
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 普通自動車運転免許
(2)20時00分～5時00分

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） (3)8時00分～18時00分

～令和3年9月30日 (4)18時00分～4時00分

契約更新の可能性あり（条件あり） 45060- 1228511

（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）

～令和3年6月30日

契約更新の可能性あり（条件あり） 45060- 1229411

（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)16時30分～9時30分

雇用期間の定めなし (3)8時00分～16時00分

又は12時30分～20時30分

45060- 1230611 の間の7時間程度

（フルタイム）
月給 (1)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 大型特殊免許取得者は優遇

45060- 1231911

（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級造園施工管理技士

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- 1214611

（フルタイム） 変形（1ヶ月単位）

月給 (1)8時15分～19時15分 普通自動車運転免許
(2)8時15分～13時15分

雇用期間の定めなし

45060- 1215911

（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） 45060- 1216111

（フルタイム） 中型自動車免許
月給 (1)8時30分～17時00分 普通自動車運転免許

雇用期間の定めなし

45060- 1220011

（フルタイム） 交替制あり

月給 (1)8時00分～17時30分

(2)8時45分～18時15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：通勤用

45060- 1221311

（フルタイム） 中型自動車免許
月給 (1)8時00分～16時45分 普通自動車運転免許

(2)8時00分～12時00分

雇用期間の定めなし

45060- 1225711

（フルタイム）
月給 (1)8時00分～16時45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- 6738311

（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- 6762611

（フルタイム） 変形（1年単位）

月給 (1)8時00分～17時00分

雇用期間の定めなし

46020- 1916911

◎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)

雇用・労
災・健康・
厚生・財形

64歳
以下

220000
宮崎県宮崎市末広１丁目９番１４号（宮崎営業
所を中心に県内外各地に現場があります）

350000

156240
宮崎県児湯郡川南町大字川南

156240

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


雇用・労
災・健康・
厚生

不問

149963
宮崎県児湯郡新富町大字日置２０３２
－１５

149963

かき氷の製造／川南町 ランスタッド　株式会社　宮
崎事業所

コンビニなどでよく目にするアイス
クリームやカキ氷の
検品や箱詰め作業を行います。

＊あの懐かしの氷菓子を作る工場で
のお仕事です
＊即日スタート相談可能

雇用・労
災・健康・
厚生

不問

216650
宮崎県西都市大字調殿１０５５－６

216650

プラスチック用品（小物）の
検査業務／児湯郡新富町

スタッフラインズ　株式会社 ・プラスチック用品の検査をするお
仕事です。
・傷の確認や、ホコリの装着等を確
認致します。

＊立ち仕事となりますが、特に重い
物をもつようなことはありませ
ん。
＊工場見学後からのお仕事開始とな

雇用・労
災・健康・
厚生

59歳
以下

143424
宮崎県西都市大字岡富字土ノ口８２９
－１

143424

製材作業員 三谷木材産業　株式会社 ○一般建築材の製材業務
・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

45歳
以下

225000
宮崎県西都市大字上三財１３８－３１
２－３

310000

接客販売：店長候補（チーズ
工房）

有限会社　有田牧畜産業　有
田食肉加工センター

令和３年秋頃チーズ工房オ－プン予
定の求人募集ですがオープンま
では同敷地内直売所での接客販売業
務に携わっていただきます。
直売所業務は下記
食品加工業務：ハンバーガー・アイ
ス等
管理・販売業務
その他付随業務あり

雇用・労
災・健康・
厚生

不問

146880
宮崎県児湯郡川南町

146880

電気通信工事 西都通信　株式会社 ○屋外の電柱に電線（通信ケーブル
等）をはり、接続する作業。
＊高所作業あり
○電気電話の宅内での工事。
・その他、付随業務
・現場：宮崎県内
＊詳細は面接時に説明します。

雇用・労
災・健康・
厚生

18歳
～59
歳

150000
宮崎県児湯郡新富町富田南４丁目５２

220000

製造：川南町 株式会社　ＴＭＫｃｏｒｐｏ
ｒａｔｉｏｎ

○プレス加工会社でのお仕事です。
・ガードレール支柱用キャップ、自
動車用灰皿、タンクユニットな　ど
を製造する業務です。
・金型を機械に設置し、機械で穴を
開けたり・溶接したりします。　火
花が散ることがあります。
・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

64歳
以下

170000
宮崎県西都市大字鹿野田６６９１

220000

歯科助手受付 みやじ歯科医院 歯科受付、診療補助、片付け、清掃
業務
電話対応
その他付随業務
＊詳細は面接時説明します。

雇用・労
災・健康59歳

以下

180000
宮崎県児湯郡川南町大字川南５１９９
－１５

200000

造園土木作業員 株式会社　杉尾植木 ・民間、公共の造園、植木管理、草
刈
・石垣、ブロック積み、その他外柵
工事
・土木工事
・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

195000
宮崎県西都市大字鹿野田５５７９－１
「上野医院」

209000

農作業員 株式会社　一蔵 ◯ハウス内でのミニトマト作業業
務。
・誘引、脇芽とり、適葉、収穫作業
・ハウス内での片付け作業
・田畑の整備
・機械オペレーター（重機、トラク
ター等）
＊その他、附随作業をお願いする事
もあります。

