
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)8時00分～17時00分 普通自動車免許

雇用期間の定めなし

43070- 1491211

（フルタイム） 中型自動車免許
月給 (1)8時00分～17時00分 大型自動車免許

雇用期間の定めなし 普通自動車免許

43070- 1492511

（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 (3)18時00分～8時30分

(4)15時30分～23時30分

45060- 1431011

（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 (3)18時00分～8時30分

(4)15時30分～23時30分

45060- 1432311

（フルタイム） 変形（1ヶ月単位）

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- 1433611

（フルタイム）
月給 (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 社用車：ＡＴタイプ

45060- 1435111

（フルタイム） 変形（1年単位）

月給 (1)7時50分～17時00分 普通自動車免許

雇用期間の定めなし

45060- 1436711

（フルタイム） 交替制あり

月給 (1)8時30分～17時30分

(2)7時00分～16時00分

雇用期間の定めなし

45060- 1437811

（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)9時30分～19時00分

45060- 1438211

（フルタイム） 変形（1年単位） 介護福祉士
月給 (1)7時00分～16時00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 (3)9時30分～19時00分

(4)17時00分～9時30分

45060- 1440311

（フルタイム） 変形（1年単位）

月給 (1)7時00分～16時00分

(2)8時30分～17時30分

雇用期間の定めなし (3)9時30分～19時00分

(4)17時00分～9時30分

45060- 1441611

（フルタイム） 変形（1ヶ月単位）

月給 (1)7時00分～16時00分

(2)9時00分～18時00分

雇用期間の定めなし (3)13時00分～22時00分

又は7時00分～22時00分の

41010- 5197911 間の8時間程度

（フルタイム）
月給 (1)7時00分～16時00分

雇用期間の定めなし

45010- 7874011

◎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

生コン製造（プラント維持管
理）

味岡建設　株式会社 西米良村の村所生コンクリート工場
で下記業務となります。
・出荷伝票の発行
・生コンクリート製造プラントの制
御盤操作
・機械維持管理
・業務で社用車（ＭＴ車）を使用


167200
宮崎県児湯郡西米良村竹原４０４『村
所生コン工場』

167200

雇用・労
災・健康・
厚生

59歳
以下

190000
宮崎県児湯郡西米良村竹原４０４『村
所生コン工場』

190000

生コン車運転手／村所 味岡建設　株式会社 建築・土木現場での生コン配送業務
をしていただきます。

小型・大型車の運転もあります。

＊実務経験ない方の応募も歓迎、経
験者は賃金優遇します。


雇用・労
災・健康・
厚生

59歳
以下

159900
宮崎県児湯郡高鍋町大字北高鍋７８４

227300

医療事務 医療法人　忠恕会　内田医院 ○医院内での外来窓口の受付事務。
○診療報酬請求書事務。
○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・財形

18歳
～59
歳 139900

宮崎県児湯郡高鍋町大字北高鍋７８４

197200

正看護師 医療法人　忠恕会　内田医院 ・看護業務及び透折業務。
・医療器具準備等の補助。
・その他、付随業務

＊夜勤について：入院患者はいない
ので、夜間急患等の対応が主な業
務。


雇用・労
災・健康・
厚生・財形

18歳
～59
歳

准看護師 医療法人　忠恕会　内田医院 ・看護業務及び透折業務。
・医療器具準備等の補助。
・その他、付随業務

＊夜勤について：入院患者はいない
ので、夜間急患等の対応が主な業
務。


160000
宮崎県児湯郡新富町大字新田１６４０
８番地２

200000

営業（リサイクル業） 株式会社　井上商店 既存のお客様や問合せのあったお客
様の対応を行います。
　・既存顧客のルート訪問
　・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
　・回収現場の事前確認

雇用・労
災・健康・
厚生・財形

59歳
以下

137000
宮崎県児湯郡高鍋町大字北高鍋７８４

166000

スクールアシスタント（シス
テムサポート係）

株式会社　アイシステム ○新富町内各小中学校において生徒
用タブレットＰＣに対するシス　テ
ムサポート係のアシスタント。
・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
宮崎県西都市大字下三財３３７８

160000

調理員：三財病院 社会医療法人　暁星会　三財
病院

○入院患者さんの朝食、昼食、夕食
の調理全般業務。
（利用者１日：２７名～３０名分対
象）
・メニュー指示より調理して頂きま
す
（１日の調理体制：３人～４人体

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

看護助手：三財病院 社会医療法人　暁星会　三財
病院

○看護助手業務全般
・その他付随業務

※仕事の内容についての詳細は、面
接時に説明いたします。

雇用・労
災・健康・
厚生

59歳
以下

145750
宮崎県西都市大字岩爪１６４５番地

178080

介護職 社会福祉法人　百喜会　特別
養護老人ホーム　とのこおり
荘

○常時介護を必要とする利用者への
直接措置業務。
・その他、付随業務
（夜勤について）
＊月２～４回程度の夜勤あり。
＊夜勤については相談に応じます。

雇用・労
災・健康・
厚生

59歳
以下

142000
宮崎県西都市大字下三財３３７８

165000

介護職（介護福祉士） 社会福祉法人　百喜会　特別
養護老人ホーム　とのこおり
荘

○常時介護を必要とする利用者への
直接措置業務
・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・財形

18歳
～59
歳

145000
○宮崎店　○恒久店　○西都店　○高鍋店　○
門川店　○南延岡店○国富店　○吉村店　○小
松店　○大塚中央店

250000

スーパー内での寿司・鮮魚販
売／マルショク西都店内

株式会社　宮崎イワキ スーパー内での魚の調理（刺身や三
枚おろし等）
その他鮮魚販売に関する業務全般

＊制服貸与あり

雇用・労
災・健康・
厚生・財形

18歳
以上

137496
宮崎県西都市大字岩爪１６４５番地

137496

店舗社員（宮崎北エリア） ダイレックス　株式会社 ＜仕事内容＞
　商品の管理（食品・生活必需品
等）、販売、お客様対応、
　棚卸業務等店舗の運営にかかわる
お仕事です。
＜転勤について＞
　初任地は自宅から通える店舗と

雇用・労
災・健康・
厚生・財形

59歳
以下

雇用・労
災・健康・
厚生

59歳
以下

230000
宮崎県西都市大字右松三反田２１８３
（マルショク西都店）

300000

(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12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12日号

（フルタイム）
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（原則更新） 45010- 7916911

（フルタイム） 交替制あり 栄養士
月給 (1)5時00分～14時30分 管理栄養士

(2)6時00分～15時30分

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） (3)9時30分～18時30分

契約更新の可能性あり（条件あり） 45010- 7802111

（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 大型特殊あれば採用面優遇

普通自動車免許

45060- 1408611

（フルタイム） 変形（1ヶ月単位） 介護福祉士
月給 (1)7時00分～16時00分

(2)10時00分～19時00分 普通自動車免許
雇用期間の定めなし (3)13時00分～22時00分

45060- 1414411

（フルタイム） 変形（1ヶ月単位）

月給 (1)7時00分～16時00分

(2)10時00分～19時00分

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） (3)13時00分～22時00分

契約更新の可能性あり（原則更新） 45060- 1415011

（フルタイム） 理学療法士
月給 (1)8時30分～17時30分 作業療法士

言語聴覚士
雇用期間の定めなし

45060- 1416311

（フルタイム） 変形（1ヶ月単位） 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)9時00分～18時00分

(4)10時00分～19時00分

45060- 1417611

（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)7時00分～16時00分

(2)15時00分～0時00分

雇用期間の定めなし (3)23時00分～8時00分 社用車は２トントラック

普通自動車免許

45060- 1418911

（フルタイム） 第一種電気工事士
月給 (1)8時00分～17時00分 第二種電気工事士

雇用期間の定めなし 普通自動車免許

45060- 1419111

（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

雇用期間の定めなし 普通自動車免許

45060- 1420211

（フルタイム） 変形（1ヶ月単位） 看護師
月給 (1)7時00分～16時00分 准看護師

(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 普通自動車免許
(4)16時30分～9時00分

45060- 1422411

（フルタイム） 交替制あり 看護師
月給 (1)8時00分～17時00分 准看護師

(2)8時30分～17時30分

雇用期間の定めなし 普通自動車免許

45060- 1423011

（フルタイム） 交替制あり 保育士
月給 (1)8時30分～17時00分 看護師

(2)7時00分～15時30分 准看護師
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） (3)10時30分～19時00分

～令和4年3月31日

契約更新の可能性あり（条件あり） 45060- 1424311

◎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)

150000
宮崎県西都市大字妻字平田１２４１ー
５「西都営業所」

150000

栄養士（嘱託社員）／国立病
院機構宮崎病院（川南町）

日清医療食品　株式会社　南
九州支店　宮崎営業所

病院の栄養士業務全般のお仕事で
す。
・納品された食材の検品業務
・食材の発注管理
・食数の管理
・勤務表作成
・勤怠管理

（障）一般事務（事務嘱託）
／西都営業所

朝日生命保険相互会社　宮崎
支社

・書類内容チェック
・パソコンによる資料作成、データ
入力
・書類等の受発送作業
・電話対応（可能な方のみ）
等の一般的な事務を行っていただき
ます。

雇用・労
災・健康・
厚生・財形

不問

230000
宮崎県児湯郡川南町大字川南１８０５
８番地

270000

介護職：正社員 社会福祉法人　信和会　特別
養護老人ホーム　幸楽荘

○特別養護老人ホームでの介護業務
全般
・パソコン、タブレット入力作業あ
り
・その他付随業務
＊夜勤は、月４～５回で４人体制で
す。

雇用・労
災・健康・
厚生

不問

156240
宮崎県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」

173600

重機オペレーター アグリパートナーズ株式会社 ・土木作業（パワーショベルやブル
ドーザーを利用した整地作業、伐採
作業）
・圃場整地（ブルドーザーやトラク
ターを利用した圃場整備、播種、鎮
圧作業）
・重機を操作して上記のいずれか

雇用・労
災・健康・
厚生

64歳
以下

150000
宮崎県西都市大字茶臼原字轟９４１番
１　　

166800

機能訓練指導員 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（定員６５名）の機能
訓練にかかわる業務。
・個人ごとの機能訓練の実施及び指
導業務。
・パソコンによる機能訓練のプラン
作成・管理作業。
・評価及び文書作成作業。

