
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） 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） 45010-14165521
（フルタイム） 交替制あり 調理師

月給 (1)5時30分～14時30分

(2)7時00分～16時00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） 45010-14171821
（フルタイム） 交替制あり 調理師

月給 (1)6時00分～15時00分

(2)10時00分～19時00分

雇用期間の定めなし

45010-14172221
（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8月31日
契約更新の可能性あり（条件あり） 45010-13992421

（フルタイム） 交替制あり

月給 (1)8時00分～17時00分

(2)20時00分～5時00分

雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）

契約更新の可能性あり（条件あり） 45010-14001521
（フルタイム） 変形（1年単位）

月給 (1)7時50分～17時00分

雇用期間の定めなし

45010-14018221
（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 普通自動車運転免許

45010-14027221
（フルタイム） 変形（1年単位）

月給 (1)8時30分～17時00分

(2)8時00分～17時30分

雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）
令和4年7月4日～令和4年9月30日
契約更新の可能性あり（条件あり） 45010-14041721

（フルタイム） 交替制あり

月給 (1)6時00分～15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） 45010-14146021
（フルタイム） 交替制あり

月給 (1)6時30分～16時00分

(2)9時30分～19時00分

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

契約更新の可能性あり（条件あり） 45010-14147721
（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- 1868421
（フルタイム） 変形（1ヶ月単位）

月給 (1)5時00分～13時00分

(2)7時00分～15時00分

雇用期間の定めなし (3)8時00分～16時00分

45050- 1873821
（フルタイム） 変形（1ヶ月単位）

月給 (1)8時30分～17時10分

(2)16時45分～1時25分

雇用期間の定めなし (3)1時10分～8時50分

普通自動車運転免許（あれば尚可）
45060- 2490021

（フルタイム） 交替制あり

月給 (1)7時00分～15時15分

(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

普通自動車運転免許
45060- 2493221

（フルタイム） 交替制あり 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)9時00分～18時00分 ヘルパー１級　あれば尚可

普通自動車運転免許
45060- 2497621

（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

雇用期間の定めなし (3)10時00分～1時00分 普通自動車免許１種取得後３年以上
普通自動車運転免許（ＡＴ限定不可）

45060- 2498921

◎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。

年齢 仕事の内容

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

利用者様への食事提供業務です。
（調理、盛り付け、配膳、洗浄等）

＊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

172800
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」

207360

調理員（嘱託社員）／向陵台
調殿館（西都市）

日清医療食品　株式会社　南
九州支店　宮崎営業所

入居者様への食事提供業務です。
（調理、盛付、配膳、切込、洗浄、
清掃等）
＊４５食程度を４名体制で行いま
す。
＊制服貸与いたします。

飲料の製造／川南町 株式会社　ワークスタッフ
宮崎営業所

ジュースやお茶など飲料製造工場で
のお仕事
・ジュースの原料作りや検査
・飲料製造機械のオペレーター
・原料の調合、配合など配属先によ
り異なります。

18歳
以上 159600

宮崎県児湯郡川南町大字川南２００１
６‐３

159600

雇用・労
災・健康・
厚生

不問

172800
宮崎県西都市旭１丁目１３番地
「向陵台　調殿館」

207360

調理師（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

利用者様への食事提供業務です。
（調理、盛り付け、配膳、洗浄等）

＊朝６５食、昼９０食、夕６５食を
１日５人体制で提供します。
＊制服貸与いたします。

雇用・労
災・健康・
厚生

64歳
以下 176000

宮崎県西都市大字下三財８１２４－８
「並木の里」

205000

製造作業員（正社員）／新富
工場

みやさん食品　株式会社 ・冷凍加工調理食品の製造

・製品の調理、袋詰め、箱詰め等


166000
宮崎県児湯郡高鍋町大字北高鍋４７５
０

雇用・労
災・健康・
厚生

不問

176400
宮崎県児湯郡高鍋町大字南高鍋稲荷西
１０２６２

181440

雇用・労
災・健康・
厚生

59歳
以下 161100

宮崎県児湯郡新富町大字新田１５３９
８番地

176400

生茶受入・機械オペレーター
／高鍋町

株式会社　アンドワーク ＜＜未経験可・生葉の受け入れ・機
械操作業務等＞＞
生産者が作った生葉を機械へ投入
し、茶葉を製造するお仕事です。
未経験の方も活躍している職場で
す。

雇用・労
災・健康・
厚生

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。
＊未経験者歓迎！丁寧に指導しま
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

土木施工監理／高鍋本社 株式会社　増田工務店　宮崎
支店

・土木現場作業
・土木現場管理
・上記に付随する業務を担当してい
ただきます。　
＊制服貸与。
＊社有車あり

雇用・労
災・健康・
厚生・財形

59歳
以下

雇用・労
災・健康・
厚生

不問

149100
宮崎県児湯郡高鍋町大字持田５７３４
番地　『鈴南の里』

170400

調理員（嘱託社員）／鈴南の
里（児湯郡川南町）

日清医療食品　株式会社　南
九州支店　宮崎営業所

371000

野菜苗の接ぎ木作業スタッフ
／高鍋町

株式会社　アルボ 野菜苗の育成及び接ぎ木作業がメイ
ンのお仕事になります。

野菜苗の接ぎ木作業は座り作業にな
ります。細かい作業になりますので
視力を有します。


172800
宮崎県児湯郡川南町大字川南１２７０
７

207360

入所者様への食事提供業務です
（調理、盛り付け、配膳、洗浄等）

＊１００食程度の食事を４名程度の
調理員で担当
＊制服を貸与します。


雇用・労
災・健康・
厚生

不問

雇用・労
災・健康・
厚生

不問

172800
宮崎県児湯郡高鍋町大字上江８１０８
「坂田病院」

207360

調理員（嘱託社員）／坂田病
院（高鍋町）

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のお仕事で
す。
（調理、切り込み、盛り付け、配
膳、洗浄等）
＊朝・夕１０～２０食、昼２０～３
０食程度の提供


雇用・労
災・健康・
厚生

40歳
以下 195000

宮崎県西都市大字調殿１３９４－７
　「西都加工センター」

195000

装置オペレーター（研磨調
整）：４直３交替

株式会社　九州大真空 ◆まずは会社見学をお願いします
（事前連絡必須）。
　会社見学（紹介状発行）→書類提
出（手渡し又は郵送）
　詳細は見学時に説明します。
○装置のオペレーター

雇用・労
災・健康・
厚生・財形

18歳
以上 136640

宮崎県児湯郡川南町大字川南２００１
３番地２

168640

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

食鳥処理／西都加工センター
【幹部候補】

株式会社　地頭鶏ランド日南 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。
＊制服貸与します。


ホテルフロント及び事務

152500
宮崎県児湯郡高鍋町大字上江６６４９
番地１２３

160000

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

介護職（訪問介護：めいり
ん）（有料老人：サクラ高
鍋）

株式会社　九州ケアライン高
鍋

○ホームでの介護業務。
○サービス提供全般。
・食事介助、入浴介助、排せつ介助
等。
○訪問介護は、施設入所者への介護
サービスの提供。・その他付随業務


雇用・労
災・健康・
厚生

59歳
以下

雇用・労
災・健康・
厚生

21歳
～64
歳

161000
宮崎県宮崎市佐土原町下那珂７６３９
－１『宮崎営業所』

184000

タクシー乗務員（宮崎営業
所）：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
（日当６，０００円）

【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

6月10日(金）



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

6月10日(金）

（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- 2499121
（フルタイム） 変形（1ヶ月単位） 社会福祉士

月給 (1)8時30分～17時30分 精神保健福祉士
公認心理師

雇用期間の定めなし 相談支援専門員　　　　必須　　
普通自動車運転免許

45060- 2501021
（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- 2502721
（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- 2505521
（フルタイム）

月給 (1)8時15分～17時15分

雇用期間の定めなし

45060- 2506421
（フルタイム） 変形（1年単位）

月給 (1)8時00分～17時00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- 2508621
（フルタイム） 理学療法士

月給 (1)8時00分～17時00分 作業療法士

雇用期間の定めなし 普通自動車運転免許

45060- 2511821
（フルタイム）

月給 (1)8時15分～17時15分

雇用期間の定めなし

45060- 2473121
（フルタイム） 変形（1年単位）

月給 (1)9時00分～18時00分

雇用期間の定めなし 普通自動車運転免許

45060- 2474021
（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- 2475721
（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 理学療法士
(2)16時30分～9時00分 作業療法士

雇用期間の定めなし (3)7：30～19：00の間の 准看護師、言語聴覚士　
8時間程度 普通自動車運転免許（ＡＴ限定不可）

45060- 2481121
（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)16時30分～9時00分

雇用期間の定めなし ●介護関係の資格がなくても応募可
普通自動車運転免許

45060- 2482021
（フルタイム） 変形（1ヶ月単位） 介護支援専門員（ケアマネージャー）

月給 (1)8時00分～17時00分

(2)8時30分～17時30分

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

45060- 2485221
（フルタイム） 変形（1ヶ月単位）

月給 (1)10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 自分で通勤が出来る方
普通自動車運転免許（あれば尚可）

