
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

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） 45010-14834221
（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） 45010-14667521
（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） 45010-14670121
（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） 45010-14674221
（フルタイム）

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） (3)8時00分～12時00分

令和4年7月11日～令和4年9月30日

契約更新の可能性なし 45010-14677321
（フルタイム） 変形（1ヶ月単位）

月給 (1)7時30分～16時30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） 45010-14685321
（フルタイム） 変形（1ヶ月単位）

月給 (1)7時30分～16時30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） 45010-14690221
（フルタイム） 調理師

月給 (1)6時00分～15時30分 栄養士

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） 45010-14705221
（フルタイム）

月給 (1)8時00分～17時00分 普通自動車運転免許

雇用期間の定めなし

45010-14581921
（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 介護職員実務者研修修了者
(2)17時00分～9時00分 介護福祉士

雇用期間の定めなし (3)7時00分～16時00分 社会福祉主事・ヘルパー１・２級（あれば尚可）

又は7時00分～18時00分 普通自動車運転免許
45010-14610321 の間の8時間程度

（フルタイム） 株式会社　Ｆ・Ｃガード 準中型自動車免許
月給 (1)8時00分～17時00分 ８トン限定中型自動車免許

(2)21時00分～6時00分 普通自動車運転免許
雇用期間の定めなし

45010-14516121
（フルタイム） 準中型自動車免許

月給 (1)8時00分～17時00分 交通誘導警備業務検定２級

雇用期間の定めなし 普通自動車運転免許

45010-14525021
（フルタイム） 株式会社　梟羽産業 変形（1ヶ月単位） 大型自動車免許

月給 (1)21時00分～6時00分

雇用期間の定めなし

45020- 3543321
（フルタイム）

月給 (1)8時00分～17時30分

普通自動車運転免許
雇用期間の定めなし

45060- 2581421

◎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。

182280
宮崎県西都市大字茶臼原２８６－２

182280

食品加工スタッフ／児湯郡木
城町

株式会社　アルボ たくあん製造のお仕事です。
二つの製造工程があり（原料課・加
工課）、ご自身で製造工程を選択で
きます。


年齢 仕事の内容

鉄製製品の測量／西都市 ランスタッド　株式会社　宮
崎事業所

・即日スタート可￥ＯＫ！（スター
ト日相談可能）
・未経験の方も大歓迎


雇用・労
災・健康・
厚生

不問

168000
宮崎県児湯郡川南町大字川南２００１
６番地３

168000

食肉加工スタッフ／都農町 株式会社　アルボ 食肉加工がメインのお仕事です。

配属部署により仕事内容が変わりま
す。

難しい作業はございませんので未経
験者大歓迎です。


雇用・労
災・健康・
厚生

不問

146344
宮崎県児湯郡木城町大字椎木８０１番
地１

146344

飲料ライン機械オペレーター
／川南町

株式会社　アルボ 大手飲料メーカーでの充填・箱詰め
等のお仕事です。
ペットボトル、缶、紙パックに分か
れて機械により作業が進んでいきま
す。


雇用・労
災・健康・
厚生

18歳
以上

154000
宮崎県児湯郡高鍋町大字持田５７３４
番地

154000

店員（惣菜部門：８時間契約
社員）／さいと店

株式会社　エーコープみやざ
き

店内惣菜部門における、パック詰
め、品出し、商品陳列、商品チェッ
ク（賞味期限等の確認）を主に行い
ます。

雇用・労
災・健康・
厚生

不問

172800
宮崎県児湯郡都農町大字川北１５５３
０

172800

野菜苗の接ぎ木（短期）／高
鍋町

株式会社　アンドワーク 植物の苗と苗をつなぎ合わせる接木
（つぎき）というお仕事です。
空調の効いた室内で座ってお仕事で
きます。
７月から９月末までの募集で毎年人
気のお仕事です。

雇用・労
災・健康・
厚生

不問

161250
宮崎県西都市大字右松２１１１「Ａ
コープ　さいと店」

161250

調理師又は栄養士／県立農業
大学校寮食堂

株式会社　総合人材センター
宮崎支店

宮崎県立県立農業大学校レストラン
（寮食堂）にて調理業務及び付帯業
務を行って頂きます。


雇用・労
災・健康・
厚生

不問

161250
宮崎県西都市大字右松２１１１「Ａ
コープ　さいと店」

161250

店員（ベーカリー部門：８時
間契約社員）／さいと店

株式会社　エーコープみやざ
き

商品づくり、陳列、接客 雇用・労
災・健康・
厚生

不問

187200
宮崎県児湯郡高鍋町大字上江７２６６
‐５「高鍋牧場」

208000

介護職員／ひかり苑しんとみ 有限会社　ひかり苑 老人ホーム（定員２７名）にて入所
者の入浴・排泄・食事・その他の介
護

・書類整備
・日勤・夜勤

雇用・労
災・健康・
厚生

不問

180000
宮崎県児湯郡高鍋町大字持田５７３３
「県立農業大学校」

220000

和牛の肥育員／高鍋牧場、佐
土原牧場

株式会社　岡崎牧場 牧場での和牛の肥育の作業
・牛舎の清掃、わら切り、えさやり
など肥育に関する業務
・高鍋牧場１００頭、佐土原牧場１
００頭程度肥育しております。