雇用・労
災・健康・
厚生

18歳
～59
歳 164000

宮崎県西都市大字茶臼原字轟９４１番
１　　

213400

介護職：契約職員 社会福祉法人　信和会　特別
養護老人ホーム　幸楽荘

特別養護老人ホームでの老人介護業
務全般
＊パソコン、タブレット入力作業あ
り
＊夜勤は月４～５回　４人体制
＊スライディングシートを活用した
腰痛予防

雇用・労
災・健康・
厚生

18歳
以上

194000
宮崎県西都市大字茶臼原字轟９４１番
１　　

245000

工場内作業員 株式会社　ヒーテック ○工場内作業業務。
・熱処理前自動車部品等のセット作
業及びバラシ作業。
（治具に品物をいれたり、並べる簡
単な作業）
・熱処理した自動車部品等の中間検
査。

雇用・労
災・健康・
厚生

59歳
以下

182000
宮崎県西都市大字茶臼原字轟９４１番
１　　

242000

正看護師 社会福祉法人　信和会　特別
養護老人ホーム　幸楽荘

○施設入所者の健康管理。
・バイタルチェック。
・薬の管理。
・嘱託医、協力医療機関との連携
・その他付随業務
＊詳細は面接時説明します。
＊施設定員：特養６５床、ショー


雇用・労
災・健康・
厚生

59歳
以下

160000
宮崎県西都市大字南方３３７２－１０

360000

看護師／有料老人ホーム（夜
勤なし）【トライアル併用求
人】

株式会社　サポート宮崎 ○有料老人ホームにおける看護業
務。（２名夜勤体制）
・健康管理、販薬管理。
○医療機関との調整。
○病院受診の送迎あり（社用車：車
種について面接時説明します）
・その他、付随業務


雇用・労
災・健康・
厚生

18歳
以上

135000
宮崎県児湯郡新富町大字上富田字井ノ
前２３７０

171000

住宅設備設置【トライアル併
用求人】

ＥＮＴ合同会社 ◯個人住宅設備の販売・設置・メン
テナンス業務
　（家電品、エアコン、ＴＶアンテ
ナなど）
◯個人及び事業所向け発電機器の設
置・メンテナンス業務
　（太陽光パネル、蓄電池など）

雇用・労
災・健康・
厚生

59歳
以下

172300
宮崎県児湯郡新富町大字新田５８５９番地「住
宅型有料老人ホーム　にゅうた」

202000

看護師／デイサービス【トラ
イアル併用求人】

株式会社　サポート宮崎 ○デイサービスセンターにおける看
護業務。（利用者様増の為）
・健康管理中心。
○医療機関との調整。
○病院受診の送迎あり。
（社用車：車種については面接時説
明します）

雇用・労
災・健康・
厚生

64歳
以下

172300
宮崎県児湯郡新富町大字新田５８５９番地「住
宅型有料老人ホーム　にゅうた」

202000

看護師／有料老人ホーム（夜
勤あり）【トライアル併用求
人】

株式会社　サポート宮崎 ○有料老人ホームにおける看護業
務。（２名夜勤体制）
・健康管理、販薬管理。
○医療機関との調整。
○病院受診の送迎あり（社用車：車
種について面接時説明します）
・その他、付随業務


雇用・労
災・健康・
厚生

18歳
～64
歳

187800
宮崎県西都市大字南方２５８８

202800

雇用・労
災・健康・
厚生

64歳
以下

172300
宮崎県児湯郡新富町大字新田５８５９
番地

202000

保育士（０歳～５歳までの保
育）

社会福祉法人稚児ヶ池福祉会
穂北保育園

０歳～５歳児の保育補助全般。（定
員５０名）
・送迎バス乗車なし。
・パソコン使用なし。
・その他、付随業務。
◆正規職員への登用あり
・１年毎の更新


雇用・労
災・健康・
厚生

不問

車両系建設機械（整地・運搬・積
込用及び掘削用）運転技能者

無資格でも２年以上の保育補助経
験者も応募可



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12日号

（フルタイム） 変形（1年単位）

月給 (1)7時30分～16時30分

(2)7時30分～11時30分

雇用期間の定めなし

45060- 1429811

（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- 1430411

（フルタイム）
月給 (1)7時45分～17時00分

普通自動車免許
雇用期間の定めなし （社用車１トン　ディーゼル車使用）

45060- 1391411

（フルタイム） フォークリフト運転技能者
月給 (1)9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） 普通自動車免許

契約更新の可能性あり（原則更新） 45060- 1393311

（フルタイム） 交替制あり 看護師
月給 (1)8時30分～17時30分 准看護師

(2)9時30分～18時30分 普通自動車免許
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- 1396111

（フルタイム） 変形（1ヶ月単位）

月給 (1)8時30分～17時30分 普通自動車免許
(2)10時00分～19時00分

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） (3)17時00分～9時00分

～令和4年3月31日 (4)7時30分～16時30分

契約更新の可能性あり（原則更新） 45060- 1397711

（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- 1398811

（フルタイム） 変形（1ヶ月単位）

月給 (1)8時30分～17時00分

雇用期間の定めなし

45060- 1404511

（フルタイム） 変形（1ヶ月単位）

月給 (1)9時00分～17時00分

雇用期間の定めなし

45060- 1405411

（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)9時00分～17時00分

雇用期間の定めなし

45060- 1406011

（フルタイム） 変形（1ヶ月単位）

月給 (1)5時30分～14時20分 普通自動車免許
(2)9時40分～18時30分

雇用期間の定めなし

45070- 1325011

（フルタイム） 変形（1年単位） 小型移動式クレーン運転技能者
月給 (1)8時00分～17時00分 玉掛技能者

雇用期間の定めなし ※大型自動車免許は取得見込者で可

普通自動車免許

45030- 1484711

（フルタイム） 変形（1ヶ月単位） 登録販売者（一般医薬品）
月給 9時00分～22時00分の間の

8時間程度 普通自動車免許
雇用期間の定めなし

40120- 7734011

◎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)

孵化業務【西都孵卵場】 株式会社　児湯食鳥 ○孵化業務全般。
・ヒヨコのワクチン接種作業
・ヒヨコの選別・鑑別作業
・その他付随業務

＊詳細は面接時に説明します。



160000
宮崎県児湯郡新富町大字上富田８９３
５

160000

倉庫内出荷管理及び生産管理
作業員

有限会社　児湯芝農園 ○倉庫内出荷作業：取引先のお客様
から発注を受け、必要な苗の種類を
集計、梱包、出荷の段取りを行う。
（サツマイモ苗の出荷作業は４月か
ら６月、たまねぎ苗は１０月１１月
が中心となります）



雇用・労
災・健康・
厚生・財形

59歳
以下

138000
宮崎県西都市大字清水１３８０
（株）児湯食鳥　西都孵卵場

138000

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
＊詳細は面接時に説明します。


雇用・労
災・健康・
厚生

45歳
以下

220500
宮崎県西都市大字岡富下中島８６２

220500

正看護師又は准看護師 社会福祉法人　長平会　川南
ひばり

○薬の管理、病院の付添い、施設内
介護補助業務
・その他、付随業務
＊詳細は面接時に説明します。

＊年度ごとの更新になります。
◆正社員登用の可能性あり


雇用・労
災・健康・
厚生

59歳
以下

192800
宮崎県児湯郡高鍋町大字南高鍋８３６
０－１７

241000

農業アドバイザー及び販売・
レジ（資材館販売員）

ホームプラザナフコ西都店 ○農家への営業（外回り）
○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

雇用・労
災・健康・
厚生

不問

146200
宮崎県児湯郡川南町大字川南　１３５
２６－９

154800

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


雇用・労
災・健康・
厚生

不問

162640
宮崎県児湯郡川南町大字川南　１３５
２６－９

171200

介護業務 社会福祉法人　長平会　川南
ひばり

○施設利用者の介護業務全般。
・入浴、食事、排泄介護等
（１日の利用者　２０名程度）
・訪問介護（安否の確認・服薬等）
・送迎（川南町内）

雇用・労
災・健康・
厚生

18歳
以上

148500
宮崎県児湯郡都農町大字川北１４６０
９－２０

158400

軽作業≪急募≫ 森敬　株式会社 ○商品の取り入れ、取り出し、移
動、取付業務。
・盆提灯の箱詰め、その他作業。
・その他付随業務
＊立ち作業になり体力が必要となり
ます。
＊詳細は面接時説明します。

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

工場及び農作業（ぶどう）ス
タッフ

株式会社　都農ワイン ◇畑作業
・都農ワイン用ブドウ畑での農作業
全般。
・植え付けから収穫までの一連の管
理作業があります。
（繁忙期　８月）
＊夏場は特に体力が必要です。


雇用・労
災・健康・
厚生

64歳
以下

192500
宮崎県西都市大字清水７５８－１

242500

調理員兼介護職／ミューズの
朝西都

社会福祉法人　報謝会 ◎調理業務全般（クックチル調理）
　盛り付け・食器洗浄・清掃・その
他付随する業務
◎配膳、下膳、食事介助
＊業務詳細・その他は、面接時に説
明致します



雇用・労
災・健康・
厚生

59歳
以下

114350
宮崎県西都市大字清水７５８－１

114350

生産管理業務 森敬　株式会社 ◯生産管理業務全般
・データ入力・管理
・文書作成：パソコン入力（ワー
ド、エクセル）使用
◯商品のパーツを取引先へ配達業務
（エリア：佐土原町、高鍋町、宮崎市内）

雇用・労
災・健康・
厚生

40歳
以下

162000 日向市大字塩見大財１４０１３番地７：日向営業所
または西都市大字下三材７７７０番地：西都現場事
務所

192000

登録販売者【正】／（４６３
都農店）

株式会社トライアルオペレー
ションズ

＜スーパーセンタートライアル　都
農店のスタッフ＞
＊ドラッグストアー内での一般医薬
品の販売、化粧品、
　　その他雑貨の販売
＊販売に伴う商品管理全般
（発注・売価管理・期限管理）等


雇用・労
災・健康・
厚生

69歳
以下

153000
宮崎県西都市大字岡富６５８－２
　　　ミューズの朝　西都

153000

大型運転手（大型免許取得見
込者可）

諸塚運送有限会社 ・県内の山林現場より県内の木材市
場等への木材運送業務。
・県内の建設現場より木質系産業廃
棄物の運送業務。
＊上記共に、手積作業はありませ
ん。
＊女性も活躍できる職場です。

