
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） 美容師

月給 (1)9時30分～18時00分

雇用期間の定めなし

45060- 1157311

（フルタイム） 交替制あり

月給 (1)8時00分～16時15分

(2)16時00分～0時15分

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） (3)0時00分～8時15分

契約更新の可能性あり（条件あり） 45060- 1162211

（フルタイム） 第二種電気主任技術者

月給 (1)8時30分～17時00分 第三種電気主任技術者

雇用期間の定めなし （条件によっては第３種電気主任技術者で可）

45060- 1146511

（フルタイム） 変形（1ヶ月単位） 調理師

月給 (1)7時15分～16時00分 栄養士

(2)8時00分～16時30分

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） (3)8時15分～17時15分

(4)8時30分～17時00分

契約更新の可能性あり（条件あり） 45060- 1147411

（フルタイム） 変形（1年単位） 准看護師

月給 (1)8時15分～17時15分

普通自動車運転免許
雇用期間の定めなし

45060- 1152811

（フルタイム） 変形（1年単位） 介護福祉士

月給 (1)8時15分～17時15分

普通自動車運転免許
雇用期間の定めなし

45060- 1153211

（フルタイム） 変形（1ヶ月単位）

月給 (1)8時15分～17時15分 普通自動車運転免許

雇用期間の定めなし

45060- 1154511

（フルタイム） 交替制あり

月給 (1)8時30分～17時00分

(2)17時00分～8時30分

雇用期間の定めなし

45010- 6417711

（フルタイム） 変形（1ヶ月単位） 普通自動車第二種免許

月給 (1)6時30分～17時00分

(2)6時30分～19時00分 普通自動車運転免許
雇用期間の定めなし (3)9時00分～20時00分

(4)8時00分～22時00分

45010- 6448611 (5)19時00分～翌7時00分

（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 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

42040- 1545111

（フルタイム） 中型自動車免許

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：２トンダンプ（ＭＴタイプ）、

　　　　軽トラ各種ＡＴ、ＭＴ

45060- 1130011

（フルタイム） 変形（1ヶ月単位） ホームヘルパー１級

月給 (1)8時00分～17時00分 ホームヘルパー２級

介護職員初任者研修修了者
雇用期間の定めなし 介護福祉士あれば尚可

普通自動車運転免許

45060- 1131311

◎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

美容師 美容室　ｔｅｎ・ｔｅｎ ○美容師業務全般：カット、パー
マ、カラー等
・接客
・その他付随業務
＊詳細は面接時説明します。


171800
宮崎県児湯郡高鍋町大字蚊口浦５３２
３番地

171800

雇用・労
災・健康・
厚生

不問

139983
宮崎県児湯郡新富町富田一丁目５０番
地２

150009

【準社員】焼酎製造スタッフ 宝酒造　株式会社　黒壁蔵 〇もろみ製造工程における製造設備
のオペレーション、およびメンテナ
ンスをおこなっていただく仕事で
す。
〇その他、付随業務
＊先輩社員が親切丁寧に教えます。
＊ワークライフバランスのとり易い

雇用・労
災・健康・
厚生・財形

18歳
以上

152320
宮崎県児湯郡都農町大字川北１１７９
５番地

163520

デイサービス看護（准看護
師）（たかなべ）

株式会社　介護とリハビリの
エンゼル

○デイサービスでの看護・介護業務
（食事介助や入浴介助など）
○利用者の送迎と介助。
・その他、付随業務
【施設利用者数】
『デイサービスエンゼルたかなべ』
約４０名

 

雇用・労
災・健康・
厚生・財形

59歳
以下

190000
宮崎県児湯郡新富町大字上富田４６３
７－１

280000

調理員 社会福祉法人　日向福徳会
一の宮保育園

保育園給食の調理。
（２人体制約８０食分）
・給食事務。
（伝票処理支払い電話応対等）
・保育補助。
＊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

不問

ユーティリティ設備管理者 吉川工業アールエフセミコン
株式会社

○工場ユーティリティ設備維持管理
技術業務。
（電気主任技術者）
・その他、付随業務
＊詳細は面接時に説明します。



170000
宮崎県児湯郡高鍋町大字持田１７４１
－３
「デイサービスエンゼル　たかなべ」

200000

デイサービス介護【トライア
ル併用求人】（たかなべ）

株式会社　介護とリハビリの
エンゼル

○デイサービスでの介助業務。
・食事介助、入浴介助、排せつ介
助、レク企画
・利用者の送迎と介助
・その他、付随業務
＊詳細は面接時説明します。
                               
【施設利用者数】
「デイサービスエンゼルたかなべ」

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１７４１
－３
「デイサービスエンゼル　たかなべ」

230000

デイサービス介護：介護福祉
士【トライアル併用求人】

株式会社　介護とリハビリの
エンゼル

○デイサービスでの介助業務。
・食事介助、入浴介助、排せつ介
助、レク企画
・利用者の送迎と介助
・その他、付随業務
【施設利用者数】
「デイサービスエンゼル　たかな
べ」約４０名

