許

雇用期間の定めなし 普通自動車免許：通勤用

45060-  959811

◎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)

清掃員／Ａコープ川南店 株式会社　文化コーポレーショ
ン

店舗内での清掃全般
・床の掃き拭き等
・トイレ清掃

＊制服貸与

雇用・労災

不問

840
宮崎県児湯郡川南町大字川南１３５９
３番地１「Ａコープ川南店」

840

年齢 仕事の内容

株式会社　メガ生鮮

正又は准看護師：（外来） 医療法人社団　児玉内科クリ
ニック

○外来看護業務全般。
　医療器具準備等の補助。
　受付補助等。
・その他、付随業務

＊詳細は面接時に説明します。

　≪　　急　募　　≫


雇用・労災

59歳
以下

850
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

・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

1000
宮崎県西都市大字三宅２９４９番地

1200

労災

不問

850
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

（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

不問

精肉加工販売／宮崎県児湯郡 株式会社　エル三和 スーパー内の精肉ブースでの作業
・社員の補助
・パック詰め、値札貼り
・商品の衛生管理
・簡単な接客

938
宮崎県児湯郡高鍋町大字北高鍋１３３
１番地４「高鍋営業所」

1500

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。
・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。

青果担当（４６３都農店） 株式会社　メガ生鮮 ・野菜や果物のカット、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
・ジャガイモを袋に入れたり、大根の
葉を切り落としたり、白菜をカットし
てラップにくるんだりします。

労災

69歳
以下

800
宮崎県児湯郡高鍋町大字北高鍋３５８
１－１アタックス高鍋店内

850

精肉担当（４６３都農店）

850
宮崎県児湯郡都農町大字川北５４７３
「トライアル都農店」

850

学校給食調理／高鍋町 シダックス大新東ヒューマン
サービス株式会社　宮崎営業所

学校給食調理業務（調理・洗浄等）

雇用・労災

18歳
～64
歳

830
宮崎県児湯郡高鍋町大字北高鍋４６０
０　高鍋東小学校・高鍋西小学校・高
鍋町中学校給食共同調理場

830

雇用・労災

不問

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。

820
宮崎県児湯郡高鍋町大字高鍋町６８４
番地ロ 日向利久庵　高鍋本店

820

農作業員 郡司真吾（郡司農園） ハウスピーマン、水稲栽培作業全般
・定植、収穫、選別、手入れ、草取り
など・その他付随業務
◎将来的には正社員登用検討中
＊繁忙期（冬場）と閑散期（夏場）が
有ります。
＊Ｗワーク（副業）：相談出来ます。

雇用・労災

不問

800
宮崎県児湯郡新富町大字伊倉ピーマン
ハウス

1200

雇用・労災

64歳
以下

店舗販売員（高鍋本店） 株式会社　日向利久庵 『日向利久庵　高鍋本店』における店
舗販売員業務。
　主にレジや接客業務。
　商品陳列、店内在庫管理業務。
　パソコン入力操作あり（Ｅメールや
売上の管理入力）
（パソコン入力は、採用後の習得で応
募可）


950
宮崎県児湯郡新富町大字新田４１８０

950

販売・接客（土・日・祝日のみ
勤務）

株式会社　餃子の馬渡 ◯『ママンマルシェＴＡＫＡＮＡＢＥ
店』での土曜、日曜、祝日　　のみの
勤務です。
・販売、接客
・レジ業務
・その他、付随業務
＊慣れてきたら餃子を焼く作業もして
頂きます。


その他

不問

850
宮崎県児湯郡高鍋町大字持田５６５６
番地１８「ママンマルシェＴＡＫＡＮ
ＡＢＥ店」

900

雇用・労災

59歳
以下

一般事務 宮崎サンフーズ　株式会社 ○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。

労災

64歳
以下

(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8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8日号

（パートタイム）

時給 (1)13時00分～17時00分

雇用期間の定めなし

45060-  961011

（パートタイム）

時給 (1)15時15分～21時00分

雇用期間の定めなし 普通自動車免許：通勤用・移動用

45060-  962311

（パートタイム）

時給 9時00分～16時00分の間の

5時間程度 普通自動車免許
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） （公用車　ＡＴタイプ）
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-  963611