45060- 2487421
（フルタイム） 変形（1年単位）

月給 (1)7時00分～16時05分

雇用期間の定めなし

45030- 2472721
（フルタイム） 変形（1ヶ月単位）

月給 (1)5時30分～14時30分

(2)7時00分～16時00分

雇用期間の定めなし (3)8時00分～17時00分 普通自動車運転免許

45030- 2485321

◎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。

金型メンテナンス 株式会社　シンコー精機 ○プラスチック部品の医療機器を主
体にダイカスト自動車部品他
量産用製品の「金型」を維持、管理
する仕事です。その他、付随業務。
〇経験のない人でも親切丁寧に教え
ます。

雇用・労
災・健康・
厚生

59歳
以下 150000

宮崎県児湯郡新富町大字日置２０３２
番地１５

180000

雇用・労
災・健康・
厚生

59歳
以下 205000

宮崎県児湯郡都農町大字川北１４３２
２－３『相談支援センター空と海』

265000

機械操作オペレーター（正社
員）

勝田被服　株式会社　高鍋工
場

○自動機を操作して縫製作業をおこ
ないます。
○その他、付随業務
　
＊ミシンは使用しません。誰にでも
出来る簡単なお仕事です


雇用・労
災・健康・
厚生

59歳
以下 165000

宮崎県児湯郡高鍋町大字北高鍋３１９
０－３

200000

勝田被服　株式会社　高鍋工
場

○紳士・婦人服の縫製部門で、アイ
ロンがけの作業になります。
（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。


相談支援専門員 株式会社　空と海 ・相談支援業務
　（当事者・ご家族・支援者への相
談対応やサービス利用計画の作成な
ど）
・障がいに関する啓発研修
　

理学療法士、作業療法士 株式会社はる ・バイタル測定、健康チェック
・送迎（社用車：軽自動車、普通
車）
・通所介護計画等の書類作成
・施術
・物療器具の取り外し


アイロン掛け作業（フルタイ
ムパート）

153232
宮崎県児湯郡高鍋町大字北高鍋３１９
０－３『高鍋工場』

221635

雇用・労
災・健康・
厚生

59歳
以下 153232

宮崎県児湯郡高鍋町大字北高鍋３１９
０－３

221635

機械操作作業（フルタイム
パート）

勝田被服　株式会社　高鍋工
場

雇用・労
災・健康・
厚生

64歳
以下 210000

宮崎県西都市聖陵町１丁目７７番地

220000

・紳士・婦人服の縫製部門で、機械
を操作して縫製の仕事です。

・ミシンは使用しません

＊詳細は面接時に説明します。


雇用・労
災・健康・
厚生

不問

雇用・労
災・健康・
厚生

18歳
～59
歳

166800
宮崎県児湯郡新富町大字日置２０３２
番地１５

196800

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内
時に説明をします。

雇用・労
災・健康・
厚生

59歳
以下 153035

宮崎県児湯郡高鍋町大字北高鍋３１９
０－３『高鍋工場』

153035

総合営業職 勝田被服　株式会社　高鍋工
場

◯総合営業職（当社、代理店への訪
問）
・その他付随業務

＊詳細は面接時に説明します。
【働き方改革関連認定企業】

雇用・労
災・健康・
厚生

59歳
以下 200000

宮崎県児湯郡高鍋町大字北高鍋３１９
０－３

350000

勝田被服　株式会社　高鍋工
場

○経理事務全般業務。
　会計ソフト（ＰＣＡ会計）入力
・受注・発注業務
・請求・支払事務
・窓口対応
・その他付随業務


ソーイングスタッフ（フルタ
イムパート）高鍋工場

勝田被服　株式会社　高鍋工
場

紳士・婦人服の縫製部門で、主にミ
シン縫い及びアイロン掛けの仕事で
す。
・その他付随業務
＊詳細は面接時に説明します。
【働き方改革関連認定企業】

介護支援専門員：川南【トラ
イアル併用求人】

特定非営利活動法人こすもす
の里　グループホームこすも
す

○認知症高齢者グループホームでの
入所者のケアプラン作成
　及び介護業務（定員９名）
　・その他付随業務
○ケアプラン作成業務は月の勤務日
数の１４日程度になります。

経理事務（経験者）

168000
宮崎県児湯郡川南町大字平田２３７９
－1「湯癒亭」

205000

雇用・労
災・健康・
厚生

59歳
以下 200000

宮崎県児湯郡高鍋町大字北高鍋３１９
０－３

350000

看護師・准看護師・理学療法
士・作業療法士・言語聴覚士

有限会社　エコフィールド
（湯癒亭）

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２３１６
７－１９

209000

○訪問看護、リハビリ等、デイサー
ビス内勤務。
・状態観察
・カテーテル等の管理・指導
・その他付随業務
＊条件等については相談に応じま
す。

雇用・労
災・健康・
厚生

不問

雇用・労
災・健康・
厚生

不問

143000
宮崎県児湯郡川南町大字平田２３７９
番地１

148000

介護職【ケアステーション】 有限会社　エコフィールド
（湯癒亭）

○在宅における利用者への介護の提
供業務。
・身体介護、家事援助等。
・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 158000

宮崎県児湯郡高鍋町大字北高鍋２５８
６－１【高鍋店】

180000

ブロイラー前処理作業 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
ブロイラー前処理業務全般。
　鳥掛け（屋内作業）
　鳥カゴ運搬。

雇用・労
災・健康・
厚生

59歳
以下 199000

宮崎県児湯郡川南町大字平田字元原６
６５５番地５

216000

株式会社　スマイルケア 「配食のふれ愛日向店」において、
高齢者様のお弁当の配食事業を行っ
ています。
・お弁当の配達（安否確認）
・食材の盛り付け作業。
・お弁当箱や器具の洗浄。

店舗販売員【高鍋店】 株式会社　押川春月堂本店 ○接客及び販売業務全般。　
・受付から包装、梱包、発送等。
・レジ。
・菓子製造補助（袋入れ、カップ入
れ等）
・在庫管理、商品発注等。

高齢者向け配食サービスス
タッフ（配食のふれ愛日向
店）

雇用・労
災・健康・
厚生

64歳
以下 156240

宮崎県日向市大字財光寺３９７５番地
２「配食のふれ愛日向店」

156240



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

6月10日(金）

（フルタイム） 精神保健福祉士
月給 (1)9時00分～18時00分

雇用期間の定めなし ・地域により運転免許（ＡＴ限定可）
普通自動車運転免許

27020-36704121
（フルタイム） 変形（1ヶ月単位）

月給 (1)9時15分～18時30分

(2)15時30分～0時00分

雇用期間の定めなし (3)9:15～0：00の間の

8時間程度 普通自動車運転免許
40150- 4617921

（フルタイム） 変形（1ヶ月単位）

月給 (1)8時30分～17時45分

(2)14時30分～23時00分

雇用期間の定めなし （3）8時30分～23時00分の

間の8時間程度 普通自動車運転免許
40150- 4632621

（フルタイム） 変形（1ヶ月単位）

月給 (1)10時00分～19時00分

雇用期間の定めなし

43010-19264321
（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)12時00分～21時00分

(4)21時00分～7時00分 普通自動車運転免許
45010-13916821 (5)15時30分～9時00分

（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8月31日
契約更新の可能性なし 45040- 6298721

（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

雇用期間の定めなし (3)10時00分～1時00分 普通自動車免許１種取得後３年以上
普通自動車運転免許(ＡＴ限定不可)

45060- 2453321
（フルタイム） 変形（1年単位） 大型自動車第二種免許

月給 (1)7時00分～17時00分

雇用期間の定めなし

45060- 2455921
（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

8時間程度

雇用期間の定めなし

45060- 2458721
（フルタイム） 変形（1年単位） 大型自動車第二種免許

月給 (1)7時00分～17時00分

雇用期間の定めなし

45060- 2459821
（フルタイム） 変形（1ヶ月単位） 医療事務資格

月給 (1)8時00分～17時00分

雇用期間の定めなし

普通自動車運転免許
45060- 2461321

（フルタイム） 変形（1年単位）

月給 (1)9時00分～18時00分

雇用期間の定めなし

普通自動車運転免許
23070- 6663221

（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8月31日
契約更新の可能性あり（条件あり） 45010-13649821

（フルタイム）
月給 (1)10時00分～18時00分

雇用期間の定めなし

普通自動車運転免許
45010-13658221

（フルタイム） 変形（1ヶ月単位）

月給 (1)6時00分～15時30分

(2)9時00分～19時00分

雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）
～令和4年9月30日
契約更新の可能性あり（条件あり） 45010-13741321

（フルタイム） 変形（1ヶ月単位） 調理師
月給 (1)5時30分～14時30分

(2)7時00分～16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30分

45010-13775421

◎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。

販売員（正・西都店・地域専
任職）

株式会社　ドラッグストアモ
リ

○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）
＊教育システムも充実してますの
で、未経験者もしっかりと知識・資
格を取得し成長して頂けます。