雇用・労
災・健康・
厚生

不問

年齢 仕事の内容

飲料ライン【急募】 宮崎県農協果汁　株式会社 ○ジュースの充填、箱詰め、チェッ
ク作業、型替え作業。
・その他付随業務
※充填、箱詰め等は機械を操作して
行います。
※入社してからマンツーマンで教育
があるので、未経験でも大丈夫　で
す。


134000
宮崎県西都市大字清水５６－３

134000

正看護師または准看護師 医療法人社団　百喜会 外来日勤業務（通常・遅出）
当直業務　※月４～５回程度
透析看護業務（通常・準夜勤）
・透析機械の操作
・患者様への穿刺
・透析開始～終了までの患者様の状
態観察（バイタルチェック等含
む）
・終了後の片付け等

雇用・労
災・健康・
厚生・財形

18歳
以上

138240
宮崎県児湯郡川南町大字川南２００１
６－３

138240

農作業員 農家とダイレクト株式会社 ◯農作業：ピーマン・マンゴー等の
収穫作業、選別、出荷、管理作
業。
・その他付随業務
○自社作業もあれば請負先作業もあ
ります。
＊詳細は面接時に説明します。

＊未経験者の方には指導しますので

雇用・労
災・健康・
厚生

不問

(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29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29日号

（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- 6672011

（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- 6679211

（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- 6590511

（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- 6591411

（フルタイム） 変形（1年単位）

月給 (1)11時00分～20時00分

(2)10時00分～19時00分

雇用期間の定めなし (3)10時00分～18時00分

45010- 6644711

（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

45010- 6502611

（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

契約更新の可能性あり（条件あり） 45010- 6547111

（フルタイム） 変形（1ヶ月単位）

月給 (1)8時00分～17時00分

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

～令和3年7月31日

契約更新の可能性あり（条件あり） 45010- 6551011

（フルタイム） 変形（1ヶ月単位）

月給 (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

～令和3年6月30日

契約更新の可能性あり（条件あり） 45010- 6555111

（フルタイム） 変形（1ヶ月単位）

月給 (1)8時30分～17時30分

(2)9時00分～18時00分

雇用期間の定めなし (3)8時00分～13時00分

(4)9時00分～13時00分

45010- 6480311

（フルタイム） 歯科衛生士
月給 (1)9時15分～19時15分

雇用期間の定めなし

45060- 1203411

（フルタイム） フォークリフト運転技能者
月給 (1)8時00分～16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

契約更新の可能性あり（原則更新） 45060- 1205311

（フルタイム） 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

45060- 1206611

◎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
宮崎県児湯郡木城町大字椎木６０２７
－１

218000

雇用・労
災・健康・
厚生

不問

116200
宮崎県西都市大字岡富下中島８６２

116200

看護職員（正看護師） 株式会社　メイセイ ○グループホームでの看護業務、介
護業務。
○研修会等は必要な都度実施
○その他、付随業務

＊詳細は面接時に説明します。

雇用・労
災・健康・
厚生

65歳
以下

162000
宮崎県児湯郡高鍋町大字上江８３６８
番地

188000

販売・レジ（資材館販売員）
（８：００～１６：００）

ホームプラザナフコ西都店 ○日用品、家庭用品、エクステリ
ア、リフォーム、建築資材園芸、
大工用品、左官用品、グリーン等の
販売及び商品管理及びレジ。
・入力程度のパソコン使用あり。
・その他、付随業務
＊就業時間については相談に応じま
す。


雇用・労
災・健康・
厚生

不問

151200
宮崎県児湯郡高鍋町大字上江８０９３
「白雲堂薬局」

162000

歯科衛生士 いとう歯科医院 歯科衛生士の業務、その他歯科医療
に必要な業務
詳細は面接時説明します。

雇用・労
災・健康・
厚生

59歳
以下

155875
宮崎県児湯郡新富町大字上富田４６３
７番地１

155875

医療事務／白雲堂薬局 有限会社　センバメディカル 調剤薬局における医療事務と調剤の
補助業務です。
・受付、電話応対、来客対応
・医療事務の業務、レセプト請求
・処方箋の入力
・薬品の在庫管理

＊制服貸与


雇用・労
災・健康・
厚生

不問

154800
宮崎県児湯郡川南町大字川南１９９０
５

154800

マシンオペレーター及び付随
作業／新富町

株式会社　フジワーク　宮崎
事業所

工場内において製造装置のオペレー
ト業務を担当して頂きます。
・製品を装置へセットし稼働。その
後、稼働状況の確認や製品検査　を
行って頂きます。
・空調が完備されており、働きやす
い環境です。