雇用・労
災・健康・
厚生

64歳
以下

172800

216000

警備スタッフ（立哨・監視・
誘導）／宮崎営業所

株式会社　Ｆ・Ｃガード 新富町内の工事現場（主に新田原基
地周辺）で、所定の場所に立って交
通の監視・歩行者の誘導・指定車両
ドライバーの体温チェック・パス
カード確認等を行います。


雇用・労
災・健康・
厚生

64歳
以下

175000
宮崎県児湯郡新富町大字新田１９２８
番地１「ひかり苑　しんとみ」

210000

交通誘導警備スタッフ／高鍋
営業所／就職氷河期世代歓迎
求人

工事現場、建設現場での誘導業務、
イベント会場及び周辺での雑踏警備
業務等を担当して頂きます。

＊当社社員の９割以上は異業種から
の転職者＝未経験者です。

雇用・労
災・健康・
厚生

18歳
～64
歳

宮崎県児湯郡高鍋町大字北高鍋１０８
５－１ハイツイワムラ１０１号「Ｆ・
Ｃガード　高鍋営業所」

166043

166043

豚の飼養管理（養豚業） 有限会社　野津手畜産 ○豚の飼養管理に関すること全般
・豚への給餌、豚房の除糞
・ワクチン接種、病豚の治療、新生
子豚の切歯・断尾・去勢等
・分娩時の介護、通路の消毒、豚房
の洗浄・消毒

雇用・労
災・健康・
厚生

60歳
～64
歳 172800

宮崎県宮崎市大塚町鵜ノ島３９２－１
「Ｆ・Ｃガード　宮崎営業所」

216000

ドライバー（川南町） ＊『宮崎くみあいチキンフーズ
（株）川南食品工場』においてブロ
イラーの運搬ドライバーをしていた
だきます。


雇用・労
災・健康・
厚生

18歳
～64
歳

宮崎県児湯郡川南町大字平田６６５５
－５宮崎くみあいチキンフーズ（株）
川南食品工場

雇用・労
災・健康・
厚生

40歳
以下

180000
宮崎県児湯郡高鍋町大字持田４３６６
－１－２

250000

【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17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17日(金）

（フルタイム） 変形（1ヶ月単位） 看護師
月給 (1)8時15分～17時45分 准看護師

雇用期間の定めなし

45060- 2585121
（フルタイム）

月給 (1)8時00分～17時00分 普通自動車運転免許

雇用期間の定めなし 社用車は１トン・２トン車

45060- 2586021
（フルタイム） 変形（1ヶ月単位）

月給 (1)7時00分～16時30分 普通自動車運転免許

雇用期間の定めなし ＡＴ限定可

45060- 2593021
（フルタイム） 変形（1ヶ月単位）

月給 (1)7時00分～16時30分

雇用期間の定めなし

45060- 2594721
（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- 2603321
（フルタイム） 変形（1ヶ月単位）

月給 (1)8時00分～16時15分

雇用期間の定めなし

45060- 2608721
（フルタイム） 変形（1ヶ月単位）

月給 (1)8時00分～16時15分

雇用期間の定めなし

45060- 2614121
（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- 2548521
（フルタイム） 交替制あり 危険物取扱者（乙種）

月給 (1)7時00分～17時00分

(2)8時00分～18時00分 普通自動車運転免許
雇用期間の定めなし (3)9時00分～19時00分

(4)10時00分～20時00分

45060- 2549421
（フルタイム） ＫＮ農心

月給 (1)8時30分～18時00分

雇用期間の定めなし

45060- 2551121
（フルタイム） 8時00分～18時00分の

月給 間の7時間程度

普通自動車運転免許(AT限定不可）
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- 2555221
（フルタイム） 介護福祉士

月給 (1)17時00分～9時00分 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）

契約更新の可能性あり（条件あり） 45060- 2556521
（フルタイム） 交替制あり 介護福祉士

月給 (1)8時30分～17時30分 看護師
(2)8時00分～17時30分 准看護師

雇用期間の定めなし (3)8時30分～12時30分

普通自動車運転免許
45060- 2557421

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

(2)8時00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)8時00分～12時30分 ヘルパー２級（必須）・ヘルパー１級（必須）

(4)8時30分～12時30分 普通自動車運転免許
45060- 2558321

◎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。

宮崎県児湯郡川南町大字川南１１７０
番地５４２『かわみなみＰＬＡＴＺ
（ぷらっつ）』

181200
宮崎県児湯郡木城町大字高城３０７８

203200

配達（建築資材全般） 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）

看護職員（正又は准）／新納
荘

社会福祉法人　清和会　特別
養護老人ホーム　新納荘

○特別老人ホーム（定員５０名）、
ショートステイ（１０名）の
　看護業務全般。
・利用者の健康維持及び治療並びに
看護に関する事項。

雇用・労
災・健康・
厚生

59歳
以下

230000
宮崎県西都市大字妻１７０９番地『ダ
イレックス西都店』

250000

鮮魚スタッフ：未経験者（西
都店）

有限会社　一徹 ・スーパー内での鮮魚販売の仕事で
す。
・店頭に並べる商品を切身に加工し
たり、お刺身に加工したりしま
す。
・店頭の品出し、売り場づくり
・その他、付随業務


雇用・労
災・健康・
厚生

59歳
以下

168000
宮崎県児湯郡新富町富田３丁目３２

190000

鮮魚スタッフ：鮮魚経験者
（西都店）

有限会社　一徹 ・スーパー内での鮮魚販売の仕事で
す。
・店頭に並べる商品を切身に加工し
たり、お刺身に加工したりしま
す。
・店頭の品出し、売り場づくり
・その他、付随業務