285000
宮崎県西都市大字妻１６９８番地１　
訪問看護ステーション　デューン西都

285000

精神保健福祉士（デューン西
都）

株式会社　Ｎ・フィールド

雇用・労
災・健康・
厚生

35歳
以下 160000

宮崎県西都市右松２１３４番地１
　ドラッグストアモリ　西都店

236000

ご利用者様の地域生活を支えるた
め、個別支援や関係機関との連絡調
整、情報共有など連携を行います。
当社の事業ＰＲ、訪問看護の普及を
通して、地域の医療と福祉を繋げま
す。

雇用・労
災・健康・
厚生

64歳
以下

雇用・労
災・健康・
厚生

35歳
以下 160000

宮崎県児湯郡高鍋町大字北高鍋５０１
６番　　高鍋店

236000

販売員（正・高鍋店・地域専
任職）

株式会社　ドラッグストアモ
リ

○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）
＊教育システムも充実してますの
で、未経験者もしっかりと知識・資
格を取得し成長して頂けます。

雇用・労
災・健康・
厚生・財形

59歳
以下 150000

宮崎県西都市大字妻字平田１６５３－
１「西都店」

201200

介護職員（夜勤あり）／特別
養護老人ホーム仁の里（木城
町）

社会福祉法人　善仁会 特別養護老人ホーム仁の里『入所者
２９名』の入浴、食事、排せつ、更
衣等の介助及び余暇支援活動、記録
入力
＊詳細について、面会時にご説明し
ます。

雇用・労
災・健康・
厚生

59歳
以下 183000

宮崎県児湯郡木城町大字椎木３９５０
番１

215000

株式会社　ハンドイン ＊アイスクリーム、かき氷の検品・
袋詰・箱詰


販売職（西都店） 株式会社　ヨネザワ ◆メガネ・補聴器・コンタクトレン
ズ、その他関連商品の販売
◆ディスプレイ・データ入力なども
行っていただきます
＊未経験者の方の応募歓迎（充実の
研修制度あり）

路線バス乗務員（児湯営業
所）

三和交通　株式会社 ○路線バス乗務員
・その他、付随業務

※６０歳以上の方も歓迎いたしま
す。
＊詳細については面接時に説明いた
します。

冷菓製造（川南町）

161000
宮崎県児湯郡川南町大字川南２０３３
５－１『児湯営業所』

184000

雇用・労
災・健康・
厚生

不問

155520
宮崎県児湯郡川南町

164160

タクシー乗務員（児湯営業
所）：トライアル併用求人

三和交通　株式会社

雇用・労
災・健康・
厚生

64歳
以下 180000

宮崎県児湯郡川南町大字川南２０３３
５－１『児湯営業所』

240000

○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
（日当６，０００円）

雇用・労
災・健康・
厚生

21歳
～64
歳

雇用・労
災・健康・
厚生

64歳
以下 200000

宮崎県西都市御舟町１丁目８３

280000

貸切バス乗務員（西都営業
所）

三和交通　株式会社 ○貸切バス乗務員
（県外乗務の場合もあり）
・その他、付随業務

※６０歳以上の方も歓迎いたしま
す。


雇用・労
災・健康・
厚生

64歳
以下 200000

宮崎県児湯郡川南町大字川南２０３３
５－１『児湯営業所』

280000

医療事務 医療法人　恵喜会　西都病院 院内における医療事務業務全般
・受付業務
・レセプト請求業務（外来・入院）
・医療会計業務
・電話応対業務
・その他不随する業務

雇用・労
災・健康・
厚生

59歳
以下 138000

宮崎県西都市大字調殿１０１０番地

153000

株式会社　中京医薬品 取引先のお客様を定期的に訪問し、
薬の点検や商品の販売をする仕事で
す。コミュニケーションにより信頼
を深め、お客様の健康づくりを目指
す、やりがいのある仕事です。


貸切バス乗務員（児湯営業
所）

三和交通　株式会社 ○貸切バス乗務員
（県外乗務の場合もあり）
・その他、付随業務

※６０歳以上の方も歓迎いたしま
す。


調理員（常勤パート）／との
こおり荘

富士産業株式会社　大分事業
部　宮崎営業所

・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
もらいます。

ルート営業（高鍋営業所）

152000
宮崎県西都市大字右松２１１１

156800

雇用・労
災・健康・
厚生・財形

44歳
以下 207700

宮崎県児湯郡高鍋町北高鍋１０４６－
３　高鍋営業所

248900

スーパー内でのお肉加工ス
タッフ／西都市

株式会社　アンドワーク

雇用・労
災・健康・
厚生

不問

154800
宮崎県西都市大字岩爪１６４５
「とのこおり荘」内厨房

172000

地元スーパー内の精肉部門スタッフ

安心・安全な地元の農畜産物を食卓
へ、「地産地消」にこだわっている
スーパーですので扱う商品も安心で
す。


雇用・労
災・健康・
厚生

不問

雇用・労
災・健康・
厚生

69歳
以下 140000

宮崎県児湯郡高鍋町大字南高鍋９９２
２－１「新ピスティス」

150000

児童指導員／新ピスティス 特定非営利活動法人　ピス
ティス

障がい児の療育支援に伴う指導業務
・障がい児に対しての身辺のお世話
や遊びの提供等
・障がい児の送迎業務もあり

＊社有車あり

雇用・労
災・健康・
厚生・財形

59歳
以下 175000

宮崎県西都市大字調殿１０１０
「西都病院」内厨房

230000

調理員（正社員）／西都病院 富士産業株式会社　大分事業
部　宮崎営業所

入院患者様のお食事を作るお仕事で
す。
・調理
・盛り付け
・配膳
・器具洗浄




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

6月10日(金）

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

雇用期間の定めなし

45010-13781221
（フルタイム） 交替制あり 臨床工学技士

月給 (1)7時30分～16時30分

(2)8時00分～17時00分

雇用期間の定めなし

45060- 2427521
（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)7時30分～16時30分

雇用期間の定めなし (3)9時00分～18時00分

45060- 2428421
（フルタイム）

月給 (1)8時30分～17時30分

雇用期間の定めなし

45060- 2429321
（フルタイム） 看護師

月給 (1)8時30分～17時30分

雇用期間の定めなし

45060- 2431021
（フルタイム） 准看護師

月給 (1)8時30分～17時30分

雇用期間の定めなし

45060- 2432721
（フルタイム） 交替制あり 調理師

月給 (1)5時00分～14時00分

(2)8時30分～17時30分

雇用期間の定めなし (3)10時00分～19時30分

45060- 2434221
（フルタイム） 変形（1ヶ月単位）

月給 (1)8時30分～17時30分

(2)17時00分～9時00分

雇用期間の定めなし

45060- 2435521
（フルタイム） 変形（1年単位） 大型自動車免許

月給 (1)7時50分～17時00分

雇用期間の定めなし フォークリフト技能者歓迎
普通自動車運転免許(ＡＴ限定不可)

45060- 2436421
（フルタイム） 変形（1年単位）

月給 (1)7時50分～17時00分

雇用期間の定めなし

45060- 2437321
（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 普通自動車運転免許(ＡＴ限定不可)

45060- 2438621
（フルタイム）

月給 (1)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(ＡＴ限定不可)
45060- 2439921

（フルタイム） 三級自動車整備士
月給 (1)8時30分～17時30分 二級自動車整備士

雇用期間の定めなし 普通自動車運転免許(ＡＴ限定不可)

45060- 2440721
（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

普通自動車運転免許(ＡＴ限定不可)
45060- 2448121

（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）

普通自動車運転免許(ＡＴ限定不可)
契約更新の可能性あり（条件あり） 45060- 2449021

（フルタイム） 変形（1ヶ月単位）

月給 (1)7時10分～16時15分

(2)8時00分～17時05分

雇用期間の定めなし (3)8時15分～17時20分

45060- 2450221

◎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。

栄養士（正社員）／シルバー
ケア新富

富士産業株式会社　大分事業
部　宮崎営業所

介護施設での給食管理を行っていた
だきます。
　献立作成、発注、在庫管理、食数
管理、食事変更、
　業者対応、衛生管理、書類作成
他


雇用・労
災・健康・
厚生

59歳
以下 180000

宮崎県児湯郡新富町大字新田４８１－
１「シルバーケア新富」内厨房

220000

医療法人　宏仁会　海老原総
合病院

・血液浄化・人工透析室業務全般
・医療機器管理
・医療器材の在庫管理
・その他、付随業務

＊詳細は面接時説明します

正看護師：外来 医療法人　宏仁会　海老原総
合病院

○外来看護業務全般。
・看護記録は電子カルテ
・その他、付随業務
・勤務条件等に関しては面談の上決
定いたします。
＊詳細は面接時説明します。

臨床工学技士

139500
宮崎県児湯郡高鍋町大字上江２０７番
地

142000

雇用・労
災・健康・
厚生

59歳
以下 170500

宮崎県児湯郡高鍋町大字上江２０７番
地

250000

保育士 医療法人　宏仁会　海老原総
合病院

雇用・労
災・健康・
厚生

59歳
以下 165000

宮崎県児湯郡高鍋町大字上江２０７番
地

194300

○病院内にある職員用の託児所で保
育業務全般
・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

雇用・労
災・健康・
厚生

59歳
以下 139000

宮崎県児湯郡高鍋町大字上江２０７番
地

139000

ナースエイド（看護助手）≪
急募≫

医療法人　宏仁会　海老原総
合病院

・環境整備（ベッドサイド消毒等）
・ベッドメイキング
・メッセンジャー業務
・その他、付随業務
※直接患者様と接することは、ほぼ
ありません。（オムツ交換等不要）