（パートタイム）

時給 (1)13時30分～17時00分

雇用期間の定めあり（４ヶ月未満） 普通自動車免許：通勤用
～令和3年4月30日

契約更新の可能性あり（条件あり） 45060-  964911

（パートタイム）

時給 9時00分～16時00分の間の

5時間程度 普通自動車免許
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） （管用車：ＡＴタイプ）
令和3年4月6日～令和4年3月31日

契約更新の可能性なし 45060-  966711

（パートタイム）

時給 (1)10時00分～16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3年4月1日～令和4年3月31日

契約更新の可能性あり（原則更新） 45060-  967811

（パートタイム）

時給 16時00分～22時00分の間の 普通自動車免許

2時間程度

雇用期間の定めなし

40010-13107211

（パートタイム）

時給 16時00分～22時00分の間の 普通自動車免許

2時間程度

雇用期間の定めなし

40010-13114811

（パートタイム） 栄養士

時給 (1)8時30分～13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- 5045311

（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- 5106211

（パートタイム）

時給 (1)8時00分～17時00分

(2)8時00分～15時00分

雇用期間の定めなし

45030-  940311

（パートタイム） ホームヘルパー１級

時給 (1)9時00分～16時00分 ホームヘルパー２級

(2)10時00分～17時00分

雇用期間の定めあり（４ヶ月未満） ＊資格がなくても可

契約更新の可能性あり（原則更新） 45040- 2463611

◎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)

793
宮崎県児湯郡高鍋町大字高鍋町５８９
番地 工場

800

ホールスタッフ 株式会社　餃子の馬渡 ○フロアにて接客業務になります。
・レジ入力。
・注文、配膳、、片づけ、清掃、皿拭
き等。
・注文、予約電話応対等。
・その他、付随業務
＊詳細は面接時に説明します。


900
高鍋町『餃子の馬渡』：高鍋町大字北高鍋５
１８０番地 『ママンマルシェ：高鍋町大字
持田５６５６番地１８』

1000

雇用・労災

64歳
以下

餃子の製造 株式会社　餃子の馬渡 ○工場内での餃子の製造業務全般
・餃子の成型
・餃子の梱包作業
・その他、付随業務
＊詳細は面接時に説明します。

900
宮崎県西都市大字妻９０９－５

1300

事務補助 株式会社　餃子の馬渡 事務所内での事務補助業務
・データ入力
・伝票等チェック
・オンラインショップのチェック
・電話・来客応対
・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

64歳
以下

800
宮崎県児湯郡高鍋町大字高鍋町５８９
番地

850

労災

不問

総合事務 西都児湯森林管理署 ◯事務全般：パソコンにてデータ入力
◯外出業務：書類提出（郵便・銀行
等）
○その他、電話応対、接遇等全般を
行っていただきます。
＊詳細は面接時説明します。



900
宮崎県西都市大字妻９０９－５

1300

一般事務：月給制 東児湯地区遊技業組合 主に書類の作成・処理・ファイリング
やデータ入力、イベント賞品の発注や
郵便物の発送・仕分け・電話や来客応
対などを担当して頂きます。基本ひと
り体制ですがセキュリティ万全なワン
ルームの事務所内業務です。
その他付随業務

労災

不問

810
宮崎県児湯郡高鍋町大字北高鍋５１８
７番地コーポナガトモ１０３号

810

労災

不問

事務補助及び検知作業 西都児湯森林管理署 西都児湯森林管理署管内の森林官等の
行う伐採系森林整備に関する業務に係
る事務補助。
（具体的な業務）・素材（丸太）の検
知・請負現場等から搬出された素材
（丸太）の検知確認・請負現場等山元
工場の巡回及び素材（丸太）の保管