雇用・労
災・健康・
厚生

44歳
以下

雇用・労
災・健康・
厚生

64歳
以下

204000
児湯郡都農町大字川北字上助代５４７４番１
『スーパーセンタートライアル　都農店』

237000

普通自動車免許１種（ぶどう畑の
移動：各自）

普通自動車免許（社用車１．５ト
ントラック）



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12日号

（フルタイム） 変形（1ヶ月単位） 栄養士
月給 (1)9時15分～18時30分

(2)15時30分～0時00分 普通自動車免許
雇用期間の定めなし

又は9時15分～0時00分の

40150- 2698811 間の8時間

（フルタイム） 変形（1ヶ月単位）

月給 (1)15時00分～0時00分 普通自動車免許

雇用期間の定めなし

45010- 7568511

（フルタイム） 交替制あり

月給 (1)5時00分～14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（条件あり） 45010- 7618311

（フルタイム） 変形（1ヶ月単位）

月給 (1)8時00分～17時10分

(2)17時00分～2時10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- 7374211

（フルタイム） 交替制あり

月給 (1)8時00分～17時00分

(2)8時40分～17時40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- 7378311

（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- 7415011

（フルタイム） 交替制あり 栄養士
月給 (1)5時30分～14時30分 管理栄養士

(2)8時00分～17時00分

雇用期間の定めなし (3)10時30分～19時30分

45010- 7441611

（フルタイム） 交替制あり

月給 (1)6時00分～15時30分

(2)10時00分～19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） 45010- 7442911

（フルタイム）
月給 (1)8時00分～17時00分 普通自動車免許

(2)21時00分～6時00分

雇用期間の定めなし

45010- 7555911

（フルタイム） 変形（1年単位）

月給 (1)8時30分～17時30分 普通自動車免許

雇用期間の定めなし

45030- 1479511

（フルタイム） 変形（1ヶ月単位） 医療事務資格
月給 (1)9時00分～18時00分

(2)9時00分～13時00分 普通自動車免許
雇用期間の定めなし

45030- 1455011

（フルタイム） 保育士
月給 (1)8時30分～17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- 1352311

（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

普通自動車免許
雇用期間の定めなし

45060- 1354911

◎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)

176000
宮崎県児湯郡高鍋町大字北高鍋５０１６番
地　ドラッグストアモリ　高鍋店

238000

ホールスタッフ（店長候補）
／恵屋（高鍋・西都・新富）

株式会社　マスコ 最初は実務からお願いします。
＊接客（席案内、注文受け、飲み
物・料理の提供、片付け・セッテ
ィング）など
＊キッチン（仕込み、揚げ場・焼き
場・サラダ場・刺し場などの簡　単
な調理・盛付け、食洗器での食


栄養士（正・高鍋店・地域専
任職）

株式会社　ドラッグストアモ
リ

○栄養士としての専門知識を活か
し、お客様の食生活を含めた栄養
面でのアドバイスを行っていただき
ます。
○商品管理・店舗管理業務（ドラッ
グストア店内でレジ、接客、販
売、商品陳列等の業務）　　　　　


雇用・労
災・健康・
厚生

35歳
以下

156240
宮崎県児湯郡川南町大字川南２４７７３－７
「株式会社ＳＪＫ　老人ホーム川南」

173600

プラスチック製品の検査並び
に付随業務／新富町

株式会社　ワークスタッフ
宮崎営業所

塗装ラインでの補助や検品作業等

雇用・労
災・健康・
厚生

18歳
～59
歳 180000

宮崎県児湯郡高鍋町大字北高鍋七反田２８８
「備長炭炭火やきとり恵屋　高鍋店」

180000

調理員（嘱託社員）／老人
ホーム川南（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の業務です
（調理、盛付、配膳、洗浄、清掃
等）
・１回に２０～２７食程度の食事を
２～３名の栄養士、調理員で担　当
します。



雇用・労
災・健康・
厚生

不問

140822
宮崎県児湯郡木城町大字椎木８０１番
地１

140822

注射器のプラスティック部分
の外観検査業務／新富町

スタッフラインズ　株式会社 ・注射器のプラスティック部分の外
観検査のお仕事です。
・傷やホコリの付着等を重点に検査
してもらいます。
・特に重いもをもつこともありませ
ん。
・検査業務等、未経験の方でも丁

雇用・労
災・健康・
厚生

18歳
以上

155520
宮崎県児湯郡新富町大字上富田字井ノ
前２３７０

155520

漬物の加工作業／木城町 株式会社　ワークスタッフ
宮崎営業所

・原料のカット、検査、選別並びに
付随する業務

雇用・労
災・健康・
厚生

不問

173000
宮崎県西都市大字下三財８１２４－８
「並木の里」

240000

調理員（嘱託社員）／三納の
里（西都市）

日清医療食品　株式会社　南
九州支店　宮崎営業所

・利用者様へ食事提供業務です。
　（調理、盛り付け、配膳、洗浄
等）
＊制服貸与あり
＊朝、昼、夕食を１回に８０～１０
０食を６人の調理員で担当していた
だきます。

雇用・労
災・健康・
厚生

不問

154962
宮崎県児湯郡新富町大字日置２０３２
－１５

154962

栄養士（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

福祉施設での栄養士業務
・献立作成
・材料の発注
・食数の管理
・勤務管理等
・調理業務
＊１回につき８０食程度の食事提

雇用・労
災・健康・
厚生

59歳
以下

185600
宮崎県児湯郡高鍋町大字北高鍋１０８５－１ハ
イツイワムラ１０１号「Ｆ・Ｃガード　高鍋営
業所」

208800

ＬＰガスの顧客管理及び販売
（高鍋営業所）

旭マルヰガス　株式会社 高鍋営業所においてＬＰガス卸小売
業務全般。
ガス器具、住設機器の販売業務。
ガス器具等の保安業務。
顧客管理及び器具販売業務。
ミネラルウォーターの販売業務。


雇用・労
災・健康・
厚生

不問

173600
宮崎県西都市大字平郡菰田５９８－１
「特別養護老人ホーム　三納の里」

208320

交通誘導警備スタッフ（正社
員・一般道）／高鍋営業所

株式会社　Ｆ・Ｃガード 工事現場、建設現場での交通誘導業
務を行って頂きます。
※当社社員の９０％以上が異業種か
らの転職者（未経験者）です。
≪在籍者の前職≫　
製造業（工場勤務）・飲食業・販売
業・自営業・介護職・林業等

雇用・労
災・健康・
厚生

18歳
～64
歳

155000
宮崎県児湯郡新富町大字上富田字八反田下３３
３７番１メディカル薬局　新富店

180000

保育士（石井記念川南保育
園）

社会福祉法人　石井記念　友
愛社

０～５歳児までの保育補助業務全
般。（定員１２０名）
・園児の遊び等活動時の健康管理、
ケガ等への見守り。
・手書による家庭への連絡帳記入。
・担当職員が休み時の代替え、各

雇用・労
災・健康・
厚生

40歳
以下

169300
宮崎県児湯郡高鍋町大字上江字高月８
４００

177100

調剤事務員（新富店） 有限会社　メディカルケア ＊『メディカル薬局　新富店』の調
剤事務業務全般。
　処方箋受付事務。
　来客応対、電話応対、レジ。
　レセプト専用パソコンへ入力
（バーコード入力程度）
（パソコン入力は採用後に習得で

雇用・労
災・健康・
厚生・その
他

59歳
以下

180000
宮崎県児湯郡木城町大字椎木３８９９
－２

250000

雇用・労
災・健康・
厚生

不問

168960
宮崎県児湯郡川南町大字川南１７７４１番地６
『石井記念川南保育園』

168960

造園作業員見習 株式会社　中村緑新 ○造園作業が主な作業ですが一般土
木も行っていただく場合もあり　ま
す。
・個人、事業所、公共機関等の作業
になります。
・樹木剪定作業、樹木移植作業、防
除作業、花壇管理。

雇用・労
災・健康・
厚生

不問

調剤事務経験がない方でも医療事
務系の有資格者は応募可

社用車：３トントラックＭＴタイ
プ（＊造園技能資格者歓迎）



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12日号

（フルタイム） 変形（1年単位） 保育士
月給 7時10分～18時25分の間の 幼稚園教諭免許（専修・１種・２種）

8時間程度

雇用期間の定めなし 保育士資格と幼稚園教諭（両方必須）

45060- 1355111

（フルタイム） 看護師
月給 (1)8時30分～18時00分 准看護師

(2)8時30分～12時30分

雇用期間の定めなし

45060- 1360311

（フルタイム） 変形（1年単位）

月給 (1)8時00分～17時00分

普通自動車免許
雇用期間の定めなし

45060- 1362911

（フルタイム） 変形（1ヶ月単位）

3 (1)8時15分～17時15分 普通自動車免許

雇用期間の定めなし

45060- 1363111

（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 ホームヘルパー２級

(2)17時00分～9時00分 介護福祉士
雇用期間の定めなし 看護師（正または准）いずれか

普通自動車免許

45060- 1364711

（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)10時00分～19時00分 介護職員初任者研修修了者
雇用期間の定めなし (3)17時00分～9時00分

45060- 1366211

（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

45060- 1367511

（フルタイム） 変形（1年単位）

月給 (1)8時15分～17時00分 普通自動車免許

雇用期間の定めなし

45060- 1370911

（フルタイム） 変形（1年単位） 玉掛技能者
月給 (1)8時00分～17時00分 床上操作式クレーン運転技能者

雇用期間の定めなし

45060- 1373811

（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

(2)8時00分～17時00分

雇用期間の定めなし (3)10時00分～19時00分 ◆無資格者でも応募可

普通自動車免許

45060- 1374211

（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

(4)17時00分～8時00分 普通自動車免許

45060- 1375511

（フルタイム） 変形（1ヶ月単位） 看護師
月給 (1)8時30分～17時00分

(2)16時30分～9時00分

雇用期間の定めなし

45060- 1376411

（フルタイム） 変形（1ヶ月単位） 調理師
月給 (1)8時30分～20時30分

(2)9時30分～21時30分

雇用期間の定めなし (3)10時30分～22時30分

45060- 1377011

◎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)

保育教諭 学校法人　朝日学園　あさひ
幼稚園

○認定こども園における０～６歳児
の幼児教育・保育。
・その他、付随業務

＊詳細は面接時に説明します。

157000
宮崎県西都市大字三宅２９４９番地

167000

設計及び現場管理 有限会社　日高設備工業 ○畜産系の浄化槽に関する設計と現
場管理、及び農家や役所との打合
せ、営業活動等です。パソコンでの
ＣＡＤ製図、写真管理等も行いま
す。
・その他付随業務