雇用・労
災・健康・
厚生

59歳
以下 152500

宮崎県児湯郡高鍋町大字上江２０７番
地

182100

調理業務 医療法人　宏仁会　海老原総
合病院

病院食（朝食・昼食・夕食）の調理
業務。食器の洗浄、後片付け等
特別食対応有
その他付随業務
３交代制となります
（６名～７名体制）


雇用・労
災・健康・
厚生

40歳
以下 139000

宮崎県児湯郡高鍋町大字上江２０７番
地

142500

医療法人　宏仁会　海老原総
合病院

○入院患者の看護補助業務全般。
・食事介助、排泄介助、入浴介助、
環境整備
・ベットメイキング作業等
・早出、遅出業務あり　
・その他付随業務


准看護師：外来 医療法人　宏仁会　海老原総
合病院

○外来の看護業務全般
・看護記録は電子カルテ
・その他、付随業務
＊勤務条件等に関しては面談の上決
定いたします。
＊詳細は面接時説明します。

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
・その他付随業務

看護補助者

180000
宮崎県児湯郡高鍋町大字持田１８６０
番地３

230000

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２０７番
地

146000

資源物の選別、解体作業：本
社

株式会社　井上商店

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（主に金属）の回収を行いま
す。
回収がない場合は、工場内で金属類
の選別作業や工業用機械等の解体作
業を行ってもらいます。
その他付随業務


雇用・労
災・健康・
厚生

59歳
以下

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

資源物の解体、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）の選別や資
源物の解体作業を行います。
・その他、付随業務あり
＊詳細は面接時説明します。


雇用・労
災・健康・
厚生

40歳
以下 160000

宮崎県児湯郡都農町大字川北５４７０
－３

200000

自動車整備士（資格者・経験
者）

有限会社　都農ホンダ販売 ◯車両の整備業務全般。
・小型・普通自動車主体。
・車検整備、定期点検整備、一般点
検整備の業務。
・車輌のメンテナンス業務。

雇用・労
災・健康・
厚生

59歳
以下 165000

宮崎県児湯郡都農町大字川北５４７０
－３

205000

株式会社　橋口庭樹園 ○土木・造園の民間・公共工事の管
理作業
（公共工事）
・河川工事、道路改良工事、造成工
事、草刈り作業
　公園工事、道路植栽工

営業職 有限会社　都農ホンダ販売 ◯車の営業、販売業務
・お客様宅訪問・郵送・電話対応等
・お客様のご自宅、勤務先への車輌
引取、納車
＊営業車あり

土木・造園施工管理者

184800
宮崎県西都市童子丸５８４－１

196350

雇用・労
災・健康・
厚生

45歳
以下 250000

宮崎県西都市童子丸５８４－１
「株式会社　橋口庭樹園」

330000

造園土木作業員 株式会社　橋口庭樹園 ○西都市・児湯郡・宮崎市での造園
土木作業業務全般。
（エリア：主に西都市・高鍋町）
・草刈り作業
・その他、付随業務あり。
＊詳細は面接時説明します。


雇用・労
災・健康・
厚生

不問

雇用・労
災・健康・
厚生・財形

59歳
以下 147800

宮崎県児湯郡川南町大字平田６６５５
－５

147800

製造工 宮崎くみあいチキンフーズ
株式会社　川南食品工場

○製造業務（ライン作業）
・包丁を使用して鶏肉の解体及び骨
抜き作業。
・出荷・梱包作業。
・脱毛、中抜き作業。
・加工品（鶏肉解体品）作業。



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

6月10日(金）

（フルタイム） 保育士
月給 (1)9時00分～18時00分 その他の専修・各種学校教員関係資格

作業療法士
雇用期間の定めなし 児童指導員　　あれば尚可

普通自動車運転免許
45060- 2451521

（フルタイム） 交替制あり 看護師
月給 (1)6時00分～15時00分 准看護師

(2)8時00分～17時00分

雇用期間の定めなし (3)11時00分～20時00分

43010-18611721
（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)9時00分～18時00分

雇用期間の定めなし (3)10時30分～19時30分

45010-13397921
（フルタイム） 変形（1年単位）

月給 (1)8時15分～17時30分

雇用期間の定めなし 普通自動車運転免許

45020- 3298121
（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)8時00分～16時40分

雇用期間の定めなし ＊フォークリフト資格がない方は、
会社負担で資格取得可

45060- 2413621
（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 准看護師

雇用期間の定めなし (3)10時00分～19時00分 初任者研修修了者、ヘルパー１級
(4)17時00分～8時00分 介護福祉士、正看護師

45060- 2415121
（フルタイム） 変形（1ヶ月単位） ホームヘルパー２級

月給 (1)17時00分～8時00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- 2416021

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

看護師
雇用期間の定めなし ヘルパー１級・准看護師あれば尚可

普通自動車運転免許
45060- 2417721

（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 看護師
雇用期間の定めなし (3)10時00分～19時00分 ヘルパー１級、介護福祉士、

(4)17時00分～8時00分 准看護師　　　あれば尚可
45060- 2419221 普通自動車運転免許

（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

雇用期間の定めなし

普通自動車運転免許
45060- 2422121

（フルタイム） 変形（1ヶ月単位）

月給 (1)8時00分～17時00分

(2)8時30分～17時30分

雇用期間の定めなし ヘルパー２級以上あれば尚可
普通自動車運転免許

45060- 2423021
（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30分～17時30分 ホームヘルパー２級
(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)16時30分～9時30分

普通自動車運転免許
45060- 2424721

（フルタイム）
月給 (1)8時30分～17時15分

雇用期間の定めなし 普通自動車運転免許

45060- 2425821
（フルタイム）

月給 (1)8時30分～17時15分

雇用期間の定めなし 普通自動車運転免許

45060- 2402521
（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 普通自動車免許１種
（ぶどう畑の移動：各自）

45060- 2403421
（フルタイム）

月給 (1)8時30分～17時15分

雇用期間の定めなし

45060- 2404321

◎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。

放課後ディサービス児童指導
員

ひなたかれっじ都農 ○放課後デイサービスにおける支援
を行っていただきます。
○障がい児の支援、記録、送迎、療
育活動
（エリア：児湯郡）
・その他、付随業務


雇用・労
災・健康・
厚生

不問

160000
宮崎県児湯郡都農町大字川北１２１９
－８

250000

雇用・労
災・健康・
厚生

59歳
以下 215000

宮崎県児湯郡川南町大字川南字松ヶ迫
１４３８３番地２５

240000

厨房職員／　複合型福祉施設
仁の里（木城町）

社会福祉法人　善仁会 約９０名の朝　昼　夕の食事調理
・厨房内清掃
・食器洗浄
・その他不随業務　※自動再加熱機
器『リヒートウォーマーキャビネッ
ト』を導入ています。

雇用・労
災・健康・
厚生

59歳
以下 177000

宮崎県児湯郡木城町大字椎木３９５０
番１「複合型福祉施設　仁の里」

177000

センコービジネスサポート株
式会社

【急募】業務拡大の為の募集です
＊印刷・封入封緘等の手作業
＊入力業務
＊データのチェック作業
＊ＤＭ等の発送代行業務
＊お客様へのメール対応・電話応対

看護職員 くるみ福祉会　株式会社 介護付有料老人ホームで看護・介
護・ご利用者様の見守り・自立支援
等の仕事をして頂きます。

介護職（夜勤専門） 株式会社　耕智 ○グループホームで生活される方の
介護及び食事の世話等
○夜の排泄等
○その他、付随業務

＊詳細は面接時に説明します。

事務サービス（データプリン
トサービス）（川南町）

171787
宮崎県児湯郡高鍋町大字持田４４９９
番地１

186731

雇用・労
災・健康・
厚生・財形

40歳
以下 157600

宮崎県児湯郡川南町大字川南１６５４
６－６

157600

製材工（機械操作員）《急
募》

有限会社　皆川ドライウッド

雇用・労
災・健康・
厚生

59歳
以下 195000

宮崎県児湯郡都農町大字川北１６９７
５－３

225000

○製材機械操作の業務
・製材助手作業、機械操作（立ち作
業）
・その他、付随業務
＊補助的な作業が主になります。経
験のない方でも安心して働けます。


雇用・労
災・健康・
厚生

59歳
以下

雇用・労
災・健康・
厚生

59歳
以下 149000

宮崎県児湯郡都農町大字川北１６９７
５－３

182000

介護職 株式会社　耕智 ○グループホームで生活される方の
介護及び食事の世話等
○通所される方の送迎や食事及び入
浴の介助、レクレーションの提供等
○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 195000