＊未経験の方も教育期間があります

雇用・労
災・健康・
厚生

18歳
以上

138338
宮崎県児湯郡川南町大字平田４５３２
－３

146475

アイスクリームの製造スタッ
フ／児湯郡川南町

株式会社　スープル　宮崎支
店

アイスクリームの製造作業のお仕事
です。
・品質チェック
・箱詰め
・出来たアイスクリームを冷凍庫に
入れる作業

※未経験者も大歓迎です。

雇用・労
災・健康・
厚生

不問

185600
宮崎県児湯郡新富町大字伊倉字中須１２０
５番『新富営業所プラント工場』

232000

イチゴの収穫、手入れ作業／
川南町

株式会社　アルボ イチゴの収穫や手入れ作業を行って
いただきます。
作業自体は難しい作業は一切ありま
せんので、
先輩スタッフが丁寧に教えてくださ
るので、
未経験の方でも安心して始めること
ができます。


雇用・労
災・健康・
厚生

不問

175000
児湯郡高鍋町大字高鍋町北高鍋瀬之口
下１９００－１「高鍋店」

185000

大型ダンプ運転手／新富営業
所

南州建設　株式会社 ・大型トラック運転手を募集しま
す。
・１０ｔトラック（社有車）の運転
業務
・建設現場間の砂利運搬

＊雨天時など現場作業に入ることも
あります（手当あり）
＊年間を通じて業務はあります。

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

受付事務及びエステアシスタ
ント／高鍋店

有限会社　カレン商事
（ビューティクリニック　コ
ダマ）

・お客様からの予約受付、問い合わ
せ等の電話応対
・パソコン入力作業（スマートフォ
ン入力レベルで可）
・お客様の店内での出迎え、お見送
り等
・エステティシャンの簡単なお手伝
い


雇用・労
災・健康・
厚生

35歳
以下

170400
宮崎県児湯郡川南町大字川南２１７２
８

170400

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

158184
宮崎県児湯郡

158184

ダンボール箱製造、マシンオ
ペレーター等／川南町

株式会社　アルボ 初めはダンボール製品をパレットに
積んで頂く作業になります。
作業、製品に慣れてくれば機械オペ
レーターの仕事もやっていただく場
合がございます。

難しい作業はありませんので、未経
験の方も安心して始めることができ
ます。

雇用・労
災・健康・
厚生

不問

155040
宮崎県児湯郡

155040

検査・梱包作業／児湯郡新富
町

株式会社　テンプエージェン
ト

食品の検査・パック詰め等軽作業の
お仕事です。
室内作業なので年間を通して快適に
作業できる職場です。

工場での経験者（職種問わず）大歓
迎。
ライン作業が好きな方におススメ。

営業事務／児湯郡新富町 株式会社　テンプエージェン
ト

営業のサポートで資料作成やデータ
入力、伝票作成など事務作業や来客
時の対応、電話対応もお願いしま
す。
Ｅｘｃｅｌ・Ｗｏｒｄが使える方。

＊制服支給有りです



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）

3月29日号

（フルタイム） 交替制あり

月給 (1)8時30分～17時00分 普通自動車運転免許
(2)7時30分～16時00分

雇用期間の定めなし (3)9時30分～18時00分

45060- 1209711

（フルタイム） フォークリフト運転技能者
月給 (1)11時00分～19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

契約更新の可能性あり（原則更新） 45060- 1210511

（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- 1212011

（フルタイム） 変形（1ヶ月単位） 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

(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 (3)10時00分～19時00分

45060- 1190311

（フルタイム） 変形（1年単位）

月給 (1)8時15分～17時15分

雇用期間の定めなし

45060- 1193111

（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)12時45分～21時00分

普通自動車運転免許
雇用期間の定めなし

45060- 1194711

（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～16時15分 ８トン限定中型自動車免許

雇用期間の定めなし 普通自動車運転免許

45060- 1195811

（フルタイム） 変形（1ヶ月単位） 調理師
月給 (1)8時30分～17時30分

(2)5時30分～14時30分 普通自動車運転免許
雇用期間の定めなし (3)10時30分～19時30分

45060- 1197511

（フルタイム） 社会福祉士
月給 (1)8時30分～17時00分

普通自動車運転免許
雇用期間の定めなし

45060- 1198411

（フルタイム） 変形（1年単位）

月給 (1)8時00分～17時00分

(2)10時00分～19時00分

雇用期間の定めなし

45060- 1199011

（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- 1200811

（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

(2)17時00分～9時00分

雇用期間の定めなし

45060- 1180411

（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00分

(2)7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 (3)11時30分～19時00分

(4)16時30分～8時30分

45060- 1182311

◎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)

雇用・労
災・健康・
厚生

18歳
～64
歳 178000

宮崎県児湯郡木城町大字椎木４６４６番地
２看護小規模多機能型居宅介護

204200

172000
宮崎県児湯郡川南町大字平田９１１－
６

225000

介護福祉士／看護小規模多機
能型

株式会社　ＲＥ－ＰＬＵＳ 宮崎県児湯郡木城町にＲ３年３月
オープン予定の看護小規模多機能型
居宅介護での介護業務を担当してい
ただきます。
業務は主に「通い」と「泊まり」を
利用する方のケアと「訪問介護」の
３つがあります。「通い」と「泊ま
り」は利用する方が過ごす時間帯の
食事、移動、排泄、入浴のケアを行