雇用・労
災・健康・
厚生

59歳
以下

168105
宮崎県児湯郡都農町大字川北４８７４
－２
「都農町役場」

168105

タクシー乗務員／新富営業所 株式会社　オファサポート 新富営業所及び各待機所に待機し、
お客様のお電話や乗り込みを乗務員
同士が順番で行います。

経験者、未経験者に関わらず歓迎、
丁寧に指導いたします。
※勤務体制は面接時に詳しくご説明
いたします。


雇用・労
災・健康・
厚生

59歳
以下

150000
宮崎県児湯郡高鍋町大字持田１７４１
－３
「デイサービスエンゼル　たかなべ」

200000

常駐警備員（正社員）／都農
町

南日本警備保障　株式会社 ・外来者の対応、出入者監視
・電話応対、郵便物の受領保管
・巡回経路による巡回
・緊急災害発生の措置、連絡
・書類受領及び火葬場使用許可に関
する業務

＊制服貸与


雇用・労
災・健康・
厚生

18歳
～69
歳

240000
宮崎県児湯郡川南町大字川南字豊原２
１７３１－１２
株式会社　村里運輸　宮崎営業所

300000

建築配管・水道設備工事 株式会社　真咲水道 ○民間の建築水道工事を行って頂き
ます。
・住宅の上下水道、浄化槽設置工事
等。
・その他付随業務
＊エリア：主に宮崎市内、西都、児
湯
＊詳細は面接時に説明します。

雇用・労
災・健康・
厚生

64歳
以下

138000
宮崎県児湯郡新富町富田２－２６－１
「新富営業所」

150000

配車業務（宮崎営業所） 株式会社　村里運輸 １．配車業務（補助者）
・弊社車輌と協力会社様の車輌を含
め３０台～５０台程度の配車を
　組む業務（荷主は主に飲料）。
・現在配車担当は２名。

　※未経験者でも可。しっかり教え
ます。


雇用・労
災・健康・
厚生

45歳
以下

143000
宮崎県児湯郡都農町大字川北４７０７
－７

155000

雇用・労
災・健康・
厚生

不問

165000
宮崎県西都市大字右松２８９３番地１

215000

介護職 有限会社　鈴の音 ○デイサービスでの看護業務全般。
（定員１５名　現在約１３名）
・食事介助、入浴介助、排泄介助、
外出介助等。
○送迎あり（社用車：８人乗りバン
タイプＡＴ車）
・その他、付随業務
 
＊詳細については面接時に説明。

雇用・労
災・健康・
厚生

64歳
以下

(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22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22日号

（フルタイム） 変形（1ヶ月単位） 看護師

月給 (1)8時00分～17時00分 准看護師

雇用期間の定めなし 普通自動車運転免許

45060- 1132611

（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- 1133911

（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 ガス溶接技能者

雇用期間の定めなし ◆仕事上で必要な資格取得制度あり：会社負担

45060- 1135711

（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- 1137211

（フルタイム） 交替制あり

月給 (1)8時50分～18時00分 普通自動車運転免許

(2)10時50分～19時30分

雇用期間の定めなし

45060- 1138511

（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- 1141911

（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- 1142111

（フルタイム） 変形（1ヶ月単位）

月給 (1)9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- 1117911

（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- 1118111

（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- 1120511

（フルタイム） 変形（1ヶ月単位）

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 （社用車：ＭＴタイプ２トントラック、軽トラック）

45060- 1122011

（フルタイム） 変形（1ヶ月単位） ホームヘルパー２級

月給 (1)8時00分～17時00分 介護職員初任者研修修了者

(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 または初任者研修修了者以上

(4)17時30分～8時30分 普通自動車運転免許

45060- 1125911

◎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)

看護及び介護 有限会社　鈴の音 ○デイサービスでの看護業務全般。
（定員１５名　現在約１０名）
・食事介助、入浴介助、排泄介助、
外出介助等。
○送迎あり（社用車：８人乗りバン
タイプＡＴ車）
・その他、付随業務
 
＊詳細については面接時に説明。

240000
国有林：県央、県北
＊詳細は面接時説明します。

288000

自動車解体作業員：本社 有限会社　宮崎商会 ○自動車を解体する前の前処理作
業：フロンガス、エアバック取り
外し作業等
○車へフォークリフトでの積み卸し
作業
○その他、付随作業
＊詳細は面接時説明します。

雇用・労
災・健康・
厚生

64歳
以下

160000
宮崎県児湯郡都農町大字川北４７０７
－７

175000

林業作業員 高橋林業合同会社 ○国有林（県央・県北）を主とする
林業業務全般
・造林、植付、下刈、除伐、伐採作
業等
・その他付随業務
＊詳細は面接時に説明します。
＊現場へは乗り合いや直行直帰：対
応可