宮崎県児湯郡都農町大字川北１５２４
５－２

225000

介護職 特定非営利活動法人あおぞら
の会　グループホームあおぞ
ら

○入居者の介護職全般業務（定員
１８床）
・食事介助、入浴介助、排泄介助等
・見守り等
・レクレーション企画、運営等
○散歩同行、話し相手等

雇用・労
災・健康・
厚生

59歳
以下 144000

宮崎県児湯郡都農町大字川北１５２４
５－２

160000

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
・その他、付随業務

介護職（夜勤専門） 特定非営利活動法人あおぞら
の会　グループホームあおぞ
ら

○入居者の介護職全般業務（定員１
８床）（２人体制）
・排泄介助・見守り等
・その他、付随業務あり

＊詳細は面接時に説明します。


一般事務 高鍋商工会議所 商工会議所会計に関する業務
労働保険受託事業に関する業務
検定試験に関する業務
共済事業に関する業務
商工業者の経営、経理、税務及び労
務に関する相談及び指導

介護支援専門員【トライアル
併用求人】

141000
宮崎県児湯郡高鍋町大字蚊口浦６１９
５番地６

160000

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

ヘルパー：デイサービス【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

雇用・労
災・健康・
厚生

35歳
以下 150600

宮崎県児湯郡高鍋町大字上江８３３５
番地２

182200

○デイサービス利用の方々の生活
（食事、入浴、排泄、外出等）介
助（定員４０床）
・レクレーション企画等。
・相談記録は手書き。
・研修会等は必要な都度実施。

雇用・労
災・健康・
厚生

59歳
以下

雇用・労
災・健康・
厚生

59歳
以下 141000

宮崎県児湯郡高鍋町大字蚊口浦６１９
５番地６

160000

ヘルパー（介護職）【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

○サービス付高齢者向け住宅の入居
者の生活（食事、入浴、排泄、　外
出等）介助（定員４０床）
・レクレーション企画等。
・相談記録は手書き。
・研修会等は必要な都度実施。

雇用・労
災・健康・
厚生

64歳
以下

153450
宮崎県児湯郡都農町大字川北１４６０
９－２０

170500

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）

148500
宮崎県児湯郡都農町大字川北１４６０
９－２０

158400

店内スタッフ 株式会社　都農ワイン ・カフェでの接客、レジ
・ワイン販売等
・その他付随業務
＊詳細は面接時説明します。
※将来的にベーカリー部門をオープ
ン予定です。

ベーカリースタッフ 株式会社　都農ワイン ・パンの製造業務（調理アシスタン
ト）
・その他付随業務

＊詳細は面接時説明します。

雇用・労
災・健康・
厚生

64歳
以下

153450
宮崎県児湯郡都農町大字川北１４６０
９－２０

170500

雇用・労
災・健康・
厚生

64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） 交替制あり

時給 (1)6時00分～9時30分

(2)16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（条件あり） 45010-14159321
（パートタイム）

時給 (1)8時00分～12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） 45010-14160121
（パートタイム）

時給 (1)13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） 45010-14161021
（パートタイム） 変形（1ヶ月単位）

時給 (1)8時30分～17時00分

(2)16時30分～1時00分

雇用期間の定めあり（４ヶ月未満） (3)20時30分～5時00分

契約更新の可能性あり（条件あり） 45010-14008721
（パートタイム）

時給 8時00分～20時30分の

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（条件あり） 45010-14021621
（パートタイム）

時給 (1)5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（条件あり） 45010-14108521
（パートタイム）

時給 (1)17時00分～19時00分

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

契約更新の可能性あり（条件あり） 45010-14123221
（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- 1869321
（パートタイム） 変形（1年単位）

時給 (1)9時00分～15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- 2491721
（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4年7月1日～令和5年3月31日

契約更新の可能性あり（条件あり） 45060- 2492821
（パートタイム）

時給 (1)9時00分～17時00分

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

令和4年7月1日～令和5年3月31日

契約更新の可能性なし 45060- 2495421
（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- 2496321

（パートタイム）
時給 (1)10時30分～19時30分

雇用期間の定めなし

45060- 2500121
（パートタイム） 変形（1ヶ月単位）

時給 (1)21時00分～6時00分

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

～令和5年3月31日

契約更新の可能性あり（条件あり） 45060- 2507321
（パートタイム） 社会福祉法人　三星会　

時給 (1)9時00分～16時00分

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

～令和5年3月31日

契約更新の可能性あり（原則更新） 45060- 2510721

◎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。

845

900

雇用・労災
不問

900
宮崎県児湯郡木城町大字椎木６４４－
１

900

事務職（非常勤職員） ・介護請求業務
・電話、来客応対業務
・職員の労務管理（一部外部委託）
・介護用品、物品管理
・その他、付随業務


雇用・労
災・健康・
厚生

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

1000
宮崎県西都市小野崎１丁目７０

1000

宿直職員／友愛園　（非常勤
職員）

社会福祉法人　石井記念　友
愛社

○児童擁護施設の宿直業務
・夜間見まわり
・その他、付随業務

＊詳細は、面接時に説明します


労災
59歳
以下

850
宮崎県児湯郡高鍋町大字上江６６４９
番地１２３

1000

接客販売及び店内業務（土・
日・祝のみ勤務）／アルバイ
ト

池田精肉店株式会社 ○店内での精肉等接客販売
・簡単な店頭商品の仕込み作業
・店内でのその他、付随作業があり
ます。


労災
不問

897
宮崎県児湯郡高鍋町大字上江８４３７

925

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


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（週３５時間） 高鍋町役場 マイナンバーカード事務及び
戸籍・住民基本台帳事務における事
務補助


雇用・公
災・健康・
厚生

不問

850
宮崎県児湯郡新富町大字新田４１８０

850

一般事務（会計年度任用職
員）／税務課

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・労災
不問

870
宮崎県西都市大字調殿１３９４－７
「西都加工センター」

920

焼き鶏串製造スタッフ 宮崎サンフーズ　株式会社 ・鶏の串刺し作業
・その他、付随業務


＊週３日からＯＫ（土日祝休み）
＊９：００～１５：００勤務


労災
不問

850
宮崎県児湯郡高鍋町大字上江８１０８
「坂田病院」

950

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。

労災
不問

1000

1100

調理員（夕方：パート）／坂
田病院（高鍋町）

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、片付け、洗浄等）

＊食数２０食程度


労災
不問

950
宮崎県児湯郡高鍋町大字北高鍋字中畑
田５０３５

950

調理員（パート）／国立病院
機構宮崎病院（川南町）

入院患者様への朝食調理業務です。
（朝食調理、盛り付け、配膳等）

＊朝食５０食程度


雇用・労
災・健康・
厚生

18歳
以上

1000
宮崎県児湯郡新富町大字上富田４６３
７－１

1000

スーパー店舗業務／高鍋町 株式会社　ワークスタッフ
宮崎営業所

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

雇用・労災
不問

日清医療食品　株式会社　南九州支
店　宮崎営業所

宮崎県児湯郡川南町大字川南１９４０
３－４「独立行政法人　国立病院機構
宮崎病院」

950

1100

精密部品の製造機械オペレー
ター／新富町

株式会社　ワークスタッフ
宮崎営業所

マシンに部品をセットするだけの軽
作業。
マシンの稼働状況や完成品の状況確
認をお願いします。

雇用・労災
不問

850

950

洗浄パート（午後）／国立病
院機構宮崎病院（川南町）

病院内での食器洗浄業務
（食器洗浄、配膳、下膳等）

＊１日３～４名体制


雇用・労
災・健康・
厚生

不問

日清医療食品　株式会社　南九州支
店　宮崎営業所

宮崎県児湯郡川南町大字川南１９４０
３－４「独立行政法人　国立病院機構
宮崎病院」

900

1000

洗浄パート（午前）／国立病
院機構宮崎病院（川南町）

病院内での食器洗浄業務
（食器洗浄、配膳、下膳等）

＊１日３～４名体制


年齢 仕事の内容

調理（交替制・パート）／老
人ホーム優（新富町）

入所者様への食事提供業務です。
（朝食調理、配膳、洗浄など）
（夕食配膳、片付け、掃除、洗浄な
ど）

＊食数３０～４０食


労災
不問

日清医療食品　株式会社　南九州支
店　宮崎営業所

宮崎県児湯郡新富町大字上富田字田中
３８０５「住宅型有料老人ホーム
優」

日清医療食品　株式会社　南九州支
店　宮崎営業所

宮崎県児湯郡川南町大字川南１９４０
３－４「独立行政法人　国立病院機構
宮崎病院」

【パート】※ 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

ハローワーク高鍋

6月10日(金）



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】※ 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

6月10日(金）

（パートタイム） 変形（1年単位）

時給 (1)9時00分～15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- 2476821
（パートタイム） 変形（1年単位）

時給 (1)9時00分～15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- 2477221
（パートタイム） 変形（1年単位）

時給 (1)9時00分～15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- 2478521
（パートタイム） 変形（1年単位）

時給 (1)9時00分～15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- 2479421
（パートタイム） 変形（1ヶ月単位） 看護師