雇用・労
災・健康・
厚生

64歳
以下

150000
宮崎県児湯郡川南町大字平田３０８７
番地１

170000

看護職（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
における介護施設での利用者様の健
康管理、服薬管理等の看護業務及び
その他付随する介護事務
（利用者４０名）

＊詳細は面接時説明します。

雇用・労
災・健康・
厚生

18歳
～59
歳

150000
宮崎県児湯郡川南町大字平田３０８７
番地１

170000

鶏卵オペレーター 農事組合法人　香川ランチ 鶏卵オペレーター業務。
オーダーに合わせ機械の設定、稼
働。
鶏卵包装作業、卵パック詰め、箱詰
め作業。
コンテナ（１５キロ）を手作業でつ
みあげる作業。
最終サイズ選別の検品作業。
在庫確認、出荷指示。

雇用・労
災・健康・
厚生

59歳
以下

181700
宮崎県児湯郡川南町大字川南１８１５
０－４７

193800

出荷業務 宮崎デリカフーズ　株式会社 ○出荷業務
・日付貼り、管理
・ピッキング
・在庫管理
・工場への製造指示
・出荷手配及び立会等
・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

64歳
以下

150500
宮崎県児湯郡川南町大字川南１８１５
０－４７

180400

ソーシャルワーカー 医療法人社団　聖山会　川南
病院

○入退院の調整
○入退院相談
○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

220000
宮崎県児湯郡川南町大字川南２４８９
２番地１

240000

調理師 医療法人社団　聖山会　川南
病院

○病院食の調理、配膳、食器洗浄を
行って頂きます。
・早出、遅出あり
・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

220000
宮崎県児湯郡川南町大字川南２４８９
２番地１

240000

４トントラック運転手 有限会社　南海サービス ◯４トントラック冷凍車による食品
集配業務。
・主に牛肉、豚肉、鶏肉のカット肉
及び加工品
（集配エリア：宮崎県内及び隣県）
○手積み作業もあります（１キロ～
２０キロ位まで）
・その他付随業務


雇用・労
災・健康・
厚生

59歳
以下

149312
宮崎県児湯郡高鍋町大字北高鍋３１９
０－３『高鍋工場』

163310

フォークリフト作業員 有限会社　南海サービス ○主に会社プラットホーム内におい
て、フォークリフトを運転してト
ラックへの荷物の積み卸しを行う仕
事です。
○荷物は主に段ボール入りの牛肉、
豚肉、鶏肉といった食肉が主です。
１箱が１０～２０Ｋｇまであり、手
積み作業も発生しますが丁寧に指導
いたします。

雇用・労
災・健康・
厚生

45歳
以下

195000
宮崎県児湯郡川南町大字川南２３１６
７－１９

200000

製品の配送、トイレ掃除等
（準社員）　高鍋【急募】

勝田被服　株式会社　高鍋工
場

○紳士婦人服の縫製工場にて、社有
車での製品搬送、また高鍋工場にて
トイレ掃除等の仕事になります。
・その他、付随業務
＊詳細は面接時に説明します。



その他

不問

138000
宮崎県児湯郡都農町大字川北１７４５
番地１

172500

介護支援専門員：川南【トラ
イアル併用求人】

特定非営利活動法人こすもす
の里　グループホームこすも
す

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

雇用・労
災・健康・
厚生

64歳
以下

116200
宮崎県西都市大字岡富下中島８６２

116200

農作業員 猪股大樹 ＊令和４年６月事業拡大に伴う募集
○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。
＊採用については作業内容に慣れて
もらう期間あり
　本人の適性にて判断します。

雇用・労
災・健康・
厚生

35歳
以下

156600
宮崎県児湯郡川南町大字川南１８１５
０－４７

183800

販売・レジ（資材館販売員）
（１１：００～１９：００）

ホームプラザナフコ西都店 ○日用品、家庭用品、エクステリ
ア、リフォーム、建築資材園芸、
大工用品、左官用品、グリーン等の
販売及び商品管理及びレジ。
・入力程度のパソコン使用あり。
・その他、付随業務
＊就業時間については相談に応じま
す。


雇用・労
災・健康・
厚生

不問

総合職 医療法人社団　聖山会　川南
病院

○総務、経理、医療事務を行ってい
ただきます。
・受付、会計業務
・レセプト作成業務
・電子カルテ入力となりますのでパ
ソコンの得意な方
・その他、付随業務
＊業務に慣れたら当直業務もありま
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
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29日号

（フルタイム） 交替制あり 歯科衛生士
月給 (1)9時00分～18時00分

(2)9時00分～12時30分

雇用期間の定めなし (3)9時00分～19時00分

45060- 1183611

（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

(2)9時00分～18時00分

雇用期間の定めなし (3)16時00分～9時00分

45060- 1184911

（フルタイム） 介護福祉士
月給 (1)8時00分～17時15分 ホームヘルパー２級

介護職員初任者研修修了者
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） ヘルパー１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- 1187811