雇用・労
災・健康・
厚生

64歳
以下

170000
宮崎県西都市大字三宅２７２７番地

220000

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。
・医療器具等の準備、補助。
・受付け業務補助。
・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

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

介護職員（有料および訪問）
【トライアル併用求人】

有限会社　さくら ○利用者の介護全般業務。（利用者
５名）
・食事、排泄、入浴介護等・送迎・
入居者の訪問介護。
・その他、付随業務
＊勤務時間はローテーションとなり
ますが相談は可能です。

雇用・労
災・健康・
厚生

45歳
以下

185000
宮崎県児湯郡川南町大字川南１３８６
６－１

235000

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。


雇用・労
災・健康・
厚生

59歳
以下

145000
宮崎県児湯郡川南町大字川南１５０１６－２９
『住宅型有料老人ホーム　さくらの里』

190000

看護職（デイサービスセン
ター　さくらの里）

株式会社　丸喜　さくらの里 デイサービスセンター　さくらの里
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
護業務
（利用者平均３５名位）
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 137500

宮崎県児湯郡木城町大字高城３８８８
番地１

180000

介護職員／（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
における食事介助、排泄介助、入浴
介助や生活相談等
・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

18歳
～59
歳

156490
宮崎県西都市大字下三財３４３６番地

206490

構内作業（積込補助・清
掃）：アルバイト

丸和運送　株式会社 ・バルク車（飼料運搬車）に飼料を
積込む際の補助作業。
・構内（飼料ターミナル、事務所周
り）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・健康・
厚生

59歳
以下

172000
宮崎県児湯郡川南町大字平田９１１－
６

225000

営業及び販売 株式会社　日本剣道具製作所 ○剣道防具の営業及び販売業務全般
○全国小売店への卸販売
　営業エリア：全国（毎月最大１０
日間前後の出張有）
　　　　　　　※出張に伴う旅費等
は社内規定により支給


雇用・労
災・健康・
厚生・財形

59歳
以下

163000
宮崎県児湯郡都農町大字川北６２１９
番地４２

168000

介護業務（正社員：夜勤あ
り）

特定非営利活動法人　仁秀会 ○グループホームにて認知症高齢者
が少人数（入居者９名）により　家
庭的な雰囲気の中で、穏やかな時間
の流れを楽しみながら、個　人の
ペースに合わせて暮らせるよう、見
守り、入浴の介助、トイ　レの介
助、食事作り、

雇用・労
災・健康・
厚生

不問

174750
宮崎県児湯郡川南町大字川南２００１
６－１

174750

介護業務（夜勤なし） 特定非営利活動法人　仁秀会 ○グループホームにて認知症高齢者
が少人数（入居者９名）により　家
庭的な雰囲気の中で、穏やかな時間
の流れを楽しみながら、個　人の
ペースに合わせて暮らせるよう、見
守り、入浴の介助、トイ　レの介
助、食事作り、

雇用・労
災・健康・
厚生

64歳
以下

201000
宮崎県児湯郡川南町大字川南１８１５
０－４７

250600

調理師及び調理師補助【高鍋
本店】≪急募≫

有限会社　小丸新茶屋 ○手打ちうどん、にぎり寿司・調理
全般業務。
・その他、付随業務
＊うどん店、居酒屋、飲食店経験者
優遇。
・上記の業務内容で本人の適性・希
望により決定します。

雇用・労
災・健康・
厚生

18歳
～64
歳 175000

宮崎県児湯郡都農町大字川北６２１９
番地４２

183000

正看護師 医療法人社団　聖山会　川南
病院

○看護業務
（外来、通所リハビリテーション、
透析、病棟）
・その他、付随業務

＊就業時間についての詳細は面談時
に説明致します。


雇用・労
災・健康・
厚生

18歳
～59
歳

雇用・労
災・健康・
厚生

18歳
以上

180000
宮崎県児湯郡高鍋町大字北高鍋４６２
２－７『高鍋本店』

280000

※入社後取得可能（費用会社負
担：会社規定有り）



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12日号

（フルタイム） 変形（1ヶ月単位）

月給 (1)9時00分～16時00分

(2)16時00分～22時30分

雇用期間の定めなし

45060- 1378311

（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

45060- 1379611

（フルタイム） 危険物取扱者（乙種）
月給 (1)8時00分～17時00分

雇用期間の定めなし 危険物免許所持者優遇

普通自動車免許

45060- 1389711

（フルタイム） 変形（1年単位）

月給 (1)8時00分～17時00分 普通自動車免許

雇用期間の定めなし

45060- 1316511

（フルタイム）
月給 (1)8時00分～17時00分 普通自動車免許

雇用期間の定めなし

45060- 1318011

（フルタイム）
月給 (1)8時30分～17時00分 普通自動車免許

雇用期間の定めなし

45060- 1319311

（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- 1320111

（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)8時30分～17時30分 介護福祉士
雇用期間の定めなし (3)10時00分～19時00分 普通自動車免許

(4)17時00分～9時00分

45060- 1321711

（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 介護職員実務者研修修了者

(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)10時00分～19時00分

(4)17時00分～9時00分 普通自動車免許

45060- 1322811

（フルタイム） 変形（1年単位）

月給 (1)8時00分～17時00分 普通自動車免許

雇用期間の定めなし

45060- 1323211

（フルタイム） 変形（1年単位）

月給 (1)8時00分～17時00分 普通自動車免許

雇用期間の定めなし

45060- 1324511

（フルタイム）
月給 (1)8時00分～17時00分

普通自動車免許
雇用期間の定めなし 社用車：各種あり

45060- 1325411

（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- 1326011

◎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)

165000
宮崎県児湯郡高鍋町大字北高鍋４６２
２－７『高鍋本店』

190000

大型運転手兼営業（宮崎北営
業所）

株式会社　キング運輸 ○７ｔ・１０ｔ車、トレーラー等に
よる建設土木機械の運搬。　　
・資材・鋼材・ハウス等の運搬。
・その他、付随業務。
＊詳細は面接時に説明します。




店内接客等【高鍋本店】≪急
募≫

有限会社　小丸新茶屋 ○店内接客全般業務。
・オーダー取り。
・店内の配膳および後片付け。
・料理の盛り付け。
・洗い場の手伝い等。
・配達していただく場合あり。
・その他、付随業務

雇用・労
災・健康・
厚生

18歳
以上

160000
宮崎県児湯郡高鍋町大字北高鍋８１５

165000

営業職／西都市【急募】 株式会社　マスオカ ◯取引先顧客回り及び新規開拓
◯顧客管理、見積書・提案書の作成
◯本社工場との納期調整
（営業エリア：九州管内）
・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

39歳
以下

207500
宮崎県児湯郡新富町大字上富田３２０
４－１

243500

ガソリンスタンドスタッフ
≪急募≫

株式会社　石崎商店 ○ガソリンスタンド業務
○ガソリンスタンドにおいて、お客
様の受け入れ、誘導等
　給油、洗車、自動車の点検、オイ
ル、バッテリーの交換
　各種商品のサービスの提供を行い
ます

雇用・労
災・健康・
厚生

不問

170000
宮崎県児湯郡川南町大字川南１３９７
６番地

218500

総合事務 川南町漁業協同組合 ◯事務所内勤務が主であるが業務に
より内容が異なります。
・管理課・購買課・販売課・直売
所・郵便局及び九州信漁連宮崎統括
支店：各課３～５年毎に異動があり
ます。
◯販売業務として年間を通じて

雇用・労
災・健康・
厚生

40歳
以下

190000
宮崎県西都市大字穂北８７０番地

250000

電気工事作業及び管工事作業
員

村井電機　株式会社 ○工場、住宅、畜舎等の電気・管工
事作業
○工場、公共施設等消防用設備施
工・保守等作業
○町水道本管工事作業
＊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

155400
宮崎県西都市大字茶臼原２８６－２

195400

介護職：木城【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

雇用・労
災・健康・
厚生

30歳
以下

140000
宮崎県児湯郡川南町大字川南１７４３
７－４

140000

溶接作業員【トライアル併用
求人】

オリンピア工業株式会社　宮
崎工場

○工場内での板金作業（組立・溶
接）
・金属薄板を組み合わせて、溶接作
業を行います。
（溶接の種類：アーク溶接、半自動
溶接）

雇用・労
災・健康・
厚生

40歳
以下

158000
宮崎県児湯郡川南町大字川南２３１６
７－１９

168000

孵化作業及び出荷作業【川南
町】

株式会社　森孵卵場　南九州
支店

◯ブロイラー用ひよこの孵化及び出
荷業務。
・卵から孵化するまでの設備の温度
管理等。
・ひよこ、種卵の出荷作業。
・その他、付随業務
＊日々の作業を繰り返しながら

雇用・労
災・健康・
厚生

18歳
～64
歳 158000

宮崎県児湯郡木城町大字椎木４００７
－２

168000

介護職：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

雇用・労
災・健康・
厚生

18歳
～64
歳

144000
川南町内３農場：銀座農場・水穂農
場・初日農場 新富町：新富農場

180000

現場施工：施工部 株式会社　ビズ ○民間外構工事の現場施工
○公共土木工事の現場施工
○民間土木工事の工事施工
○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・財形

59歳
以下

144000
宮崎県児湯郡川南町大字川南１９６５
２番地

180000

養鶏作業員【川南町・新富
町】

株式会社　森孵卵場　南九州
支店

農場での種鶏飼育及び集卵作業。
・１個ずつ卵を拾っていただく細か
い作業です。
・餌やり、清掃等。
・その他、付随業務
・佐土原地区の各農場へ応援をお願
いする場合もあります。

雇用・労
災・健康・
厚生・財形

59歳
以下

142740
宮崎県児湯郡川南町大字川南１９６５
２番地

180000

雇用・労
災・健康・
厚生

59歳
以下

180000
宮崎県児湯郡高鍋町大字北高鍋８３番
地１

274992

孵化作業員【川南町】 株式会社　森孵卵場　南九州
支店

○工場内でのブロイラー用ひよこの
孵化作業。
・卵をセットする→卵からヒナが生
まれたらヒナの選別→ワクチン　接
種作業。
・その他、付随業務
＊単純作業となります。面接時に