1500
宮崎県児湯郡内の生徒宅

3000

家庭教師／西都市 志成教育グループ株式会社 小・中学生を対象に当社のカリキュラ
ムにて学習指導を行なう。

雇用・労災

不問

1500
宮崎県西都市の生徒宅

3000

労災

不問

家庭教師／児湯郡 志成教育グループ株式会社 小・中学生を対象に当社のカリキュラ
ムにて学習指導を行なう

850
宮崎県西都市大字清水７９３「清水台
通所センター」

900

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。

労災

不問

1000
宮崎県児湯郡新富町大字上富田４６３
７－１

1000

労災

不問

栄養士（午前）／清水台通所セ
ンター（西都市）

日清医療食品　株式会社　南九
州支店　宮崎営業所

・発注、在庫の管理、現場業務を行っ
て頂きます。

＊月～土の３～４日程度の勤務です。

＊雇用期間終了後は、１年毎の更新と
なります。

800
宮崎県児湯郡都農町大字川北１９８５
９－７４『都農作業所』

850

介護業務（西都市） 株式会社　スマイルジョブ ＊食事介助、入浴介助、排泄介助、清
拭、レクレーション、居室の清掃等を
行っていただきます。
＊未経験の方でも丁寧に指導いたしま
す。
※派遣期間は３ヶ月となっています
が、原則更新となっています。


雇用・労
災・健康・
厚生

18歳
以上

950
宮崎県西都市

1150

雇用・労
災・健康・
厚生

64歳
以下

ハウス内作業 株式会社　食健農園 ハウス内でのピーマン、イチゴの育成
に係る作業。
（単純な作業です）
苗の植え付け、手入れ、摘果、収穫ま
での一連の作業。

１１月～６月（繁忙期）は週４０時間

雇用・労災

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

(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8日号

（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-  918511 間の6時間以上

（パートタイム）

時給 10時00分～17時00分の間の

3時間以上 普通自動車免許
雇用期間の定めなし 社用車：ＡＴタイプ

45060-  920611

（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-  921911

（パートタイム）

時給 (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-  928011

（パートタイム） 保健師

時給 (1)8時30分～16時30分 看護師

普通自動車免許
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） （公用車：軽ＡＴタイプ）
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-  930111

（パートタイム）

時給 (1)11時00分～14時00分

雇用期間の定めなし

45060-  931711

（パートタイム）

時給 9時00分～18時00分の間の

6時間

雇用期間の定めなし

45060-  932811

（パートタイム） ホームヘルパー２級

時給 7時00分～20時00分の間の 介護福祉士

5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（原則更新） 45060-  940711

（パートタイム） 交替制あり 調理師

時給 7時30分～17時00分の間の 栄養士

7時間程度

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 普通自動車免許
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-  949111

（パートタイム）

時給 (1)8時30分～12時30分

雇用期間の定めなし

45060-  951511

（パートタイム）

時給 (1)9時00分～15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-  952411

（パートタイム）

時給 (1)10時00分～16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3年4月1日～令和4年3月31日

契約更新の可能性あり（原則更新） 45060-  965111

◎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)

1040
宮崎県児湯郡川南町大字川南１９４０
３－４

1240

ホールスタッフ（峠の里） 有限会社　井尻太郎茶園 〇ホールスタッフ・接客業務
・オーダー取り
・食事提供・簡単な盛り付け・配膳・
片付け・清掃等
（スイーツ、パフェ、ソフトクリー
ム、お茶、料理）
・販売、レジ（お茶・お菓子・雑貨・
服・陶器等）

793
宮崎県児湯郡川南町大字川南２０１９
７－１峠の里

793

雇用・労
災・健康・
厚生

不問

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

980
宮崎県児湯郡高鍋町大字北高鍋７５５
－１

1000

障害者就労支援員（施設外就労
担当）

株式会社　シエル・エ・メール ・障害者就労支援Ｂ型事業所での就労
支援としての作業指導、見守り（主に
農場での作業になります）
・日常生活をする上での生活支援、指
導、日報、記録などの簡単な事務作
業。・利用者の送迎業務（社用車あ
り）

労災

59歳
以下

850
宮崎県児湯郡高鍋町大字高鍋町８４２
－８

900

労災

不問

保育士 学校法人　宮崎カトリック学園
高鍋カトリック聖母幼稚園

○０歳～５歳児までの保育補助業務全
般
・その他付随業務

※詳細は面接時に説明いたします


1197
宮崎県児湯郡木城町大字椎木２１４８
－１「木城町保健センター」

1197

店内スタッフ ひえつき食堂 店内における、接客業務等全般
・接客、電話対応、片付け、食器洗浄
・簡単な盛り付け
・店内の清掃
・その他付随業務
＊詳細は面接時説明します。