（フルタイム） 交替制あり

月給 (1)7時00分～16時00分

(2)8時00分～17時00分

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） (3)9時00分～18時00分

契約更新の可能性あり（原則更新） 45060- 1188211

（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 普通自動車運転免許

45060- 1164411

（フルタイム） 看護師
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- 1165011

（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)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00分～19時00分 又はそれ以上の介護関係資格取得者

(4)16時30分～9時30分 普通自動車運転免許

45060- 1169111

（フルタイム）
月給 (1)8時30分～17時20分

雇用期間の定めなし

45060- 1170211

（フルタイム）
月給 (1)8時30分～17時20分 普通自動車運転免許

雇用期間の定めなし

45060- 1176911

（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- 1249211

◎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)

機械加工 株式会社　ジェイ・ピー・
シー　宮崎工場

◯汎用旋盤・フライス等の機械加工
及びＮＣ旋盤・マシニングセンター
等のオペレート及びプログラム作
成。
○その他、機械加工全般
◯その他、付随業務あり

＊詳細については面接時に説明。


雇用・労
災・健康・
厚生

37歳
以下

雇用・労
災・健康・
厚生

59歳
以下

190000
宮崎県日向市東郷町山陰甲１２－１６

229000

155000
宮崎県西都市大字茶臼原字緑ヶ丘２８
６－１

184000

農園芸用資材の生産業務 有限会社　エコロ 基本的には、重機を使用した作業と
なります。
初心者も歓迎（資格取得支援制度あ
り）
１．農園芸用資材の原材料となる樹
皮（杉の皮）を篩い（ふるい）
　　機械および粉砕機械への投入作
業（ホイールローダー使用）
２．１で生産された材料と購入した

設計 株式会社　ジェイ・ピー・
シー　宮崎工場

◯クーラント装置及び専用機の装置
設計業務
（ＣＡＤソフトを使用しての業務が
基本となります）
＊ＣＡＤソフトの使用経験がなくて
も指導いたします。
・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

59歳
以下

201800
宮崎県西都市大字清水７９２番地１

250300

介護職員（グループホーム） 有限会社　児玉商事 ○グループホーム入所者の介護業務
（定員９名個室）（４人体制）
・要支援からの受入です。
（認知症状のある高齢者）の入浴介
助、更衣介助、食事介助等、
　排泄介助、身の回りの世話、外出
介助。
◯朝食の調理（昼食、夕食の調理な
し）

雇用・労
災・健康・
厚生

18歳
～59
歳

雇用・労
災・健康・
厚生

37歳
以下

165000
宮崎県西都市大字茶臼原字緑ヶ丘２８
６－１

230000

正看護職（養護老人ホーム）
／正職員

社会福祉法人　日章福祉会
養護老人ホーム静和園

○老人ホームにおける看護業務全般
（定員５０名）。
・入居者の健康チェック・管理な
ど。
・入居者の薬剤チェック・管理な
ど。
・診療機関通院の付き添いなど。
・その他付随業務
・夜間コール対応（交代制）。

176000
児湯郡新富町大字上富田２９３４－１「グ
ループホーム陽（はる）」

200000

雇用・労
災・健康・
厚生

不問

雇用・労
災・健康・
厚生

59歳
以下

123500
宮崎県児湯郡川南町大字川南１３５９
０－２

149500

介護職員（デイサービスセン
ター）

社会福祉法人　清和会　特別
養護老人ホーム　新納荘

○デイサービスにおけ介護業務全
般。
　（定員１０～２５名程度）
・食事介助、入浴介助、排泄介助
等。
・レクレーション企画（園外：ドラ
イブ等）
・クラブ活動の補助（切り絵、歌
等）

雇用・労
災・健康・
厚生

不問

172700
宮崎県児湯郡木城町大字高城３０７８

180200

209700
宮崎県児湯郡都農町大字川北１１３５
０－４２

302900

直売所　販売スタッフ（産直
おすず村）

尾鈴農業協同組合 ○直売所での接客・販売全般を行っ
ていただきます。
・生産者が出品する農産物、特産
品、お土産品等の販売。
・レジ業務。
・その他、付随業務

＊詳細は面接時に説明します。

山林作業員 都農造林　有限会社 ○地拵（じごしらえ）、植付、下刈
徐伐、伐採、集材、運搬等の山　林
作業全般。
○その他、付随業務

・現場は事務所から３０分程度の尾
鈴国有林。
（川南町・都農町の山林）


185000
宮崎県西都市妻町１丁目５０番地

200000

介護職 有限会社　Ｋ・Ｇ・Ｎ・ ○グループホーム「のぞみ」での介
護の仕事（１０名程度）
・認知症高齢者の日常生活の介護。

・入居者とのレクレーション等、や
りがいのある仕事です。
◆送迎：ありません。　
・その他、付随業務


歯科衛生士 野間歯科医院 ◯歯科衛生士業務全般
・歯科医師の診療補助業務
・口腔衛生指導
・歯科治療器具器材の準備、管理、
消毒等
・カルテの管理：パソコン使用
・その他、付随業務
＊就業時間帯については相談ができ
ます

