
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）

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- 1287511

（フルタイム）

月給 (1)8時10分～17時10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- 1288411

（フルタイム）

月給 (1)8時30分～18時00分

雇用期間の定めなし

45060- 1289011

（フルタイム） 変形（1年単位） ホームヘルパー２級

月給 (1)7時30分～16時30分 ホームヘルパー１級

(2)8時30分～17時30分 介護職員初任者研修修了者
雇用期間の定めなし (3)13時00分～22時00分 普通自動車運転免許

(4)22時00分～翌8時00分

45060- 1293811

（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

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

45060- 1297011

（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 ホームヘルパー１級

(2)10時00分～19時00分 介護福祉士
雇用期間の定めなし (3)16時00分～10時00分 普通自動車運転免許

45060- 1298311

（フルタイム） 変形（1ヶ月単位） ホームヘルパー１級

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 介護福祉士
雇用期間の定めなし (3)10時00分～19時00分 普通自動車運転免許

(4)16時00分～10時00分

45060- 1299611

（フルタイム） 変形（1ヶ月単位） 准看護師

月給 (1)8時00分～17時00分 看護師

(2)8時30分～17時30分

雇用期間の定めなし 普通自動車運転免許

45060- 1300011

（フルタイム） 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

介護福祉士
雇用期間の定めなし 普通自動車運転免許

45060- 1301311

（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- 2140211

（フルタイム） 日商簿記２級

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- 1276711

◎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

不問

300000
宮崎県児湯郡新富町富田東２丁目１－
１

300000

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）

420000

総務経理業務 一般財団法人　こゆ地域づく
り推進機構

・事業所全体の仕入、売上、予算の
管理、データ入力
・納品書、請求書、契約書作成
・労務書類の準備
・社労士や税理士との連携
・業務改善業務（社内フロー整備、
規程整備）
・その他関連業務
＊詳細は面接時説明します。

雇用・労
災・健康・
厚生

64歳
以下

141040
宮崎県西都市大字右松３２９２番地６
５
『有料老人ホーム向陵台』

147920

鉄筋工【宮崎】（経験者） 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。

◆現場見学可能です。

雇用・労
災・健康・
厚生・財形

64歳
以下

177840
宮崎県西都市大字調殿字千田前１２８
７番１５
『デイサービス向陵台』

200400

送迎ドライバー・清掃・軽介
護／有料老人ホーム向陵台

株式会社Ｒ．Ｓ西都 ○送迎ドライバー：老人ホーム～デ
イサービスの送迎
　　　　　　　　　※在介送迎なし
○清掃：老人ホーム室内清掃
　　　　老人ホーム室外環境整備
○軽介護：車イスの方の介助業務、
歩行器の見守り等
・その他、不随業務
※詳細は面接時に説明します

雇用・労
災・健康・
厚生

18歳
～64
歳 151360

宮崎県西都市大字右松３２９２番地６
５
『有料老人ホーム向陵台』

166840

看護師　兼　介護職員／デイ
サービス向陵台

株式会社Ｒ．Ｓ西都 ○デイサービス利用者への看護職業
務。　
・利用者の健康管理、服薬等。
・軽介護業務（食事介助・トイレ介
助・整容など）
・その他付随業務

＊詳細は面接時説明いたします。
＊パートでの就業希望も相談に応じ
ます。

雇用・労
災・健康・
厚生

64歳
以下

151360
宮崎県西都市旭１丁目１３番地
『有料老人ホーム向陵台　調殿館』

166840

介護職員／有料老人ホーム向
陵台

株式会社Ｒ．Ｓ西都 ○老人ホーム向陵台における介護業
務（居室４３部屋）
・入居者の日常業務の介護業務
・食事介助、入浴介助、排泄介助、
外出介助等。
・送迎あり（老人ホーム～デイサー
ビスの間）
・その他付随業務
※夜勤有り（月５～７回程度）夜勤
回数については相談可。

雇用・労
災・健康・
厚生

64歳
以下

149640
宮崎県西都市調殿千田前１２８７番地
１５
『デイサービス向陵台』

163400

介護職員／有料老人ホーム向
陵台　調殿館

株式会社Ｒ．Ｓ西都 ○有料老人ホーム調殿館における介
護業務（居室５２部屋）
・入居者の日常業務の介護業務
・食事介助、排泄介助、外出介助
等。
・送迎あり（老人ホーム～デイサー
ビスの間）
・その他付随業務
※夜勤有り（月５～７回程度）夜勤
回数については相談可

雇用・労
災・健康・
厚生

18歳
～64
歳

140300
宮崎県児湯郡　高鍋町大字上江６６４
９－１４５
「グループホーム　すいせん高鍋」

153000

介護職員／デイサービス向陵
台

株式会社Ｒ．Ｓ西都 ○デイサービスによる介護業務。
（利用定員９８名）
・施設利用者の入浴、食事、トイレ
介助等。
○送迎や外出時の運転あり（お花見
等のお出かけ時）
・その他付随業務
＊詳細は面接時説明します。

＊無資格者でも応募可

雇用・労
災・健康・
厚生

不問

160000
宮崎県児湯郡高鍋町大字南高鍋１００
３２－２

260000

介護職（高鍋） 有限会社　すいせん ○介護職全般（利用者　各９名）
・日常生活（食事、排泄、入浴等）
の介助等
・レクレーション企画・運営。
・見守り。
○盛付け作業：交替制
○記録作成（手書き）
・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
～64
歳