雇用・労災

不問

900
宮崎県児湯郡高鍋町大字蚊口浦５１２
１

900

雇用・公
災・健康・
厚生

不問

会計年度任用職員：保健衛生業
務員

木城町役場 ○木城町保健センターにおける保健衛
生業務
○新型コロナワクチン接種に係る業
務、乳幼児検診業務
○訪問業務、パソコン入力業務、電話
対応等
・その他付随業務
＊詳細は面接時説明します。


800
宮崎県児湯郡高鍋町大字南高鍋１００
３２－２

880

介護職 社会福祉法人　三星会　 ○施設入居者の介護業務全般。
（入居者９０名、ショートステイ１０
名）
・入浴介助、おむつ交換等
・その他付随業務
＊詳細は面接時に説明します。
＊資格が無い方でも応募可
◆契約は年度単位となります。


その他

不問

850
宮崎県西都市大字平郡字菰田５９８－
１「特別養護老人ホーム　三納の里」

900

雇用・労災

不問

通販受注対応担当【急募】 株式会社　ヤミー・フードラボ ◯インターネット通販受注処理、お客
様対応
◯商品梱包、出荷作業
◆パソコン操作あり
（基礎的なエクセル、ワードの使用経
験のある方）

1099
宮崎県児湯郡木城町大字椎木４２４６
番地「木城町立めばえ保育園」

1099

リハビリ助手【急募】 医療法人　山仁会　山口整形外
科

○リハビリテーションの補助業務。
・器具の装置補助。
○パソコン入力、電子カルテ入力。
・記録作成等。
○その他、付随業務
＊詳細は面接時説明します。

≪　　急　　募　　≫

雇用・労災

不問

840
宮崎県児湯郡高鍋町大字北高鍋３２３
５－３

900

雇用・公
災・健康・
厚生

不問

会計年度任用職員：調理師　木
城町立めばえ保育園

木城町役場 ○木城町立めばえ保育園における給食
調理業務
・保育園での調理業務：献立表作成、
材料発注
・その他付随業務
＊詳細は面接時説明します。
（応募対象資格）
調理師、栄養士

898
宮崎県児湯郡高鍋町大字上江８３４０

1120

一般事務：時給制 東児湯地区遊技業組合 主に書類の作成・処理・ファイリング
やデータ入力、イベント賞品の発注や
郵便物の発送・仕分け・電話や来客応
対などを担当して頂きます。基本ひと
り体制ですがセキュリティ万全なワン
ルームの事務所内業務です。
その他付随業務

雇用・労災

不問

800
宮崎県児湯郡高鍋町大字北高鍋５１８
７番地コーポナガトモ１０３号

850

雇用・公災

不問

事務補助（短時間勤務非常勤職
員）

高鍋公共職業安定所 職業紹介部門及び事業所部門における
業務
・来所者用パソコンによる求人・求職
申込みの手続きや求人情報　　検索の
方法の案内、操作方法の支援・求人情
報紙、各種資料作成、関係書類整理
・電話応対

労災

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

(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8日号

（パートタイム） 交替制あり

時給 (1)8時30分～16時30分

(2)16時15分～0時15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） 44010- 5233411