雇用・労
災・健康・
厚生

不問

161500
宮崎県児湯郡新富町大字上富田３２１
５番地

201500

販売員：準社員（本社：都
農）

有限会社　萱嶋洋品店（ファ
ミリーファッションカヤシ
マ）

○衣料品販売及び商品管理。
・商品管理、発注、品出し陳列、在
庫管理。
・接客、レジ業務
・その他付随業務
＊詳細は面接時説明します。
・客層は女性が多く、幅広い年代。
 
・忙しい時間帯は午後から。

雇用・労
災・健康・
厚生

59歳
以下

169500
宮崎県児湯郡高鍋町大字上江６２１７
－５

180800

加工・組立 株式会社　井崎製作所 〇鉄・アルミニウム・ステンレス等
の材料を加工し、様々な形の製　品
にしていきます。ミリ単位、インチ
単位での作業になりますが　部品加
工に欠かせない作業です。
〇組立では、様々な形の部品を組み
立て一つの製品を作り上げていきま
す。　・その他付随業務

雇用・労
災・健康・
厚生

59歳
以下

200000
宮崎県西都市大字三宅２２５６－１

250000

建築作業員（経験者） 菊池建設 ○木造住宅を主に新築、増築、住宅
防音工事の施工
○その他、付随業務
◆エリア：主に西都市

＊詳細は面接時に説明します。

雇用・労
災・健康・
厚生

59歳
以下

153120
宮崎県児湯郡都農町大字川北５３６４
－１

153120

建築作業員（未経験者） 菊池建設 ○木造住宅を主に新築、増築、住宅
防音工事の施工
○その他、付随業務
◆エリア：主に西都市

＊詳細は面接時に説明します。

雇用・労災

不問

200000
宮崎県児湯郡高鍋町大字蚊口浦５３２
８番地

230000

配管工 森ガス水道工事　有限会社 上下水道工事現場作業
パソコンでの現場資料作成
ガスの保安点検
その他付随業務
詳細は面接時説明します。

雇用・労災

不問

300000
宮崎県西都市大字三宅２２５６－１

330000

営業 有限会社　安藤英次電器商会 ◯エディオン高鍋店での販売・接
客・営業。
・商品説明、提案
・店内レジ業務
・売場及び製品の誘導、案内
・簡単な事務（伝票作成等）
・その他、付随業務
＊家電業界での経験がなくても先輩

雇用・労
災・健康・
厚生

69歳
以下

149600
宮崎県児湯郡新富町大字新田９３３－
２

149600

精肉カット、加工、外販担当
（こころ）

株式会社　サイトーファーム ○精肉カット
○精肉加工：地所で生産した牛肉を
使いハンバーグ、メンチカツ、　コ
ロッケ、カレー等を調理し、真空
パック詰め作業
・生肉のパック詰め作業。
○接客、レジ。
◯外販：西都市、児湯郡のイベント

雇用・労
災・健康・
厚生

59歳
以下

190000
宮崎県児湯郡木城町大字高城４０６８
－１

355000

一般事務 株式会社　マコト鉄工 ・書類作成の手伝い（パソコン入
力）
・電話応対
・雑務
・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

64歳
以下

143000
宮崎県児湯郡高鍋町大字北高鍋１０８
９

165000

雇用・労
災・健康・
厚生

59歳
以下

170000
宮崎県西都市大字茶臼原１２３５番地
『直売・加工場（こころ）』

230000

介護職員（デイサービス・有
料老人ホーム）【急募】

株式会社　豊和会 ○デイサービス利用者（約１５名）
及び有料老人ホーム（１５床）　の
介護業務全般。
・食事介助、排泄介助、入浴介助
等、その他。
・送迎あり。（高鍋町内）
・送迎車は普通自動車又は軽自動
車。

雇用・労
災・健康・
厚生

18歳
～59
歳



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22日号

（フルタイム） 看護師

月給 (1)8時30分～17時30分

(2)8時30分～12時30分

雇用期間の定めなし

45060- 1128811

（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- 1129211

（フルタイム） 変形（1ヶ月単位）

月給 (1)9時20分～18時00分 普通自動車運転免許

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

令和3年4月1日～令和4年6月30日

契約更新の可能性なし 45010- 6279911

（フルタイム）

月給 (1)9時00分～17時40分 普通自動車運転免許

雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）

契約更新の可能性あり（条件あり） 45040- 2974911

（フルタイム） 司書

月給 (1)8時30分～19時15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） 13010-23425111

（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）

令和3年4月1日～令和3年5月31日

契約更新の可能性あり（条件あり） 45010- 6201011

（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- 6223811

（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- 6225511

（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5月31日

契約更新の可能性なし 45010- 6230811

（フルタイム） 変形（1ヶ月単位）

月給 (1)6時30分～17時00分 普通自動車運転免許

(2)6時30分～19時00分

雇用期間の定めなし (3)9時00分～20時00分

(4)8時00分～22時00分

45010- 6157911 (5)19時00分～翌7時00分

（フルタイム）

月給 (1)8時00分～17時30分 普通自動車運転免許

雇用期間の定めなし

45060- 1103811

（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)17時00分～9時00分 普通自動車運転免許
雇用期間の定めなし