時給 8時30分～17時30分の 准看護師
間の1時間以上

雇用期間の定めなし いずれかの看護資格
普通自動車運転免許

45060- 2480921
（パートタイム） 看護師

時給 (1)8時30分～15時30分

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

令和4年9月1日～令和5年3月31日

契約更新の可能性あり（条件あり） 45060- 2484821
（パートタイム） 介護支援専門員（ケアマネージャー）

時給 (1)9時00分～16時00分

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 普通自動車運転免許

契約更新の可能性あり（原則更新） 45060- 2486521
（パートタイム） 保育士

時給 (1)8時30分～15時00分 幼稚園教諭免許（専修・１種・２種）

看護師
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 准看護師　　　　　　　　必須
～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（原則更新） 45060- 2488321

（パートタイム） 変形（1ヶ月単位） ホームヘルパー２級
時給 (1)17時00分～9時00分 看護師

ホームヘルパー１級
雇用期間の定めなし 介護職員初任者研修終了者、

准看護師、介護福祉士
45060- 2489621 普通自動車運転免許（ＡＴ限定不可）

（パートタイム） 株式会社トライアルストアー
ズ時給 (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（条件あり） 40120-13031221
（パートタイム） 株式会社トライアルストアー

ズ
9時00分～22時00分の間の 登録販売者（一般医薬品）

時給 8時間程度

雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）

契約更新の可能性あり（条件あり） 40120-13078121
（パートタイム） 株式会社トライアルストアーズ 5時00分～9時00分の間の

時給 4時間程度

雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）

契約更新の可能性あり（条件あり） 40120-13107621
（パートタイム） 株式会社トライアルストアーズ

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） (3)18時00分～22時00分

契約更新の可能性あり（条件あり） 40120-13145521
（パートタイム） 株式会社トライアルストアー

ズ時給 (1)9時00分～18時00分

(2)11時00分～20時00分

雇用期間の定めあり（４ヶ月未満） (3)13時00分～22時00分

契約更新の可能性あり（条件あり） 40120-13209221
（パートタイム） 株式会社トライアルストアー

ズ時給 (1)9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（条件あり） 40120-13211921

◎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。

850

850

労災
不問

850

850

商品管理チーフ候補（４６３
都農店）

生活用品、食品販売、家電用品、ホ
ビー用品各部門の発注、
売り場作り、補充・在庫管理、ス
タッフの教育など


労災
不問

850

850

商品管理チーフ候補（４０５
新富店）

生活用品、食品販売、家電用品、ホ
ビー用品各部門の発注、
売り場作り、補充・在庫管理、ス
タッフの教育など


労災
不問

850

850

レジ担当（４６３都農店） 　［主な業務内容］
○レジ業務内容
＊お客様との商品、金銭のやり取り
を通じて、サービスを提供する仕事
です。

労災
不問

950

950

早朝担当（４６３都農店） ［主な業務］
　＊レジ業務
　＊商品の陳列
　＊商品の補充　など

※パートの雇用期間について、
　当初２ヶ月、以後１年毎の更新と
なります。

労災
不問

850

850

登録販売者（４６３都農店） ※医薬品販売業の店舗内での一般用
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業務全般
　（発注・売価管理・期限管理）等



労災
不問

821
宮崎県児湯郡木城町大字高城３８８８
番地１

1027

サービスカウンター（４６３
都農店）

＊ポイントカード、商品券対応、返
品受付、たばこ販売、レジ業務等


雇用・労災
不問

1000
宮崎県児湯郡川南町大字平田１４２８
番地

1200

介護業務【夜勤専門】 有限会社　さくら 住宅型有料老人ホーム（入所者　５
名）での介護業務全般。
・食事介助、入浴介助、排泄介助
等。

労災
不問

労災
不問

1100
宮崎県児湯郡川南町大字川南２３１６
７－１９

1200

幼稚園教諭または保育士の補
助

学校法人尾鈴学園　川南幼稚
園

○１歳～２歳時クラスの補助
○年少児クラスの補助
・その他付随業務


労災
不問

1475
宮崎県児湯郡新富町大字日置１２９７
番地

1546

介護支援専門員：川南 特定非営利活動法人こすもす
の里　グループホームこすも
す

○認知症高齢者グループホームでの
入所者のケアプラン作成及び
　ケアマネジメント業務（定員９
名）
○会議手当、研修手当有り。

労災
不問

希少部位やげん軟骨検品ス
タッフ

宮崎サンフーズ　株式会社 ・鶏の希少部位のやげん軟骨の検品
・ハサミを使用します
・その他、付随業務



労災
不問

850
宮崎県児湯郡新富町大字新田４１８０

850

鶏肉検品スタッフ（小肉・く
び皮）

宮崎サンフーズ　株式会社 ・小肉カット、検品
・くび皮検品
・その他、付随業務



労災
不問

850
宮崎県児湯郡新富町大字新田４１８０

850

工場内清掃 宮崎サンフーズ　株式会社 ・休憩室の掃除
・手袋を並べる
・手洗い場の掃除
・その他付随業務



労災

850

ＰＢ商品パック詰め業務 宮崎サンフーズ　株式会社 ・当社のＰＢ商品の検品
・パックに肉を並べる作業
・パック詰め
・その他、付随業務



不問

900
宮崎県児湯郡川南町大字平田２３７９
番地１

1000

正看護師（会計年度職員） 宮崎県立児湯るぴなす支援学
校

○本校には、医療的ケアを必要とな
る児童生徒が通学しており、
　定期的なたん吸引等のケアを行っ
ていただきます。

労災
不問

850
宮崎県児湯郡新富町大字新田４１８０

850

看護師（正又は准）【湯癒
亭】

有限会社　エコフィールド
（湯癒亭）

○訪問看護医師の指示の下、在宅に
出向いて看護等を提供します。
・状態観察
・カテーテル等の管理・指導
・ターミナルケア等

宮崎県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』

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』

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』

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』

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』

宮崎県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』

850
宮崎県児湯郡新富町大字新田４１８０



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】※ 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

6月10日(金）

（パートタイム） 株式会社トライアルストアーズ 9時00分～22時00分の間の

時給 4時間程度

雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）

契約更新の可能性あり（条件あり） 40120-13246121
（パートタイム） 株式会社トライアルストアーズ

時給 (1)22時00分～2時00分

(2)1時00分～5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） 40120-13312721
（パートタイム） 株式会社トライアルストアー

時給 (1)5時00分～9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） 40120-13318621
（パートタイム） 変形（1年単位） 普通自動車第二種免許

時給 7時00分～2時00分の間の

4時間程度

雇用期間の定めなし 普通自動車免許１種取得後３年以上
普通自動車運転免許（ＡＴ限定不可）

45060- 2454621
（パートタイム） 変形（1年単位） 普通自動車第二種免許

時給 7時00～2時00分の間の

5時間程度

雇用期間の定めなし 普通自動車免許１種のみは養成員雇用
普通自動車運転免許

45060- 2462621
（パートタイム） 8時00分～17時00分の間の

時給 5時間以上

雇用期間の定めなし 普通自動車運転免許

45060- 2463921
（パートタイム）

時給 (1)11時00分～15時00分

雇用期間の定めなし

普通自動車運転免許
45060- 2465021

（パートタイム） 歯科衛生士
時給 (1)9時00分～12時30分

(2)14時00分～19時00分

雇用期間の定めなし

45060- 2466721
（パートタイム）

時給 (1)9時00分～12時30分

(2)14時00分～19時00分

雇用期間の定めなし (3)9時00分～18時30分の

間の8時間程度

45060- 2467821
（パートタイム） 交替制あり

時給 (1)14時30分～17時00分

(2)15時00分～18時30分

雇用期間の定めなし

45060- 2469521
（パートタイム）

時給 (1)5時00分～9時00分

雇用期間の定めなし

44010-15450221
（パートタイム）

時給 (1)13時30分～18時00分

(2)7時30分～18時30分の

雇用期間の定めなし 間の4時間程度

普通自動車運転免許
45010-13656721

（パートタイム） 変形（1ヶ月単位）

時給 (1)6時00分～15時00分

雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）
～令和4年9月30日
契約更新の可能性あり（条件あり） 45010-13715521

（パートタイム） 変形（1ヶ月単位）

時給 (1)6時00分～15時00分

(2)8時00分～17時00分

雇用期間の定めあり（４ヶ月未満） (3)9時30分～18時30分

～令和4年9月30日
契約更新の可能性あり（条件あり） 45010-13716421

（パートタイム） 交替制あり

時給 (1)6時30分～13時30分

(2)15時00分～19時00分

雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）
～令和4年9月30日
契約更新の可能性あり（条件あり） 45010-13717321

（パートタイム） 変形（1ヶ月単位）

時給 (1)5時30分～14時30分

(2)10時00分～19時00分

雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）
～令和4年9月30日
契約更新の可能性あり（条件あり） 45010-13720721