（パートタイム）

時給 13時00分～18時00分の間の

4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-  841311

（パートタイム）

時給 (1)20時00分～0時00分

雇用期間の定めなし

45060-  871811

（パートタイム） 変形（1ヶ月単位） 介護職員初任者研修修了者

時給 (1)17時00分～9時00分 ホームヘルパー１級

介護福祉士
雇用期間の定めなし ヘルパー２級あれば尚可

45060-  880211

（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-  883011

（パートタイム）

時給 (1)8時30分～17時00分 普通自動車免許

(2)12時30分～21時00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3年9月30日

契約更新の可能性あり（条件あり）
45060-  893611

（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-  899511

（パートタイム）

時給 (1)13時00分～18時00分

雇用期間の定めなし

45060-  900511

（パートタイム） 変形（1年単位） 普通自動車第二種免許

時給

7時00分～2時00分の間の 普通自動車免許
雇用期間の定めなし 7時間程度

45060-  906111

（パートタイム） 交替制あり

時給 (1)10時00分～16時00分

雇用期間の定めなし

45060-  908811

（パートタイム） 変形（1ヶ月単位） ホームヘルパー２級

時給 (1)7時00分～16時00分 介護福祉士

(2)8時00分～17時00分 准看護師
雇用期間の定めなし (3)10時00分～19時00分

(4)17時00分～8時00分

45060-  910011

（パートタイム）

時給 9時00分～15時00分の間の 普通自動車免許

4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-  911311

◎ハローワークでは随時紹介を行っておりますので、すでに決定済となっている場合があります。あらかじめご了承ください。

◎この情報はfaxでも提供しています。ポーリング受信機能を使い0983-23-0849をコールして下さい。

◎ パートタイム求人の場合、賃金は時間給です。また、労働時間によって記載されている各種社会保険に加入できない場合があります。

◎紙面スペースの都合上、すべての求人を掲載することができない場合があります。スマートフォンでもハローワークで受理した求人を見ることができます。（https://www.hellowork.go.jp)

1000
宮崎県児湯郡高鍋町大字北高鍋２４１
１　「エーワンリンク　高鍋店」

1000

パート介護職員（グループホー
ム並木）

社会医療法人　暁星会　三財病
院

○グループホーム入居者９名に対する
日常生活上の支援と食事・入　浴・排
泄など介助
・その他付随業務
＊無資格でも正職員と連携しての業務
＊詳細は面接時に説明します

820
宮崎県西都市大字下三財８１２４－８
グループホーム並木

820

雇用・労
災・健康・
厚生

18歳
以上

ホールスタッフ（エーワンリン
ク高鍋店）

株式会社　エーワン エーワンで働くスタッフの半数は業界
未経験！！先輩が丁寧に指導しま
す！！ホールスタッフとしての業務
接客・遊技機周辺の清掃や、遊技、設
備トラブル等の対応を行いお客様に快
適な空間を提供して頂きます。

1100
宮崎県児湯郡高鍋町大字高鍋町６８７
番地

1100

介護職（訪問：夜勤担当）〈急
募〉

医療法人　雅会　シルバーコー
ト新町

○『住宅型有料老人ホーム　新町』で
の訪問介護業務全般。
（利用者　４０名）
・食事、排泄、体位変換等。
・見守り
・その他、付随業務

＊詳細は面接時に説明します。


労災

不問

800
宮崎県西都市新町１丁目６６番地

850

労災

20歳
以上

接客（スナック） スナック　はなみずき ○スナックにて、お客様にお酒等を提
供し、楽しくお話をしてもらう仕事で
す。＊初めての方でもスタッフが優し
く指導しますので未経験でも大丈夫で
す。週末・日曜日勤務できる方希望。
＊Ｗワーク（副業）：可

793
宮崎県児湯郡新富町大字上富田８９３
５

793

一般事務 一般社団法人　西都市西児湯医
師会

◯事務所内での一般事務補助業務
・パソコン（ワード、エクセル）で簡
単な文書や表の作成・請求書作成：月
１～１０件（数分で作成可）◯外部業
務：銀行、医療機関への届け物等、月
３回程度（近距離は自転車移動）。自
家用車使用時はガソリン代支給：任意
保険加入が条件。

労災

18歳
～65
歳

900
宮崎県西都市大字妻１５３６番地

900

雇用・労災

59歳
以下

漬物製造・包装工 キムラ漬物宮崎工業　株式会社 ○漬物（たくあん）の裁断、袋詰め、
仕上げなどの製造に関わる諸作業。・
その他付随業務
＊冬期は漬込み作業もあります。
＊ほとんど立ち仕事になるため、体力
と、異物混入を見分けるため　に視力
も必要になります。