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２２６７
６－１

200000

雇用・労
災・健康・
厚生

59歳
以下

200000
宮崎県西都市大字妻１７０９番地『ダ
イレックス西都店』

220000

一般事務〈急募〉 株式会社　永友食品 ○事務全業務
・売上、仕入等のコンピューター入
力
・伝票チェック、処理
・検品
・電話応対

雇用・労
災・健康・
厚生

35歳
以下

141412
宮崎県児湯郡川南町大字川南２２６７
６－１

153338

事務職（常勤）≪急募≫ 地方独立行政法人　西都児湯
医療センター

○経理・財務業務
○文書作成
○電話応対
○接客応対
○その他、付随業務



雇用・労
災・健康・
厚生

64歳
以下

141412
宮崎県児湯郡川南町大字川南２２６７
６－１

153338

盛り付け担当：生産ライン 株式会社　永友食品 ○惣菜・寿司等の盛り付け作業業務
・その他付随業務


雇用・労
災・健康・
厚生

64歳
以下

商品仕分作業員 株式会社　永友食品 製造後の商品の仕分け、振り分け作
業。
・パック詰めされた商品を各配達先
の店舗ごとに仕分ける仕事です
・その他付随業務


160000
宮崎県児湯郡高鍋町大字北高鍋３２２
０‐１エネオス株式会社高鍋石油

200000

ファーストフードの調理補助
及び販売：テイクアウト

・かわみなみＰＬＡＴＺ（ぷらっ
つ）にて鶏の炭火焼き、
　フライドポテト等の調理補助及び
販売業務
・材料の仕込み作業
・接客、販売等

雇用・公
災・健康・
厚生

59歳
以下

140000
宮崎県西都市大字妻１５５０番地

180900

ガソリンスタンドスタッフ
【トライアル併用求人】

株式会社　高鍋石油 ○ガソリスタンド店での接客及び給
油作業
・洗車・オイル交換等の軽作業。
・燃料の配達（主に児湯郡管内）
・その他、付随業務



雇用・労
災・健康・
厚生

59歳
以下

126000
宮崎県西都市大字調殿２４２－２

140000

夜勤専任介護職員（月１０～
１１日勤務）

社会福祉法人　日章福祉会
養護老人ホーム静和園

○養護老人ホームにおける介護業務
全般。
（定員　５０名）
・食事介助、排泄介助、着替え等の
介助や身の回りの介助及び見守りが
あります。

雇用・労
災・その他不問

150000

200000

農作業スタッフ 星原　大司郎（星原農園） ◯施設（ハウス）ピーマンの収穫、
管理作業
○水稲の収穫、作業管理
○その他、付随業務あり


その他
不問

171000
宮崎県西都市旭１丁目５５番地あさひ
デイサービスセンター

209200

介護職（通所リハビリ／デイ
ケア）

医療法人　隆徳会　鶴田クリ
ニック

○通所リハビリテーション（デイケ
ア）業務
・利用者の送迎
・入浴、食事等の介助
・レクレーション活動等

雇用・労
災・健康・
厚生

不問

171000
宮崎県西都市大字清水７９２番地１

189000

介護職（あさひデイサービス
センター）

医療法人　隆徳会　鶴田クリ
ニック

○デイサービスセンターにおける介
護業務
・利用者の食事介助、入浴介助
・レクレーション活動
・利用者送迎

雇用・労
災・健康・
厚生・財形

59歳
以下

雇用・労
災・健康・
厚生・財形

59歳
以下

171000
宮崎県西都市御舟町１－５５

209200



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17日(金）

（フルタイム）
月給 (1)7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（条件あり） 45060- 2562821
（フルタイム） 測量士

月給 (1)8時00分～17時00分 その他の土木・測量技術関係資格

雇用期間の定めなし ◆ＲＣＣＭ・技術士（河川）

45060- 2563221 普通自動車運転免許
（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 普通自動車運転免許
45060- 2533921

（フルタイム） 交替制あり

月給 (1)8時30分～17時30分

(2)9時00分～18時00分

雇用期間の定めなし (3)9時30分～18時30分 児童発達支援管理責任者の要件を満たしている方

普通自動車運転免許
45060- 2534121

（フルタイム）
月給 (1)8時00分～17時00分

普通自動車運転免許（AT限定不可）
雇用期間の定めなし

45060- 2537821
（フルタイム） フォークリフト運転技能者

月給 (1)7時50分～17時20分

普通自動車運転免許
雇用期間の定めなし

45060- 2538221
（フルタイム） 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- 2539521
（フルタイム） 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

雇用期間の定めなし （社用車：ＡＴタイプ、ＭＴタイプ）

45060- 2541621 普通自動車運転免許
（フルタイム） 変形（1ヶ月単位） 看護師

月給 (1)7時30分～16時30分 准看護師
(2)8時30分～17時30分

雇用期間の定めなし (3)9時30分～18時30分 （社用車：軽自動車ＡＴタイプ）
(4)17時00分～9時00分

45060- 2543121 普通自動車運転免許
（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)7時30分～16時30分 ホームヘルパー２級
(2)8時30分～17時30分 介護職員実務者研修修了者