雇用・労
災・健康・
厚生・財形

59歳
以下

社用車：各種（ＡＴタイプ／ＭＴ
タイプ）



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12日号

（フルタイム）
その他 (1)8時00分～17時00分

普通自動車免許
雇用期間の定めなし 社用車：各種あり

45060- 1328611

（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 介護職員初任者研修修了者
雇用期間の定めなし (3)10時00分～19時00分

(4)17時00分～9時00分 普通自動車免許

45060- 1329911

（フルタイム） 変形（1ヶ月単位）

月給 (1)6時30分～15時15分

(2)8時30分～17時15分 普通自動車免許
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） (3)11時30分～20時15分 公用車：ＡＴタイプ
～令和4年3月31日 (4)8時30分～翌9時30分

契約更新の可能性あり（条件あり） 45060- 1336311

（フルタイム）
月給 (1)8時00分～17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4年2月28日

契約更新の可能性あり（条件あり） 45060- 1337611

（フルタイム） 看護師
月給 (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- 1342411

（フルタイム） 変形（1ヶ月単位） 保育士
月給 (1)7時00分～16時00分

(2)7時30分～16時30分

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（条件あり） 45060- 1343011

（フルタイム） 准看護師
月給 (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- 1345611

（フルタイム） 交替制あり

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- 1346911

（フルタイム） 変形（1年単位）

月給 (1)8時00分～17時00分 普通自動車免許

雇用期間の定めなし

45060- 1348711

（フルタイム） 変形（1ヶ月単位） 栄養士
月給 (1)8時30分～17時45分

(2)14時30分～23時00分 普通自動車免許
雇用期間の定めなし

又は8時30分～23時00分の

40150- 2551811 間の8時間

（フルタイム） 交替制あり

月給 (1)9時00分～18時15分

(2)15時00分～0時15分

雇用期間の定めなし (3)0時00分～9時15分

44010- 8323711

（フルタイム） 調理師
月給 (1)5時30分～14時30分

(2)9時30分～18時30分

雇用期間の定めなし

45010- 7357811

（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

45020- 1927711

◎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)

施工管理：土木施工管理部 株式会社　ビズ ◯公共工事（県、市町村）の現場管
理全般
◯民間工事（住宅基礎工事、外構工
事に伴う土木工事）の現場管理　全
般
・現場管理：計画書作成、写真撮
影、管理：パソコン使用

149000
宮崎県児湯郡木城町大字椎木６０２７
－１

213000

支援員 社会福祉法人　宮崎県社会福
祉事業団　（救護施設　清風
園）

◯入所者の生活支援：食事・入浴・
排泄等の一部介助
◯入所者の日中活動支援：買物・外
食・作業（屋内、屋外）等
＊未経験者でも応募可能です。丁寧
に指導しますので、安心して
　ご応募下さい。

雇用・労
災・健康・
厚生

59歳
以下

180000
宮崎県児湯郡高鍋町大字北高鍋８３番
地１

349992

介護職員（介護福祉士及び初
任者研修）

株式会社　メイセイ ○グループホームでの介護サービス
の実施（定員９名）
○食事介助・入浴介助・排泄介助・
外出介助
○研修会等は必要な都度実施
○その他、付随業務
＊詳細は面接時説明します。

雇用・労
災・健康・
厚生

18歳
～65
歳

170000
宮崎県児湯郡新富町大字日置５１８２
－５４

170000

正看護師　　　　≪急募≫ 訪問看護ステーション　ｃｏ
ｃｏｎｏｋｉ

◎訪問看護師及び管理者業務を行い
ます。
※理学療法士（マネージャー）も在
籍予定である為、一緒に管理業　務
や運営を行います。
＜仕事内容＞
・病状の観察（身体確認

雇用・労
災・健康・
厚生

18歳
以上

148800
宮崎県児湯郡新富町大字日置　９６３
－３

177000

農業（お茶製造）に関する業
務及び店舗内でのお菓子製造

有限会社　豊緑園 ○主に農業（お茶の製造）にかかわ
る仕事全般：畑作業、摘採機等操
作、
　工場機械操作
○自社店舗みどりとすずめ内でのお
菓子製造

雇用・労
災・健康・
厚生

不問

168960
宮崎県児湯郡都農町大字川北３６２１ー４石井
記念　都農保育園（旧都農町立さつき保育園）

176000

准看護師　　　　≪急募≫ 訪問看護ステーション　ｃｏ
ｃｏｎｏｋｉ

◎訪問看護師及び管理者業務を行い
ます。
※理学療法士（マネージャー）も在
籍予定である為、一緒に管理業　務
や運営を行います。
＜仕事内容＞
・病状の観察（身体確認、血圧

雇用・労
災・健康・
厚生・その
他

不問

218000
宮崎県児湯郡高鍋町大字北高鍋７６３
番地３

228000

保育士（都農保育園） 社会福祉法人　石井記念　友
愛社

０～５歳児までの保育業務全般。
（定員７０名）
保育書類等の簡単な入力作業あり
就業時間は、ローテーションを組み
ます。
就業時間欄（３）の時間帯が主な勤
務となります。


雇用・労
災・健康・
厚生

不問

146960
宮崎県児湯郡都農町大字川北３６２１
－４『石井記念　都農保育園』

146960

一般事務（トライアル併用求
人）

株式会社　原田 ○一般事務全般業務
・鉄筋等の数量表作成。
・受発注業務。
・加工帳作成。
・ＰＣを使いデータ入力処理。
・来客、電話応対。
・事務所内の清掃。

雇用・労
災・健康・
厚生・その
他

不問

191000
宮崎県児湯郡高鍋町大字北高鍋７６３
番地３

206000

保育補助（都農保育園） 社会福祉法人　石井記念　友
愛社

０～５歳児までの保育のお手伝い
（定員７０名）
その他付随業務

＊詳細は面接時に説明します。

＊雇用期間は１年毎の契約で

雇用・労
災・健康・
厚生

不問

176000
宮崎県西都市右松２１３４番地１　ド
ラッグストアモリ　西都店

238000

総合職（フロント又は飲食ス
タッフ・宮崎高鍋店）

株式会社　アメイズ（ＨＯＴ
ＥＬ　ＡＺチェーン）

〈宿泊部門〉
・チェックイン、チェックアウト・
接客・予約受付
・ＰＣ入力・精算業務　等
〈飲食部門〉
・接客・調理・提供・清掃・精算業
務　等


雇用・労
災・健康・
厚生

35歳
以下

145000
宮崎県児湯郡都農町大字川北１８７０
２－２

155000

栄養士（正・西都店・地域専
任職）

株式会社　ドラッグストアモ
リ

○栄養士としての専門知識を活か
し、お客様の食生活を含めた栄養
面でのアドバイスを行っていただき
ます。
○商品管理・店舗管理業務（ドラッ
グストア店内でレジ、接客、販
売、商品陳列等の業務）　　　　　


雇用・労
災・健康・
厚生

35歳
以下

165000
宮崎県児湯郡新富町大字上富田３１９１－
１「住宅型有料老人ホーム　美老苑」

170000

醸造課（西都市） 神楽酒造　株式会社 ＊焼酎造りの第一工程
・原料から焼酎を造っていく工程で
す。

《　欠員補充の為の募集です　》

▼書類の事前提出有：特記事項


雇用・労
災・健康・
厚生

18歳
～35
歳 180000

宮崎県児湯郡高鍋町大字持田字下河原
３３７３　「ＨＯＴＥＬ　ＡＺ　宮崎
高鍋店」250000

調理スタッフ（住宅型有料老
人ホーム）／児湯郡新富町

淀川食品　株式会社　宮崎営
業所

老人ホーム施設利用者の朝、昼、夕
食の調理業務
・入所者３０名の３食の食事の調
理、盛り付け、配膳、仕込み、食
器洗浄機械を使っての洗浄、片付け
等の厨房業務を行います。


雇用・労
災・健康・
厚生

59歳
以下

雇用・労
災・健康・
厚生

59歳
以下

135250
宮崎県西都市大字鹿野田１１３６５番
地１

149130



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12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30分～16時30分

雇用期間の定めなし 大型自動車免許（一種）

45030- 1375611

（フルタイム） 変形（1年単位）

月給 (1)7時30分～16時30分 普通自動車免許

雇用期間の定めなし

45030- 1376911

（フルタイム） 変形（1ヶ月単位） 保育士
月給 (1)7時00分～16時00分 幼稚園教諭免許（専修・１種・２種）

(2)8時00分～17時00分

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（条件あり） 45060- 1303911 (5)9時30分～18時30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 牽引免許

雇用期間の定めなし

45060- 1304111

（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- 1305711

（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- 1306811

（フルタイム） 介護福祉士
月給 (1)8時30分～17時30分

普通自動車免許
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

契約更新の可能性あり（条件あり） 45060- 1309411

（フルタイム） 交替制あり

月給 (1)7時00分～16時30分

(2)8時30分～18時00分

雇用期間の定めなし (3)9時30分～19時00分

45060- 1311911

（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 介護職員初任者研修修了者

(2)10時00分～19時00分 ホームヘルパー２級
雇用期間の定めなし (3)17時00分～9時00分 ホームヘルパー１級　あれば尚可

普通自動車免許

45060- 1312111

（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 １級土木施工管理技士

雇用期間の定めなし 普通自動車免許

45060- 1313711

（フルタイム） 変形（1年単位） ２級建築施工管理技士
月給 (1)8時00分～17時00分 １級建築施工管理技士

二級建築士
雇用期間の定めなし

普通自動車免許

45060- 1314811

（フルタイム） 変形（1年単位）

月給 (1)8時00分～17時00分 普通自動車免許

雇用期間の定めなし

45060- 1315211

◎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)

大型運転手（ミキサー車）川
南工場

あさひ生コン　株式会社 ＊大型運転手（ミキサー車）
・川南工場より県内の各現場に於い
て、
　大型ミキサー車の運転業務全般。
・生コンクリートの運搬業務。
・８ｔ～１１ｔ車使用（車両総重

雇用・労
災・健康・
厚生

59歳
以下

雇用・労
災・健康・
厚生

59歳
以下

160000
宮崎県児湯郡川南町大字川南１２７５１番地５
１あさひ生コン（株）川南工場

230000

161700
宮崎県児湯郡川南町大字川南１２７５１番地５
１あさひ生コン（株）川南工場

231000

生コン製造オペレーター（川
南工場）

あさひ生コン　株式会社 川南工場において
生コン製造オペレーター業務全般。
　操作盤を使用した生コン製造。
　その他、プラントのメンテナン
ス、清掃、機械管理業務。
　ミキサー車の配車業務。