800
宮崎県児湯郡高鍋町上江７０３６－３
６

800

テレフォンオペレーター（本
社）

株式会社　デナーダ ○電話を受電する業務です。
・電話、メール等の問い合わせ等を振
り分ける
・パソコン入力あり
・その他、付随業務

＊詳細は面接時に説明します。
＊ノルマや営業はありません。

雇用・労災

不問

820
宮崎県児湯郡都農町大字川北１１６７
番地４３

820

雇用・労
災・健康・
厚生

不問

【障】畜産技能職（高鍋第３農
場）

株式会社　カミチクファーム九
州

・軽作業（牛舎の清掃、環境整備）
・牛の給餌補助
・牛の健康管理
・その他付随作業あり。
動物が好きな方にぴったりなお仕事で
す。能力に合わせて業務内容を調整い
たします。

793
宮崎県西都市御舟町２丁目２９番地

800

事務職員 株式会社　丸喜　さくらの里 さくらの里で事務作業、電話応対、来
客対応及び日用品や食料品等の購買を
行っていただきます。
〇実績入力、「おたより」作成等。
・その他付随業務
※簡単なパソコン操作が可能であるこ
と。


雇用・労災

不問

793
宮崎県児湯郡川南町大字平田９１１－
６

900

雇用・労災

21歳
～59
歳

タクシー乗務員 宮崎タクシー株式会社　西都営
業所

○タクシー乗務員業務。（養成乗務員
制度あり）
「養成乗務員制度について」
・養成期間中の賃金（日当６，０００
円）・当社指定の自動車学校へ通って
頂きます。（費用については会社負
担）

900
宮崎県児湯郡都農町大字川北１６９７
５－３

950

通所リハビリ介護パート職員
（並木の里）

社会医療法人　暁星会　三財病
院

○通所リハビリ利用者４０名に対する
食事・入浴介助、排泄介助などの介護
業務全般
・その他付随業務
＊運転業務はありません。
＊詳細は面接時に説明します。

雇用・労災

59歳
以下

830
宮崎県西都市大字下三財８１２４－８

830

雇用・労災

18歳
以上

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

＊詳細は面接時に説明します。

グループホームこころみ（定員９名）

労災

不問

普通自動車免許１種取得後３年以上
の経験で取得可

初任者研修終了者、ヘルパー１級・
看護師（正）



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8日号

（パートタイム） ホームヘルパー２級

時給 8時30分～17時30分の間の 介護職員初任者研修修了者

3時間程度

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 普通自動車免許

契約更新の可能性あり（原則更新） 45060-  914111

（パートタイム） 介護支援専門員（ケアマネージャー）

時給 (1)9時00分～16時00分

普通自動車免許
雇用期間の定めなし

45060-  915711

（パートタイム）

時給 (1)9時00分～16時30分

(2)16時00分～23時30分

雇用期間の定めなし

又は9時00分～23時30分の

38010- 6389211 間の5時間以上

（パートタイム）

時給 9時00分～23時00分の間の

4時間以上

雇用期間の定めなし

38010- 6391311

（パートタイム） 交替制あり

時給 (1)6時45分～11時45分

(2)7時30分～13時30分

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） (3)13時15分～18時15分

契約更新の可能性あり（条件あり） 45010- 4687411

（パートタイム） 交替制あり

時給 (1)6時45分～11時45分

(2)7時30分～13時30分

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） (3)13時15分～18時15分

契約更新の可能性あり（条件あり） 45010- 4689311

（パートタイム）

時給 (1)9時10分～17時10分 普通自動車免許

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-  811111

（パートタイム）

時給 (1)9時00分～16時00分 普通自動車免許

(2)9時00分～17時00分

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

令和3年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-  812711

（パートタイム）

時給 (1)8時00分～16時00分 普通自動車免許

(2)9時00分～17時00分

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

令和3年4月1日～令和4年3月31日 又は8時00分～17時00分の

契約更新の可能性あり（条件あり） 45060-  813811 間の7時間程度

（パートタイム） 交替制あり 介護職員初任者研修修了者

時給 (1)7時30分～13時00分 ホームヘルパー２級

(2)13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

普通自動車免許

45060-  815511

（パートタイム） 介護職員初任者研修修了者

時給 (1)17時00分～9時00分 ホームヘルパー２級

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-  817011

（パートタイム） 交替制あり 介護職員初任者研修修了者

時給 (1)7時30分～13時00分 ホームヘルパー２級

(2)13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

普通自動車免許

45060-  818311

◎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)