雇用期間の定めなし (3)9時30分～18時30分

(4)17時0分～9時00分

45060- 2544021 普通自動車運転免許
（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- 2545721
（フルタイム） 西都市役所 保健師

月給 (1)9時00分～16時00分 看護師

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 普通自動車運転免許
令和4年8月1日～令和5年3月31日

契約更新の可能性なし 45060- 2525921
（フルタイム） 薬剤師

月給 (1)8時30分～18時00分

(2)8時30分～12時30分 普通自動車運転免許
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

契約更新の可能性あり（原則更新） 45060- 2528721
（フルタイム） 8時20分～19時35分の間

月給 の8時間程度 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- 2529821
（フルタイム） 変形（1年単位） 三級自動車整備士

月給 (1)9時00分～18時00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

45030- 2625821

◎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。

ホームヘルパー１級、介護福祉士　必須

特定非営利活動法人　仁秀会「た
いよう」

株式会社　コーポレーション・クリエ
イト

宮崎県西都市大字下三財古城屋敷７７
７０または　西都市大字下三財３３０
８

宮崎県西都市聖陵町２丁目１番地『西
都市役所　健康管理課健康推進係』

160000
宮崎県西都市大字岡富１００４－１
「きよまぁる」

208000

土木建築サービス業 株式会社　建設コンサルタン
トナガトモ

〇土木関係の測量設計業務
〇ＣＡＤアシスタント
〇ドローンアシスタント
・その他付随業務


パン調理（フルタイムパー
ト）／きよまぁる

社会福祉法人　光陽会 ・「きよまぁる」にてパン作りをし
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・健康・
厚生

不問

171000
宮崎県児湯郡都農町大字川北６２１９
番地４２「グループホームたいよう」

181000

児童発達支援管理責任者：サ
ポートセンター　なちゅれ

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童への
支援を行います。
・計画・運営
・個別支援計画、特別支援計画の作
成
・ご家族との面談、相談、支援業務

雇用・労
災・健康・
厚生

不問

200000
宮崎県児湯郡新富町富田東３丁目２９
－２

450000

介護業務（正社員：夜勤あ
り）

○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

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１８２６
０番地

229900

木材製材加工 ウッドプラス　株式会社 ・原木の仕分け
・製材
・製材品の加工
・梱包作業
・のこくず、チップ製造

雇用・労
災・健康・
厚生

59歳
以下

200000
宮崎県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

220000

養豚作業員【トライアル併用
求人】

有限会社　勇美苑 ○養豚に係る一般管理施設の修理、
洗浄、消毒作業、出荷作業等。
・その他、付随業務


雇用・労
災・健康・
厚生

40歳
以下

194000
宮崎県児湯郡都農町大字川北５８４３
－５　「生コン工場」

239000

トラック運転手：４トン ○４トントラックにて、のこくずの
積み込み・配達業務
（配達エリア：宮崎県内）
＊現業務担当３人

雇用・労
災・健康・
厚生

64歳
以下

154000
宮崎県児湯郡都農町大字川北２０８０
７番地３

154000

生コンクリート運転手（６０
歳以上限定）

株式会社　河北 ○生コンクリートの運搬から車両整
備に至るまで、業務全般に携わって
いただきます。
・運搬作業（西都、児湯地区のみ）
・荷下ろし作業

雇用・労
災・健康・
厚生

60歳
以上

188000
宮崎県西都市大字三宅３７１２番地１

200000

介護職員／ケアホームひなた
（令和５年１月開設予定）

合同会社　生活設計 ◯住宅型有料老人ホームでの介護業
務全般
・食事介助、入浴介助、排泄介助等
　（夜勤あり：週１回程度、２０名
程度／２人体制）

雇用・労
災・健康・
厚生

不問

163000

186000

看護職員／ケアホームひなた
（令和５年１月開設予定）

合同会社　生活設計 ◯住宅型有料老人ホームにおける看
護業務及び介護業務。
・健康管理、服薬管理等業務
・介護業務（夜勤あり：週１回程
度、２０名程度／２人体制）

雇用・労
災・健康・
厚生

59歳
以下

186000
宮崎県西都市大字茶臼原字轟９４１番
１　　

246000

保健師又は看護師（健康管理
課健康推進係）

◯健康管理課　健康推進係での業務
になります。
・健康増進事業に関する業務
・パソコンの入力等の事務業務

雇用・労
災・健康・
厚生

59歳
以下

180000
宮崎県西都市大字下三財１５４８番地

195000

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３３名、ショー
トステイ８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。

雇用・労
災・健康・
厚生

59歳
以下

458333
宮崎県西都市御舟町１－７８

541666

窓口での郵便・貯金業務 日本郵便　株式会社　西都郵
便局

・窓口での郵便物等の引受け
・不在郵便物等の交付
・貯金預かり、払出、振替業務
・その他、付随業務


雇用・労
災・健康・
厚生

不問

153600

163509

薬剤師（契約社員） 医療法人　隆徳会　鶴田病院 ○院内薬剤師業務全般

・調剤業務
・入院患者薬剤管理指導
・病院薬剤業務等

雇用・労
災・健康・
厚生・財形

不問

150000
宮崎県西都市大字三宅１０３番地８
【ホンダカーズ宮崎北　西都店】

290000

雇用・労
災・健康・
厚生

不問

138720
宮崎県西都市中央町２丁目３１番地

184416

自動車整備（サービススタッ
フ）【西都店】

株式会社　ホンダカーズ宮崎
北

お客様の車の整備や車検・点検等を
行います。
ピット（整備工場）内だけでなく納
車や引き取りでお客様宅へも伺いま
す。

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
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17日(金）