Ｗｅｂデザイナー（画像制
作）

株式会社　ヤミー・フードラ
ボ

ウェブサイトの制作、画像の作成の
お仕事です。
○ＨＴＭＬ・ＣＳＳ・イラストレー
ター・フォトショップ等を使用して
Ｗｅｂコーディング、画像制作、デ
ザインをして頂きます。
○ＥＣサイト管理画面より、画像や
テキストの入力、更新作業。
・その他付随業務
＊詳細は面接時説明します。

雇用・労
災・健康・
厚生

不問

150000
宮崎県西都市大字南方３３７２番地３
６

200000

スポーツウェア縫製機械のメ
ンテナンス及び操業管理

デサントアパレル　株式会社
西都工場

○スポーツウェア縫製機械のメンテ
ナンス及び操業管理
・縫製設備の保全・点検作業
・ラインの段取り替え等
・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

不問

年齢 仕事の内容

自動車修理工 有限会社　中央自動車工業 ○各種自動車（主として大型車）の
修理及び整備全般業務。
・一般修理、大型車等修理。
・車両のメンテナンス業務。
・お客様宅、勤務先への車両引取
り、納車、その他。
・その他、付随業務

＊詳細は面接時に説明します。


170000
宮崎県西都市大字藤田１１１１番地

177000

(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）

4月5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）

4月5日号

（フルタイム） 変形（1年単位）

月給 (1)8時30分～17時30分

雇用期間の定めなし

45060- 1278211

（フルタイム） 変形（1年単位）

月給 (1)8時40分～17時40分

(2)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- 1282911

（フルタイム） 変形（1ヶ月単位） あん摩マッサージ指圧師

月給 (1)9時00分～18時00分 きゅう師

雇用期間の定めなし 普通自動車運転免許

45060- 1286211

（フルタイム） 変形（1ヶ月単位）

月給 7時00分～21時00分の間の 普通自動車運転免許

8時間程度

雇用期間の定めなし

45060- 1272311

（フルタイム） 第一種電気工事士

月給 (1)8時30分～17時30分 第二種電気工事士

雇用期間の定めなし 電気施工管理技士１級又は２級：あれば尚可

普通自動車運転免許

45060- 1275111

（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- 7065211

（フルタイム） 変形（1年単位）

月給 (1)9時00分～17時40分 普通自動車運転免許

雇用期間の定めなし

40140- 1494411

（フルタイム） 交替制あり

月給 (1)8時30分～17時30分

(2)5時30分～14時30分

雇用期間の定めなし (3)10時30分～19時30分

45060- 1252211

（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4年3月31日

契約更新の可能性あり（条件あり） 45060- 1253511

（フルタイム） 職業訓練指導員免許

月給 (1)8時30分～16時20分 ２級鉄工技能士

１級鉄工技能士
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 上記免許は構造物鉄工科、構造物鉄工作業

～令和4年3月31日

契約更新の可能性あり（条件あり） 45060- 1254411

（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)18時30分～9時30分

雇用期間の定めなし 普通自動車運転免許

45060- 1255011

◎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)

182000
宮崎県西都市大字妻１５１８－１

218000

雇用・労
災・健康・
厚生

不問

202440
宮崎県西都市大字右松３６２－１

212520

看護師：夜勤あり 株式会社　アイケア（エリシ
オン聖陵）

老人ホーム入居者（５０床）への健
康管理業務
・毎日の検温、薬の管理、バイタル
チェック等
・各医療機関との連携、通院同行
・その他付随業務

＊夜勤は月平均３～５回程度（２人
体制）
＊詳細については面接時に説明しま

雇用・労
災・健康・
厚生

18歳
～64
歳

153600
宮崎県西都市聖陵町２丁目１番地

163500

構造物鉄工科　一般講師：会
計年度任用職員

県立産業技術専門校 １、構造物鉄工科（高卒２年課程）
での学科及び実技の指導及び訓
練生の生活指導等の業務
２、その他、校長が指示する業務

＊詳細は面接時説明します。

＊原則として１ヶ月は条件付採用期
間とします。

雇用・労
災・健康・
厚生

59歳
以下

140900
宮崎県児湯郡川南町大字川南１８１５
０－４７

159300

保健師又は看護師（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。
○特定健診の受診勧奨及び生活習慣
改善のための訪問指導
○パソコンの入力等の事務業務
・その他付随業務

＊詳細については面接時に説明致し
ます。

雇用・労
災・健康・
厚生

不問

140000
宮崎県西都市大字右松字三反田１０７
６－１ヤンマーアグリジャパン（株）九州支
社　西都支店

155000

厨房員 医療法人社団　聖山会　川南
病院

○病院食の調理補助
・配膳、食器洗浄
・その他、付随業務
＊早出、遅出あり

＊詳細は面接時に説明します。

雇用・労
災・健康・
厚生

不問

146475
宮崎県児湯郡新富町大字新田１７４４
０－１

146475

一般事務（西都支店） ヤンマーアグリジャパン株式
会社　九州支社

・電話応対
・来客応対
・伝票整理
・コンピューター入力等の事務処理
全般

＊事前連絡の上、応募書類を事業所
所在地あて郵送してください。
　後日、面接日時等を連絡します。

雇用・労
災・健康・
厚生

不問

150000
宮崎県児湯郡新富町大字新田１７０５
６番地９

200000

お茶の管理、シート張りその
他収穫等／新富町

株式会社　アルボ 農園でお茶の管理やシート張り、そ
の他芋の収穫等の農作業全般に関す
る業務を行っていただきます。
農作業やったことないけどやってみ
たい！という方
やってみたいけど不安という方でも
スタッフが
丁寧に教えてくれますので、安心し
て始めることができます。