雇用・労
災・健康・
厚生

59歳
以下

雇用・労
災・健康・
厚生

18歳
～59
歳 140000

宮崎県児湯郡木城町大字川原８８１－
１

160000

車両系建設機械（整地・運搬・積
込用及び掘削用）運転技能者



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） 9時00分～14時00分の

時給 間の4時間以上 普通自動車運転免許

雇用期間の定めなし

45060- 1226811
（パートタイム） 変形（1ヶ月単位）

時給 (1)9時00分～16時00分

(2)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（原則更新） 45060- 1227211
（パートタイム） 変形（1ヶ月単位）

時給 (1)13時30分～19時00分

雇用期間の定めなし

45060- 1217711
（パートタイム） 8時00分～17時30分の

時給 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 普通自動車免許：通勤用

45060- 1222611
（パートタイム） 精神保健福祉士

時給 (1)9時00分～15時50分 臨床心理士

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

令和3年5月10日～令和4年3月31日

契約更新の可能性あり（条件あり） 45060- 1223911
（パートタイム）

時給 (1)5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- 1202511
（パートタイム）

時給 (1)15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） 45060- 1204011
（パートタイム） 変形（1年単位） 危険物取扱者（丙種）

時給 (1)9時00分～16時00分 中型自動車免許
普通自動車運転免許

雇用期間の定めなし 保安業務員講習あれば尚可：会社資格取得

制度あり

45060- 1207911
（パートタイム）

時給 (1)9時00分～16時00分

(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- 1211411
（パートタイム） 8時30分～17時00分の 簿記実務検定３級

時給 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- 1213311
（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～17時00分

普通自動車運転免許
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

契約更新の可能性あり（原則更新） 45060- 1189511
（パートタイム） 歯科衛生士

時給 (1)9時00分～12時00分

(2)14時00分～19時00分

雇用期間の定めなし (3)9時00分～19時00分

45060- 1191611
（パートタイム）

時給 (1)8時30分～17時15分 普通自動車運転免許

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- 1192911
（パートタイム）

時給 (1)7時30分～16時30分

雇用期間の定めなし

45060- 1196211
（パートタイム）

時給 (1)9時00分～16時00分 普通自動車運転免許

雇用期間の定めなし

45060- 1201211
（パートタイム）

時給 (1)9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14日～令和3年4月16日

契約更新の可能性なし 45060- 1177111

◎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)

鶏舎内作業（短期アルバイト） 原田種鶏場 ◯鶏を出荷する作業を行います。
・その他、付随業務
＊初めての方でも安心して勤務できま
す。
＊詳細は面接時に説明します。
◎４／１４～４／１６迄の３日間

労災
不問

1166
宮崎県西都市大字穂北４３１２番地８

1166

清掃作業 株式会社　児湯ビルサービス ○ビル、建物内外の清掃業務
・トイレ清掃
・モップ清掃
・その他、付随業務
＊詳細は面接時に説明します。

雇用・労災
64歳
以下

850
宮崎県児湯郡高鍋町大字北高鍋８０６
－２

1000

鶏卵の包装 農事組合法人　香川ランチ 流れ作業での卵パック詰めに日付の紙
を入れる作業。
不良品の検品作業
その他付随業務
詳細は面接時説明します。

 

労災
64歳
以下

830
宮崎県児湯郡川南町大字平田３０８７
番地１

1000

歯科衛生士 野間歯科医院 ○歯科衛生士業務全般
・歯科医師の診療補助業務
・口腔衛生指導
・歯科治療器具器材の準備、管理、消
毒等
・カルテの管理：パソコン使用


雇用・労災
59歳
以下

1000
宮崎県西都市妻町１丁目５０番地

1200

会計年度任用職員（社会教育指
導員）

川南町役場 会計年度任用職員（社会教育指導員）
として、山茶花ふれあい学園を自ら企
画し、運営実施まで行う。
その他、教育委員会主催のイベント等
の手伝い等。

雇用・労
災・健康・
厚生

不問

918
宮崎県児湯郡川南町大字平田２３８６
－３

918

総合事務 株式会社　ドライアップジャパ
ン

◯事務所での各種伝票作成：納品書、
請求書、発注書、送り状等
◯電話応対、来客応対：接客業務
◯銀行関係業務
◯会計入力：会計ソフト使用
◯製造現場補助：袋詰め、計量作業
 

雇用・労災
64歳
以下

850
宮崎県児湯郡木城町大字椎木３５８２
番地１

900

介護支援専門員：川南 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
所者のケアプラン作成及び
　ケアマネジメント業務（定員９名）
○会議手当、研修手当有り。
・その他付随業務
 
＊詳細は面接時説明します。

雇用・労災
不問

1100
宮崎県児湯郡川南町大字川南２３１６
７－１９

1200

ＬＰガス検針、配送 宮崎ウイング輸送有限会社 ◯軽自動車にて一般家庭を訪問し、主
にメーター検針及びプロパンガスボン
ベの交換をします。
＊２０～５０キロのガスボンベを自動
車から降ろしたり、載せたりする作業
は手作業です：体力を要
 