（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

45030- 2627521
（フルタイム）

月給 (1)10時00分～19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） 12080-10445421
（フルタイム） 宮崎トヨペット　株式会社 変形（1ヶ月単位）

月給 (1)9時00分～17時40分 普通自動車運転免許

雇用期間の定めなし

45010-14325521
（フルタイム） 変形（1年単位） 介護福祉士

月給 (1)8時30分～17時30分

(2)8時30分～12時30分

雇用期間の定めなし 【介護】
普通自動車運転免許

45010-14337921
（フルタイム） 変形（1ヶ月単位）

月給 (1)8時30分～17時30分

(2)8時30分～12時30分 普通自動車運転免許
雇用期間の定めなし

45010-14338121
（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

(2)17時30分～8時30分

雇用期間の定めなし 【看護】

45010-14342421
（フルタイム） 変形（1ヶ月単位） 准看護師

月給 (1)8時30分～17時30分

(2)17時30分～8時30分

雇用期間の定めなし 【看護】

45010-14343321
（フルタイム） フォークリフト運転技能者

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）

～令和4年8月31日

契約更新の可能性あり（条件あり） 45010-14397121
（フルタイム） 変形（1ヶ月単位）

月給 (1)8時00分～16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（原則更新） 45010-14400621
（フルタイム） 変形（1ヶ月単位） 介護福祉士

月給 (1)7時15分～16時15分 介護職員初任者研修修了者
(2)8時30分～18時00分 ホームヘルパー２級

雇用期間の定めなし (3)16時45分～8時45分 ＊無資格でも応募可

45060- 2582321
（フルタイム） 介護福祉士

月給 (1)8時30分～18時00分 介護職員初任者研修修了者
ホームヘルパー１級

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） ホームヘルパー２級　あれば尚可　＊無資格でも応募可

契約更新の可能性あり（条件あり） 45060- 2583621
（フルタイム） 交替制あり

月給 (1)8時00分～17時00分

雇用期間の定めなし

45060- 2559621
（フルタイム） 変形（1ヶ月単位）

月給 (1)6時30分～15時30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） 45060- 2560021
（フルタイム） 変形（1年単位）

月給 (1)9時00分～18時00分

普通自動車運転免許
雇用期間の定めなし

45030- 2626221

◎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。

206700
宮崎県児湯郡木城町大字高城３０７８

239200

介護職員（日勤のみ）／新納
荘

社会福祉法人　清和会　特別
養護老人ホーム　新納荘

○特別老人ホームでの介護業務全
般。（定員５０名）
・当施設利用者の身の回りの世話、
生活指導、食事、入浴などの介護業
務。（日中は１０名前後での体制）

介護職員／新納荘 社会福祉法人　清和会　特別
養護老人ホーム　新納荘

○特別老人ホームでの介護業務全
般。（定員５０名）
・当施設利用者の身の回りの世話、
生活指導、食事、入浴などの介護業
務。（日中は１０名前後での体制）

雇用・労
災・健康・
厚生

59歳
以下

宮崎県児湯郡高鍋町大字持田字下河原
３４２２番地１７「宮崎トヨペット
高鍋店」

株式会社　永野（ナガノヤ　ウメ
コウジ）

宮崎県児湯郡高鍋町大字北高鍋権現前
２１００番２５「ナガノヤ　高鍋店」

雇用・労
災・健康・
厚生

不問

191700
宮崎県児湯郡木城町大字高城３０７８

201700

152800
宮崎県児湯郡高鍋町南高鍋１１７００
－１

168900

調理師 社会福祉法人　日章福祉会
養護老人ホーム静和園

○老人ホームにおける調理業務全
般。
（５０人分を３～４名体制で対応し
ます）
○献立作成はありません。
・その他付随業務

（障）デジタルカメラの製造 宮崎キヤノン株式会社 デジタルカメラの製造。
・製品組み立て作業。
・精密な作業であり、立ち仕事でも
あるため視力、体力が必要です。


雇用・労
災・健康・
厚生

18歳
～59
歳

雇用・労
災・健康・
厚生

不問

144500
宮崎県西都市大字清水７９２番地１

160500

営業（カーライフアドバイ
ザー）【西都店】

株式会社　ホンダカーズ宮崎
北

お客様一人ひとりのライフステー
ジ・ライフスタイルに合わせた車を
案内し、最適なカーライフをご提供
します。
車を通して、地域・お客様に寄り添
うことを目指します。