雇用・労
災・健康・
厚生

59歳
以下

141000
宮崎県児湯郡高鍋町大字北高鍋１２６
０－３

334000

電気工事士 株式会社　長友電気工業 民間から公共機関の屋内配線等の電
気工事全般
書類作成補助等
その他付随業務
詳細は面接時説明します。
現場エリア：主に宮崎県内




労災・その
他64歳

以下

185000
宮崎市佐土原町下那珂４５１８－３２
０　ヒルズハイツ１０１　利用者様宅や
施設　宮崎市　高鍋町　新富町　西都市

255000

ガソリンスタンドスタッフ 寿石油　有限会社 ◯接客及びガソリンスタンド業務全
般。
・ガソリンスタンドにて給油業務。
◯配達をお願いする事があります。
・その他、付随業務
＊指導をしますので安心して勤務で
きます。
【本店給油所と高鍋町内給油所の勤
務時間】シフト制
（１）０７：００～１７：００

雇用・労
災・健康・
厚生

不問

140108
宮崎県児湯郡木城町大字椎木８０１－
１

140108

あん摩マッサージ指圧師：正
社員（佐土原店）

株式会社　笑ごころ ○寝たきりや歩行困難な高齢者の方
のご自宅や施設を訪問して鍼灸　や
マッサージを行います。
・出張による美容のハリも行ってい
ます。
・その他付随業務
＊詳細は面接時説明します。

＊エリア　宮崎市内、新富町、西都
市、高鍋町

雇用・労
災・健康・
厚生

不問

150000
宮崎県児湯郡木城町大字川原１６２２
－１

200000

漬物製品箱詰め作業等【急
募】

株式会社　宮崎農産 ○工場内での漬物加工製造業務全
般。
○漬物の箱詰め作業になります。
○その他付随業務＊詳細は面接時説
明します。
（更新について）
◎臨時期間３ヶ月後、本採用：会社
規定あり
＊臨時期間（試用期間）での状況に
より常時傭員（常時雇用）登用　の

機械オペレーター 株式会社　新生工業 プラスチック部品の塗装工程を機械
にて行います。
その機械のオペレーターが作業内容
です。
誰でも簡単に操作は覚えますが、製
品の品質を見極めるには、かなりの
日数を要しますので、その部分は検
査員がサポートします。
作業途中での交代は可能ですので、
安心して働けます。

雇用・労
災・健康・
厚生・財形

35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）

4月5日号

（フルタイム） 変形（1ヶ月単位） 歯科衛生士

月給 (1)8時15分～19時15分

(2)8時15分～13時15分

雇用期間の定めなし

45060- 1258911

（フルタイム）

月給 (1)7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 普通自動車免許１種（社用車　ＭＴタイプ）

45060- 1260211

（フルタイム） 交替制あり

月給 (1)8時00分～17時00分 普通自動車運転免許

(2)8時15分～17時15分

雇用期間の定めなし (3)8時30分～17時30分 介護・医療関係の資格があれば尚可

45060- 1261511

（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- 1262411

（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- 1263011

（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)17時30分～9時30分

雇用期間の定めなし

45060- 1238011

（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)8時30分～17時30分 無資格者でも応募可

(2)7時30分～16時30分

雇用期間の定めなし (3)9時30分～18時30分

(4)16時20分～9時20分 普通自動車運転免許

45060- 1239311 (5)5時30分～14時30分

（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- 1240111

（フルタイム）

月給 (1)9時00分～18時00分

雇用期間の定めなし

45060- 1241711

（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- 1244511

（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- 1245411

◎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

59歳
以下

165000
宮崎県西都市大字穂北８７０番地

215000

141000
宮崎県西都市大字穂北８７０番地

167000

ゴム成型作業員【急募】 株式会社　マスオカ ○ゴムパッキンの成型
〇ゴム材料裁断作業
○一般作業（製品の運搬、管理等）
○金型の運搬作業あり（１０Ｋｇ以
上の物もあります）
・その他付随業務
＊詳細は面接時説明します。

雇用・労
災・健康・
厚生

40歳
以下

150000
宮崎県児湯郡新富町大字新田１５１１
８－１

200000

製品検査員【急募】 株式会社　マスオカ ◯工業用ゴムパッキンの製品検査業
務。
・大きさ１ｃｍ～５ｃｍ、軽い製品
・その他付随業務
＊作業は座り仕事になります。
＊目を使う細かな作業です（目視、
レンズ：拡大鏡）
＊詳細は面接時説明します。
◯仕上げ作業：カッターナイフ、紙
ペーパーで修正、仕上げを行って頂