1100
宮崎県西都市大字下三財８１２４－８
「訪問介護　並木」

1600

介護支援専門員【急募】 株式会社　耕智 ○グループホームこころみでの計画作
成業務。
・その他、付随業務
＊詳細は面接時に説明します。

グループホームこころみ（定員９名）


1000
宮崎県児湯郡都農町大字川北１６９７
５－３

2000

労災

不問

訪問介護職 社会医療法人　暁星会　三財病
院

○居宅における高齢者若しくは障がい
者の支援　・生活支援（調理・清掃・
洗濯・買い物代行等）・身体介護（オ
ムツ交換・入浴介助等）
・手書きによる活動記録記入。
・訪問範囲（西都市内）

1000
宮崎県児湯郡高鍋町大字北高鍋８０１
番地Ｔ－ＭＡＸ　高鍋店

1400

クリーンスタッフ 九州パワーステーション　株式
会社

＜未経験の方も大歓迎です！＞
パチンコ店内のフロアー・トイレ等の
清掃作業です。どなたでも活躍してい
ただけるお仕事です。特別なスキルも
一切不要です。年齢・ブランクも不問
なので、お気軽にご応募ください。

雇用・労災

不問

800
宮崎県児湯郡高鍋町大字北高鍋８０１
番地Ｔ－ＭＡＸ　高鍋店

800

労災

18歳
～59
歳

ホールスタッフ 九州パワーステーション　株式
会社

パチンコ店内でのホール業務全般を
行っていただきます。
・ホール内の巡回業務
・景品の補充、交換　など
＊未経験者の方も先輩スタッフが基礎
から丁寧に指導いたします。


850
宮崎県西都市大字右松３２９２－６５
「向陵台」

900

調理員（パート）／向陵台　調
殿館（西都市）

日清医療食品　株式会社　南九
州支店　宮崎営業所

・入所者様への食事提供業務を行って
いただきます。・調理補助、盛付、配
膳、洗浄等の業務
＊朝・昼・夕、各４５食程度の食事を
４名の調理員で提供します。
＊制服貸与あり


労災

18歳
～59
歳

850
宮崎県西都市旭１丁目１３番地「向陵
台　調殿館」

900

雇用・労災

不問

調理員（パート）／向陵台（西
都市）

日清医療食品　株式会社　南九
州支店　宮崎営業所

・入所者様への食事提供業務を行って
いただきます。
・調理補助、盛付、配膳、洗浄等の業
務
＊昼４０食程度の食事を２名の調理員
で提供します。
＊制服貸与あり

897
宮崎県児湯郡高鍋町大字南高鍋６９１
６－１


925

一般事務 公益社団法人　尾鈴農業公社 ・窓口にて来客対応、電話対応。
・パソコンを使用した各種事業におけ
る作業の受付
・作業料金の精算、その他事務的作業
・その他、付随業務


雇用・労災

不問

918
宮崎県児湯郡川南町大字川南２０２２
２番地１

918

雇用・労
災・健康・
厚生

不問

美術館事務補助 高鍋町役場 パソコンによる資料作成・ポスターや
チラシ等の作成を行います。
電話対応・受付対応の他、展示品の入
替やワークショップ企画の補助を行い
ます。その他、付随業務をお願いする
事もあります。


918
宮崎県児湯郡川南町大字川南２０２２
２番地１

918

介護職 株式会社たすけあいの郷つれづ
れ庵西都

○施設内における高齢者・障がい者の
介護業務。
（定員　１２名）
・食事介助、入浴介助、排泄介助、外
出介助等。

雇用・労
災・健康・
厚生

不問

850
宮崎県西都市大字清水１８８番地

850

雇用・労
災・健康・
厚生

不問

一般事務：尾鈴地域農業再生協
議会

公益社団法人　尾鈴農業公社 ○同事務所内にて、尾鈴地域農業再生
協議会での勤務
・都農町、川南町の農地調査
・外出業務あり（社用車ＡＴあり）
・来客対応、電話対応
・交付金の申請受付
・パソコン入力業務