140000
宮崎県西都市大字三宅１０３番地８
【ホンダカーズ宮崎北　西都店】

200000

販売・接客・品出し／三喜西
都店

株式会社　南九州三喜 【ファッション市場サンキ】
売り場での接客・レジ・商品陳列お
よび発注業務が主な仕事です。

２ヶ月経過後、パートタイマーに変
更（６ヶ月更新）の可能性がありま
す。


雇用・労
災・健康・
厚生

64歳
以下 163000

宮崎県西都市大字三宅１０３番地８
【ホンダカーズ宮崎北　西都店】

223000

受付／一般事務【西都店】 株式会社　ホンダカーズ宮崎
北

▼受付及び一般事務全般。
　・来客、電話対応
　・パソコンへのデータ入力
　・仕分文書作成など


雇用・労
災・健康・
厚生

40歳
以下

156000

211000

介護福祉士／尾鈴クリニック 社会医療法人　善仁会　宮崎
善仁会病院

通所リハビリテーションでの介護業
務です。
・通所リハビリでの介護（食事介
助、排泄介助、入浴介助等）


雇用・労
災・健康・
厚生

不問

149600
宮崎県西都市小野崎１－７６　西都パ
オ内三喜西都店

149600

営業／高鍋店 【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

雇用・労
災・健康・
厚生・財形

59歳
以下

157500
宮崎県児湯郡川南町大字川南１３６８
１－１「尾鈴クリニック」

192500

正看護師（正社員）／東米良
診療所

社会医療法人　善仁会　宮崎
善仁会病院

東米良診療所での看護業務全般を行
います。
外来及び病棟の看護になります。
・外来では診療準備および診察補助
にあたります。

雇用・労
災・健康・
厚生・財形

59歳
以下

172500
宮崎県児湯郡川南町大字川南１３６８
１－１「尾鈴クリニック」

207500

介護職員／尾鈴クリニック 社会医療法人　善仁会　宮崎
善仁会病院

通所リハビリテーションでの介護業
務です。
・通所リハビリでの介護（食事介
助、排泄介助、入浴介助等）


雇用・労
災・健康・
厚生・財形

59歳
以下

165000
宮崎県西都市大字中尾字小崎１７１－
９「東米良診療所」

225000

ビニール資材の整理・仕分
け・梱包等の業務／西都市

株式会社　フジワーク　宮崎
事業所

ビニールハウス等で使用される資材
の整理（畳んだりする）や仕分け、
梱包等を行う作業です・


雇用・労
災・健康・
厚生・財形

59歳
以下

195000
宮崎県西都市大字中尾字小崎１７１－
９「東米良診療所」

275000

准看護師（正社員）／東米良
診療所

社会医療法人　善仁会　宮崎
善仁会病院

東米良診療所での看護業務全般を行
います。
外来及び病棟の看護になります。
・外来では診療準備および診察補助
にあたります。

雇用・労
災・健康・
厚生・財形

59歳
以下

145847

145847

雇用・労
災・健康・
厚生

不問

181395
宮崎県西都市

181395

精肉店員／高鍋店 ・スーパー内の精肉コーナーにて料
理づくり、パック詰め、値札付け、
商品陳列などに携わって頂きます。


雇用・労
災・健康・
厚生

不問



賃金 求人者名
職種 上限 就業場所 就業時間 加入保険等 必要な免許資格

下限

（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 介護職員初任者研修修了者

(2)13時00分～17時00分 介護福祉士
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） (3)9時00分～17時00分 ヘルパー１級　あれば尚可　＊無資格でも応募可

～令和5年3月31日 又は8時30分～18時00分

契約更新の可能性あり（条件あり） 45060- 2584921 の間の4時間程度

（パートタイム）

時給 (1)8時00分～15時00分

雇用期間の定めなし 社用車は１トン・２トン車

45060- 2587721 普通自動車運転免許（AT限定不可）
（パートタイム）

時給 (1)7時00分～9時00分

雇用期間の定めなし 普通自動車運転免許

45060- 2606121
（パートタイム） 8時00分～19時00分の間 ホームヘルパー２級

時給 の3時間程度 介護福祉士

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- 2609821

（パートタイム） 変形（1ヶ月単位）

時給 (1)11時00分～16時30分

雇用期間の定めなし

45060- 2611321
（パートタイム） 変形（1ヶ月単位）

時給 (1)11時00分～16時30分

雇用期間の定めなし

45060- 2616721
（パートタイム） 9時00分～23時00分の間

時給 の4時間以上

雇用期間の定めなし

38010-19488521
（パートタイム） 株式会社　明治屋

時給 (1)11時00分～15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） 40090- 3187921
（パートタイム） 株式会社　村里運輸

時給 (1)8時00分～17時00分

日雇（日々雇用または１ヶ月未満）

令和4年7月9日～令和4年7月14日

契約更新の可能性なし 42040- 3366821
（パートタイム）

時給 (1)8時00分～13時00分

雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）

～令和4年8月31日

契約更新の可能性あり（条件あり） 45010-14675521
（パートタイム）

時給 (1)9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7月1日～令和4年9月30日

契約更新の可能性なし 45010-14684421
（パートタイム） ＫＮ農心

時給 (1)9時00分～18時00分

雇用期間の定めなし

45060- 2550921
（パートタイム） 8時00分～17時00分の

時給 間の5時間以上

普通自動車運転免許
雇用期間の定めなし

45060- 2552021
（パートタイム） 8時30分～16時30分の

時給 間の5時間以上

雇用期間の定めなし

45060- 2553721

◎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。

訪問介護員（登録ヘルパー） 社会福祉法人　新富町社会福祉
協議会

利用者宅（新富町内）を訪問して生活
の援助（食事、掃除等）
身体介護（入浴、おむつ交換等）
・その他付随業務
＊詳細は面接時説明します。


年齢 仕事の内容

介護職員：新納荘 社会福祉法人　清和会　特別養
護老人ホーム　新納荘

◯特別老人ホーム（利用者５０名）で
の介護業務全般。
・当施設利用者の身の回りの世話、生
活指導、食事、入浴等
（日中：１０名前後での体制）

労災
不問

1000
宮崎県児湯郡木城町大字高城３０７８

1100

配達：アルバイト 有限会社　松川商店 ◯商品を注文のあった取引先の工事現
場に配達する業務です
・建築資材等の配達
・配達エリア：主に児湯郡、西都市
（社用車を使用します。２ｔト　ラッ
ク以下）