雇用・労
災・健康・
厚生

59歳
以下

143424
宮崎県西都市大字岡富字８２９－１
有田食肉加工センター

143424

精肉カット 株式会社　ミート工房　拓味 精肉のカット及び加工品製造業務全
般
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 146000

宮崎県児湯郡高鍋町大字北高鍋３２２
５番地

205000

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

160000
宮崎県児湯郡高鍋町大字上江８１０８
番地

180000

介護職《急募》 医療法人　山仁会　山口整形
外科　介護老人保健施設　な
でしこ園

○法人内施設利用者の介護業務全
般。
（入所利用者：８０名、通所利用
者：５０名）
○食事介助、排泄介助、入浴介助、
レクレーションの介助等
・見守り等全般。
＊グループホーム１棟　計９名
・その他、付随業務
・夜勤については月４～５回程度

雇用・労
災・健康・
厚生

59歳
以下

151500
宮崎県児湯郡新富町大字上富田３２１
５番地

180000

正看護師（病棟） 医療法人　愛生堂　坂田病院 ○病棟担当：正看護師
○病棟での看護業務全般（一般病
棟：３１床）
・その他付随業務

※夜勤あり／月５～６回可。２人体
制。
夜勤明け及びその翌日は休日となり
ます。


雇用・労
災・健康・
厚生・財形

18歳
～64
歳

161500
宮崎県児湯郡新富町大字上富田３２１
５番地

203000

一般事務 株式会社　井崎製作所 総務部での事務を担当します。主な
仕事は、電話・来客対応・工場用消
耗品の管理・配達・納品、人事・福
利厚生関係事務です。

弊社は鉄・ステンレス・アルミを扱
う仕事をしていますので専門知識を
学ぶ必要がありますが、最初の研修
で教えますので責任感を持って仕事
を行っていただける方を募集しま

雇用・労
災・健康・
厚生

64歳
以下

163000
宮崎県児湯郡都農町大字川北６２１９
－４５
「デイサービスたいよう」

168000

品質管理担当者 株式会社　井崎製作所 工場内での品質管理を担当していた
だきます。
製品の品質が一定になるように製品
の検品、現場の保全、在庫の管理、
配達・納品が主な業務です。

また簡単なデータ入力や、書類整理
などの基本的な事務、お客様対応な
ど。特別なスキルは必要ありません
が未経験の方でもスムーズに始めら

雇用・労
災・健康・
厚生

45歳
以下

240000
宮崎県児湯郡高鍋町大字上江１３６０
－１

240000

介護スタッフ（認知症対応型
デイサービス）

特定非営利活動法人　仁秀会 ○認知症の方（少人数１日１２名）
に対し、穏やかな時間のながれを楽
しみながら、個人のペースに合わせ
た、入浴介助・排泄介助、レクレー
ション活動、その他、日常生活上の
お世話や送迎を行っています。
・送迎（最大６名）
（社用車　軽又は普通自動車／各Ａ
Ｔ車）
・その他付随業務

雇用・労
災・健康59歳

以下
190000

宮崎県児湯郡新富町富田南４丁目５２
番地

280000

営業及び現場作業員 株式会社　日向瓦 現場作業員：住宅建設現場での瓦ふ
き（施工）の仕事になりますが慣れ
るまでは補助的仕事になります。
トラック（４ｔ）で資材を現場に運
搬する。
◆慣れるまで指導者がつきますので
安心して仕事内容が学べます。
（慣れてきたら１人体制で仕事をし
ます。）
・その他、付随業務

雇用・労
災・健康・
厚生

18歳
以上

歯科衛生士 みやじ歯科医院 ◯歯科衛生士業務全般
・診療補助
・歯面清掃、スケーリング
・滅菌、清掃等
・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
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）

4月5日号

（フルタイム）

月給 (1)8時00分～17時30分

雇用期間の定めなし

45060- 1247311

（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 （自分で通勤できる方）

45060- 1235211

（フルタイム）

月給 (1)8時50分～17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3年7月31日

契約更新の可能性あり（条件あり） 45010- 6898211

（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- 1278611

◎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 194400

宮崎県宮崎市東大宮２丁目６－５コー
ポ村口２０５号
（株）あるく　宮崎営業所

302400

181640
宮崎県児湯郡高鍋町大字北高鍋

181640

法面工（見習い可）【宮崎営
業所】

株式会社　あるく 宮崎県内（主に宮崎市・西都市・児
湯郡方面）の各工事現場にて
法面工事全般。
　コンクリート吹付作業。
　緑化塗装吹付作業。
　稀に県外出張あり（宿泊費・食費
は全額会社負担Ｚ）
　採用後、法面ロープ作業講習を受
講して頂きます。
（受講費用は全額会社負担）

その他

不問

138000
宮崎県児湯郡川南町大字平田４５３２
－３

143175

一般事務／児湯郡高鍋町 株式会社　パソナ　パソナ・
宮崎

【エネルギー会社での一般事務】
・窓口対応業務
・データ入力
・帳票作成
・資料作成
・電話応対
・庶務　等

窓口にみえるお客様の対応や、リス
トにそってお客様への確認のお電話

雇用・労
災・健康・
厚生

不問

農作業（イチゴ） 河野剛（河野いちご園） ○ハウス内でのイチゴ栽培の農作業
になります。
・イチゴは畝からの収穫作業やイチ
ゴの摘花作業等。
・その他付随作業あり。
○ナスの収穫、手入れ作業等。
・その他、付随業務

