
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)13時00分～21時00分

(2)16時00分～0時00分

雇用期間の定めなし

35080- 5693111
（フルタイム） 変形（1年単位）

月給 (1)8時00分～17時00分

雇用期間の定めなし

45010-25548311
（フルタイム） 交替制あり

月給 (1)8時00分～16時50分

(2)11時10分～20時00分

雇用期間の定めなし (3)11時40分～20時30分

45010-25672811
（フルタイム） 変形（1ヶ月単位） 大型自動車免許

月給 (1)9時00分～17時00分 フォークリフト運転技能者

雇用期間の定めなし フォークリフトは入社後取得も可能です。

45010-25877811 普通自動車免許
（フルタイム） 有限会社　古賀食品 変形（1年単位）

月給 (1)7時00分～16時00分

雇用期間の定めなし

45030- 4802511
（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

(2)8時00分～16時00分

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） (3)8時45分～15時00分

令和3年12月1日～
契約更新の可能性あり（原則更新） 45060- 4670411

（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4年2月28日
契約更新の可能性なし 45060- 4671011

（フルタイム）
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

45060- 4673611
（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- 4676711
（フルタイム） 変形（1ヶ月単位） 歯科衛生士

月給 (1)9時15分～19時00分

(2)9時15分～17時15分

雇用期間の定めなし (3)9時15分～13時45分

45060- 4677811
（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- 4678211
（フルタイム） 変形（1年単位） ２級配管技能士

月給 (1)8時00分～17時00分 ２級管工事施工管理技士

雇用期間の定めなし 普通自動車免許

45060- 4679511
（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- 4680311
（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

45060- 4681611 普通自動車免許
（フルタイム） 変形（1年単位） １級土木施工管理技士

月給 (1)8時00分～17時00分 ２級土木施工管理技士

雇用期間の定めなし

45060- 4682911 普通自動車免許
（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- 4684711

◎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。
◎「求人票」はハローワークインターネットサービス（https://www.hellowork.mhlw.go.jp)でも確認いただけます。※類似したWebサイトにご注意ください。
◎労働条件については必ず「求人票」で確認をお願いします。加入保険については就業時間によって加入できない場合があります。
◎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をコールしてください。紙面スペースの都合上、全ての求人を掲載できない場合があります。

警備員・交通誘導員 株式会社　富士総合サービス ・電話配線、土木建築現場の交通誘
導
・駐車場の整理
・イベントの警備等

＊交通誘導警備は主に道路工事現場

年齢 仕事の内容

ホール・キッチン（将来の幹
部社員）（牛角　宮崎高鍋
店）

アートフード　株式会社 ＊キッチンからホールの業務

＊慣れたのちにスタッフの管理・育
成
　店長研修にて昇格


雇用・労
災・健康・
厚生

18歳
～64
歳 165000

宮崎県児湯郡高鍋町大字北高鍋２５２
３牛角　宮崎高鍋店

260000

店員（惣菜部門）／高鍋店 生活協同組合　コープみやざ
き

・店内スタッフ
・商品作り、品出し、発注等

＊正規職員として、ゆくゆくは部門
のマネージャーなどの仕事も担って

雇用・労
災・健康・
厚生・財形

44歳
以下 163000

高鍋町大字北高鍋字中畑田５０３５
「コープみやざき　高鍋店」

163000

大型長距離ドライバー（地
場）／西都営業所

有限会社　宮崎配送センター ・宮崎県内での農畜産物の配送や、
リフトマン等の荷積みの補助
・宮崎県内や近隣県へのチャーター
配送
・配送には大型ウィング車、フォー
クリフトを使用


雇用・労
災・健康・
厚生

59歳
以下 205090

宮崎県西都市大字下三財字藤崎８４８
「宮崎配送センター　西都営業所」

205090

雇用・労
災・健康・
厚生

18歳
～65
歳 154800

宮崎県宮崎市村角町寺田７１７番地１

167700

雇用・労
災・健康・
厚生

不問

105000
宮崎県西都市大字右松２０７１番地

136500

農作業員 増永　雄一農園

ブロイラー前処理作業 『宮崎くみあいチキンフーズ』（鶏
肉加工工場）において
ブロイラー前処理業務全般。
　鳥掛け（屋内作業）
　鳥カゴ運搬。
　機械操作によるブロイラーの

雇用・労
災・健康・
厚生

59歳
以下 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

175000
宮崎県児湯郡新富町大字新田１５６４
０－１

175000

○干大根にともなう一連の作業。
・大根の結束・干し作業・選別作業
を行います。
・その他、付随業務
＊詳細は面接時に説明します


その他

199000

216000

野菜・果樹の選果作業員 西都農業協同組合 ○ニラ・グリーンピーマン・きゅう
り・カラーピーマン・マンゴ－・み
かん等の選果及び荷造り作業（ライ
ン作業です）
○５月～１０月はスイートコーン・
ゴーヤ等もあります。

不問

230000
宮崎県児湯郡川南町大字川南２２６５
１番地

250000

歯科衛生士 曽我部歯科

土木作業員

鰻　養殖業 有限会社　新富水産 雇用・労
災・健康・
厚生

40歳
以下 200000

宮崎県児湯郡新富町大字新田６４０８
番地２

230000

株式会社　山下建設 ○県内各現場における土木作業業務
全般。
（道路工事、災害工事などが主）の
作業員を募集します。
・土砂の埋戻し、コンクリートの練
りや充填等の作業となります。

雇用・労
災・健康・
厚生

不問

・鰻の給餌
・施設の管理作業
・その他、付随業務

＊詳細は、面接時に説明します

雇用・労
災・厚生・
その他

59歳
以下 175000

宮崎県児湯郡高鍋町大字高鍋町６０２
番地

195000

配管工見習い 有限会社　西都水道 ○水道配管作業業務。
・屋内外の配管工事作業
・土方作業もある為、暑さ等で体力
を有します
・その他、付随業務

雇用・労
災・健康・
厚生

59歳
以下 160000

宮崎県西都市大字妻１６９４－１

200000

○歯科治療における医師の補助
・患者への予防処置
・歯科保健指導
・歯科材料の管理業務
・診療準備及び片付け

雇用・労
災・健康・
厚生

59歳
以下 200000

宮崎県西都市大字妻１６９４－１

240000

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。

雇用・労
災・健康・
厚生・財形

64歳
以下 160000

宮崎県児湯郡高鍋町大字上江８１０８
番地

180000

配管工 有限会社　西都水道 ○水道配管作業全般業務。
・屋内外の配管工事作業。
・土方作業もある為、暑さ等で体力
を有します。
・その他付随業務

雇用・労
災・健康・
厚生

64歳
以下 230000

宮崎県児湯郡川南町大字川南１８０５
８番地

270000

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

雇用・労
災・健康・
厚生

64歳
以下 180000

宮崎県児湯郡高鍋町大字上江２１７５
番地

350000

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）

雇用・労
災・健康・
厚生

45歳
以下 142700

宮崎県児湯郡新富町大字上富田８９３
５

142700

漬物製造・包装工 キムラ漬物宮崎工業　株式会
社

○漬物（たくあん）の裁断、袋詰
め、仕上げなどの製造に関わる諸作
業
・その他、付随業務
＊冬期は原料大根の漬込み作業もあ
ります

上記免許は現場代理人用　◆現場
作業員：無資格でも応募可

車両系建設機械（整地・運搬・積
込用及び掘削用）運転技能者

【フルタイム】※ 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

ハローワーク高鍋

12月3日(金）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

【フルタイム】※ 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

ハローワーク高鍋

12月3日(金）号

（フルタイム） 変形（1年単位） ２級土木施工管理技士
月給 (1)8時00分～17時00分 １級土木施工管理技士

雇用期間の定めなし 有資格者優遇

45060- 4685811 普通自動車免許
（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- 4686211
（フルタイム） 変形（1ヶ月単位） 介護福祉士

月給 (1)17時00分～8時00分 ホームヘルパー１級
ホームヘルパー２級

雇用期間の定めなし
又は22時00分～8時00分の

45060- 4687511 間の10時間程度

（フルタイム） 第二種電気主任技術者
月給 (1)8時30分～17時00分 第三種電気主任技術者

雇用期間の定めなし

45060- 4689011
（フルタイム） 変形（1年単位）

月給 (1)8時00分～16時55分 普通自動車免許

雇用期間の定めなし

45060- 4690911
（フルタイム） 交替制あり

月給 (1)7時00分～15時15分 普通自動車免許
(2)14時00分～22時15分

雇用期間の定めなし (3)15時00分～23時15分

45060- 4692711
（フルタイム） 交替制あり 調理師

月給
7時00分～22時00分の間の 普通自動車免許

雇用期間の定めなし 8時間程度

45060- 4693811
（フルタイム） 変形（1年単位）

月給 (1)8時00分～17時00分

雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）

契約更新の可能性あり（条件あり） 45060- 4698311
（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- 4699611
（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50分～17時00分