◎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。

雇用・労
災・健康・
厚生

不問

950
宮崎県西都市大字右松３２９２－３３
「うからの里」内厨房

1000

850
宮崎県児湯郡高鍋町大字北高鍋３２２
５「山口整形外科」内厨房

900

調理員（常勤パート）／うか
らの里

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ます

雇用・労
災・健康・
厚生

不問

950
宮崎県児湯郡高鍋町大字北高鍋３２２
５「なでしこ園」内厨房

1000

調理員（短時間パート）／山
口整形外科

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ます

雇用・労災
不問

950
宮崎県児湯郡高鍋町大字北高鍋３２２
５なでしこ園」内厨房

1000

調理員（常勤パート）／なで
しこ園

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ます

雇用・労災
69歳
以下 900

宮崎県児湯郡高鍋町大字南高鍋９９２
２－１「新ピスティス」

900

調理員（朝専門常勤パート）
／なでしこ園

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ます

雇用・労
災・健康・
厚生

不問

1050

1050

児童指導員／新ピスティス 特定非営利活動法人　ピス
ティス

障がい児の療育支援に伴う指導業務
・障がい児に対しての身辺のお世話
や遊びの提供等
・障がい児の送迎業務もあり


労災
不問

830
宮崎県児湯郡高鍋町大字上江１９５１
番地 高鍋西小学校敷地内

850

朝食スタッフ（宮崎新富店
長参）５時～

【キッチン業務】
・調理
・材料の下ごしらえ
・清掃　等

労災
64歳
以下

1000
宮崎県児湯郡川南町大字平田２３７２
－３０

1100

児童クラブ補助員『高鍋西小
学校放課後児童クラブ』≪急
募≫

特定非営利活動法人　ＡＩ ○職員２～３名体制にて児童（３０
～４０名）の見守が主になります。
○児童クラブでの子供たちの学習の
補助業務。

雇用・労災
不問

1000
宮崎県児湯郡川南町大字平田２３７２
－３０

1100

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

雇用・労災
不問

821
宮崎県西都市大字鹿野田２６６２

821

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

雇用・労
災・健康・
厚生

59歳
以下 850

宮崎県児湯郡川南町大字川南８６７５
番地３

850

給湯、清掃スタッフ　≪急募
≫

株式会社　サイト ○社員食堂の湯沸かし
○トイレ清掃
・その他、付随業務

労災
67歳
以下

830
宮崎県児湯郡高鍋町大字高鍋町９０２
－２

830

店舗接客、調理、レジ、配達
納品、伝票整理等全般

株式会社　つぼみ 　店舗（さんきょうみらい豚本店）
にて、テイクアウト商品や加工品の
調理、レジや接客をしていただき、
その中でギフトの梱包作業や発送業
務も行っていただきます。

雇用・労災
21歳
～64
歳

830
宮崎県西都市御舟町１丁目８３

830

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（養成乗務員
制度あり）
・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
18歳
～69
歳

労災
不問

950

950

タクシー乗務員（西都営業
所）

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


雇用・労災
18歳
以上 850

850

早朝店舗スタッフ（障）（４
６３都農店）

　＊商品の陳列
　＊商品の補充
　＊レジ業務　など


雇用・労災
不問

850

850

夜間店舗スタッフ（障）（４
６３都農店）

＊商品の品出し、補充（重量物をメ
インで扱います）
＊その他店舗内作業
●レジ業務



商品管理担当（４６３都農
店）

○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＊レジ業務

宮崎県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』

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』

株式会社　アメイズ（ＨＯＴＥＬ　Ａ
Ｚチェーン）

宮崎県児湯郡新富町富田２丁目３－３
　「ＨＯＴＥＬ　ＡＺ　宮崎新富店内
長参」

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』



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】※ 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

6月10日(金）

（パートタイム）
時給 (1)5時30分～9時30分

雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）

～令和4年9月30日

契約更新の可能性あり（条件あり） 45010-13723521
（パートタイム） 変形（1ヶ月単位）

時給 (1)9時00分～18時00分

雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）

～令和4年9月30日

契約更新の可能性あり（条件あり） 45010-13727921
（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ヶ月未満）

～令和4年9月30日

契約更新の可能性あり（条件あり） 45010-13739821
（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ヶ月未満）

～令和4年9月30日

契約更新の可能性あり（条件あり） 45010-13740421
（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ヶ月未満）

～令和4年9月30日

契約更新の可能性あり（条件あり） 45010-13742621
（パートタイム） 交替制あり

時給 (1)6時00分～12時00分

(2)14時30分～19時30分

雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）

～令和4年9月30日

契約更新の可能性あり（条件あり） 45010-13759421
（パートタイム） 変形（1ヶ月単位）

時給 (1)5時30分～14時30分

(2)6時00分～15時00分

雇用期間の定めあり（４ヶ月未満） (3)10時30分～19時30分

～令和4年9月30日

契約更新の可能性あり（条件あり） 45010-13760921
（パートタイム）

時給 (1)5時30分～10時30分

雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）

～令和4年9月30日

契約更新の可能性あり（条件あり） 45010-13761121
（パートタイム） 変形（1ヶ月単位）

時給 (1)5時30分～14時30分

(2)8時00分～17時00分

雇用期間の定めあり（４ヶ月未満） (3)9時30分～18時30分

～令和4年9月30日

契約更新の可能性あり（条件あり） 45010-13762021
（パートタイム） 交替制あり

時給 (1)5時30分～14時30分

(2)7時30分～16時30分

雇用期間の定めあり（４ヶ月未満） (3)9時30分～18時30分

～令和4年9月30日

契約更新の可能性あり（条件あり） 45010-13776321
（パートタイム）

時給 (1)9時00分～13時00分

(2)15時00分～20時00分

雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）

～令和4年9月30日

契約更新の可能性あり（条件あり） 45010-13812421
（パートタイム） 変形（1ヶ月単位） 調理師

時給 (1)5時30分～14時30分

(2)7時00分～16時00分

雇用期間の定めあり（４ヶ月未満） (3)9時00分～18時00分

～令和4年9月30日

契約更新の可能性あり（条件あり） 45010-13816121
（パートタイム）

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5年3月20日

契約更新の可能性あり（原則更新） 45060- 2430121
（パートタイム）

時給 (1)17時30分～19時30分

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

～令和5年3月20日

契約更新の可能性あり（原則更新） 45060- 2433821
（パートタイム） ホームヘルパー２級

時給 (1)8時00分～17時00分 介護福祉士
介護職員初任者研修修了者

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

普通自動車運転免許
契約更新の可能性あり（条件あり） 45060- 2442221

◎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。

900
宮崎県児湯郡木城町大字椎木６０２７
－１

1000

労災
不問

850
宮崎県児湯郡高鍋町大字上江２０７番
地

850

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

雇用・労災
不問

850
宮崎県児湯郡高鍋町大字上江２０７番
地

850

調理補助（片付け・洗浄業
務）

医療法人　宏仁会　海老原総
合病院

・片付け・洗浄業務
・その他付随業務
＊詳細は面接時説明します。

雇用・労
災・健康・
厚生

不問

850
宮崎県西都市大字調殿１０１０
「西都病院」内厨房

1000

ナースエイド（看護助手）≪
急募≫

医療法人　宏仁会　海老原総
合病院

・環境整備（ベッドサイド消毒等）
・ベッドメイキング
・メッセンジャー業務
・その他、付随業務

※直接患者様と接することは、ほぼ
ありません。
（オムツ交換等不要）

雇用・労災
不問

850
宮崎県西都市大字調殿１０１０
「西都病院」内厨房

900

調理員（常勤パート）／西都
病院

富士産業株式会社　大分事業
部　宮崎営業所

入院患者様のお食事を作るお仕事で
す。

・調理
・盛り付け
・洗浄
・器具洗浄


雇用・労災
不問

850
宮崎県西都市大字妻１５１８－１
「エリシオン聖陵」内厨房

1000

調理員（短時間パート）／西
都病院

富士産業株式会社　大分事業
部　宮崎営業所

患者様のお食事を作るお仕事です。

調理補助、盛り付け、食器洗浄等を
行っていただきます。

＊提供食数　１７０食／各食

＊制服貸与

雇用・労災
不問

900
宮崎県児湯郡新富町大字新田４８１－
１「シルバーケア新富」内厨房

1000

調理員（常勤・短日パート）
／エリシオン聖陵

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
等へ食事形態を加工してもらいま
す。
・調理、盛り付け、配膳、食器洗

雇用・労災
不問

900
宮崎県児湯郡新富町大字新田４８１－
１「シルバーケア新富」内厨房

950

調理員（常勤パート）／シル
バーケア新富

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
もらいます。

雇用・労
災・健康・
厚生

不問

1000
宮崎県児湯郡都農町大字川北５２０２
「都農町国民健康保険病院」内厨房

1100

調理員（短時間パート）／シ
ルバーケア新富

富士産業株式会社　大分事業
部　宮崎営業所

・入所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ま
す。

雇用・労災
不問

950
宮崎県児湯郡都農町大字川北５２０２
「都農町国民健康保険病院」内厨房

1000

調理員（常勤パート）／都農
町国保病院

富士産業株式会社　大分事業
部　宮崎営業所

・患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　ま
す。
・３０食程度の調理、盛り付け、配

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（短時間パート）／都
農町国保病院

富士産業株式会社　大分事業
部　宮崎営業所

患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　ま
す。
・調理、盛り付け、配膳の他に、食
器洗浄、清掃業務をしていただ　き