＊詳細については面接時説明。


172800
宮崎県西都市大字岡富字８２９－１
有田食肉加工センター

190080

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。
・すじ引き
・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



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～10時30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） 45010- 7203411

（パートタイム） (1)9時00分～18時00の間の

時給 6時間程度

雇用期間の定めなし

45060- 1290911

（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

又は9時00分～19時00分

45060- 1292711 の間の5時間程度

（パートタイム） ホームヘルパー２級

時給 (1)22時00分～8時00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- 1294211

（パートタイム） 変形（1年単位） ホームヘルパー２級

時給 (1)7時30分～17時00分 介護職員初任者研修修了者

(2)8時30分～18時00分 ホームヘルパー１級
雇用期間の定めなし (3)13時00分～22時00分 普通自動車免許

(4)22時00分～8時00分

45060- 1295511

（パートタイム） (1)9時00分～18時00分の

時給 間の6時間程度

雇用期間の定めなし

45060- 1296411

（パートタイム） 交替制あり 普通自動車免許

時給 (1)8時00分～17時00分の

間の5時間程度

雇用期間の定めなし

46040- 3709511

（パートタイム） (1)8時30分～17時15分の 歯科衛生士

時給 間の6時間以上

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

～令和4年3月31日

契約更新の可能性なし 45060- 1279511

（パートタイム） 変形（1ヶ月単位）

時給 (1)18時00分～8時00分 普通自動車免許

(2)15時00分～10時00分

雇用期間の定めなし (3)16時00分～10時00分

45060- 1280311

（パートタイム） 変形（1ヶ月単位）

時給 (1)7時00分～19時00分の

間の3時間以上

雇用期間の定めなし

45060- 1281611

（パートタイム）

時給 (1)10時00分～14時30分

雇用期間の定めなし

45060- 1283111

◎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)

介護職員（訪問介護） 株式会社　かぐら宿 ○訪問介護
（定員最大７名）（現利用者６名）
・同じ敷地にある『訪問介護ステー
ションいきいき』から『介護ホーム
かぐら宿』まで徒歩訪問介護をして頂
きます
・記録作成：手書き等
・その他、付随業務

＊詳細は面接時に説明します。

雇用・労災

不問

793
宮崎県児湯郡木城町大字中之又３５１
番地

1054

店内スタッフ（１０：００～１
４：３０）

うどんそば処　うらしま ○店内での接客業務全般。
・レジ、電話、来客対応。
・配膳、片づけ等。
・備品補充等。
・掃除等（トイレ掃除を含む）
・その他付随業務

＊詳細は面接時に説明します。


雇用・労災

不問

800
宮崎県西都市水流崎町１１番地

810

歯科衛生士 独立行政法人　国立病院機構
宮崎病院

重症心身障害児（者）の口腔ケア、歯
科保健指導等
その他　附随業務あり
詳細は面接時説明します

雇用形態：非常勤職員





雇用・労
災・健康・
厚生

不問

1000
宮崎県児湯郡川南町大字川南１９４０
３－４

1000

介護職員（夜勤専門）：『介護
ホーム　かぐら宿』

株式会社　かぐら宿 ○『介護ホーム　かぐら宿』にて介護
業務全般。
（定員　最大７名）（現利用者７名）
（夜勤：１人体制）
・夜勤では見守り、トイレ介助等が主
です。
・記録作成：手書き等
・その他、付随業務

＊詳細は面接時に説明します。

労災

18歳
以上

793
宮崎県児湯郡木城町大字中之又３５１
番地

1054

インターネット通販運営・企
画・お客様対応業【急募】

株式会社　ヤミー・フードラボ ◯インターネットの通販ページの運
営・企画・お客様対応（メール・電
話）
　新商品の開発、受注、ショップ全体
の管理を担当して頂きます。
○その他、付随業務あり

＊パソコン操作
　画像編集（入社後習得可）経験者優
遇

雇用・労災

不問

800
宮崎県児湯郡高鍋町大字南高鍋１００
３２－２

880

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

＊勤務時間：８時～１７時の間で５ｈ
程度：
＊勤務日数、時間は相談に応じます。
　お気軽にご相談、ご応募下さい。

雇用・労災

不問

800
宮崎県児湯郡川南町川南１７７９８－
２
「川南農場」

850

介護ヘルパー（高鍋：夜勤専
門）

有限会社　すいせん ○グループホームにおけるヘルパー業
務。（利用者９名）
・排泄介助等
・見守り等
・その他付随業務
＊詳細は面接時説明します。


＊夜勤：月４～７回：１人体制
　　　（夜勤の回数は相談可）

労災

18歳
～64
歳 800

宮崎県児湯郡　高鍋町大字上江６６４
９－１４５
「グループホーム　すいせん高鍋」

900

介護職（高鍋） 有限会社　すいせん ○介護職全般　（利用者　各９名）
・日常生活（食事、排泄、入浴等）の
介助等
・レクレーション企画・運営
・見守り。
○盛付け作業：交替制
○記録作成（手書き）