普通自動車免許
雇用期間の定めなし

45060- 4700011
（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50分～17時00分

雇用期間の定めなし 普通自動車免許（８トンを含む）

45060- 4701311
（フルタイム） 交替制あり 精神保健福祉士

月給 (1)8時30分～17時30分 社会福祉士
(2)9時00分～18時00分

雇用期間の定めなし (3)9時30分～18時30分

45060- 4702611 普通自動車免許
（フルタイム） 交替制あり 保育士

月給 (1)8時30分～17時30分 普通自動車免許
(2)9時00分～18時00分

雇用期間の定めなし (3)9時30分～18時30分

45060- 4703911
（フルタイム） 交替制あり 精神保健福祉士

月給 (1)8時30分～17時30分 社会福祉士
(2)9時00分～18時00分

雇用期間の定めなし (3)9時30分～18時30分

45060- 4704111 普通自動車免許
（フルタイム） 交替制あり 保育士

月給 (1)8時30分～17時30分

(2)9時00分～18時00分 普通自動車免許
雇用期間の定めなし (3)9時30分～18時30分

45060- 4705711
（フルタイム） 変形（1ヶ月単位） 介護福祉士

月給 (1)8時30分～17時30分 准看護師
介護支援専門員（ケアマネージャー）

雇用期間の定めなし

普通自動車免許
45060- 4716511

◎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。
◎「求人票」はハローワークインターネットサービス（https://www.hellowork.mhlw.go.jp)でも確認いただけます。※類似したWebサイトにご注意ください。
◎労働条件については必ず「求人票」で確認をお願いします。加入保険については就業時間によって加入できない場合があります。
◎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をコールしてください。紙面スペースの都合上、全ての求人を掲載できない場合があります。

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

雇用・労
災・健康・
厚生

66歳
以下 225000

宮崎県児湯郡新富町大字日置７４３－
１

400000

雇用・労
災・健康・
厚生

66歳
以下 184000

宮崎県児湯郡新富町大字日置７４３－
１

207000

介護職（夜勤専門） 合同会社　まごころ ○住宅型有料老人ホームまごころの
宿（入居者１９名）での介護業務を
行っていただきます。
・入居者のコール対応
・朝食の準備
・トイレ誘導

雇用・労
災・健康・
厚生

18歳
～64
歳 185000

宮崎県西都市大字鹿野田６１３８－１

200000

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

雇用・労
災・健康・
厚生・財形

59歳
以下 190000

宮崎県児湯郡新富町大字上富田４６３
７－１

280000

加工機の操作 有限会社　シンコーエンジニ
アリング

○機械を使って金属部品を作る仕事
です。
＊未経験の方でも丁寧に指導しま
す。
・図面の見方、加工機械の操作を覚
えて、設備の部品を作っていだきま
す。

雇用・労
災・健康・
厚生

40歳
以下 141416

宮崎県児湯郡川南町大字川南字名貫２
０２２２－４

245000

ユーティリティ設備管理者 吉川工業アールエフセミコン
株式会社

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



雇用・労
災・健康・
厚生

18歳
～59
歳 143000

宮崎県児湯郡高鍋町大字北高鍋５２２
４番地

200000

調理 株式会社　日南　妻湯 ・レストランでの調理、メニューの
開発
・その他レストラン、厨房にかかわ
る業務全般
・従業員の指導、管理
・その他、付随業務あり


雇用・労
災・健康・
厚生

59歳
以下 350000

宮崎県西都市大字調殿６８７－５

400000

ホテルフロント及び事務 有限会社　四季亭 ○ホテルのフロント業務及び事務業
務
・電話応対
・顧客管理
・予約受付
・会計事務処理

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

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 160200

宮崎県西都市大字茶臼原２８６－２

200400

漬物加工製造・袋詰め【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。
○漬物の袋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

雇用・労
災・健康・
厚生

59歳
以下 150000

宮崎県児湯郡高鍋町大字南高鍋８４１
３－１５

200000

資源物の受入、解体、選別作
業：本社工場

株式会社　井上商店 ○回収してきた資源物（金属類、古
紙、廃プラスチック等）の選別や機
械等の解体作業を行います。また、
資源物を持ち込まれるお客様の対応
をお願いします。

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１８６０
番地３

200000

工場作業員：高鍋 株式会社　井上商店 ペットボトル、飲料缶のリサイクル
工場で、以下の業務を行います
・工場内への原料搬入、製品搬出等
・ペットボトル・飲料缶の選別
・設備の維持管理補助

雇用・労
災・健康・
厚生

59歳
以下 170000

宮崎県児湯郡新富町大字三納代２１９
７番地５『まーぶるクラブ』

180000

保育士　≪急募≫ 株式会社　祐脩　まーぶるク
ラブ

○発達に問題を抱えた学齢児への支
援を行います。
・生活指導等
・送迎業務（社用車あり、範囲：児
湯郡・西都）
・その他付随業務


雇用・労
災・健康・
厚生

59歳
以下 175000

宮崎県児湯郡新富町大字三納代２１９
７番地５

190000

児童指導員　≪急募≫ 株式会社　祐脩　まーぶるク
ラブ

＊発達に問題を抱えた学齢児への支
援を行います。
・生活指導等
・送迎業務（社用車あり、範囲：児
湯郡・西都）

雇用・労
災・健康・
厚生

59歳
以下 170000

児湯郡新富町富田北２丁目３番地『サ
ポートセンター　なちゅれ』

180000

保育士　≪急募≫ 株式会社　祐脩　まーぶるク
ラブ

○発達に問題を抱えた学齢児への支
援を行います。
・生活指導等
・送迎業務（社用車あり、範囲：児
湯郡・西都）
・その他付随業務


雇用・労
災・健康・
厚生

59歳
以下 175000

児湯郡新富町富田北２丁目３番地『サ
ポートセンター　なちゅれ』

190000

児童指導員　≪急募≫ 株式会社　祐脩　まーぶるク
ラブ

＊発達に問題を抱えた学齢児への支
援を行います。
・生活指導等
・送迎業務（社用車あり、範囲：児
湯郡・西都）
・その他、付随業務

雇用・労
災・健康・
厚生

59歳
以下 200000

宮崎県児湯郡高鍋町大字上江６６４９
番地１２３

210000

住宅型有料老人ホーム　サク
ラ高鍋　管理者候補

株式会社　九州ケアライン高
鍋

〇施設入居者への介護業務
〇施設長業務補佐（相談・入居調整
など）
○その他、付随業務
＊詳細は面接時に説明します。

教諭、幼稚園教諭、その他児童指
導員の要件を満たす方

（条件によっては第３種電気主任
技術者で可）

看護師：あれば尚可　＊無資格者
でも応募可

教諭、幼稚園教諭、その他児童指
導員の要件を満たす方



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

【フルタイム】※ 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

ハローワーク高鍋

12月3日(金）号

（フルタイム） 精神保健福祉士
月給 (1)8時25分～17時10分 社会福祉士

雇用期間の定めなし 普通自動車免許

45060- 4719311
（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- 4720111
（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- 4721711
（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

(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 ＊働きながら資格取得可
(4)22時00分～9時00分

45060- 4722811 普通自動車免許
（フルタイム） 変形（1年単位）

月給 (1)8時00分～17時00分

(2)20時00分～5時00分

雇用期間の定めなし

45060- 4725411
（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

45060- 4728611
（フルタイム） 変形（1年単位） 大型自動車第二種免許

月給
6時00分～22時00分の間の

雇用期間の定めなし 8時間程度

45060- 4729911
（フルタイム） 変形（1年単位） 普通自動車第二種免許

月給 (1)7時00分～18時00分

(2)9時00分～1時00分 普通自動車免許
雇用期間の定めなし (3)18時00分～9時00分

45060- 4730711
（フルタイム） 変形（1年単位）

月給 (1)7時00分～16時00分

(2)16時00分～2時30分 普通自動車免許
雇用期間の定めなし （社用車あり）

45060- 4731811
（フルタイム） 変形（1年単位） 普通自動車第二種免許

月給 (1)7時00分～17時00分

(2)8時00分～0時00分 普通自動車免許
雇用期間の定めなし (3)9時00分～1時00分

45060- 4732211
（フルタイム） 変形（1年単位） 普通自動車第二種免許

月給 (1)7時00分～17時00分

(2)8時00分～22時00分 普通自動車免許
雇用期間の定めなし (3)9時00分～1時00分

(4)18時00分～2時00分

45060- 4734411
（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30分～17時30分

普通自動車免許
雇用期間の定めなし

又は8時00分～17時00分の

45060- 4735011 間の8時間

（フルタイム） 交替制あり 歯科衛生士
月給 (1)9時00分～19時00分

(2)9時00分～13時00分

雇用期間の定めなし

45060- 4738911
（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- 7265811
（フルタイム） 交替制あり

月給 (1)5時00分～9時00分

(2)15時00分～19時00分

雇用期間の定めなし (3)9時00分～18時00分

45010-25522311
（フルタイム） 変形（1ヶ月単位）

月給 (1)9時00分～17時40分 普通自動車免許

雇用期間の定めなし

45010-25416011

◎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。
◎「求人票」はハローワークインターネットサービス（https://www.hellowork.mhlw.go.jp)でも確認いただけます。※類似したWebサイトにご注意ください。
◎労働条件については必ず「求人票」で確認をお願いします。加入保険については就業時間によって加入できない場合があります。
◎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をコールしてください。紙面スペースの都合上、全ての求人を掲載できない場合があります。