45060- 1104211

◎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)

正看護師 医療法人社団　博心会　大山
脳神経外科クリニック

○クリニック内での診療補助、看護
業務全般。
・外来（日勤のみ）
・その他、付随業務あり
＊詳細は面接時説明します。　

　



180000
宮崎県児湯郡新富町大字新田９３３－
２

250000

一般事務／高鍋営業所 株式会社　スズキ自販宮崎 一般事務（フロアスタッフ）
・フロアスタッフとして、受付から
営業に引き継ぐまでの
　お客様対応（席の案内、お茶出
し、電話対応）等を行って
　いただきます。
・車の引き取り
・展示場維持管理


雇用・労
災・健康・
厚生

59歳
以下

160000
宮崎県児湯郡新富町富田１丁目３番地
２

218000

金属加工機械オペレーター 株式会社　マコト鉄工 ○鋼材加工機械を操作して、材料を
寸法通りに切断や穴あけを行う
・その他、付随業務

＊詳細は面接時説明します。

雇用・労
災・健康・
厚生

64歳
以下

173340
宮崎県児湯郡高鍋町

173340

文化ホールおよび図書館業務
／川南町

株式会社　図書館流通セン
ター　図書館サポート事業部

文化ホールおよび図書館業務全般
＊土日祝含む週５日
　８時３０分～１９時１５分のうち
実働７．５時間　　　
＊お問い合わせは平日１７：００ま
でにお願いいたします。
　図書館への直接のお問い合わせは
ご遠慮下さい。


雇用・労
災・健康・
厚生

不問

137232
宮崎県児湯郡高鍋町大字持田字高河原
３２１０
　高鍋営業所

137232

自動車ディーラー店での一般
事務（高鍋）

株式会社　総合プラント　都
城営業所

大手自動車ディーラー店での一般事
務のお仕事です。
・出納業務（入出金処理）
・書類作成～整理～ファイリング
・勤怠管理
・お客様書類の発送準備等の手続き

雇用・労
災・健康・
厚生

不問

164920
宮崎県児湯郡都農町大字川北１４４
４ーロ

164920

会社の管理職員 株式会社　ＭＵＳＡＳＨＩ 野菜の出荷業務になります。又、１
週間先の業務の工程作成等も行って
頂きます。管理経験者の方を募集し
ます。

定年を迎えられた方でもＯＫです。

雇用・労
災・健康・
厚生

不問

146970
宮崎県児湯郡川南町大字平田２３８６
－３
川南町立図書館（文化ホール）

146970

野菜つけ物工／都農町 株式会社　ＭＵＳＡＳＨＩ 漬物の加工や袋詰め、野菜のカット
などを行います。


＊明るい挨拶ができる方を募集しま
す。
＊未経験の方も丁寧に指導致しま
す。

雇用・労
災・健康・
厚生

不問

雇用・労
災・健康・
厚生

不問

191840
宮崎県児湯郡都農町大字川北１６９５
２番地１

191840

出荷受荷係事務員 株式会社　ＭＵＳＡＳＨＩ 野菜の受注や出荷伝票をＰＣにて管
理。後任者でも扱えるシステム構
成、周知を行って頂きます。経験者
の方を募集します。

定年を迎えられた方でもＯＫです。

雇用・労
災・健康・
厚生

不問

雇用・労
災・健康・
厚生

不問

154613
宮崎県児湯郡川南町大字川南１３６５
８－１

154613

174400
宮崎県児湯郡都農町大字川北１６９５
２番地１

174400

野菜の梱包・仕分け（短期）
／川南町

スタッフラインズ　株式会社 ・選果場での野菜類の梱包・仕分
け・袋詰めなどのお願いします。
・扱うものは、トマトやキュウリな
どです。
・重さを計ったり、箱に入れたりな
ど難しい作業はありません。
・重量物もありません。
・付随する作業をお願いします。


143424
宮崎県西都市大字茶臼原１００３番地


155520

看護職（入所看護）：菜花園 医療法人　隆徳会　老人保健
施設　菜花園

○入所者様の健康管理、バイタル
チェック、観察、褥瘡処置等
○容態が急変した場合の対処→医師
への連絡、病院への付き添い等
○他の職種と連携し食事、入浴、ト
イレ介助等
○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