・その他付随業務
＊詳細は面接時に説明します。

雇用・労災

18歳
～64
歳 800

宮崎県児湯郡　高鍋町大字上江６６４
９－１４５
「グループホーム　すいせん高鍋」

900

年齢 仕事の内容

販売員 有限会社　安藤英次電器商会 ◯エディオン高鍋店での接客業務。
・店内レジ・売り場及び製品の誘導・
案内
・商品説明・電話応対
・簡単な事務（伝票作成等）

＊家電業界での経験がなくても先輩職
員が丁寧に指導します
＊接客販売経験や家電に興味がある
方、詳しい方は特に歓迎します

労災

不問

850
宮崎県西都市右松２５１９番地１
　『西都簡易裁判所』

850

Ｗｅｂデザイナー（画像制作） 株式会社　ヤミー・フードラボ

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

清掃業務（午前）／西都簡易裁
判所

株式会社　中央ビルファシリ
ティーズ

西都簡易裁判所の日常清掃
　玄関ホール、各事務室、廊下、階
段、男女トイレ、洗面台、給湯　室等
の清掃、消耗品の補充

詳細は面接時に説明します。

＊制服を貸与します。

＊週１日（火曜日）の勤務

800
宮崎県児湯郡高鍋町大字南高鍋１００
３２－２

880

○ＨＴＭＬ・ＣＳＳ・イラストレー
ター・フォトショップ等を使用してＷ
ｅｂコーディング、画像制作、デザイ
ンをしていただきます
○ＥＣサイト管理画面より、画像やテ
キストの入力、更新作業。
・その他付随業務

＊詳細は面接時説明します。
＊ＨＴＭＬタグ知識なくてもこれから

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）

4月5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）

4月5日号

（パートタイム）

時給 (1)10時00分～16時00分

雇用期間の定めなし （社用車　ＡＴタイプ）

普通自動車免許

45060- 1284711

（パートタイム） (1)11時00分～17時00分の

時給 間の6時間程度

雇用期間の定めなし

45060- 1285811

（パートタイム） (1)7時30分～12時00分の

時給 間の3時間程度

雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）

～令和3年6月20日

契約更新の可能性なし 45060- 1270411

（パートタイム） 保育士

時給 (1)13時30分～17時30分

(2)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- 1271011

（パートタイム）

時給 (1)14時00分～19時00分

雇用期間の定めなし

45060- 1273611

（パートタイム） 歯科衛生士

時給 (1)14時00分～19時00分

雇用期間の定めなし

45060- 1274911

（パートタイム）

時給 (1)18時00分～23時00分

雇用期間の定めなし

44010- 7787411

（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

45010- 6967811

（パートタイム） 交替制あり

時給 (1)9時00分～16時30分

(2)16時00分～22時30分

雇用期間の定めなし (3)9時00分～17時30分

(4)17時00分～23時30分

45010- 6979011 又は9時00分～23時30分の間の5
時間程度

（パートタイム）

時給 (1)14時30分～18時00分

(2)8時30分～12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） 45060- 1256311

（パートタイム）

時給 (1)8時15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1日～令和3年11月30日

契約更新の可能性なし 45060- 1264311

◎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)

基地内環境整備作業員 航空自衛隊　第５航空団 ○屋外での草刈りなどの環境整備作
業。　　　　　　　　　　　　（主に
肩掛け草刈機使用）
・その他、付随業務

＊月１２日程度の勤務

◆雇用は令和３年７月１日日以降にな
ります。
　事務手続きにより、採用が遅れる場

公災

不問

1561
宮崎県児湯郡新富町大字新田１９５８
１

1561

遊技場（パチンコ店）／パチン
コ　ワシントン

株式会社　プラム観光 パチンコ店でのホール内接客・清掃
（ホール内外）・カウンターでの景品
交換等の業務

労災

18歳
以上

1000
宮崎県西都市大字調殿１３５７番地
「パチンコ　ワシントン」

1000

受付：西都市 東洋はり灸整骨院　はるひ ○院内受付
・その他付随業務
＊詳細は面接時説明します。

＊週３０時間未満での勤務となりま
す。
・就業時間・日数は相談に応じます。



雇用・労災

不問

850
宮崎県西都市大字妻字平田１６６５番
地１

850

ホール・キッチンスタッフ（宮
崎高鍋店・お祭り一番館）

株式会社　アメイズ（ＨＯＴＥ
Ｌ　ＡＺチェーン）

ホール業務
・接客　　・レジ業務
・テーブルセッティング　・片付け
等
キッチン業務
・調理　・材料の下ごしらえ
・清掃　等

＊研修制度がありますので、未経験の
方もご応募いただけます。

雇用・労災

18歳
～61
歳 1050

児湯郡高鍋町大字持田字下河原３３７
３｛ＨＯＴＥＬ　ＡＺ　宮崎高鍋店
お祭り一番館｝

1050

軽作業・検査業務／宮崎市・高
鍋町

株式会社　山洋製作所 ・自動車用や産業用等のワイヤーハー
ネス（電気配線）の加工及び　組立作
業を行っていただきます。
・目視または機械による出荷検査作業
を行います。
・手作業による製品の組み立て作業を
行います。
・簡単な軽作業です、女性が多く従事
されています。