成年後見支援業務全般 社会福祉法人　高鍋町社会福
祉協議会

◯成年後見制度の広報、啓発
◯研修・相談業務
◯制度利用促進
○法人後見業務
○その他相談業務、地域福祉業務、
総務業務等に従事します。

雇用・労
災・健康・
厚生

59歳
以下 188700

宮崎県児湯郡高鍋町大字北高鍋３００
番地

247600

雇用・労
災・健康・
厚生

不問

200000
宮崎県児湯郡木城町大字高城２５１８
番地１

268400

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

雇用・労
災・健康・
厚生

59歳
以下 151100

宮崎県児湯郡木城町大字高城２５１８
番地１

180000

林業作業員 木城林産　株式会社 ○県北・県央を主に伐採、集材、下
刈、植付等林業全般の仕事。
・チェンソーの貸し出しあり
・作業に必要な資格は入社後に取得
可（費用会社負担）

雇用・労
災・健康・
厚生

18歳
～64
歳 140000

川南町大字川南１９４１５－１「グ
ループホーム　すいせん川南」

175000

軽作業 ＷＥＥＤＳ有限会社 ・製造現場にて、マシニングや旋盤
等の機械加工を担当していただきま
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

18歳
～59
歳 190000

宮崎県西都市大字右松字下鶴１９５３
－２

350000

介護職（すいせん川南） 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、介護をしていただきます。
・レクレーション企画・運営。
・見守り。
○朝食作り（夜勤者担当）

雇用・労
災・健康・
厚生

64歳
以下 160000

宮崎県西都市御舟町１丁目８３

180000

バス乗務員 三和交通　株式会社 ○路線バス乗務員（西都市内）
　または貸切バス乗務員（宮崎営業
所所属）
・その他、付随業務
※６０歳以上の高齢者の方歓迎いた
します。


雇用・労
災・健康・
厚生

64歳
以下 180000

宮崎県西都市御舟町１丁目８３

220000

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

雇用・労
災・健康・
厚生

21歳
～64
歳 142000

宮崎県西都市御舟町１丁目８３
本社

142000

事務兼配車オペレーター（本
社）

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

雇用・労
災・健康・
厚生

18歳
～64
歳 146000

宮崎県西都市御舟町１丁目８３

146000

タクシー乗務員（西都又は川
南）：トライアル併用求人

三和交通　株式会社 ○タクシー乗務員業務。（養成乗務
員制度あり）
・その他、付随業務
「養成乗務員制度について」
・養成期間中（７時間勤務）の賃金

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

雇用・労
災・健康・
厚生

18歳
～69
歳 147000

宮崎県児湯郡高鍋町大字高鍋町９０２
－２

157000

タクシー乗務員 宮崎タクシー株式会社　西都
営業所

○タクシー乗務員業務。（養成乗務
員制度あり）
・その他付随業務
「養成乗務員制度について」
・養成期間中（７時間勤務）の賃金

雇用・労
災・健康・
厚生

21歳
～59
歳 135000

宮崎県西都市御舟町２丁目２９番地

238000

介護支援専門員【トライアル
併用求人】

株式会社　テクノミックス
しゃちんぼの濱

・居宅介護支援事業におけるケアマ
ネジメント業務全般。
・訪問、プラン作成、モニタリン
グ、給付管理等。
・相談業務

タクシー乗務員 エムアール交通　株式会社 ◯タクシー乗務員業務。
・６日ローテーションのくり返しに
なります。
○その他、付随業務
＊詳細は面接時に説明します。


雇用・労
災・健康・
厚生

59歳
以下 160000

宮崎県児湯郡高鍋町大字蚊口浦６１９
５番地６

210000

歯科衛生士 すが歯科医院 ・歯科医療の補助
・衛生指導
・歯科予防処置
・診療用器具等の滅菌、準備、管理
等
・院内洗浄、消耗品の管理等

雇用・労
災・健康・
その他

不問

175000
宮崎県西都市大字右松２１８０－３

235000

雇用・労
災・健康・
厚生・財形

64歳
以下 220000

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

雇用・労
災・健康・
厚生・財形

59歳
以下 156000

高鍋町大字持田字下河原３４２２番地１７「宮
崎トヨペット　株式会社　高鍋店」

211000

雇用・労
災・健康・
厚生

59歳
以下 165000

宮崎県西都市大字調殿２３０－２「西
都地区生徒寮」

165000

調理及び寮母／西都市 株式会社　あんしん　宮崎営
業所

・寮生３２名程度（朝食、昼食、夕
食）メニューに基づいて食材加　工
して寮生に食事提供します。
・昼食については、朝食と同時進行
で弁当のおかずを作ります。

営業／高鍋店 宮崎トヨペット　株式会社 【ディーラーでの自動車販売・営
業】
・自動車販売（新車・中古車）
・保険等、付帯する商品の取扱い
・サービス入庫等の促進
・その他、自動車販売に係る業務全
般に携わって頂きます。

普通自動車免許１種取得後３年以
上の経験で取得可

普通自動車免許１種のみは養成員
雇用

普通自動車免許１種取得後３年以
上



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

【フルタイム】※ 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

ハローワーク高鍋

12月3日(金）号

（フルタイム）
月給 (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） 45010-25300511
（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 社用車は１トン・２トン車

45060- 4660211
（フルタイム） 変形（1年単位） 調理師

月給 (1)7時00分～10時00分

(2)15時00分～19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3月31日
契約更新の可能性あり（条件あり） 45060- 4663011

（フルタイム） 変形（1ヶ月単位） 介護福祉士
月給 (1)8時00分～17時00分

(2)8時30分～17時30分 普通自動車免許
雇用期間の定めなし

45060- 4664311
（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00分～17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

45060- 4666911
（フルタイム） 変形（1年単位）

月給 (1)8時00分～17時00分

雇用期間の定めあり
～令和4年3月31日
契約更新の可能性あり（条件あり） 45060- 4667111

（フルタイム） 精神保健福祉士
月給 (1)8時25分～17時10分 社会福祉士

雇用期間の定めなし １種、２種教諭免許

45060- 4669811 普通自動車免許
（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- 4647311
（フルタイム） 変形（1年単位） 大型自動車免許

月給 (1)8時00分～17時00分 フォークリフト運転技能者
小型移動式クレーン運転技能者

雇用期間の定めなし

45060- 4648611
（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：ＭＴタイプ　軽トラック

45060- 4652211
（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- 4653511
（フルタイム） 大型自動車免許

月給 (1)8時00分～17時00分 牽引免許
小型移動式クレーン運転技能者

雇用期間の定めなし 玉掛け・車両系建設機械　あれば可

45060- 4654411
（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

45060- 4655011
（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 (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- 4657611 (5)9時30分～18時30分

（フルタイム） 交替制あり

月給 (1)8時00分～16時15分

(2)16時00分～0時15分

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） (3)0時00分～8時15分

契約更新の可能性あり（条件あり） 45060- 4628511
（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- 4629411

◎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。
◎「求人票」はハローワークインターネットサービス（https://www.hellowork.mhlw.go.jp)でも確認いただけます。※類似したWebサイトにご注意ください。
◎労働条件については必ず「求人票」で確認をお願いします。加入保険については就業時間によって加入できない場合があります。
◎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をコールしてください。紙面スペースの都合上、全ての求人を掲載できない場合があります。

ビニールハウス用パイプの加
工・溶接作業／西都市

株式会社　エフオーテクニカ 温室ビニールハウスの製造、開発を
行う会社です。
新素材を使用した商品開発、製造、
品質保証体制を充実させ、設計、施
工までトータルで提供しています。

雇用・労
災・健康・
厚生

不問

184771
宮崎県西都市大字鹿野田

184771

雇用・労災
不問

97699
宮崎県西都市大字穂北５２９６－１２
グループホーム天命館

105553

有限会社　松川商店 ◯商品を注文のあった取引先に配達
する業務です
・配達商品：石膏ボート、床材等の
建築資材全般（詳細は面接時に　商
品を見ていただきます）

雇用・労
災・健康・
厚生165600

宮崎県児湯郡新富町富田３丁目３２

195500

介護福祉士 株式会社　メイセイ ○通所施設での介護サービスの実
施。（定員３５名）
○食事介助、排泄介助、外出介助
等。レクレーション企画等。

雇用・労
災・健康・
厚生

65歳
以下

世話人／天命館 社会福祉法人石井記念友愛社茶臼
原自然芸術館就労支援Ｂ型事業所

○グループホームでの生活支援業務
全般。
○調理（朝・昼・夕　３～６名分程
度）
○一般生活支援業務。

59歳
以下

175000
宮崎県児湯郡木城町大字椎木６０２７
－１

213000

配達（建築資材全般）

雇用・労
災・健康・
厚生

65歳
以下 155000

宮崎県児湯郡木城町大字椎木６０２７
－１

187000

（障）粉袋計量及び付随業務 宮崎県農協果汁　株式会社 主な業務はジュースの中身液に調合
する茶葉や粉物を準備し、
計量した後、袋詰めをして封をする
業務が主な業務です。