64歳
以下

138000
宮崎県児湯郡高鍋町大字北高鍋１０２
０番地
「高鍋営業所」

150000

総合事務員 有限会社　有田牧畜産業 ◯牧場内事務所での管理事務。
・書類作成（伝票・請求書等）
　ＰＣ業務
・電話応対
・その他、付随業務

＊事業所内の別部署の手伝いをする
場合もあります。


雇用・労
災・健康・
厚生

59歳
以下

タクシー乗務員／高鍋営業所 株式会社　オファサポート 高鍋営業所及び各待機所に待機し、
お客様のお電話や乗り込みを乗務員
同士が順番で行います。

経験者、未経験者に関わらず歓迎、
丁寧に指導いたします。
※勤務体制は面接時に詳しくご説明
いたします。


雇用・労
災・健康・
厚生

18歳
～59
歳 153100

宮崎県西都市大字穂北字東原５２５３
－４

203100



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22日号

（フルタイム） 変形（1ヶ月単位） 危険物取扱者（丙種）

月給 8時00分～18時00分の間

の8時間程度 普通自動車運転免許
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

～令和4年3月31日

契約更新の可能性あり（原則更新） 45060- 1106411

（フルタイム） 変形（1ヶ月単位） ２級農業機械整備技能士

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） 農業機械整備技能士３級：あれば尚可

～令和4年3月31日 普通自動車運転免許
契約更新の可能性あり（原則更新） 45060- 1108311

（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

普通自動車運転免許
雇用期間の定めなし

45060- 1109611

（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- 1110811

（フルタイム） 交替制あり 医療事務資格

月給 (1)8時00分～17時30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)8時00分～12時30分

45060- 1112511

（フルタイム） 変形（1年単位）

月給 (1)10時00分～19時30分 普通自動車運転免許

雇用期間の定めなし

45060- 1096911

（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ヶ月以上） 普通自動車運転免許
～令和4年3月31日

契約更新の可能性あり（原則更新） 45060- 1101111

◎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)

126880
宮崎県西都市大字藤田１０８３番地

132800

農業機械修理スタッフ：農自
燃料課

西都農業協同組合 農業機械修理業務
農業機械設置業務
その他付随業務

＊詳細は面接時に説明します。

＊更新は年度毎の更新

給油スタッフ「三財給油所」 西都農業協同組合 ○給油業務
○洗車業務
○その他付随業務

＊詳細は面接時に説明します。

＊更新は年度毎の更新

雇用・労
災・健康・
厚生

不問

300000
宮崎県児湯郡西米良村大字村所１０５
－１９

350000

現場作業員 有限会社　横山建設 ◯宮崎県及び西米良村発注の公共工
事で土木工事に関する
・現場作業、土木作業
・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

150000
宮崎県西都市右松２１０１－１
農自燃料課

180000

施工管理者 有限会社　横山建設 ◯宮崎県及び西米良村発注の公共工
事で土木工事に関する
・一般的な施工管理で相手先との工
事打合せ、書類作成等の現場代　理
人の主任技術者が行う仕事です。
・パソコン作業（ＣＡＤ）を使用し
ます（指導します）
 
＊その他付随業務

雇用・労
災・健康・
厚生

64歳
以下

145000
宮崎県西都市右松１０８２

197600

雇用・労
災・健康・
厚生

64歳
以下

196350
宮崎県児湯郡西米良村大字村所１０５
－１９

200970

医療事務 久保循環器内科医院 ・受付、電話対応
・会計処理
・診療報酬請求業務
・カルテ入力（医師陪席）
・院内の環境整備、清掃等
・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

145300
宮崎県児湯郡川南町大字川南１３５７
５－１
『川南給油所』

151600

雇用・労
災・健康・
厚生

59歳
以下

170000
宮崎県児湯郡高鍋町大字北高鍋１３８
８―２

250000

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。
◆１年毎の更新（年度ごとの更新と
なります）＊正社員への登用あり



雇用・労
災・健康・
厚生

不問

販売スタッフ（高鍋店）《急
募》

勝田被服　株式会社　高鍋工
場

「オーダースーツかつだ　高鍋店」
での店内接客。
○当社直営店「オーダースーツ　か
つだ」での店頭販売の仕事にな　り
ます。
・その他、付随業務

＊詳細は面接時に説明します。



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30分～13時00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- 1158611
（パートタイム）

時給 (1)9時00分～16時00分

雇用期間の定めなし

45060- 1159911
（パートタイム） ボイラー取扱作業主任者

時給 (1)13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- 1160711
（パートタイム） 介護福祉士

時給 (1)9時00分～16時30分 ホームヘルパー２級

雇用期間の定めなし 普通自動車運転免許

45060- 1161811
（パートタイム） 変形（1ヶ月単位） ホームヘルパー２級

時給 8時00分～17時00分の間

の2時間以上 普通自動車運転免許
雇用期間の定めなし

45060- 1148011
（パートタイム） 変形（1年単位） 准看護師

時給 (1)8時15分～17時15分

又は8時15分～17時15分の

雇用期間の定めなし 間の4時間以上 普通自動車運転免許

45060- 1150111
（パートタイム）

時給 8時15分～17時15分の間の 普通自動車運転免許
6時間程度

雇用期間の定めなし

45060- 1151711
（パートタイム）

時給 (1)18時00分～22時00分

(2)18時00分～0時00分

雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）

～令和3年4月30日

契約更新の可能性あり（条件あり） 45060- 1155411
（パートタイム）

時給 (1)8時00分～16時00分 普通自動車運転免許

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

～令和3年9月30日

契約更新の可能性あり（条件あり） 45010- 6402511
（パートタイム）

時給 (1)9時00分～15時15分

雇用期間の定めなし

44010- 7023911
（パートタイム）

時給 (1)8時00分～11時30分

雇用期間の定めなし

45010- 6339411
（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- 6389511
（パートタイム）