雇用・労災

64歳
以下

793
宮崎県宮崎市佐土原町下田島１８９６
４－１

793

歯科助手 浜本歯科医院 歯科診療に関する衛生士業務全般
　・歯科医師の治療補助業務
　・治療器具機材の準備、管理、消毒
　・カルテ管理
　・その他、付随業務

★就業日数（月～土曜）及び就業時間
帯については、
　相談に応じます。


雇用・労災

不問

970
宮崎県児湯郡川南町大字平田２３７２
－３０

1000

歯科衛生士 浜本歯科医院 歯科診療に関する衛生士業務全般
　・歯科医師の治療補助業務
　・治療器具機材の準備、管理、消毒
　・カルテ管理
　・その他、付随業務

★就業日数（月～土曜）及び就業時間
帯については、
　相談に応じます。


雇用・労災

不問

970
宮崎県児湯郡川南町大字平田２３７２
－３０

1000

農作業員 永友　薫（永友農園） ○施設ハウス作業全般
・主に脇芽とり、収穫作業
・その他、付随業務

＊詳細は面接時に説明します。

その他

不問

800
宮崎県児湯郡高鍋町大字持田２９３５

800

児童指導員 社会福祉法人　光陽会 ○放課後等デイサービス事業において
障害児に対して訓練等の
　支援を行う。
・その他、付随業務

＊就業時間帯についても相談に応じま
す。
＊詳細については面接時に説明。


雇用・労災

不問

1000
宮崎県西都市大字清水７９３番地

「清水台通所センター」

1200

食品製造スタッフ（Ａ） アリマン乳業　有限会社 ・チーズやアイスなどの乳製品製造と
片付け
・牛乳やヨーグルトの製造補助（月・
火・水・木のみ）
・その他付随業務

＊他部署の補助業務をしていただく場
合もあります
＊詳しい内容はアリマン乳業ホーム
ページをご覧下さい。

労災

不問

800
宮崎県児湯郡川南町大字平田１２３８

800

配膳及び食事介助：花と緑のヘ
ルパーステーション

サポート芳士株式会社 ○利用者の配膳と食事介助。
・その他、付随業務

＊詳細は面接時に説明します。

◎利用者の方と楽しく会話をしていた
だける方歓迎


労災

64歳
以下

800
宮崎県児湯郡新富町大字上富田３３４
９－１

800



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）

4月5日号

（パートタイム） 交替制あり 保育士

時給 9時00分～18時00分の間の 普通自動車運転免許

5時間程度

雇用期間の定めなし

46040- 3455611

（パートタイム）

時給 19時00分～00時00分の間の 普通自動車運転免許

4時間

雇用期間の定めなし

38010- 9351411

（パートタイム）

時給 (1)10時00分～14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（原則更新） 45010- 6886911

（パートタイム） 交替制あり

時給 (1)8時30分～12時30分

又は8時30分～17時30分

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） の間の5時間程度

契約更新の可能性あり（原則更新） 45010- 6909211

（パートタイム）

時給 (1)10時30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- 6942211

（パートタイム） 准看護師

時給 (1)9時00分～15時00分

(2)9時00分～12時30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- 1237411

（パートタイム） 変形（1年単位）

時給 (1)9時10分～15時00分

雇用期間の定めなし

45060- 1243211

（パートタイム）

時給 20時00分～3時00分の 普通自動車運転免許

間の4時間程度

雇用期間の定めなし

45060- 1246011

（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（原則更新） 45060- 1248611

（パートタイム）

時給 (1)0時00分～4時00分

(2)4時00分～8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- 1249911

（パートタイム） 交替制あり

時給 (1)8時00分～13時00分

(2)13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- 1250711

◎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)

品出し・レジ（深夜） イオン九州株式会社　マックス
バリュ高鍋店

○主にレジ業務の担当です。
・商品の売り場までの持ち出し等。
・商品の陳列・棚の整理等。
・担当時間終了後のレジ精算業務等。
・その他、付随業務

＊詳細は面接時に説明します。

雇用・労災

18歳
以上

800
宮崎県児湯郡高鍋町大字北高鍋１３６
６－６

800

惣菜担当 イオン九州株式会社　マックス
バリュ高鍋店

○惣菜調理業務全般。
・材料きり、揚げ物、惣菜の製造、盛
り付け、陳列までの
　一連の作業。
・弁当作り。
（各時間帯：４～５名体制）
・その他、付随業務
＊詳細は面接時に説明します。
＊原則更新です


雇用・労災

不問

800
宮崎県児湯郡高鍋町大字北高鍋１３６
６－６

800

運転代行業務：金曜日・土曜日
勤務

愛代行 ◯お客様の希望される目的地までお客
様を代行車に乗せ、
　お客様の車を代行運転する業務で
す。
・その他付随業務
＊詳細は面接時説明します。
＊２人体制です。