その他の業務は以下のとおりです。


雇用・労
災・健康・
厚生

不問

141869
宮崎県児湯郡川南町大字川南２００１
６－３

141869

介護職員（初任者研修又は無
資格者）

株式会社　メイセイ ○通所施設での介護サービスの実
施。（定員３５名）
○食事介助、排泄介助、外出介助
等。レクレーション企画等。

廃棄物運搬作業員（大型自動
車）

有限会社　山下商事 ○廃棄物の収集運搬、配送業務。
　（配送範囲：宮崎県内）
　フォークリフトを使用しての荷積
み下ろしになります。
○鶏舎清掃作業

220000
宮崎県児湯郡川南町大字川南４５９２
－１

220000

相談支援専門員 社会福祉法人　高鍋町社会福
祉協議会

◯１８歳未満のお子様がいる家庭の
相談支援業務
○家庭、学校等生活全般に関する相
談、支援
○関係機関との連絡、調整の地域

雇用・労
災・健康・
厚生

59歳
以下 188700

宮崎県児湯郡高鍋町大字上江８４３７
番地高鍋町役場敷地内

247600

経理事務員【トライアル併用
求人】≪急募≫

有限会社　山下商事 ○経理事務全般業務。
・パソコンを使ったデータ入力作業
（会計ソフト）
（パソコン技術は文字入力がスムー
ズにできればＯＫです）
・伝票整理

雇用・労
災・健康・
厚生

59歳
以下

雇用・労
災・健康・
厚生

59歳
以下 187000

宮崎県児湯郡川南町大字川南４５９２
－１

209000

145000
宮崎県児湯郡高鍋町大字南高鍋８８１
４番地１

160000

雇用・労
災・健康・
厚生

59歳
以下

都栄工業　株式会社

雇用・労
災・健康・
厚生

59歳
以下

鉄工員 株式会社　山口鉄工建設 ○工場内で機械操作での加工
○溶接作業
・その他付随業務
＊詳細は面接時説明します。

◎今はまだ知識がない方でも現場で
先輩社員から教わり、また研修を

185600
宮崎県西都市大字岡富１２５９－３６

257600

○生コン車の運転手及び生コン運搬
業務
（主な仕事）生コン運搬作業（片道
４０分圏内）
（現場範囲）西都営業所エリア
・その他付随業務

雇用・労
災・健康・
厚生・財形

145000
宮崎県児湯郡高鍋町大字南高鍋８８１
４番地１

170000

事務職 株式会社　山口鉄工建設 ○建設業における事務業務
・具体的には、請求書などの各種書
類作成、帳簿整理・管理、
　受発注処理、電話・来客の対応等
・その他、付随業務


雇用・労
災・健康・
厚生

不問

169400
宮崎県児湯郡高鍋町大字南高鍋５６６
－５『明倫保育園』

169400

【準社員】焼酎製造スタッフ 宝酒造　株式会社　黒壁蔵

59歳
以下

重機運搬車運転手【急募】 株式会社　江本運輸 ○自社重機及びリース会社重機、資
材を現場へ配達・引き取りをし　て
いただきます。
（エリア：宮崎県内）
○その他　付随業務。


172300
宮崎県児湯郡高鍋町大字蚊口浦５３２
３番地

172300

〇もろみ製造工程における製造設備
のオペレーション、および
　メンテナンスをおこなっていただ
く仕事です。
〇その他、付随業務


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。


雇用・労
災・健康・
厚生

66歳
以下 200000

宮崎県児湯郡新富町大字日置７４３－
１

300000

生コン車運転手

220000
宮崎県児湯郡高鍋町大字高鍋町４９７
－１

300000

雇用・労
災・健康・
厚生・財形

18歳
以上

雇用・労
災・健康・
厚生

64歳
以下

現場代理人 有限会社　盛満技建 ○公共機関から民間までの土木工事
施工管理業務。
・打ち合わせ
・報告、管理
（書類作成については事務員が補助
します）

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
年齢 仕事の内容

【フルタイム】※ 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

ハローワーク高鍋

12月3日(金）号

（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 普通自動車免許

45060- 4630611
（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 普通自動車免許

45060- 4631911
（フルタイム） １級土木施工管理技士

月給 (1)8時00分～17時00分 ２級土木施工管理技士

雇用期間の定めなし 普通自動車免許

45060- 4632111
（フルタイム） 変形（1年単位）

月給 (1)8時00分～16時45分

(2)16時30分～0時45分

雇用期間の定めなし (3)0時30分～8時15分

45060- 4639311
（フルタイム） 社会福祉士

月給 (1)8時30分～17時15分

普通自動車免許
雇用期間の定めなし

45060- 4640111
（フルタイム） 変形（1ヶ月単位）

月給 (1)8時30分～16時15分

(2)8時30分～15時00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- 4641711
（フルタイム） 有限会社　佐藤ファーム

月給 (1)8時00分～18時00分

普通自動車免許
雇用期間の定めなし

45060- 4642811
（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

(2)10時00分～19時00分

雇用期間の定めなし (3)16時30分～0時00分

45060- 4645411
（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

(2)10時00分～19時00分

雇用期間の定めなし (3)16時30分～0時00分

又は0時00分～9時00分の

45060- 4646011 間の8時間程度

（フルタイム） 変形（1ヶ月単位）

月給 (1)8時00分～17時00分

雇用期間の定めなし

45060- 4621311
（フルタイム） 変形（1ヶ月単位）

月給 (1)8時00分～17時00分

雇用期間の定めなし

45060- 4623911
（フルタイム） 変形（1年単位）

月給 (1)8時30分～17時30分

(2)8時00分～17時00分

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

契約更新の可能性あり（条件あり） 45060- 4625711
（フルタイム）

月給 (1)5時00分～14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） 45050- 3106711
（フルタイム） 変形（1ヶ月単位） フォークリフト運転技能者

月給 (1)22時00分～7時00分

普通自動車免許
雇用期間の定めなし

45030- 4744811

◎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。
◎「求人票」はハローワークインターネットサービス（https://www.hellowork.mhlw.go.jp)でも確認いただけます。※類似したWebサイトにご注意ください。
◎労働条件については必ず「求人票」で確認をお願いします。加入保険については就業時間によって加入できない場合があります。
◎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をコールしてください。紙面スペースの都合上、全ての求人を掲載できない場合があります。

建設作業員 有限会社　盛満技建 ○各現場での土木作業全般
（エリア：主に児湯郡管内）
・その他付随業務

＊詳細は面接時に説明します。



176000
宮崎県児湯郡高鍋町大字高鍋町４９７
－１

264000

雇用・労
災・健康・
厚生

64歳
以下

250000
宮崎県西都市大字南方２１２８番地１

350000

医療機器メーカーの注射器等の各
種プラスチック部品の製造

株式会社　シンコー精機 ・生産設備の一部分の簡単な操作を
しながら、出来た部品の抜取検査、
計量、梱包業務を行います。
・その他、付随業務

＊詳細については面接時の工場案

雇用・労
災・健康・
厚生

不問
重機オペレーター兼土木作業
員

有限会社　興進開発 ○重機オペレーター兼土木作業全般
業務
　現場エリア：宮崎県内
・その他、付随業務

＊詳細は面接時説明します。

就労支援員：Ｂ型 特定非営利活動法人ハッピー
デイズ

○障がい者と一緒に企業から請け
負った作業と障がい者へ指導をし
て頂きます。
（例）草刈り機を使用した草刈り、
植木の剪定作業等

雇用・労
災・健康・
厚生

18歳
～59
歳

240000
宮崎県西都市大字南方２１２８番地１

360000

現場責任者 有限会社　興進開発 ○現場責任者
・現場の写真管理
＊書類作成はありません。
＊現場エリア：宮崎県内
・その他、付随業務


166800
宮崎県児湯郡新富町大字日置２０３２
番地１５

196800

事務局職員：社会福祉士（正
社員）

社会福祉法人　川南町社会福
祉協議会

〇相談支援業務
　社会福祉協議会内において、障が
い者や生活困窮者からの相談にの
り、課題解決の手助けを行っていた
だきます。

雇用・労
災・健康・
厚生

不問

174400
宮崎県児湯郡川南町大字川南１３６７
６－１

211200

雇用・労
災・健康・
厚生

30歳
以下

200000

210000

雇用・労
災・健康・
厚生

不問

140000
宮崎県児湯郡新富町大字日置１５５０
－２

140000

養豚飼養管理 ・分娩舎、親豚・仔豚の飼養管理
・仔豚育成舎の飼養管理
・肥育豚の飼養管理
・母豚・雄豚の飼養管理
・農場の環境整備
・その他、付随業務あり


雇用・労
災・健康・
厚生・財形

59歳
以下 高鍋町大字南高鍋８４５９番地、高鍋町大

字南高鍋８２９３－７、新富町大字新田字
浦田１９１５４－６

雇用・労
災・健康・
厚生

18歳
～59
歳 155000

宮崎県西都市大字調殿１０１０番地

180000

正看護師 医療法人　恵喜会　西都病院 ・病院内における看護業務全般
・精神科病棟等での看護業務に従事
して頂きます。
・パート等も御相談下さい。
・ブランクのある方、精神科未経験
の方も応募可能です。