雇用・労
災・健康・
厚生

59歳
以下

900
宮崎県児湯郡川南町大字平田３７５８
番地

900

会計年度任用職員（一般事務） 川南町役場 パソコンで事務処理
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

918
宮崎県児湯郡川南町大字川南１３６８
０－１

918

調理補助 株式会社　テクノミックス
しゃちんぼの濱

〇主に食器等の洗浄・片付け等
〇入居者、デイサービス利用者の方々
の食事（朝・昼・夕食とおや　つ）の
調理補助業務
＊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

800
宮崎県児湯郡高鍋町大字蚊口浦６１９
５番地６

830

販売及び商品管理・レジ（資
材・生活館販売員）

ホームプラザナフコ西都店 ○主にグリーン部門の接客・販売：
花・野菜等販売
○日用品、家庭用品、エクステリア、
リフォーム、建築資材園芸、　大工用
品、左官用品、グリーン等の販売及び
商品管理及びレジ。
 

労災
不問

810
宮崎県西都市大字岡富下中島８６２

810

接客販売 有限会社　有田牧畜産業　有田
食肉加工センター

令和３年秋頃チーズ工房オ－プン予定
の求人募集ですがオープンま
では同敷地内直売所での接客販売業務
に携わっていただきます。
直売所業務は下記
食品加工業務：ハンバーガー・ア

雇用・労災
59歳
以下

830
宮崎県西都市大字岡富字土ノ口８２９
－１

830

精神保健アドバイザー：月８日
以内勤務

県立産業技術専門校 ◯訓練生、保護者及び職員等からの相
談対応及び支援・指導等
・その他、付随業務
＊１年毎の更新の可能性あり。（公募
により選考）
◆月８日以内の勤務になります。
 

労災
不問

1422
高鍋校：児湯郡高鍋町大字南高鍋１７７０
西都校：西都市大字右松３６２－１
 1496

年齢 仕事の内容

事務及びレジ 株式会社　ナフコ　都農店 ・仕入れ伝票入力他、備品管理、パソ
コン入力
・レジ打ち作業、商品補充
・その他、付随業務
＊詳細は面接時に説明します。

労災
59歳
以下

800
宮崎県児湯郡高鍋町大字持田俵橋５６
５４－１

830

調理員 医療法人社団　百喜会

雇用・労災
59歳
以下

840
宮崎県児湯郡都農町大字川北三日月原
１０８８－１

840

カット野菜及び野菜洗い他：マ
マンマルシェ高鍋第２工場

株式会社　デイリーマーム　ママン
マルシェ　ＴＡＫＡＮＡＢＥ

ママンマルシェ高鍋内「高鍋第２工
場」でカット野菜及び野菜洗い業務全
般。
・作業終了後の片づけ作業など
・その他付随業務
＊就業時間、労働日数はご相談に

900
宮崎県西都市大字鹿野田５５７９－１

900

〇透析患者、入院患者、職員の食事調
理及び厨房内の美化衛生管理（食器洗
浄、厨房の清掃、その他）
〇朝食：約１０名、昼食：約４０名、
夕食：約２０名

 

雇用・労災
不問

(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29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29日号

（パートタイム） 交替制あり

時給 (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- 1178711
（パートタイム）

時給 (1)9時00分～12時00分

雇用期間の定めなし

45060- 1179811
（パートタイム）

時給 (1)13時00分～15時00分

雇用期間の定めなし

45060- 1185111
（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） 45060- 1186711
（パートタイム） 交替制あり

時給 (1)8時00分～17時00分 普通自動車運転免許
(2)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4月1日～令和4年7月31日

契約更新の可能性あり（条件あり） 45060- 1163511
（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（条件あり） 45060- 1166311
（パートタイム） 大型特殊自動車免許

時給 (1)6時00分～16時00分 車両系建設機械（整地・運搬・積込用及び掘削用）運転技能者

フォークリフト運転技能者
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 普通自動車運転免許
令和3年4月1日～令和4年3月31日

契約更新の可能性なし 45060- 1167611
（パートタイム） 看護師

時給 (1)8時30分～17時30分 准看護師
(2)8時30分～12時30分

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） (3)13時30分～17時30分 普通自動車運転免許

契約更新の可能性あり（条件あり） 45060- 1168911
（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30分 介護職員初任者研修修了者
ホームヘルパー１級

雇用期間の定めなし 又はそれ以上の介護関係資格取得者

45060- 1171511 普通自動車運転免許
（パートタイム） 8時00分～17時00分の

時給 間の4時間程度

雇用期間の定めなし

45060- 1173011
（パートタイム） 8時00分～17時00分の

時給 間の4時間程度

雇用期間の定めなし

45060- 1174311
（パートタイム）

時給 (1)10時30分～18時30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- 6651111
（パートタイム）

時給 (1)13時00分～16時00分

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

契約更新の可能性あり（条件あり） 45010- 6523211
（パートタイム）

時給 (1)8時00分～12時30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） 45030- 1246111

◎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)