雇用・労災
不問

821
宮崎県児湯郡新富町富田３丁目３２

900

配達員 安藤酒店 ・保育園や学校への配達業務
・その他、付随業務

＊詳細は、面接時に説明します

労災
不問

1000
宮崎県児湯郡川南町大字川南１６６２
２－２６

1000

商品の仕分け 株式会社　永友食品 ○製造後の商品の仕分け、振り分け作
業。
・その他付随業務
＊パック詰めされた商品を各配達先の
お店ごとに仕分けしていく仕事です。


雇用・労災
64歳
以下

830
宮崎県児湯郡川南町大字川南２２６７
６－１

900

盛りつけ担当・：生産ライン 株式会社　永友食品 ○惣菜・寿司等の盛りつけ作業業務
・その他付随業務

＊能力に応じて、８時間勤務（社会保
険加入）への登用の見込みあり。




雇用・労災
64歳
以下

830
宮崎県児湯郡川南町大字川南２２６７
６－１

900

労災
不問

1200
宮崎県児湯郡新富町大字上富田７４８
５－１４

1500

雇用・労災
不問

821

821

ペットボトルの景品付け作業
【宮崎営業所】

クリーンスタッフ 九州パワーステーション　株式
会社

＜未経験の方も大歓迎です！＞
パチンコ店内のフロアー・トイレ等の
清掃作業です。

どなたでも活躍していただけるお仕事
です。

労災
18歳
以上

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
宮崎県児湯郡高鍋町大字北高鍋８０１
番地

850

惣菜に関する軽作業（障）（４
０５新富店）

＜スーパーセンタートライアル　新富
店内スタッフ＞
〇生鮮部門において「惣菜」コーナー
を担当していただきます。
＊お惣菜のパック詰め、お弁当作り

雇用・労災
不問

950
宮崎県西都市大字右松２１１１

980

野菜苗の接ぎ木／高鍋町 株式会社　アンドワーク 植物の苗と苗をつなぎ合わせる接木
（つぎき）というお仕事です。
空調の効いた室内で座ってお仕事でき
ます。
７月から９月末までの募集で毎年人気
のお仕事です。

○軽作業（倉庫内にてペットボトルに
景品を付ける作業と、その付帯作業で
す。）



労災
不問

宮崎県児湯郡川南町大字川南字豊原２
１７３１番地１２宮崎営業所

1000
宮崎県児湯郡高鍋町大字持田５７３４
番地

1000

雇用・労災
不問

900

900

スーパー内でのパン製造／西都
市

株式会社　アンドワーク 地元スーパー内のパンの製造
・スーパー内のベーカリーでのパン製
造のお仕事です。
・パンの製造といっても特別な経験、
技術は不要です。

雇用・労災
不問

850

900

農作業・農産加工品の製造作業 株式会社　甦る大地の会 ○農産物の栽培、収穫、出荷に係る農
作業
○農産加工品（干芋）の製造、出荷に
係る作業

雇用・労災
59歳
以下

宮崎県児湯郡川南町大字川南１１７０
番地５４２『かわみなみＰＬＡＴＺ
（ぷらっつ）』

830
宮崎県児湯郡高鍋町大字上江７３０６
－４

830

ファーストフードの調理補助及
び販売：テイクアウト

・かわみなみＰＬＡＴＺ（ぷらっつ）
にて鶏の炭火焼き、
　フライドポテト等の調理補助及び販
売業務
・材料の仕込み作業

雇用・労災
59歳
以下

830
宮崎県児湯郡高鍋町大字北高鍋３２２
０‐１

900

○ガソリンスタンド店での事務職全般
・伝票入力
・請求書作成
・書類作成
・電話応対

事務 株式会社　高鍋石油

【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

6月17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17日(金）

（パートタイム） 14時00分～22時00分の

時給 間の3時間以上

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） 23010-19650221
（パートタイム）

時給 (1)10時30分～18時30分

雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）

契約更新の可能性あり（条件あり） 45010-14567121
（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～16時00分 ホームヘルパー２級
(2)9時00分～18時00分 普通自動車運転免許

雇用期間の定めなし (3)17時00分～9時00分

又は7時00分～18時00分

45010-14599921 の間の8時間程度

（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ヶ月未満）

契約更新の可能性あり（原則更新） 45010-14396921
（パートタイム）

時給 (1)7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（原則更新） 45010-14398021
（パートタイム）

時給 (1)15時00分～20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） 45010-14402121
（パートタイム）

時給 (1)8時00分～13時00分

雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）

契約更新の可能性あり（原則更新） 45010-14403021
（パートタイム） 調理師

時給 (1)8時30分～15時00分 栄養士

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） 45010-14410121
（パートタイム）

時給 (1)9時00分～13時00分

雇用期間の定めなし

45010-14419921
（パートタイム）

時給 (1)9時00分～18時00分

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上）

契約更新の可能性あり（1年原則更新） 45010-14431521
（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～17時00分