雇用・労
災・健康・
厚生

18歳
～59
歳

准看護師 医療法人　恵喜会　西都病院 ○病院内における看護業務全般
・精神科病棟等での看護業務に従事
して頂きます。
・ブランクのある方、精神科未経験
の方も応募可能です。
・その他付随業務

200000
宮崎県西都市大字調殿１０１０番地

鶏舎作業員【トライアル併用
求人】

株式会社　ミヤポー ○主に養鶏場での採卵作業
＊立ち仕事で手作業での採卵になり
ます。
○その他、付随作業あり。

＊詳細は面接時に説明します。


240000

雇用・労
災・健康・
厚生

64歳
以下 167323

宮崎県児湯郡川南町大字川南２０６６
６－２

177165

雇用・労
災・健康・
厚生

不問

143424
宮崎県児湯郡都農町大字川北１５５３
０

155520

167323
宮崎県児湯郡川南町大字川南２０６６
６－２

177165

（障）鶏舎作業員【障害者ト
ライアル併用求人】

株式会社　ミヤポー ・主に養鶏場での採卵作業
・その他、付随作業

＊立ち仕事で手作業での採卵になり
ます。



雇用・労
災・健康・
厚生

64歳
以下

食肉処理（食肉製品製造） 株式会社　ミヤチク都農工場 ○牛豚肉のカット、整形、箱詰め
○牛豚肉内臓の処理
○その他、付随業務

＊６ヶ月毎の労働契約により更新あ
り


161229
川南町大字平田６６５５－５宮崎くみあいチキ
ンフーズ（株）川南食品工場

161229

と畜作業員／西都市（加工セ
ンター）

株式会社　地頭鶏ランド日南 加工センター内におけると畜作業全
般。

＊鶏の入ったケース（２５ｋｇ程
度）の持ち運びがあります。
＊制服対処します。

雇用・労
災・健康・
厚生

不問

158080
宮崎県西都市大字調殿１３９４－７
「西都加工センター」

166400

フォークリフトオペレーター 株式会社　鏡和産業 川南町の工場にて、トラックで搬入
されてくる鶏の入ったカゴを
工場内で荷卸ししていただくお仕事
です。

フォークリフトを使用し、３～４

雇用・労
災・健康・
厚生

18歳
～64
歳

車両系建設機械（基礎工事用）運
転技能者

車両系建設機械（基礎工事用）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）

時給 (1)17時30分～22時00分

普通自動車免許
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） ※普通自動車免許は通勤用です。

契約更新の可能性あり（原則更新） 45010-25639711
（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

45010-25697111
（パートタイム） 変形（1ヶ月単位）

時給 (1)5時30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）

～令和4年9月30日

契約更新の可能性あり（条件あり） 45010-25875111
（パートタイム）

時給 (1)17時00分～18時30分

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

～令和4年9月30日

契約更新の可能性あり（条件あり） 45010-25878211
（パートタイム） 交替制あり

時給 (1)9時00分～14時00分

(2)14時00分～19時00分

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

～令和4年9月30日

契約更新の可能性あり（条件あり） 45010-25892711
（パートタイム） 交替制あり

時給 (1)6時00分～11時30分

(2)8時00分～14時30分

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） (3)14時30分～20時00分

契約更新の可能性あり（条件あり） 45010-25449511
（パートタイム） 保育士

時給 13時00分～18時00分の間の 普通自動車免許
4時間程度

雇用期間の定めなし 児童指導員：必須【保育】

45010-25458411
（パートタイム）

時給 (1)16時00分～20時00分

雇用期間の定めあり

～令和4年3月31日

契約更新の可能性あり（条件あり） 45010-25414511
（パートタイム） フォークリフト運転技能者

時給 (1)7時00分～16時05分

雇用期間の定めなし

45030- 4801211
（パートタイム）

時給 (1)8時00分～12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） 45030- 4823911
（パートタイム） 保育士

時給 (1)13時00分～19時00分

(2)9時00分～18時00分

雇用期間の定めなし 児童指導員　あれば尚可
普通自動車免許

45060- 4672311
（パートタイム）

時給 (1)9時00分～15時00分

(2)12時00分～17時00分

雇用期間の定めあり

～令和4年3月31日

契約更新の可能性あり（条件あり） 45060- 4674911
（パートタイム） 変形（1ヶ月単位） 歯科衛生士

時給 (1)9時15分～19時00分

(2)9時15分～17時15分

雇用期間の定めなし (3)9時15分～13時45分

45060- 4675111
（パートタイム） 変形（1年単位）

時給 (1)9時00分～16時00分

雇用期間の定めなし

45060- 4683111
（パートタイム） 変形（1ヶ月単位） 介護職員初任者研修修了者

時給 (1)17時00分～9時00分 ホームヘルパー１級
介護福祉士

雇用期間の定めなし ヘルパー２級あれば尚可

45060- 4688411
（パートタイム） 交替制あり 調理師

時給 (1)8時15分～14時00分

(2)9時00分～14時45分

雇用期間の定めなし (3)10時45分～16時30分

45060- 4691111

◎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。

◎「求人票」はハローワークインターネットサービス（https://www.hellowork.mhlw.go.jp)でも確認いただけます。※類似したWebサイトにご注意ください。

◎労働条件については必ず「求人票」で確認をお願いします。加入保険については就業時間によって加入できない場合があります。

◎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をコールしてください。紙面スペースの都合上、全ての求人を掲載できない場合があります。

821
宮崎県西都市大字右松字三反田２１８
３「マルショク西都店」

821

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。

年齢 仕事の内容

スーパーの施設警備（閉店立会
い）パート／西都市

株式会社　スリーエス　宮崎営
業所

西都市の「マルショク西都店」にて、
以下のようなお仕事をお願いします。
〇店舗閉店前の店内巡回と安全確認
〇店舗の閉店時、社員の方が退出

雇用・労災
60歳
～64
歳

850
宮崎県西都市大字穂北５２５３－４
「菜花園」内厨房

900

洗浄／菜花園 富士産業株式会社　大分事業部
宮崎営業所

・入居者様の食後の食器を洗浄するお
仕事です。
・８０食程度を２名体制で食器洗浄機
を用いて洗浄します。
・食器洗浄の他に厨房内の清掃、消
毒、ごみ捨て等も行っていただ

雇用・労災
64歳
以下

821 宮崎県宮崎市佐土原町下田島１８９６４－１または宮
崎県児湯郡高鍋町大字南高鍋６４４１番地　「高鍋工
場」

821

調理員（常勤パート）／菜花園 富士産業株式会社　大分事業部
宮崎営業所

・入居者様のお食事を作るお仕事で
す。
　栄養士が立てる献立に沿って調理を
行います。
　喫食者に合わせて一口大やきざみへ
食事の形態を加工してもらい

雇用・労
災・健康・
厚生

不問

850
宮崎県西都市大字岩爪１６４５「との
こおり荘」内厨房

1000

調理員（パート）／西都児湯医
療センター（西都市）

日清医療食品　株式会社　南九
州支店　宮崎営業所

患者様への食事提供業務です
（調理・盛付・配膳・洗浄等）

＊朝、昼、夕　各２０～３０食程度
＊１日２名体制



労災
不問

950
宮崎県西都市大字穂北５２５３－４
「菜花園」内厨房

1000

調理員（短時間パート）／との
こおり荘

富士産業株式会社　大分事業部
宮崎営業所

利用者様のお食事を作るお仕事です。
・献立に沿って調理を行います。
・利用者様にあわせて、一口大やきざ
みへ食事の形態を加工してもらいま
す。


雇用・労災
不問

1100
宮崎県児湯郡新富町富田西２丁目１３

1500

店員（レジ：４時間パート社
員）／川南店

株式会社　エーコープみやざき ・レジ部門におけるチェッカー業務を
行います。
　（レジ打ちや袋詰め等の作業）
・その他、付帯業務として品出しや陳
列、レジ周りの備品の補充等

雇用・労災
不問

880
宮崎県西都市大字妻１５５０番地「西
都児湯医療センター」

900

放課後等デイサービス　保育士
又は児童指導員

株式会社　さきがけ 放課後等デイサービスを利用する６歳
から１８歳までの障がい児の支援にな
ります。
様々な活動を通して障がい児が希望す
る職種に就労できるように支援・助言
を行います。