280000
宮崎県児湯郡川南町大字川南２００１
６－１『川南支社』

340000

ポリ袋の加工製袋包装作業員 株式会社　有村産業 ○ポリ袋の製袋加工作業。
　・小さな物からごみ袋までの加
工、機械を使った作業。
　・清潔で手の汚れない作業。
  ・検品作業あり。
　・立ち作業、工場内は冷暖房完備
です。
　

雇用・労
災・健康・
厚生

不問

168960
宮崎県児湯郡高鍋町大字南高鍋５６６
－５『明倫保育園』

168960

バルク車乗務員 丸和運送　株式会社 ◯フルトレーラー及び大型１０トン
車による鶏用飼料の運送業務
（エリア：宮崎県内）
（例）鶏用飼料を調達し、児湯地区
農場に運送する業務になります
・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

60歳
以下

保育士（明倫保育園） 社会福祉法人　石井記念　友
愛社

〇０歳児～５歳児までの保育補助全
般。
・その他、付随業務
＊詳細は面接時に説明します。
＊早出、遅出は話し合いにより決定
いたします。
＊１年毎の更新となります。

147815
宮崎県児湯郡高鍋町大字北高鍋３１９
０－３

147815

介護職（デイサービス）：臨
時職員

社会福祉法人　日章福祉会
養護老人ホーム静和園

○デイサービスセンターにおける介
護業務全般。
（定員　２５名）
・食事介助、入浴介助、排泄介助、
着替え等の介助や身の回りの介　助
や見守りがあります。
・レクレーションの補助、介助

雇用・労
災・健康・
厚生

59歳
以下

126880
宮崎県西都市大字南方字瓜葉木３６２
番地２

130080

（障）ボタン付け作業 勝田被服　株式会社　高鍋工
場

紳士・婦人服の縫製部門で、ボタン
をつける作業です。
・作業は機械にておこないます。
・その他付随業務
詳細は面接時に説明します。
【障害者専用求人】
【障害者トライアル雇用併用求人】

雇用・労
災・健康・
厚生

59歳
以下

142000
宮崎県児湯郡高鍋町大字上江８１０８
番地

142000

介護職 株式会社　作松　花ほたる 住宅型有料老人ホーム（４１室）で
の入居者の日常生活の支援業務
食事介助、排泄介助、見守りなど
夜勤あり　６～８回／月
その他付随業務
※送迎・パソコン入力なし
＊詳細は面接時に説明します。

雇用・労
災・健康・
厚生

不問

161800
宮崎県西都市大字清水７９２番地１

172960

看護補助 医療法人　愛生堂　坂田病院 ○介護業務
・食事、排せつ、入浴等の支援
・ローテーション勤務による交代制
・３人体制
・その他、付随業務
○パート希望の方も相談に応じま

雇用・労
災・健康・
厚生・財形

64歳
以下

185000
宮崎県児湯郡木城町大字椎木４７５２
－１
350000

建築主任補佐業務／経験者／
正社員

株式会社　桑原建設 ○先ずはキャリアに応じた業務を中
心に、最終的には建築全般を担当し
ます。
住宅建築の設計・積算・施工管理、
公共・民間建築の施工管理が主な業
務です。
その他、付随業務

雇用・労
災・健康・
厚生

18歳
以上

160000
宮崎県児湯郡川南町大字川南２０２０
８番地１

197000

土木現場代理人／経験者／正
社員

株式会社　桑原建設 これまでのキャリアに合わせた工種
の管理業務へ配置します。
県町発注の土木・舗装・法面工事の
ほか、森林管理署の林道・治山工事
が主な業務になります。
４週６休を基本休暇とし状況に応じ
振替休日にて対応します。
 

雇用・労
災・健康・
厚生

59歳
以下

185000
宮崎県児湯郡木城町大字椎木４７５２
－１
235000

雇用・労
災・健康・
厚生

59歳
以下

185000
宮崎県児湯郡木城町大字椎木４７５２
－１
350000

土木現場での補助業務／未経
験者／正社員

株式会社　桑原建設 ○道路や工作物の計測、計測結果の
パソコン入力、工事で必要な書　類
の作成補助が主な業務になります。
・その他付随業務　＊詳細は面接時
説明します。
＊必ず経験者が付き添い仕事の内

雇用・労
災・健康・
厚生

59歳
以下

又は大型自動車免許（必須）＋玉
掛・クレーン（必須）

保育士及び幼稚園教諭：両方必要
※両方ない場合は要相談



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)7時00分～17時30分の間の

6時間程度

雇用期間の定めなし

45060- 1439511
（パートタイム） (1)8時30分～17時00分の間の

時給 3時間程度

雇用期間の定めなし

45060- 1410711
（パートタイム）

時給 (1)9時00分～15時20分

(2)9時00分～13時10分

雇用期間の定めなし (3)12時00分～16時10分

45060- 1412211
（パートタイム） 株式会社　サポート宮崎 変形（1ヶ月単位） 看護師

時給 (1)9時00分～16時30分 准看護師

雇用期間の定めなし 普通自動車運転免許

45060- 1421511
（パートタイム） (1)8時30分～17時00分の 保育士

時給 間の5時間以上 看護師
准看護師

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 無資格でも２年以上の保育補助経験者も応募可

～令和4年3月31日

契約更新の可能性あり（条件あり） 45060- 1425611
（パートタイム）

時給 (1)8時00分～12時00分

雇用期間の定めなし

45060- 1428711
（パートタイム）

時給 (1)8時00分～16時30分

雇用期間の定めなし

45010- 7968811
（パートタイム）

時給 (1)10時00分～15時00分

又は9時30分～18時00分の

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 間の4時間程度

契約更新の可能性あり（原則更新） 26010- 9523411
（パートタイム） 佐川急便株式会社

時給 (1)8時30分～17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） 40120- 7868911
（パートタイム） 佐川急便株式会社

時給 (1)8時00分～12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） 40120- 7869111
（パートタイム） 栄養士

時給 (1)10時00分～13時00分 管理栄養士

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- 7725211
（パートタイム）

時給 (1)15時00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- 7778411
（パートタイム） 交替制あり

時給 (1)8時00分～20時30分の

間の4時間

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- 7576511
（パートタイム） 株式会社　マスコ (1)15時00分～0時00分の

時給 間の3時間以上

雇用期間の定めなし

45010- 7578011
（パートタイム） 株式会社　マスコ (1)15時00分～0時00分の

時給 間の3時間以上

雇用期間の定めなし

45010- 7583211
（パートタイム） 生活協同組合　コープみやざき 交替制あり

時給 (1)8時00分～20時30分の

間の4時間

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- 7584511

◎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)

店員（水産・畜産・総菜・ベー
カリー・各部門）／高鍋店

産農・水産・畜産・総菜・ベーカリー
各部門の業務
各部門の業務
・各部門での商品作り、品出し、発注
業務など

雇用・労災
不問

930

1209

900

ホール・キッチンスタッフ／恵
屋プラス（西都店）

・ホールでの接客業務（お出迎え、お
席案内、注文受け、飲み物・料理の提
供、お見送り、片付け・セッティング
等）
・厨房でのキッチン業務（揚げ場、焼
き場、刺し場など各部署で

雇用・労災
不問

930
宮崎県児湯郡高鍋町大字北高鍋字中畑田５０３５
「コープみやざき　高鍋店」

1209

ホール・キッチンスタッフ／恵
屋プラス（新富店）

労災
59歳
以下

900

900

労災
59歳
以下

850
宮崎県児湯郡川南町大字川南１２７０
７「鈴南の里」

1000

入所者様へ食事の提供業務
・１００食程度の食事を４名の調理員
で担当

・制服貸与します。

労災
不問

900

栄養士（パート）／老人ホーム
川南（川南町）

日清医療食品　株式会社　南九
州支店　宮崎営業所

・栄養士事務（献立、発注、検品、会
社帳票等）

・朝、昼、夕、各３０食程度

＊制服貸与致します


雇用・労災
不問

800

800

カスタマーサービス職（高鍋営
業所）

店員（レジ部門）／高鍋店 生活協同組合　コープみやざき レジ部門の業務
・レジ業務のみ

労災
不問

850 宮崎県児湯郡川南町大字川南２４７７３－７「株
式会社ＳＪＫ　老人ホーム川南」

950

調理員（パート）／鈴南の里
（川南町）

日清医療食品　株式会社　南九
州支店　宮崎営業所

労災
不問

793
宮崎県児湯郡都農町大字川北字新別府
下原１９４９番地１

793

雇用・労災
不問

950

950

清掃スタッフ（午前）／新富町 株式会社　栄建工業 建物内の清掃のお仕事です。
・共用部分（廊下など）の清掃が主と
なります。
・他に床、男女トイレ、窓（手の届く
範囲）、ゴミの分別などがあります。


セールスデリバリー職（ＤＣ：
高鍋営業所）

◎西都市内のＤＣ（デポセンター）を
拠点に、台車や自転車で荷物　の集配
をする仕事です。
　小さな荷物が中心の軽ワークです。

雇用・労
災・健康・
厚生

不問

793
宮崎県児湯郡新富町大字上富田４６３
７－１

820

（障）青果物の加工 就労支援事業所　ハッピー
フィールド（株式会社ハッピー
フィールド）

《オープニングスタッフ　５名大募
集！！》
＊Ａ型事業所開設　障がい者採用　野
菜の袋詰め等の加工作業＊


雇用・労災
不問

980
宮崎県西都市大字南方２５８８

980

孵化業務【西都孵卵場】 株式会社　児湯食鳥 ○孵化業務全般。
・ヒヨコのワクチン接種作業。
・ヒヨコの選別・鑑別作業。
・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
宮崎県西都市大字清水１３８０
（株）児湯食鳥　西都孵卵場

800

労災
59歳
以下

年齢 仕事の内容

810
宮崎県児湯郡都農町大字川北字新別府
１４４４のロ

看護師（デイサービス） ○デイサービスにおける看護業務。
（利用者様増の為）
・健康管理、医療機関との調整。
・食事介助、入浴介助、排泄介助。
＊送迎あり（詳細については、面