時給 8時00分～20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）

～令和3年10月1日

契約更新の可能性あり（条件あり） 45010- 6267411
（パートタイム）

時給 (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 ＊チェンソー取扱免許・刈払機取扱

・伐倒資格：必須

45060- 1134111
（パートタイム） 看護師

時給 (1)8時00分～17時00分 准看護師

雇用期間の定めなし 普通自動車運転免許

45060- 1136811
（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 看護師
ホームヘルパー１級

雇用期間の定めなし 介護職員初任者研修終了者、准看護師、

介護福祉士

45060- 1139411 普通自動車運転免許

◎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
宮崎県児湯郡木城町大字高城３８８８
番地１

1100

介護業務【夜勤専門】

雇用・労災
不問

1000
宮崎県西都市大字南方３３０９番地４

1000

有限会社　さくら 住宅型有料老人ホーム（入所者　５
名）での介護業務全般。
・食事介助、入浴介助、排泄介助
等。
・その他、付随業務
＊労働日数については相談に応じ


労災
18歳
以上

林業作業員／パート・アルバ
イト

高橋林業合同会社 ○国有林（県央・県北）を主とする
林業業務全般
・造林、植付、下刈、除伐、伐採作
業等
・その他付随業務
＊詳細は面接時に説明します。

労災
不問

1286
国有林：県央、県北
＊詳細は面接時説明します。

1714

看護職員（デイサービス） 合同会社　生活設計　デイ
サービス　のどか

◯看護及び介護業務全般。
・デイサービス（定員１５名）にお
ける看護業務
・その他付随業務
・送迎（社用車使用：軽自動車）
・送迎範囲（西都市内）


学校給食配送員／富田地区給
食調理場

株式会社　総合人材センター
宮崎支店

富田給食センターから各学校への給
食の配送と付帯業務を行って頂きま
す。
≪主な仕事内容≫
・富田小学校・富田中学校への給食
の配送・食器等の回収

雇用・労災
不問

800
児湯郡新富町大字三納代１９１１番地
１　　「富田地区給食調理場」

850

スーパー店舗業務／高鍋町 株式会社　ワークスタッフ
宮崎営業所

高鍋町スーパーでの下記業務のいず
れか
・レジ、カウンター業務
・品出し、陳列、発注
・畜産コーナー
・水産コーナー

雇用・労災
不問

950
宮崎県児湯郡高鍋町大字北高鍋字中畑
田５０３５

950

ホテルフロント業務（宮崎新
富店）※急募※

株式会社　アメイズ（ＨＯＴ
ＥＬ　ＡＺチェーン）

＜フロント業務の内容＞
・接客※チェックアウト対応
・パソコン入処理
・メンテナンス業者への清掃指示書
の作成
・フロント置き備品補充

労災
61歳
以下

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

清掃業務（午前）／西都郵便
局

株式会社　中央ビルファシリ
ティーズ

西都郵便局の日常清掃
　玄関ホール、事務室、会議室、廊
下、階段、男女トイレ、洗面所　、
湯沸室等の清掃、消耗品の補充

詳細は面接時に説明します。


労災
不問

850
宮崎県西都市中央町２－３１
「西都郵便局」

850

清掃作業員（冷凍野菜ライ
ン）

株式会社　ジェイエイフーズ
みやざき

○冷凍野菜製造ラインの清掃作業。
・高圧洗浄機を使用して野菜加工ラ
インの洗浄。
・工場内の野菜くずの清掃、その
他。
・その他、付随業務

雇用・労災
18歳
以上

900
宮崎県西都市大字南方３３９８番地２

900

学校給食配送員／西都市学校
給食センター

株式会社　総合人材センター
宮崎支店

西都市学校給食センターから各小中
学校への給食の配送と付帯業務調理
場内補助業務を行って頂きます。
≪主な仕事内容≫
・西都地区担当の各小中学校への給
食の配送・食器等の回収

雇用・労災
不問

800
宮崎県西都市大字清水７５２番地１
「西都市学校給食センター」

850

デイサービス看護（准看護
師）（たかなべ）

株式会社　介護とリハビリの
エンゼル

○デイサービスでの看護・介護業務

・食事介助や入浴介助など
○利用者の送迎と介助。
・その他、付随業務
【施設利用者数】

雇用・労
災・健康・
厚生

不問

1000
児湯郡高鍋町大字持田１７４１－３
「デイサービスエンゼル　たかなべ」

1100

デイサービス介護（たかな
べ）

株式会社　介護とリハビリの
エンゼル

◯デイサービスでの介護業務
・食事介助、入浴介助、排泄介助、
レク企画。
・利用者の送迎と介助。
・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
児湯郡高鍋町大字持田１７４１－３
「デイサービスエンゼル　たかなべ」