労災
不問

1108 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

1108

清掃員（児湯地区）（日勤） 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

821
宮崎県児湯郡川南町大字川南１３５９
３番地１「Ａコープ　川南店」

821

フォークリフト作業 有限会社　古賀食品 『宮崎くみあいチキンフーズ』（鶏肉
加工工場）においてフォークリフトを
使用した鳥かご運搬業務（構内）


雇用・労災
不問

850
宮崎県児湯郡高鍋町大字南高鍋６８１
３－５

1000

袋詰め作業員 株式会社　園青果 ○千切り大根の袋詰めが主な作業にな
ります。
・重さを量りながら袋詰め作業しま
す。
・その他付随業務
＊繁忙期（冬場）に就業時間の変

労災
不問

821
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

821

放課後デイサービススタッフ：
高鍋町

株式会社　ウィズワン　ひなた
かれっじ高鍋

○学校修了後、障がいのあるお子様へ
のサポート業務
○その他、付随業務
＊送迎範囲：高鍋近辺（社有車あり：
ＡＴ車）
＊詳細は面接時に説明します。


労災
不問

900
宮崎県児湯郡高鍋町大字高鍋町６０２
番地

1000

漬物製造・包装工 キムラ漬物宮崎工業　株式会社 ○漬物（たくあん）の裁断、袋詰め、
仕上げなどの製造に関わる諸　作業。
・その他付随業務

＊冬期は漬込み作業もあります。

雇用・労災
不問

821
宮崎県児湯郡都農町大字川北岩山１４
６５２－２

821

歯科衛生士 曽我部歯科 ○歯科治療における医師の補助
・患者への予防処置
・歯科保健指導
・歯科材料の管理業務
・診療準備及び片付け
・診療所内の清掃、診療器具の

雇用・労
災・厚生・
その他

59歳
以下

821
宮崎県西都市新町１丁目６６番地

850

調理師 学校法人　宮崎カトリック学園
西都カトリック幼稚園

◯主に調理業務全般。
・園の給食約１００食（園児・職員
分）の調理を行う。
・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

821
宮崎県児湯郡新富町大字上富田８９３
５

821

介護職（訪問：夜勤担当）〈急
募〉

医療法人　雅会　シルバーコー
ト新町

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


労災
18歳
～65
歳

雇用・労災
64歳
以下

870
宮崎県西都市小野崎２丁目３３番地

900

【パートタイム】※ 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

ハローワーク高鍋

12月3日(金）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

【パートタイム】※ 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

ハローワーク高鍋

12月3日(金）号

（パートタイム）
時給 (1)21時30分～0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- 4694211
（パートタイム）

時給 8時00分～0時30分の間の

5時間程度

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

契約更新の可能性あり（原則更新） 45060- 4695511
（パートタイム） 交替制あり

時給 8時00分～21時00分の間の

5時間程度

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

契約更新の可能性あり（原則更新） 45060- 4696411
（パートタイム） 交替制あり

時給 9時00分～15時00分の間の

5時間程度

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

契約更新の可能性あり（原則更新） 45060- 4697011
（パートタイム） 交替制あり

時給 (1)5時30分～14時00分 普通自動車免許

雇用期間の定めなし

又は10時30分～19時00分の

45060- 4706811 間の7時間程度

（パートタイム） 交替制あり

時給 (1)5時30分～12時00分 普通自動車免許

雇用期間の定めなし

又は12時30分～19時00分の

45060- 4707211 6時間程度

（パートタイム）
時給 (1)9時00分～16時00分 普通自動車免許

雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）

令和3年12月15日～令和4年3月31日

契約更新の可能性あり（原則更新） 45060- 4708511
（パートタイム） 介護福祉士

時給 (1)9時00分～15時10分 社会福祉士
精神保健福祉士

雇用期間の定めなし

又は7時00分～18時00分の 普通自動車免許
45060- 4709411 間の5時間程度

（パートタイム） 交替制あり 保育士
時給 (1)14時00分～17時30分 小学校教諭免許（専修・１種・２種）

(2)8時00分～17時00分 高等学校教諭免許（専修・１種）
雇用期間の定めなし 中学校教諭免許　必須

45060- 4710611
（パートタイム） 介護福祉士

時給 (1)21時00分～7時00分 社会福祉士
精神保健福祉士

雇用期間の定めなし

普通自動車免許
45060- 4711911

（パートタイム） 介護福祉士
時給 (1)7時00分～12時00分 社会福祉士

(2)12時00分～17時00分 精神保健福祉士
雇用期間の定めなし (3)17時00分～21時00分

又は7時00分～21時00分の 普通自動車免許
45060- 4712111 間の5時間程度

（パートタイム）
時給 (1)7時30分～12時40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- 4713711
（パートタイム） 薬剤師

時給 (1)9時00分～12時00分

雇用期間の定めなし

45060- 4714811
（パートタイム） 交替制あり

時給 (1)4時00分～7時30分

(2)11時00分～14時30分

雇用期間の定めなし (3)19時00分～22時30分

45060- 4715211
（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- 4717411
（パートタイム）

時給 9時00分～18時15分の間の

2時間以上

雇用期間の定めなし

45060- 4718011

◎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。

◎「求人票」はハローワークインターネットサービス（https://www.hellowork.mhlw.go.jp)でも確認いただけます。※類似したWebサイトにご注意ください。

◎労働条件については必ず「求人票」で確認をお願いします。加入保険については就業時間によって加入できない場合があります。

◎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をコールしてください。紙面スペースの都合上、全ての求人を掲載できない場合があります。

1100
宮崎県西都市大字調殿６８７－５

1100

温泉の受付、清掃スタッフ 株式会社　日南　妻湯 ○西都市にある源泉かけ流し温泉「妻
湯」の受付・清掃スタッフ
・温泉の受付、レジ係
・館内の清掃
・浴室内の清掃等

温泉の清掃スタッフ（夜勤専
門）

株式会社　日南　妻湯 ○西都市にある源泉かけ流し温泉「妻
湯」の清掃スタッフ
・館内の清掃
・浴室内の清掃等
＊その他付随業務
＊詳細は面接時説明します。


労災
18歳
以上

850
宮崎県西都市大字調殿６８７－５「源
泉かけ流し温泉　妻湯」

880

食堂スタッフ 株式会社　日南　妻湯 食堂へ提供する食事に関する調理や給
仕のスタッフ
・調理
・仕込み
・食器洗浄

雇用・労災
18歳
以上

880
宮崎県西都市大字調殿６８７－５

880

レストランの厨房スタッフ 株式会社　日南　妻湯 ○温泉に併設しているレストランの厨
房のスタッフを募集いたします。
・調理
・仕込み
・食器洗浄

雇用・労災
不問

830
宮崎県児湯郡川南町大字川南１７９７
９番地８７

830

厨房員 社会福祉法人　聖山会　特別養
護老人ホーム　フェニックス

・食器の洗浄とご飯次（調理すること
はありません）
・その他、付随業務
・食器の洗浄は食洗器があります。
＊詳細は、面接時に説明します

雇用・労災
不問

830
宮崎県西都市大字調殿６８７－５「源
泉かけ流し温泉　妻湯」

830

厨房員 社会福祉法人　聖山会　特別養
護老人ホーム　フェニックス

・食器の洗浄とご飯をよそう（調理す
ることはありません）
・その他、付随業務
・食器の洗浄は食洗器があります。
＊詳細は、面接時に説明します

雇用・労
災・健康・
厚生

不問

1000
宮崎県児湯郡新富町大字上富田７４８
５－１４

1000

生活支援員　≪急募≫ サンプラス株式会社 ◯支援計画書に基づきサービスの提供
補助。
・施設内支援：施設内での作業、生活
支援
・施設外支援：企業や農園などの施設
外での支援

雇用・労
災・健康・
厚生

不問

830
宮崎県児湯郡川南町大字川南１７９７
９番地８７

830

受付及び補助業務（臨時職員） 社会福祉法人　新富町社会福祉
協議会

○地域福祉事業及び社会福祉事業
・予防教室の受付等
・その他事業の補助業務
＊詳細は、面接時に説明します

雇用・労
災・健康・
厚生

不問

1000
宮崎県西都市小野崎２丁目３３番地

1000

生活支援員（夜勤）≪急募≫ サンプラス株式会社 ◯新築の障がい者グループホームで入
居者のお世話をしていただき　ます。
・定期巡回、朝食の準備、必要に応じ
た援助。
・その他、付随業務


雇用・労災
64歳
以下

851
宮崎県児湯郡高鍋町大字南高鍋６４４
１番地

1100

放課後児童クラブ指導員【小学
生】

学校法人　宮崎カトリック学園
西都カトリック幼稚園

○保育業務
　放課後児童クラブは、保護者が就労
などによって児童の下校後や休校日に
家庭にいない小学生に対し、遊びや生
活の場を提供し、その健全な育成を

労災
20歳
～64
歳

851
宮崎県児湯郡高鍋町大字南高鍋６４４
１番地

1100

青果物の品集め及び配達 梶谷青果 ・取引先から注文依頼の商品を指定数
量ごとにコンテナに集めます
・パソコンへ入力：データ入力、伝票
作成
・荷物運び：じゃがいも、玉ねぎ等の
１ケース２０キロを運びます