店内接客（レジ等）／川南町 株式会社　アルボ ・有名ブランド豚肉「さんきょうみら
い豚」の小売店舗でのレジ・　接客等
のお仕事です。
・接客業未経験の方もスタッフが「親
切・丁寧」に指導致しますの　で、安
心してご応募下さい。

雇用・労
災・健康・
厚生

不問

清掃員（児湯地区） 株式会社　グローバル・クリー
ン

児湯地区内の請負先３カ所における清
掃業務全般。
『宮崎くみあいチキンフーズ（株）川
南食品工場』
『ジェイエイ・アグリシード』
『かわみなみＰＬＡＴＺ』
　

雇用・労災
不問

950
宮崎県児湯郡川南町大字川南８６７５
－３

950

清掃（午後）／なでしこ園 株式会社　文化コーポレーショ
ン

810
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）川南食品工場

810

労災
不問

840
宮崎県児湯郡高鍋町大字北高鍋３２２
５「介護老人保健施設　なでしこ園」

840

介護老人保健施設での日常清掃
・床の掃き拭き（廊下、居室）
・男女トイレ清掃
・ゴミ処理等
＊１人体制です。
＊制服貸与します。


サツマイモ苗の倉庫内出荷作業
及び事務

有限会社　児湯芝農園 ○サツマイモ苗の出荷予定を確認し
て、倉庫内の在庫を確認する
・在庫確認後、出荷に必要な苗の種類
と本数を担当者に伝える
・段ボールに苗を入れて、梱包前に種
類や数量の確認をする
 

雇用・労災
59歳
以下

850
宮崎県児湯郡高鍋町大字南高鍋８３６
０－１７

950

サツマイモ苗収穫作業 有限会社　児湯芝農園 ○サツマイモ・サツマイモ苗・玉ねぎ
苗取り作業等。
　主にハウス内での作業になります。
・ハウス内での苗取りや倉庫内での苗
の結束や梱包などの出荷作業

雇用・労災
59歳
以下

800
宮崎県児湯郡高鍋町大字南高鍋８３６
０－１７

900

看護職（じゅうじの家デイサー
ビスセンター）月１５日勤務

社会福祉法人　石井記念　友愛
社

○デイサービス利用者（定員１８名未
満）の介護業務全般。
・食事介助、入浴介助、排泄の介助、
外出介助、相談員業務。
　レクレーションの実施、その他。

 

雇用・労災
不問

960
児湯郡高鍋町大字北高鍋１２６２ー１
『じゅうじの家　デイサービスセンター』

1137

夜勤専門介護職員（グループ
ホーム）

有限会社　児玉商事 ○グループホーム入所者の介護業務
（定員９名個室）（４人体制）
・要支援からの受入です。
（認知症状のある高齢者）の入浴介
助、更衣介助、食事介助等、
排泄介助、身の回りの世話、外出
 

雇用・労災
18歳
～59
歳

850
児湯郡新富町大字上富田２３９４－１
「グループホーム陽（はる）」

950

販売員（１０時～１６時） 株式会社　西松屋チェーン　宮
崎高鍋店

○ベビー用品・こども服等の販売及び
接客業務全般。
・レジ、荷受け、品出し、商品陳列、
商品管理等。
・清掃等。
・その他、付随業務
 

雇用・労災
不問

850
宮崎県児湯郡高鍋町大字北高鍋３２３
７－１

950

牧場作業員（会計年度任用職
員）

宮崎県立農業大学校 ・酪農農場及び農場周辺管理
・農作業実習指導補助、搾乳作業
・施設等の維持管理
・その他、所属長が指示する業務

＊詳細は面接時に説明します。


雇用・労
災・健康・
厚生

不問

897
宮崎県児湯郡高鍋町大字持田５７３３

951

鶏卵パック詰め／川南町 株式会社　ＴＭＫｃｏｒｐｏｒ
ａｔｉｏｎ

○鶏卵包装作業
○卵のパック詰め
○箱詰め作業
○コンテナの積みあげ
○最終サイズ選別の検品作業
○在庫管理・棚卸業務
 

雇用・労
災・健康・
厚生

不問

胡瓜ハウス内作業員 株式会社ファームＨＩＲＯＳＥ ハウス内での胡瓜の収穫や葉切りな
ど、その他、関連作業。
詳細は面接時説明します。

900
宮崎県児湯郡川南町平田

900

その他
不問

850
児湯郡新富町大字下富田字屋敷２２９
７ ハウス

1000

清掃職員／（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に
おける清掃業務全般
・共同スペース（トイレを含む）清掃
・一部個室の清掃
・その他付随業務
 
＊詳細は面接時に説明します。

労災
59歳
以下

793
宮崎県児湯郡川南町大字平田９１１－
６

850

インターネット販売（月・水・
金）

ヤマイチ農園　合同会社 ○弊社商品等（野菜類・水産物加工
品）をインターネットで県内外への物
品販売全般をして頂きます。
・その他、付随業務
＊インターネット販売に興味があ
 
＊詳細については面接時説明します。

労災
不問

800
宮崎県児湯郡新富町大字三納代２３０
１

1000

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

労災
59歳
以下

900
宮崎県児湯郡川南町大字平田９１１－
６

1000