その他

18歳
以上

1450
宮崎県児湯郡高鍋町大字高鍋町６９３
番地
高鍋営業所　安松駐車場

1450

野菜・果物担当 イオン九州株式会社　マックス
バリュ高鍋店

○野菜・果物業務全般。
・商品の荷おろし
・商品カット作業
・商品出し
（４名体制で作業しています）
・その他、付随業務
＊原則更新です

＊詳細は面接時に説明します。


雇用・労災

不問

800
宮崎県児湯郡高鍋町大字北高鍋１３６
６－６

800

准看護師（外来） 医療法人　愛生堂　坂田病院 ・病院内に入る前の検問業務
・その他、付随業務

＊詳細は面接時に説明します。

労災

不問

860
宮崎県児湯郡高鍋町大字上江８１０８
番地

860

製品検査【急募】 株式会社　マスオカ ◯工業用ゴムパッキンの製品検査業務
・大きさ（１ｃｍ～５ｍ、軽い製品）
・作業は座り仕事
・目を使う細かな作業です（目視、レ
ンズ（拡大鏡））
・仕上げ作業（カッターナイフ、紙
ペーパーで修正、仕上げを行っていた
だきます）
・重量物等腰への負担なし（作業は座
り仕事）

雇用・労災

59歳
以下

805
宮崎県西都市大字穂北８７０番地

805

作業及び事務／高鍋支所 生活協同組合　コープみやざき 共同購入カタログ商品の仕分け、積み
込み、カタログセット、電話対応など
・倉庫内作業（力仕事）もあります。

＊雇用期間終了後は１年毎の更新で
す。

面接：令和３年４月６日（火）１０：
００～　面接会場／高鍋支所
　　　適性検査と面接を行います。

雇用・労災

不問

820
宮崎県児湯郡高鍋町大字北高鍋１８８
１番地
「高鍋支所」

1035

清掃員（契約社員）／西都病院 株式会社　文化コーポレーショ
ン

病院内での清掃業務全般
・廊下、食堂、男女トイレ、病室等の
清掃
・ゴミの分別、搬出等

＊制服貸与

＊事前に研修がありますので初心者の
方も安心してご応募ください

雇用・労災

不問

840
宮崎県西都市大字調殿１０１０番地
「西都病院」

840

一般事務 九州パワーステーション　株式
会社

パチンコ店舗の事務のお仕事です。
（ホールに出ることはありません。）
電話対応や簡単なデータ入力などをし
ていただきます。
買い出し等の外出用務あり（社用車使
用）

就業時間については相談に応じます。

＊わからないことはスタッフが一が丁

労災

不問

1000
宮崎県児湯郡高鍋町大字北高鍋８０１
番地
Ｔ－ＭＡＸ　高鍋店

1000

客室内清掃／ホテルＡＺ都農店 株式会社　南九州ダイケン ・ホテル客室内の清掃（浴室、トイレ
等）及びベットメイク業務
・アメニティのセット

＊制服を貸与します。

＊雇用期間終了後、１年毎の更新で
す。

雇用・労災

不問

850
宮崎県児湯郡都農町大字川北５９４０
「ホテルＡＺ　都農店」

850

保育士（育成サポート友遊　川
南）

株式会社　常喜 〇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
・室内清掃／環境整備等
・その他付随する業務

労災

不問

900
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」

1500



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）

4月5日号

（パートタイム） 8時00分～16時25分の間

時給 の4時間程度

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） ＊自分で通勤ができる方
令和3年4月1日～令和3年7月31日

契約更新の可能性なし 45060- 1251811

（パートタイム） 歯科衛生士

時給 (1)15時00分～19時00分

雇用期間の定めなし

45060- 1232111

（パートタイム）

時給 (1)15時00分～19時00分

雇用期間の定めなし

45060- 1233711

（パートタイム）

時給 (1)8時00分～12時00分

(2)13時00分～17時00分

雇用期間の定めなし （自分で通勤できる方）

45060- 1234811

（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（原則更新） 45060- 1236511

◎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)

歯科助手 西都さくら歯科医院 ○歯科助手業務全般を行っていただき
ます。
・歯科医師、歯科衛生士の補助業務。
・診療補助、受付等。
・清掃等、その他付随する業務

◆月・火・水・金・土の勤務
＊その他付随業務
＊詳細は面接時に説明します。


雇用・労災

不問

レジ販売 イオン九州株式会社　マックス
バリュ高鍋店

○セルフレジ打ち
・商品スキャン
・その他付随業務
＊詳細は面接時説明します。

※会計作業なし
セルフレジの為、会計作業はお客様自
身が行います。


雇用・労災

不問

1000
宮崎県西都市右松３丁目２番地

1000

農作業（イチゴ） 河野剛（河野いちご園）

800
宮崎県児湯郡高鍋町大字北高鍋１３６
６－６

800

その他

不問

800
宮崎県児湯郡川南町大字平田４５３２
－３

830

○ハウス内でのイチゴ栽培の農作業に
なります。
・イチゴは畝からの収穫作業やイチゴ
の摘花作業等。
・その他付随業務
○ナスの収穫、手入れ作業等。
・その他、付随業務

＊詳細については面接時説明。


惣菜製造（アルバイト） 南薩食鳥　株式会社　宮崎工場 ○冷凍食品の製造補助
○箱入れ作業補助
・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。

労災

不問

歯科衛生士 西都さくら歯科医院 ○歯科衛生士業務全般を行っていただ
きます。
・歯科医師補助業務。
・患者さんへ口腔ケア、衛生指導等。

◆月・火・水・金・土の勤務

＊その他付随業務
＊詳細は面接時に説明します。


850
宮崎県児湯郡高鍋町大字持田１９９１
－１

850

雇用・労災

不問

1100
宮崎県西都市右松３丁目２番地

1100