雇用・労災
18歳
～64
歳 851

宮崎県児湯郡高鍋町大字南高鍋６４４
１番地

1100

世話人（日中）≪急募≫ サンプラス株式会社 ◯新築の障がい者グループホームで入
居者のお世話をしていただきます。
・食事、ホームの清掃など身の回りの
お手伝いで、食事は出来上がった食材
が届きますので盛りつける

労災
18歳
～64
歳

2200
宮崎県児湯郡高鍋町大字北高鍋１２５
８－２

2500

牧場業務（搾乳） さいと高原牧場株式会社 牧場での搾乳業務
・その他、付随業務あり

＊詳細は面接時説明します

雇用・労災
64歳
以下

821
宮崎県西都市水流崎町２１番地

821

薬剤師（調剤薬局）：パート 有限会社　みどり調剤薬局 ○保険調剤薬局における業務全般
・処方箋に基づく調剤、投薬
・服薬指導
・医薬品の管理など
・その他、付随業務
＊詳細は面接時に説明します。

労災
不問

830
宮崎県児湯郡高鍋町大字上江６６４９
番地１２３

850

軽作業 ＷＥＥＤＳ有限会社 ・製造現場にて、簡単な軽作業（テー
ピング、検査等）を担当していただき
ます。
・その他、付随業務

＊詳細は面接時説明します


労災
18歳
～59
歳 1000

宮崎県西都市右松３０８７番地

1000

介護補助（サクラ高鍋） 株式会社　九州ケアライン高鍋 〇住宅型有料老人ホームにおける清掃
業務。
・清掃、消毒作業（トイレ・共用ス
ペース等）
・消耗品の補充（ペーパータオル・ト
イレットペーパー等）

労災
59歳
以下

労災
59歳
以下

900
宮崎県西都市大字右松字下鶴１９５３
－２

1000



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

【パートタイム】※ 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

ハローワーク高鍋

12月3日(金）号

（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)22時00分～9時00分 ホームヘルパー１級

(2)22時00分～8時00分 介護職員初任者研修修了者
雇用期間の定めなし

普通自動車免許
45060- 4723211

（パートタイム） 変形（1ヶ月単位） ホームヘルパー２級
時給 (1)7時30分～16時30分 ホームヘルパー１級

(2)9時00分～18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)13時00分～22時00分 資格のない方は働きながらの取得でも可

(4)22時00分～8時00分 普通自動車免許
45060- 4724511 (5)22時00分～9時00分

（パートタイム） 変形（1年単位） 普通自動車第二種免許
時給 普通自動車免許

7時00分～2時00分の間の

雇用期間の定めなし 7時間程度

45060- 4733511
（パートタイム）

時給 (1)8時00分～11時30分

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

～令和4年6月10日

契約更新の可能性なし 45060- 4658911
（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4年5月31日

契約更新の可能性なし 45060- 4659111
（パートタイム） 変形（1年単位） 調理師

時給 (1)7時00分～10時00分 普通自動車免許
(2)15時00分～19時00分

雇用期間の定めあり

～令和4年3月31日

契約更新の可能性あり（条件あり） 45060- 4661511
（パートタイム）

時給 (1)9時30分～15時30分

普通自動車免許
雇用期間の定めなし 又は9時00分～17時00分の （社用車：ＡＴタイプ）

間の5時間

45060- 4662411
（パートタイム）

時給 9時30分～15時00分の間の

5時間程度 普通自動車免許
雇用期間の定めなし ＊自家用車使用時ガソリン代全額支給

45060- 4665611
（パートタイム）

時給 8時30分～17時00分の間の

4時間程度

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

～令和4年6月30日

契約更新の可能性なし 45060- 4668711
（パートタイム）

時給 (1)8時00分～17時00分

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

令和3年12月1日～令和4年10月31日

契約更新の可能性なし 45060- 4650711
（パートタイム）

時給 (1)8時00分～17時00分

(2)8時00分～12時00分

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

令和3年12月1日～令和4年10月31日

契約更新の可能性なし 45060- 4651811
（パートタイム）

時給 (1)8時15分～13時00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- 4656311
（パートタイム）

時給 (1)12時30分～18時00分

雇用期間の定めなし

45060- 4633711
（パートタイム）

時給 (1)4時00分～12時00分

(2)4時00分～9時00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- 4634811
（パートタイム）

時給 8時30分～17時15分の間の

6時間程度

雇用期間の定めあり

～令和4年3月31日

契約更新の可能性あり（条件あり） 45060- 4636511
（パートタイム）

時給 8時30分～17時15分の間の

6時間程度

雇用期間の定めあり

～令和4年3月31日

契約更新の可能性なし 45060- 4637411

◎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。

◎「求人票」はハローワークインターネットサービス（https://www.hellowork.mhlw.go.jp)でも確認いただけます。※類似したWebサイトにご注意ください。

◎労働条件については必ず「求人票」で確認をお願いします。加入保険については就業時間によって加入できない場合があります。

◎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をコールしてください。紙面スペースの都合上、全ての求人を掲載できない場合があります。

821
川南町大字川南１９４１５－１「グ
ループホーム　すいせん川南」

900

介護ヘルパー（すいせん川南）
／月１５日以内勤務

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）
○食材買出し等。
○食事、入浴、排泄、外出介助等。
（公用車ＡＴ）
○レクレーション企画

介護ヘルパー：夜勤専門（すい
せん川南）

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）
○食事（朝食）、排泄介助等
○朝食調理あり
○その他付随業務

雇用・労災
18歳
以上

793
宮崎県西都市御舟町２丁目２９番地

800

ハウス農作業員 岩坂農園 ・ハウス内でのピーマン収穫作業
・その他、付随業務

＊詳細は、面接時に説明します

雇用・労災
18歳
以上

821
川南町大字川南１９４１５－１「グ
ループホーム　すいせん川南」

900

タクシー乗務員 宮崎タクシー株式会社　西都営
業所

○タクシー乗務員業務。（養成乗務員
制度あり）
・その他付随業務

「養成乗務員制度について」
・養成期間中の賃金

雇用・労災
21歳
～59
歳

850
宮崎県児湯郡新富町大字下富田字屋敷
２２９７ハウス

1000

世話人／天命館 社会福祉法人石井記念友愛社茶臼原
自然芸術館就労支援Ｂ型事業所

○グループホームでの生活支援業務全
般。
○調理（朝・昼・夕　３～６名分程
度）
○一般生活支援業務。
・利用者の方の生活全般の援助

その他
不問

858
宮崎県児湯郡新富町大字上富田（鬼付
女）「ハウス」

858

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。
＊土日祝勤務可能な方歓迎。
＊詳細は面接時説明します。


雇用・労災
不問

830
宮崎県西都市大字三宅２４４５番地７

900

社会保険労務士業務事務補助 寺村社会保険労務士事務所 ◯事務補助業務全般
・給与計算、労働保険、社会保険の手
続き、請求書作成。
・パソコンへのデータ入力、文書作
成、表計算。
（専用ソフトあり）


労災
不問

821
宮崎県西都市大字穂北５２９６－１２
グループホーム天命館

887

配達及び印刷補助 有限会社　ふくしげ印刷 〇製品の配達や受注の伺い、製品作成
までの補助作業を行っていただきま
す。
・印刷補助作業
（配達エリア：西都市、児湯郡管内）

雇用・労災
不問

830
宮崎県児湯郡川南町大字平田１８２７

830

鶏卵作業・種鶏管理全般 原田種鶏場 ◯鶏舎内で集卵作業を行います。
・集卵した卵をケースにつめます。
・汚れている卵は洗浄します。
・卵の消毒
◯市場に出す食卵を洗ったり、袋に入
れたりします。

労災
不問

821
宮崎県児湯郡高鍋町大字上江７２８２

850

農作業員（ミニトマト） 山田　益史（山田園芸） ○ハウス内でのミニトマトの葉、芽を
取る作業（脇芽とり）
　誘引作業（つるを同じ方向に這わせ
固定する作業）、ミニトマトの収穫。
○その他、付随業務


その他
不問

870
宮崎県西都市大字穂北４３１２番地８

870

青果物の袋詰め・集荷（Ｂパー
ト）

株式会社　広瀬 ○野菜、果物の袋詰め・集荷作業（千
切大根、ピーマン、カラーピ　ーマン
他）
＊青果物等が５キロから１５キロのく
らいの重さがあり、立ち仕事になる
為、体力を要します。

雇用・労災
不問

870
宮崎県西都市大字穂北４３１２番地８

870

鶏舎内作業 原田種鶏場 ◯収攬作業、卵の洗浄、消毒等の作業
です。
・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。