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。

＊６０食程度の調理・盛り付け・配

雇用・労災
不問

900
宮崎県西都市大字穂北５２５３－４
「菜花園」内厨房

950

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きま
す。


雇用・労
災・健康・
厚生

不問

900
宮崎県西都市御舟町１丁目１－７８
「鶴田病院」内厨房

1000

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ま
す。

雇用・労
災・健康・
厚生

不問

950
宮崎県西都市大字右松３２９２－３３
「うからの里」内厨房

1000

調理員（常勤パート）／鶴田
病院

富士産業株式会社　大分事業
部　宮崎営業所

患者様や職員様のお食事を作るお仕
事です。
・ごはんつぎ
・切り込み
・調理補助
・食器洗浄

＊朝・夕・日祝は１００食、平日の

調理員（朝食：パート）／う
からの里

富士産業株式会社　大分事業
部　宮崎営業所

・入居者様の朝ごはんを作るお仕事
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ま
す。

雇用・労災
不問



賃金 求人者名
職種 上限 就業場所 就業時間 加入保険等 必要な免許資格

下限
年齢 仕事の内容

【パート】※ 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

ハローワーク高鍋

6月10日(金）

（パートタイム） 日商簿記２級
時給 (1)8時15分～16時15分

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5年3月31日
契約更新の可能性あり（条件あり） 45060- 2444421

（パートタイム） 9時00分～15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） 普通自動車運転免許

契約更新の可能性あり（原則更新） 45060- 2445321
（パートタイム） 交替制あり

時給 (1)10時00分～15時00分

(2)17時00分～21時00分

雇用期間の定めなし

45060- 2446621
（パートタイム） 交替制あり

時給 (1)8時00分～15時00分

(2)15時00分～22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- 2447921
（パートタイム） 保育士

時給 (1)13時00分～18時00分 その他の専修・各種学校教員関係資格
(2)9時00分～18時00分 作業療法士

雇用期間の定めなし 児童指導員　　あれば尚可
普通自動車運転免許

45060- 2452421
（パートタイム） 8時00分～17時00分の

時給 間の3時間程度

雇用期間の定めなし

43010-18608321
（パートタイム）

時給 (1)9時00分～17時00分

雇用期間の定めあり（４ヶ月未満） 普通自動車運転免許（あれば尚可）

契約更新の可能性あり（条件あり） 45020- 3293521
（パートタイム） フォークリフト運転技能者

時給 7時30分～17時00分の

間の4時間以上

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 普通自動車運転免許

契約更新の可能性あり（原則更新） 45060- 2406921
（パートタイム）

時給 8時00分～13時00分の

間の4時間程度

雇用期間の定めなし

45060- 2410521
（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00分～16時00分 介護福祉士
(2)8時00分～17時00分 准看護師

雇用期間の定めなし (3)10時00分～19時00分 初任者研修終了者、ヘルパー１級
介護福祉士・正看護師

45060- 2414921
（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00分～16時00分 介護福祉士
(2)8時00分～17時00分 看護師

雇用期間の定めなし (3)10時00分～19時00分 ヘルパー１級・看護師あれば尚加
(4)17時00分～8時00分 普通自動車運転免許

45060- 2418821
（パートタイム） 交替制あり 調理師

時給 (1)6時00分～14時30分

(2)8時30分～17時00分

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） (3)10時15分～18時45分

～令和5年3月31日
契約更新の可能性あり（条件あり） 45060- 2420621

（パートタイム） 調理師
時給 (1)5時30分～10時30分

雇用期間の定めなし 普通自動車運転免許（あれば尚可）

45060- 2421921
（パートタイム）

時給 8時15分～17時15分の

間の6時間程度

雇用期間の定めなし 普通自動車運転免許

45060- 2443521
（パートタイム） 変形（1年単位）

時給 (1)9時00分～15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- 2470321
（パートタイム）

時給 9時00分～22時00分の

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（条件あり） 40120-13237921

◎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。

850
宮崎県児湯郡高鍋町大字蚊口浦６１９
５番地６

900

雇用・労
災・健康・
厚生

不問

1011
宮崎県児湯郡都農町大字川北１１５９
２番地１「都農町立養護老人ホーム愛
寿園」1055

調理師 株式会社　テクノミックス
しゃちんぼの濱

〇入居者、デイサービス利用者の
方々の食事
（朝・昼・夕食とおやつ）の調理
〇食器等の洗浄・片付け
・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

900
宮崎県児湯郡都農町大字川北１５２４
５－2「グループホームあおぞら」

1000

調理師（愛寿園）：会計年度
任用職員

都農町役場 ○『都農町立養護老人ホーム　愛寿
園』での調理業務全般。
・入所者約５０名の食事を調理す
る。
・その他、付随業務。
＊詳細は面接時に説明します。


労災
59歳
以下 900

宮崎県児湯郡都農町大字川北１６９７
５－３

950

介護職 特定非営利活動法人あおぞら
の会　グループホームあおぞ
ら

○入居者の介護職全般業務。（定員
１８床）
・食事介助、入浴介助、排泄介助
等。
・見守り等。
・レクレーション企画、運営等。

雇用・労災
59歳
以下

850
宮崎県西都市大字岡富字８２９－１
有田食肉加工センター

850

介護職 株式会社　耕智 ○グループホームで生活される方の
介護及び食事の世話等。
○通所される方の送迎や食事及び入
浴の介助、レクレーションの提供
等。
○その他、付随業務

雇用・労
災・健康・
厚生

不問

821
宮崎県西都市加勢平下５８８－７

900

清掃及び洗濯担当 有限会社　有田牧畜産業　有
田食肉加工センター

・工場内容清掃業務（トイレ清掃も
含む）
・洗濯、乾燥、たたみ、所定場所へ
移動する業務
・その他、付随業務



雇用・労災
59歳
以下

855
宮崎県児湯郡川南町大字川南１６５４
６－６

1068

肉牛飼育作業員（パート）／
（西都農場）

株式会社　カミチクファーム
九州

・牛の給餌
・牛舎の清掃
・牛のお世話等
・その他、付随業務
＊未経験者の方歓迎。初心者の方に
は丁寧に指導いたします。


労災
不問

835
宮崎県児湯郡川南町大字川南字松ヶ迫
１４３８３番地２５

1000

事務サービス（データプリン
トサービス）（川南町）

センコービジネスサポート株
式会社

【急募】業務拡大の為の募集です
＊印刷・封入封緘等の手作業
＊入力業務
＊データのチェック作業
＊ＤＭ等の発送代行業務

雇用・労
災・健康・
厚生・財形

不問

850
宮崎県児湯郡都農町大字川北１２１９
－８

1000

清掃・洗濯スタッフ／宮崎県
児湯郡

くるみ福祉会　株式会社 介護付有料老人ホーム施設内の清
掃、ご利用者様の衣類・シーツの洗
濯をして頂きます。
労働時間によっては、コップ洗いや
消毒作業も行います。

雇用・労災
不問

830
宮崎県児湯郡木城町大字高城１４０３
－１

830

放課後ディサービス児童指導
員

ひなたかれっじ都農 ○放課後デイサービスにおける支援
を行っていただきます。
○障がい児の支援、記録、送迎、療
育活動
（エリア：児湯郡）
・その他、付随業務


労災
不問

1500
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」1500

事務職員（会計年度任用職
員）

高鍋・木城衛生組合 ○経理事務：予算整理、監査用書類
作成
＊予算整理の証票が財務システムで
はなくエクセルを活用します
○労務管理
・その他付随業務


雇用・労
災・健康・
厚生

不問

830
宮崎県児湯郡木城町大字高城１４０３
－１

830

清掃員：湯らら 一般社団法人木城町ふるさと
振興協会

◯温泉施設での清掃業務全般。
・男女浴槽、トイレ、フロア、更衣
室、施設周辺の清掃。
・小型掃除機等を使用。（ポリ
シャー使用は無し）

労災
不問

850
宮崎県西都市大字下三財８１２４－８

850

調理補助及び接客：湯らら亭 一般社団法人木城町ふるさと
振興協会

○木城温泉館　湯らら内のレストラ
ン「湯らら亭」の調理補　助及　び
接客業務。
・和食、洋食、軽食、宴会料理等の
盛り付けや配膳。
・食器洗い。
・客席（４５席）を６名体制で業務

雇用・労災
59歳
以下

入浴介助員 株式会社　介護とリハビリの
エンゼル

◯デイサービスでの入浴介助
・その他、付随業務
＊詳細は面接時説明します。
＊就業時間については相談に応じま
す。

897
宮崎県児湯郡高鍋町大字持田１３３４
番地６５

925

通所リハビリ介護パート職員
（並木の里）

社会医療法人　暁星会　三財
病院

○通所リハビリ利用者４０名に対す
る食事・入浴介助、排泄介助
　などの介護業務全般
・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

商品管理担当（３８０西都
店）

株式会社トライアルストアー
ズ

○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
　＊レジ業務
　＊商品の荷受、伝票管理など

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

労災
不問

850
宮崎県児湯郡新富町大字新田４１８０

850

切り身加工スタッフ 宮崎サンフーズ　株式会社 ・鶏の切り身を加工
・機械や包丁を使用します
・その他、付随業務
＊週３日からＯＫ（土日祝休み）
＊９：００～１５：００勤務