労災
不問

雇用・労
災・健康・
厚生

59歳
以下

800
宮崎県西都市大字下三財３３７８

850

漬物製造加工・洗浄

雇用・労災
不問

793
宮崎県児湯郡高鍋町大字南高鍋６４４
１番地

793

宮崎県児湯郡新富町大字新田５８５９
番地「デイサービスセンター　にゅう
た」

宮崎県西都市小野崎１丁目５５
「佐川急便株式会社　西都デポセン
ター」

宮崎県児湯郡高鍋町大字持田字堂藪６
３０４－４「佐川急便株式会社　　高
鍋営業所」

宮崎県児湯郡新富町富田南１丁目２番
地
新鮮やきとり　恵屋プラス新富店

宮崎県西都市妻町１丁目７９－２
備長炭炭火やきとり　恵屋プラス（西
都店）

宮崎県児湯郡高鍋町大字北高鍋字中畑
田５０３５「コープみやざき　高鍋
店」

有限会社　つの農産 ○漬け込み作業
・ラインでの機械洗浄作業
・袋詰め・箱詰め作業
・その他付随業務
＊詳細は面接時説明します。
＊立ち仕事ですので体力を要しま

社会福祉法人稚児ヶ池福祉会
穂北保育園

０歳～５歳児の保育補助全般。（定員
５０名）
・送迎バス乗車なし
・パソコン使用なし
　

　　　　　

　＊電話による顧客応対の仕事です。
　　来店者への接客も行っていただき
ます。


・ホールでの接客業務（お出迎え、お
席案内、注文受け、飲み物・料理の提
供、お見送り、片付け・セッティング
等）
・厨房でのキッチン業務（揚げ場、焼
き場、刺し場など各部署で

保育士（０歳～５歳までの保
育）

810

【障】軽作業・検査業務（サン
プラス高鍋）

サンプラス株式会社 自動車用、産業用などのワイヤーハー
ネスの加工・組立作業を行います。
・目視や機械による出荷検査業務を行
います。
・手作業による製品の組み立て作

1000

1100

看護助手：三財病院 社会医療法人　暁星会　三財病
院

○看護助手業務全般
・その他付随業務

※仕事の内容についての詳細は、面接
時に説明いたします。

(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12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12日号

（パートタイム） 交替制あり

時給 (1)15時00分～0時00分の

間の3時間以上

雇用期間の定めなし

45010- 7587311
（パートタイム） 株式会社　宝ビルサービス

時給 (1)7時00分～10時00分

雇用期間の定めなし

45010- 7607511
（パートタイム）

時給 (1)6時30分～9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- 7620811
（パートタイム） ホームヘルパー２級

時給 (1)9時00分～13時00分 介護福祉士
介護職員初任者研修修了者

雇用期間の定めなし 普通自動車運転免許

45060- 1392011
（パートタイム） 交替制あり

時給 (1)10時00分～15時00分

(2)16時00分～21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- 1394611
（パートタイム） 交替制あり 普通自動車運転免許

時給 (1)8時30分～17時30分

(2)7時30分～16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（原則更新） 45060- 1395911
（パートタイム）

時給 (1)8時00分～13時00分

雇用期間の定めなし

45060- 1399211
（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5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- 1400111
（パートタイム） (1)9時00分～16時00分の

時給 間の5時間程度

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

契約更新の可能性なし 45060- 1402811
（パートタイム）

時給 (1)8時30分～12時00分

雇用期間の定めなし

45060- 1403211
（パートタイム） 保育士

時給 (1)8時30分～17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- 1353611
（パートタイム） (1)7時15分～18時45分の 保育士

時給 間の5時間程度 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）

～令和4年3月31日

契約更新の可能性あり（原則更新） 45060- 1356711
（パートタイム） 普通自動車運転免許

時給 (1)9時00分～16時00分

雇用期間の定めなし

45060- 1357811
（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- 1358211
（パートタイム）

時給 (1)8時30分～17時15分

又は8時30分～17時15分の

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 間の5時間程度 社用車：ＡＴタイプ
～令和5年3月31日 普通自動車運転免許
契約更新の可能性あり（条件あり） 45060- 1359511

（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

雇用期間の定めなし

45060- 1365811

◎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)

夜勤専門 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
ける夜間見守り、食事介助、排泄介助
等、その他
・その他付随業務
＊詳細は面接時説明します。


雇用・労災
18歳
～59
歳

1200
宮崎県児湯郡川南町大字平田９１１－
６

1200

ブロイラー加工員（請） 川越産業 ○ブロイラー加工、串刺し業務。
○主に串刺し作業で、立ち仕事になり
ます。
・その他、付随業務
＊入社後３ヶ月目から最低賃金＋歩合
給（出来高制）になります。


雇用・労災
不問

793
宮崎県児湯郡新富町大字新田４１８０
「宮崎サンフーズ内」

793

パート支援員：うからの里高鍋
事業所

社会福祉法人　晴陽会 日常生活上の介護支援等
送迎：送迎エリア：西都市、児湯郡管
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

不問

850
宮崎県児湯郡高鍋町大字上江７７７８
うからの里　高鍋事業所

900

保育補助 学校法人　朝日学園　あさひ幼
稚園

○認定こども園における保育補助。
（主に３歳未満児）
◯その他、付随業務あり。
＊詳細は面接時に説明します。

＊年度毎の更新になります。

雇用・労
災・健康・
厚生

不問

900
宮崎県西都市大字三宅２７２７番地

1100

職業指導員（清水台通所セン
ター）

社会福祉法人　光陽会 ○障がいのある方に対する支援業務。

・職業指導、生産活動、日常生活支
援。
・その他付随業務
＊就業時間帯についても相談に応

雇用・労災
69歳
以下

950
宮崎県西都市大字清水７９３番地

950

ハウス野菜栽培者 長町農園（長町　圭司） ◯ビニールハウス内でミニトマト、
きゅうりの栽培を行っています
＊栽培に伴う一連の作業があります
が、主に収穫作業に従事していただき
ます。



労災
不問

800
宮崎県児湯郡川南町大字平田霧島２５
５６－１

800

保育士（石井記念川南保育園） 社会福祉法人　石井記念　友愛
社

０～５歳児までの保育補助業務全般。
（定員１２０名）
・園児の遊び等活動時の健康管理、ケ
ガ等への見守り。
・手書による家庭への連絡帳記入。

雇用・労災
不問

960
宮崎県児湯郡川南町大字川南１７７４
１番地６『石井記念川南保育園』

960

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

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

労災
不問

1270
宮崎県西都市大字妻９０９－５

1270

介護業務（夜勤なし） 社会福祉法人　長平会　川南ひ
ばり

○施設利用者の介護業務全般。
・入浴、食事、排泄介護等
（１日の利用者　１５～１６名程度）
・訪問介護（安否の確認・服薬等）

雇用・労災
不問

800
宮崎県児湯郡川南町大字川南　１３５
２６－９

900

調理補助スタッフ 株式会社　メイセイ ○調理補助業務
・利用者に合わせた介護食や普通食の
調理補助、盛り合わせ　等。
・片づけ、食器洗浄（機械洗浄）
・その他、付随業務



労災
65歳
以下

800
宮崎県児湯郡木城町大字椎木６０２７
－１

850

入浴介助（通所介護事業所めい
りん）

株式会社　九州ケアライン高鍋 ○通所介護における入浴介助業務と介
護補助を行って頂きます。
・その他付随業務
＊詳細は面接時説明します。


労災
59歳
以下

850
宮崎県児湯郡高鍋町大字上江６６４９
番地１２３

1000

厨房スタッフ（調理担当）：食
事処「高藍」

株式会社　高鍋めいりんの里 ○めいりんの湯館内食事処「高藍」で
の厨房スタッフ（調理・盛付）　業務
全般　
・厨房内での調理、盛付、厨房整備等
・その他付随業務

労災
不問

1000
宮崎県児湯郡高鍋町大字上江６９００
番地

1000

調理補助（パート）／鈴南の里
（川南町）

日清医療食品　株式会社　南九
州支店　宮崎営業所

・厨房内で調理補助を行って頂きま
す。

・小鉢調理、調理補助、食器洗浄など
の作業です。


労災
59歳
以下

900
宮崎県児湯郡高鍋町大字北高鍋七反田
２８８やきとり恵屋　高鍋店

900

労災
不問

850
宮崎県児湯郡川南町大字川南１２７０
７「鈴南の里」

900

清掃作業員／マルショク新富店 ・店内の清掃作業で簡単な床の掃き、
拭き作業になります。
・男女トイレの清掃も行います。
・簡単なごみの仕分け作業もありま
す。

労災
69歳
以下

ホール・キッチンスタッフ／炭
火やきとり恵屋（高鍋店）

株式会社　マスコ ・ホールでの接客業務（お出迎え、お
席案内、注文受け、飲み物・　料理の
提供、お見送り、片付け・セッティン
グ等）
・厨房でのキッチン業務（揚げ場、焼
き場、刺し場など各部署で

宮崎県児湯郡新富町富田２丁目１４番
地４
「マルショク　新富店」

793

793



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12日号

（パートタイム） 変形（1年単位）

時給 (1)9時00分～16時00分

(2)17時00分～22時30分

雇用期間の定めなし 又は9時30分～22時30分の

間の5時間

45060- 1369011
（パートタイム） 変形（1年単位）

時給 (1)9時00分～16時00分

(2)9時00分～15時50分

雇用期間の定めなし

45060- 1371111
（パートタイム）

時給 (1)8時15分～16時15分

(2)9時00分～16時15分

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

～令和4年8月25日

契約更新の可能性あり（条件あり） 45060- 1372711
（パートタイム） (1)8時00分～17時00分の

時給 間の5時間以上

雇用期間の定めなし （危険物免許所持者優遇）

45060- 1390511 普通自動車運転免許
（パートタイム）

時給 (1)7時00分～11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- 7237011
（パートタイム） (1)9時00分～22時00分の

時給 間の6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（原則更新） 40120- 7319611
（パートタイム）

時給 (1)22時00分～2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- 7445011
（パートタイム）

時給 (1)10時00分～14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)13時00分～17時00分

(4)14時00分～18時00分

契約更新の可能性あり（原則更新） 40120- 7462311 (5)15時00分～19時00分

（パートタイム）
時給 (1)9時00分～13時00分

(2)14時00分～18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- 7464911
（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- 1317411
（パートタイム）

時給 (1)17時00分～20時00分

雇用期間の定めなし

45060- 1330711
（パートタイム） フォークリフト運転技能者

時給 (1)7時30分～17時00分

普通自動車運転免許
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

契約更新の可能性あり（原則更新） 45060- 1333511
（パートタイム） 普通自動車運転免許

時給 (1)8時00分～16時30分

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

～令和3年8月31日

契約更新の可能性あり（条件あり） 45060- 1334411
（パートタイム） 普通自動車運転免許

時給 (1)6時00分～12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- 1335011
（パートタイム） 歯科衛生士