労災
不問

821
宮崎県児湯郡高鍋町大字持田俵橋５６
５４－１

821

お弁当製造（盛り付け） ランチボックス 〇お弁当製造のお仕事になります。
・盛り付け
・つめ方
・調理
・その他、付随業務

雇用・労災
不問

830
宮崎県児湯郡新富町大字上富田２４９
８番地

845

販売／ママンマルシェ 株式会社　デイリーマーム　ママン
マルシェ　ＴＡＫＡＮＡＢＥ

・直売店での陳列、販売、接客、レジ
対応
・その他、付随業務

＊就業時間につきましてはご相談に応
じます。

労災
59歳
以下

900
宮崎県児湯郡川南町大字川南１９４０
３－４

900

事務助手 独立行政法人　国立病院機構
宮崎病院

外来での検体運搬業務・外来での事務
作業
（その他付随業務）

詳細は面接時説明します。

雇用・労災
18歳
以上

821
宮崎県児湯郡高鍋町大字持田１７３６
－１

822

医師事務作業補助者／非常勤職
員

独立行政法人　国立病院機構
宮崎病院

医師事務作業補助業務全般（その他付
随業務）

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

雇用・労
災・健康・
厚生

不問

900
宮崎県児湯郡川南町大字川南１９４０
３－４

900

普通自動車免許１種取得後３年以上
の経験で取得可



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

【パートタイム】※ 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

ハローワーク高鍋

12月3日(金）号

（パートタイム） 変形（1ヶ月単位） 介護職員初任者研修修了者
時給 (1)7時00分～13時30分 ホームヘルパー２級

(2)9時30分～16時00分

雇用期間の定めあり (3)12時00分～18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- 4638011
（パートタイム）

時給 7時00分～14時00分の間の

5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） 45050- 3107811
（パートタイム）

時給 (1)13時00分～17時00分

雇用期間の定めあり

令和3年12月1日～令和4年3月31日

契約更新の可能性なし 46020- 7057311
（パートタイム）

時給 (1)9時00分～18時00分

(2)13時00分～22時00分

雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）

又は9時00分～22時00分の

契約更新の可能性なし 41010-16105111 間の5時間以上

（パートタイム） 交替制あり 調理師
時給 7時00分～18時00分の間の

8時間程度 普通自動車免許
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）

令和4年1月1日～令和4年3月31日

契約更新の可能性なし 45060- 4610511
（パートタイム） 保育士

時給 7時00分～18時00分の間の

8時間程度 普通自動車免許
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）

令和4年1月1日～令和4年3月31日

契約更新の可能性なし 45060- 4612011
（パートタイム） 変形（1年単位）

時給 (1)9時00分～16時00分

(2)8時00分～12時00分

雇用期間の定めなし (3)8時00分～15時00分

45060- 4613311
（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

45060- 4614611
（パートタイム） 株式会社　餃子の馬渡

時給 (1)15時15分～21時00分

雇用期間の定めなし 普通自動車免許：通勤用・移動用

45060- 4615911
（パートタイム） 株式会社　餃子の馬渡

時給 (1)10時00分～16時00分

雇用期間の定めなし 普通自動車免許：通勤用

45060- 4616111
（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 普通自動車免許：通勤用

45060- 4617711
（パートタイム） 調理師

時給 (1)9時00分～15時00分

(2)8時30分～13時30分

雇用期間の定めなし

45060- 4618811
（パートタイム） 交替制あり 幼稚園教諭免許（専修・１種・２種）

時給 (1)15時00分～18時30分 保育士
(2)9時00分～13時00分

雇用期間の定めなし (3)13時00分～18時00分

45060- 4620011
（パートタイム） 変形（1ヶ月単位）

時給
8時00分～17時00分の間の

雇用期間の定めなし 4時間程度

45060- 4622611
（パートタイム） 変形（1ヶ月単位）

時給
8時00分～17時00分の間の

雇用期間の定めなし 4時間程度

45060- 4624111
（パートタイム）

時給 9時30分～14時30分の間の

3時間以上

雇用期間の定めなし

45060- 4627211

◎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。

◎「求人票」はハローワークインターネットサービス（https://www.hellowork.mhlw.go.jp)でも確認いただけます。※類似したWebサイトにご注意ください。

◎労働条件については必ず「求人票」で確認をお願いします。加入保険については就業時間によって加入できない場合があります。

◎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をコールしてください。紙面スペースの都合上、全ての求人を掲載できない場合があります。

1090
宮崎県児湯郡川南町大字川南１９４０
３－４

1090

食鳥処理／西都市（加工セン
ター）

株式会社　地頭鶏ランド日南 加工センター内の鶏肉の解体や加工に
関する業務。
＊鶏の中抜き作業、鶏の解体等。
＊鶏肉のカット作業。真空包装、梱包
作業等。
＊作業は立位作業中心。


療養介助員／非常勤職員 独立行政法人　国立病院機構
宮崎病院

看護師等の指示・指導のもと、看護の
専門的判断を要しない療養生活に係わ
る業務全般（その他、付随業務あり）
◆重症心身障害児（者）病棟での勤務

雇用・労
災・健康不問

1000
宮崎県児湯郡新富町大字新田原　新田
原基地付近

1000

レジ・商品補充（西都店）【短
期】

ダイレックス　株式会社 ＊ディスカウントストアでのレジ・商
品整理
　○レジ業務
　○商品の整理、補充
　○お客様の対応（売り場案内、商品
説明）

雇用・労災
不問

821
宮崎県西都市大字調殿１３９４－７
「西都加工センター」

821

調理員（宮崎県） 株式会社　植村組 〇作業員の宿泊先における食事を作っ
て頂く業務です。

・夕食の準備（５～１０名分）
・調理場の清掃
・食器等の片づけ


労災
不問

918
宮崎県児湯郡川南町大字平田２３９５
番地２

918

保育士（福祉課）会計年度任用
職員

川南町役場 ◯川南町立保育所（中央保育所）にて
保育士又は保育士補助業務を行ってい
ただきます。
・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

1000
宮崎県西都市大字妻１７０９番地　ダ
イレックス西都店

1000

調理師（福祉課）会計年度任用
職員

川南町役場 ◯川南町立中央保育所にて調理業務を
行っていただきます。
・その他、付随業務
＊詳細は面接時に説明します



雇用・公災
不問

840 児湯郡川南町大字川南２４１２８番地株式会社エ
ム・ティー・シー　川南工場

840

餃子の製造 株式会社　餃子の馬渡 ○工場内での餃子の製造業務全般
・餃子の成型
・餃子の梱包作業
・その他、付随業務

＊詳細は面接時に説明します。

雇用・公災
不問

918
宮崎県児湯郡川南町大字平田２３９５
番地２

976

製造工 株式会社　エム・ティ・シー ◯鶏肉主体の加工業務を行います。
・主な加工品としては鶏肉サイズ別
カット、串刺加工、味付等の加工品に
なります。
・その他、計量・真空・包装作業

雇用・労災
59歳
以下

900

1000

販売・接客（土・日・祝日のみ
勤務）

◯『ママンマルシェＴＡＫＡＮＡＢＥ
店』での土曜、日曜、祝日のみの勤務
です。
・販売、接客
・レジ業務
・その他、付随業務


雇用・労災
64歳
以下

830
宮崎県児湯郡高鍋町大字高鍋町５８９
番地　工場

880

ホールスタッフ ○フロアにて接客業務になります。
・レジ入力。
・注文、配膳、、片づけ、清掃、皿拭
き等。
・注文、予約電話応対等。

雇用・労
災・健康・
厚生

64歳
以下 高鍋町 『餃子の馬渡』：北高鍋５１８０番地

『ママンマルシェ：持田５６５６番地１８

830
宮崎県児湯郡高鍋町大字高鍋町５８９
番地

880

調理補助（幼稚園） 学校法人　高鍋学園 ○園児及び職員の昼食の調理補助全般
業務。
（この仕事は３人体制です）
・食後の片付け、食器の洗浄等。
・その他付随業務


労災
64歳
以下

900

980

事務補助 株式会社　餃子の馬渡 事務所内での事務補助業務
・データ入力、パソコンでの書類作成
・伝票等チェック
・オンラインショップ受注業務
・電話・来客応対

雇用・労災
不問

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

宮崎県児湯郡高鍋町大字北高鍋３３１
４番地

900

鶏舎作業員 株式会社　ミヤポー 主に養鶏場での採卵作業
・立ち仕事で手作業での採卵になりま
す
・その他、付随作業あり

＊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３３１
４番地

900

学童保育補助及び幼稚園補助 学校法人　高鍋学園 ○１年生～６年生の学童保育補助業務
全般。
（２０人程度：３人体制）
・児童の見守りが主な仕事です。
＊土曜日は利用者が４～５人程度の
為、１人体制で勤務して頂きます

雇用・労災
64歳
以下

＊出来れば両方、どちらかの資格所
持者も相談可能。

850
宮崎県児湯郡川南町大字川南２０６６
６－２

900

厨房、ホールスタッフ セントサラーメン ・材料の下ごしらえ
・厨房の洗浄、清掃
・ホールでの接客
・その他付随業務

＊詳細は面接時説明します


雇用・労災
64歳
以下

850
宮崎県児湯郡川南町大字川南２０６６
６－２

900

（障）鶏舎作業員【トライアル
併用求人】

株式会社　ミヤポー ・主に養鶏場での採卵作業
・その他、付随作業

＊立ち仕事で手作業での採卵になりま
す。
＊詳細は面接時に説明します。


雇用・労災
64歳
以下

労災
不問

821
宮崎県児湯郡川南町大字川南１９４０
３－３８

1000

850