雇用・労災

不問

雇用・労災

不問

雇用・労災

18歳
以上

1000
宮崎県西都市大字清水１８８番地

1000

介護職（夜勤専門） 株式会社たすけあいの郷つれづ
れ庵西都

○施設内における高齢者・障がい者の
介護業務。（定員　１２名）
・食事介助、排泄介助、見守り等。
・その他、付随業務

950
宮崎県西都市大字清水１８８番地

950

介護職 株式会社たすけあいの郷つれづ
れ庵西都

○施設内における高齢者・障がい者の
介護業務。
（定員　１２名）
・食事介助、入浴介助、排泄介助、外
出介助等。




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8日号

（パートタイム）

時給 8時00分～17時00分の間の 普通自動車免許

5時間以上

雇用期間の定めなし

45060-  820811

（パートタイム） 変形（1年単位）

時給 (1)8時00分～16時00分 普通自動車免許

雇用期間の定めなし

45060-  826611

（パートタイム） 交替制あり

時給 (1)9時00分～13時30分 普通自動車免許

(2)13時30分～18時00分

雇用期間の定めなし

45060-  798911

（パートタイム）

時給 (1)8時30分～10時30分 普通自動車免許

(2)15時00分～17時00分

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

令和3年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-  801611

（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

45060-  807511 間の5時間程度

（パートタイム）

時給 (1)8時30分～12時30分

(2)8時30分～15時30分

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

～令和4年3月20日

契約更新の可能性あり（原則更新） 45060-  809011

（パートタイム） 変形（1年単位）

時給 (1)18時30分～22時00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

契約更新の可能性あり（原則更新） 46010- 6858211

◎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)

養鶏作業員（川南農場又は新富
農場のいずれか）

有限会社　金鶏農場 ○農場内での飼育管理全般業務。
・鶏舎内のメンテナンス：機械の修理
等
・農場の消毒、清掃等
・採卵管理
・その他付随業務


肉用牛の飼育、管理 株式会社　サイトーファーム ○肉用牛の簡単な飼育、管理作業。
・牛舎の清掃。
・その他付随業務
＊詳細は面接時に説明します。

＊この仕事は体力が必要です。


59歳
以下

宮崎県西都市大字茶臼原１２５６－５
『サイトーファーム』

木城町大字椎木２２３２　日中一時預かりひこう
せんキラリ館　就労継続支援Ｂ型事業所　もくも
く　：両方兼務

1000

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


雇用・労災

不問

900

1019
宮崎県児湯郡都農町大字川北５１６４
番地　「高齢者ふれあいセンター」

1019

800
川南農場：川南町川南２５３６０－２　　新
富農場：新富町大字上富田５８７６番地

800

労災

800

運転手 都農町社会福祉協議会 ○都農町高齢者ふれあいセンター利用
者の送迎業務。
＊１０人乗り用のハイエースの運転
・その他、付随業務。
　
※１年毎の更新

雇用・労災

不問

支援員（ひこうせん、もくもく
の兼務）

特定非営利活動法人　ふぁむ・
ふぁーむ

○日中一時預かり事業の支援業務
・一緒に遊んだり、製作したりします
・対象児は小学生（軽度の発達障がい
児）・園外での活動もあります
○障害者の就労支援業務（アイロンが
け、裁縫、ランチ調理等）
○送迎車運転を行う時があります

雇用・労災

不問

労災

不問

1000
宮崎県児湯郡川南町平田字元原６６５
５－５　宮崎組合チキンフーズ株式会
社

1500

800

雇用・労災

不問

870

雇用・労
災・健康・
厚生

59歳
以下

宮崎県西都市大字茶臼原字轟９４１番
１　　

900

800
宮崎県児湯郡高鍋町大字上江２０７番
地

800

清掃スタッフ［児湯郡川南町］ 有限会社　トータル美研 ○食品工場内での清掃作業のお仕事に
なります
＊ご希望があれば勤務日数については
相談に応じます
＊未経験者の方も大歓迎！丁寧にお仕
事内容をお伝えします
《　急　　募　》

事務補助 医療法人　宏仁会　海老原総合
病院

放射線科内での補助業務
・集計、データ等パソコン入力作業
（エクセル、ワードの簡単な入力作
業）
・メッセンジャー業務
・検査介助
・書類整理、電話対応、清掃等