1000

介護職／通所介護事業所 株式会社　兒玉 〇デイサービス利用者様の日常生活
（食事介助・排泄介助等）
　の介護業務
（利用者定員：４５名）
・その他付随業務
＊詳細は面接時説明します。

労災
64歳
以下

793
児湯郡新富町大字上富田３８０９番地
デイサービスセンター優

870

訪問介護職 合同会社　ケアセンターここ
ろ

◯訪問介護業務全般。
・契約しているお宅に伺い、食事介
助、入浴介助、排泄介助等業務
・医療機関への付き添い
・記録つけ作業；手書き
（エリア：児湯郡、西都市、宮崎
市）

労災
64歳
以下

1350
宮崎県児湯郡高鍋町大字高鍋町５０７
番地２

1810

年齢 仕事の内容

ボイラー管理及び清掃員（会
計年度任用職員）

宮崎県立農業大学校 ○宮崎県立農業大学校にて学生寮及
び総合農業研修センター浴場用のボ
イラーの運転管理業務。
○ボイラー室及び浴場の清掃管理。
○その他、所属長が指示する業務。
○その他、付随業務


労災
不問

810
宮崎県児湯郡高鍋町大字上江２０７番
地

810

ごみの分別作業員《急募》 合資会社　西都児湯環境社

労災
不問

897
宮崎県児湯郡高鍋町大字持田５７３３

898

調理補助 医療法人　宏仁会　海老原総
合病院

○野菜の切り込み等
・その他付随業務
＊詳細は面接時説明します。

910
宮崎県西都市大字南方６５４８－１
西都児湯クリーンセンター

910

◯「西都児湯クリーンセンター」内
でのビン・缶・ペットボトル
　・容器包装プラスチック系ごみな
どの手選別作業。
　・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

62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22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22日号

（パートタイム） ホームヘルパー２級
時給 (1)8時30分～17時30分 看護師

ホームヘルパー１級
雇用期間の定めなし 介護職員初任者研修終了者、准看護師、介護福祉士

普通自動車運転免許
45060- 1140611

（パートタイム）
時給 (1)8時00分～16時00分

(2)9時00分～17時00分

雇用期間の定めなし 又は8時00分～19時00分の

間の6時間程度

45060- 1143711
（パートタイム）

時給 (1)7時50分～13時30分 普通自動車運転免許

雇用期間の定めなし

45060- 1116611
（パートタイム） 日商簿記３級

時給 (1)9時00分～15時00分

(2)9時00分～16時00分

雇用期間の定めなし 簿記の資格がなくても簿記がわかる方
普通自動車運転免許

45060- 1121411
（パートタイム）

時給 (1)9時00分～15時30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２トントラック、軽トラック

45060- 1123311
（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30分～8時30分 ホームヘルパー１級
介護職員初任者研修修了者

雇用期間の定めなし

45060- 1124611
（パートタイム）

時給 (1)10時00分～15時00分

雇用期間の定めなし

45060- 1126111
（パートタイム） 司書

時給 (1)9時00分～19時15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） 13010-23432911
（パートタイム）

時給 (1)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ヶ月未満）

契約更新の可能性あり（条件あり） 45010- 6212911
（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

45060- 1102711
（パートタイム） 交替制あり 医療事務資格

時給 (1)8時30分～12時30分

(2)13時30分～17時30分

雇用期間の定めなし

45060- 1113411
（パートタイム）

時給 (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 普通自動車免許は通勤用

45060- 1114011
（パートタイム）

時給 (1)8時30分～16時00分

雇用期間の定めなし

45060- 1115311
（パートタイム） 調理師

時給 (1)8時30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

契約更新の可能性あり（条件あり） 45060- 1098711
（パートタイム） (1)7時00分～19時00分の 保育士

時給 間の4時間以上 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） 両方必須
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- 1099811
（パートタイム） 交替制あり

時給 (1)9時00分～15時00分

(2)12時00分～17時00分

雇用期間の定めなし (3)13時00分～18時00分

45060- 1100911

◎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)

一般事務 有限会社　安藤英次電器商会 ◯伝票作成、入力
・電話、来客応対
・店内レジ業務
・商品の陳列
・その他、雑用
＊詳細は面接時に説明します。

労災
不問

930
宮崎県西都市白馬町３番地

930

保育教諭 社会福祉法人　つばさ福祉会

雇用・労災
69歳
以下

850
宮崎県児湯郡高鍋町大字蚊口浦５３２
８番地

900

950
宮崎県西都市白馬町３番地

950

○乳幼児の教育・保育を一体化して
サービス提供をする仕事
０歳～２歳は主としてお母さん代わ
りの養護的なかかわりをするが３歳
～５歳児は幼児教育的なかかわりと
保育的なかかわりを一体的に行う。