時給 (1)8時30分～17時00分

雇用期間の定めなし

45060- 1338911
（パートタイム）

時給 (1)8時45分～18時00分

(2)8時45分～14時00分

雇用期間の定めなし

45060- 1339111

◎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)

800
宮崎県西都市大字右松２００４番地

900

受付事務及び治療補助員

雇用・労災
59歳
以下

950
宮崎県西都市大字下三財３３７０－１

1000

合同会社　ＨＯＭＩＥＳ（西都
整骨院）

○整骨院での受付事務及び治療補助業
務全般。
（受付事務）
・患者様の保険証を預かり、カルテの
上書きパソコン入力、コピー　とり、
月１回の確認作業

雇用・労
災・健康・
厚生

不問

菓子製造 有限会社　豊緑園 ○自社店舗みどりとすずめ店内でのお
菓子製造業務
・その他付随業務あり
＊詳細は面接時説明します。

雇用
不問

1000
宮崎県児湯郡新富町大字日置５１９０
－１みどりとすずめ

1000

歯科衛生士 こひつじ歯科クリニック ○歯科衛生士業務を行っていただきま
す。
・歯科診療の補助
・歯垢、歯石の除去作業
・訪問診療

牛の世話（パート）急募！／（高鍋
第３農場）未経験者歓迎◎

株式会社　カミチクファーム九
州

〇牛の給餌
〇牛舎の清掃
〇その他、社員の作業補助
〇その他付随業務



雇用・労
災・健康・
厚生

不問

800
宮崎県児湯郡高鍋町上江７０３６番地
３６
900

農作業従事者（製茶業） 有限会社　豊緑園 農作業従事者（製茶業）茶畑での作業
・シート張り
・草刈り
・その他、不随業務あり


雇用・健
康・厚生不問

1000
宮崎県児湯郡新富町大字日置５１８２
－５４

1000

購買管理 株式会社　マスオカ ○社内購買具用務
・社内工場からの資材注文依頼を受け
て、取引先へ注文
・注文した資材の納期を管理し、社内
各部署への連絡
・注文資材の受入業務

雇用・労災
不問

810
宮崎県西都市大字穂北８７０番地

810

店内スタッフ／１７時～２０時 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

労災
不問

820
宮崎県西都市水流崎町１１番地

850

労災
不問

宮崎県児湯郡新富町大字上富田字井ノ
木田３２３４番２『スーパーセンター
トライアル　新富店』

株式会社トライアルオペレー
ションズ
宮崎県児湯郡新富町大字上富田字井ノ
木田３２３４番１『スーパーセンター
トライアル　新富店』

850

850

商品管理（４０５新富店） ≪スーパーセンタートライアル　新富
店のスタッフ≫

○主に商品管理業務を担当していただ
きます。
　＊商品の補充　＊発注業務

レジ担当（４０５新富店）

労災
不問

850

850

店舗スタッフ（障）／（４６３
都農店）

株式会社トライアルオペレー
ションズ

＜スーパーセンタートライアル　都農
店のスタッフ＞
＊商品の陳列・補充
＊清掃
＊その他店舗内作業
※本人の適性に応じて仕事内容を

雇用・労災
不問

800
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

夜間スタッフ（３８０西都店） 株式会社トライアルオペレー
ションズ

＜スーパーセンタートライアル　西都
店のスタッフ＞

○夜間の時間帯を担当する店舗スタッ
フとなります。
　・主な業務　　レジ業務、商品

労災
18歳
以上

1075 宮崎県西都市大字右松１９１３－１『スーパーセ
ンタートライアル　西都店』

1075

ガソリンスタンドスタッフ　≪
急募≫

株式会社　石崎商店 ○ガソリンスタンドにおいて、お客様
の受け入れ、誘導等
　給油、洗車等
　各種商品のサービスの提供を行いま
す。
○灯油配達等（高鍋町、川南

雇用・労災
不問

800
宮崎県児湯郡高鍋町大字北高鍋８１５

800

精肉担当（３８０西都店） 株式会社　メガ生鮮 ・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


労災
不問

860 宮崎県西都市大字右松１９１３－１『スーパーセ
ンタートライアル　西都店』

860

剣道防具製造業 株式会社　日本剣道具製作所 ○剣道防具の甲手・垂等の製造・工業
用ミシンがけ作業。
○その他付随業務

＊詳細は面接時に説明します。


雇用・労災
59歳
以下

793
宮崎県西都市大字下三財３４３６番地

793

青果物の袋詰め（Ａパート） 株式会社　広瀬 ○野菜、果物の袋詰め作業（千切大
根、ピーマン、カラーピーマン他）
・その他、付随業務
＊立ち仕事になる為、体力を要しま
す。

＊評定後、１年ごとの契約更新の可能

雇用・労災
不問

835
宮崎県児湯郡新富町大字上富田２４９
８番地

960

接客及び調理補助【高鍋本店】
≪急募≫

有限会社　小丸新茶屋 ○店内接客全般業務。
・オーダー取り。
・店内の配膳および後片付け。
・料理の盛り付け。
・洗い場の手伝い等。

雇用・労災
18歳
以上

880
宮崎県児湯郡高鍋町大字北高鍋４６２
２－７『高鍋本店』

910

株式会社トライアルオペレー
ションズ

≪スーパーセンタートライアル　新富
店のスタッフ≫

　○レジ業務
　



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
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12日号

（パートタイム） (1)8時30分～17時30分の 看護師
時給 間の4時間以上 准看護師

雇用期間の定めなし 普通自動車運転免許

45060- 1340211
（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- 1341511
（パートタイム） 保育士

時給 (1)8時00分～17時00分

(2)8時30分～17時30分

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） (3)13時00分～17時00分

～令和4年3月31日

契約更新の可能性あり（条件あり） 45060- 1344311
（パートタイム） (1)8時30分～16時30分の

時給 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6月18日

契約更新の可能性なし 45060- 1347111
（パートタイム） 昭産商事　株式会社 (1)8時00分～13時00分の

時給 間の4時間程度

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） 40062- 1692311
（パートタイム）

時給 (1)15時00分～0時15分

雇用期間の定めなし

44010- 8398111
（パートタイム）

時給 (1)8時30分～15時30分

雇用期間の定めなし

45060- 1302611
（パートタイム） 変形（1ヶ月単位） 准看護師

時給 (1)18時00分～6時00分 ホームヘルパー２級
(2)17時00分～1時00分

雇用期間の定めなし (3)1時00分～9時00分 普通自動車運転免許

45060- 1307211
（パートタイム） 普通自動車運転免許

時給 (1)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5月10日～令和3年9月30日

契約更新の可能性なし 45060- 1308511
（パートタイム） 交替制あり 歯科衛生士

時給 (1)9時00分～12時00分

(2)14時00分～18時00分

雇用期間の定めなし (3)9時00分～13時00分

45060- 1310611

◎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（夜勤担当者）：ケア
ホームみなみ

株式会社　藤やま ○介護施設（ケアホーム）において、
入居者や利用者に対して排泄　介助等
の業務。
・その他付随業務あり。
（施設入居者：定員１３名、利用者１
０名）

労災
18歳
～59
歳

歯科衛生士 こころ歯科クリニック ○歯科衛生士としての歯科医療業務
・歯科医師の診療補助業務
・口腔衛生指導等
・その他付随業務
＊詳細は面接時に説明します。

労災
不問

800
宮崎県児湯郡新富町大字新田１９３６
４－７

800

本発掘調査現場作業員 高鍋町役場

1050
宮崎県児湯郡新富町富田３丁目１９－
２

1400

雇用・公災
不問

897
宮崎県児湯郡高鍋町大字持田５３６１
番地１０

925

埋蔵文化財発掘調査に係る現場作業で
す。
・移植ゴテや草刈り、スコップ等を
使った堀削作業
　埋戻作業、排土処理
・調査箇所撮影や測量等の補助

ホテルフロント及びレストラン
業務（宮崎新富店）

株式会社　アメイズ（ＨＯＴＥ
Ｌ　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

雇用・労災
18歳
～61
歳

看護助手（入浴パート） 医療法人　隆徳会　鶴田病院 ○入院患者様の入浴介助等

・入浴介助
・その他付随業務
＊詳細は面接時説明します。

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

雇用・労災
59歳
以下

900
宮崎県西都市御舟町１－７８

1000

調理員（宮崎県児湯郡） ＊スーパー内の厨房で寿司、弁当、惣
菜等の
　調理、パック詰め、後片付け等
＊採用日から３月３１日までの雇用
　以降更新有

※土日祝は交替で勤務となります。

労災
不問

960

1000

ハウス野菜栽培作業員

雇用・労災
不問

830

830

坂本和人 ◯主な作業はピーマンの収穫作業
　定植後から段階的に収穫作業になり
ます。
◯ハウス内作業：芯まき、枝切り等、
ハウス内管理作業
・その他付随業務

その他
不問

宮崎県児湯郡都農町川北５２１０番地
１
Ａコープ都農店内　味の四季彩

793
宮崎県児湯郡高鍋町上江７０３６－３
６

815

雇用・労
災・健康・
厚生

不問

800
宮崎県児湯郡新富町大字日置３３３３
番地上のハウス：通称名

800

０～５歳児までの保育補助全般。（定
員６０名）

＊就業時間は３つの時間帯から選択で
きます。

その他
不問

1000
宮崎県児湯郡高鍋町大字北高鍋７６３
番地３

1300

【障】事務職（高鍋第３農場） 株式会社　カミチクファーム九
州

・データ入力
　ワード入力、エクセル入力及びデー
タ処理
・帳票の確認及び整理
　記載内容について現場との確認を行
うことがあります。

社会福祉法人　石井記念　友愛
社
宮崎県児湯郡都農町大字川北３６２１
－４石井記念都農保育園（旧都農町立
さつき保育園）

正看護師又は准看護師（パー
ト）　　　≪急募≫

訪問看護ステーション　ｃｏｃ
ｏｎｏｋｉ

保育士（都農保育園）

◎訪問看護業務を行います。
＜仕事内容＞
・病状の観察（身体確認、血圧、体
温、脈拍の確認）
・医師の診断による医療処置・ターミ
ナルケア