労災

（障）ビニール加工員 樋口産商　株式会社 ○梱包作業。
　ビニールハウス用ナイロンを梱包
し、パレットへ移動させ
　ます。
　（製品の重さは２０キロ～３０キ
ロあります。）


雇用・労災
59歳
以下

不問

調理業務 社会福祉法人　つばさ福祉会 ・０歳から５歳の乳幼児を預かる認
定こども園の給食、及び併設するデ
イサービスセンター利用者への昼食
の調理業務。
・１日に４～５名の調理師が分担し
て調理業務を行います。

793
宮崎県児湯郡新富町大字下富田１８８
１

793

医療事務 久保循環器内科医院 ・受付・電話対応
・会計処理
・診療報酬請求業務
・カルテ入力（医師陪席）
・院内の環境整備、清掃等
・その他付随業務

雇用・労
災・健康・
厚生

不問

850
宮崎県西都市右松１０８２

1000

ファーストフード：テイクア
ウト

ＫＮ農心 かわみなみＰＬＡＴＺ（ぷらっつ）
にて接客、販売、簡単な調理
例）鶏の炭火焼き、フライドポテ
ト、手羽餃子等
その他付随業務
詳細は面接時説明します。

その他
不問

850
宮崎県児湯郡川南町大字川南１１７０
番地５４２

1000

ホールスタッフ 古民家レストラン　三日月Ｂ
ＡＲ

◯お客様の接客や料理の配膳と片付
け業務。
◯調理補助：簡単な調理や野菜切
り・盛り付け等
・その他付随業務
＊詳細は面接時に説明します。


950
宮崎県児湯郡都農町大字川北１４４
４ーロ

950

その他
不問

900
宮崎県児湯郡都農町大字川北５６３９
－３３

900

労災
不問

850
児湯郡川南町大字平田２３８６－３
川南町立図書館・川南町文化ホール

850

野菜つけ物工／都農町 株式会社　ＭＵＳＡＳＨＩ 野菜のつけ物加工や袋詰め、カット
を行います。
明るい挨拶ができる方を募集しま
す。

未経験者でも丁寧に指導します。

労災
不問

文化ホールおよび図書館業務
／川南町

株式会社　図書館流通セン
ター　図書館サポート事業部

文化ホール・図書館業務全般
＊土日祝含む週３～４日
＊９：００～１９：１５のうち実働
５～７．５時間
※お問い合わせは平日１７：００ま
でにお願いいたします。

夜勤介護専門員 株式会社　豊和会 ○利用者の介護全般・食事介助・排
泄介助等の介護業務。
・その他付随業務
＊利用者は１５名　＊２名体制。
＊月５～１１日勤務が目安になりま
す

ホールスタッフ：１０時～１
５時担当

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・店内外清掃※別途、「ホールスタッフ：１７時

～２２時担当求人あり」

雇用・労災
18歳
～59
歳

雇用・労災
59歳
以下

850
宮崎県西都市大字妻１５２０－１
「焼肉苑　齋藤牧場」

950

1000
宮崎県児湯郡高鍋町大字北高鍋１０８
９

1000

有限会社　アグテック ○一般事務：パソコン使用
○銀行等外出業務
○電話応対、来客応対等
・その他付随業務
＊詳細は面接時説明します。

雇用・労災
59歳
以下

850
宮崎県児湯郡新富町大字日置３６９３
－６

850

食肉加工作業員（こころ） 株式会社　サイトーファーム ○直売、加工所での食肉加工業務。
・地所で生産した牛肉を使いハン
バーグ、メンチカツ、コロッケ、
カレー等を調理し、真空パック詰め
作業。
・生肉のパック詰め作業。

○送迎業務：利用者の自宅、保育
園、学校、事業所間の送迎業務
＊事業所は複数になります。
○送迎用車両
　（社用車：ＡＴタイプ、普通ワゴ
ン車）

労災
不問

850
宮崎県児湯郡木城町大字高城３８８８
番地１

950

レジ及び販売 株式会社　ナフコ　高鍋店

雇用・労災
59歳
以下

800
宮崎県西都市大字茶臼原１２３５番地
『直売・加工場（こころ）』

850

820
宮崎県児湯郡高鍋町大字北高鍋４７２
０－４

820

○主に接客、販売、商品補充、レジ
業務。
・その他、付随業務
＊詳細は面接時に説明します。
＊はじめての方でも親切、丁寧に指
導いたします。


雇用・労
災・健康・
厚生

雇用・労災
不問

850
木城町大字椎木（旧町立中央保育園跡地）
日中一時預り　ひこうせん　キラリ館

850

経理事務職：パート

59歳
以下

介護業務 有限会社　さくら

送迎者 特定非営利活動法人　ふぁ
む・ふぁーむ

住宅型有料老人ホーム（入所者　５
名）での介護業務全般。
・食事介助、入浴介助、排泄介助
等。
・その他、付随業務
＊労働日数については相談に応じま