雇用期間の定めなし

45060- 2535021
（パートタイム）

時給 (1)8時00分～17時00分

雇用期間の定めなし

45060- 2536721
（パートタイム） 8時00分～17時00分の

時給 間の5時間程度

雇用期間の定めなし

45060- 2540321
（パートタイム）

時給 (1)8時00分～15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）

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- 2542921

◎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。

労災
不問

830
宮崎県児湯郡新富町大字新田１９２８
番地１「ひかり苑　しんとみ」

950

惣菜店員（８時～１２時）／高
鍋店

株式会社　永野（ナガノヤ　ウ
メコウジ）

スーパー内の惣菜部門業務に携わって
頂きます。
・惣菜の調理加工、加工品のパック詰
め、商品の値札付け
・商品補充、陳列等を行って頂きま
す。

雇用・労
災・健康・
厚生

不問

1400

2500

店内接客及び調理補助スタッフ
／川南町

株式会社　アルボ ・有名ブランド豚肉小売店舗でのレ
ジ・　接客等のお仕事です。

・簡単な調理補助もございます。


子ども英会話講師　　高鍋教室
【豊後大野市】

直営の教室にて、幼児から高校生まで
の子どもを対象に英会話のレッスンを
していただきます。
・英会話レッスン、文法レッスンの提
供
・会員、保護者対応　　・各種イベン
ト案内

950
宮崎県児湯郡川南町大字川南８６７５
－３

950

イッティージャパンウエスト　株式会
社

宮崎県児湯郡高鍋町大字北高鍋１２７
１－６　ＹＯＳＨＩＮＯ店ペッピー
キッズクラブ　高鍋教室

雇用・労災
不問

850
宮崎県児湯郡高鍋町大字北高鍋権現前
２１００番２５「ナガノヤ　高鍋店」

850

鮮魚店員（７時～１２時）／高
鍋店

株式会社　永野（ナガノヤ　ウ
メコウジ）

介護職／有料老人ホームしんと
み

有限会社　ひかり苑 ・老人ホームにおける（最大定員２７
名）、入浴・排泄・食事その他の介
護、および生活全般における支援・援
助


雇用・労災
64歳
以下

850
宮崎県児湯郡高鍋町大字北高鍋権現前
２１００番２５「ナガノヤ　高鍋店」

850

スーパー内の鮮魚部門業務に携わって
頂きます。
・水産物の調理加工、加工品のパック
詰め、商品の値札付け
・商品補充、陳列等を行って頂きま
す。

雇用・労災
不問

850
宮崎県児湯郡高鍋町大字北高鍋権現前
２１００番２５「ナガノヤ　高鍋店」

850

学校給食調理／高鍋町 学校給食調理業務（調理・洗浄等）


＊集団給食調理業務経験者は、採用面
で優遇します。

フロアーレジ係（１５時～２０
時）／高鍋店

株式会社　永野（ナガノヤ　ウ
メコウジ）

スーパー内のレジ業務等に携わって頂
きます。
・接客応対、商品案内、商品陳列、商
品補充、棚卸等
・接客レジ、レジ周りの清掃等を行っ
て頂きます。

シダックス大新東ヒューマンサービ
ス株式会社　宮崎営業所

宮崎県児湯郡高鍋町大字北高鍋４６０
０高鍋東小学校・高鍋西小学校・高鍋
町中学校給食共同調理場

雇用・労災
不問

850
宮崎県児湯郡高鍋町大字北高鍋権現前
２１００番２５「ナガノヤ　高鍋店」

850

フロアーレジ係（８時～１３
時）／高鍋店

株式会社　永野（ナガノヤ　ウ
メコウジ）

スーパー内のレジ業務等に携わって頂
きます。
・接客応対、商品案内、商品陳列、商
品補充、棚卸等
・接客レジ、レジ周りの清掃等を行っ
て頂きます。

雇用・労災
不問

外来受付・医療事務／ルピナス
薬局

有限会社　ティワイファーマ
シー

・窓口での受付
・レセプト請求業務
・会計業務など

＊午後も勤務可能な方は応相談

雇用・労災
不問

900
宮崎県児湯郡新富町富田１丁目３番地
１「ルピナス薬局」

900

食器洗浄業務／航空自衛隊新田
原基地

株式会社　中央ビルファシリ
ティーズ

航空自衛隊新田原基地内の食器洗浄業
務
・食器類の食器洗浄機による洗浄およ
び格納
・食堂、食器洗浄場および手洗い場の
清掃ならびに整理整頓


雇用・労災
64歳
以下

830
宮崎県児湯郡新富町大字新田１９５８
１「航空自衛隊新田原基地」

830

雇用・労災
不問

840

850

雇用・労災
59歳
以下

825
宮崎県児湯郡川南町大字川南１４９１
８－１

825

工場作業員　　《急募》 ひむか燃料株式会社

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

825
宮崎県児湯郡川南町大字川南１４９１
８－１

825

・オガライトの作業補助になります。
・ベルトコンベアから流れてくるオガ
ライトを
　並べて積みあげる作業。
・作業内容については指導致します。

雇用・労災
59歳
以下

900

1000

選別作業員　　《急募》 ひむか燃料株式会社 ○炭の選別作業業務
・サイズ、品質、重さごとに選別し箱
詰めします。
・その他、付随業務


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」

918
宮崎県児湯郡川南町大字平田６３８３
番地「通山小学校」

918

雇用・労災
不問

821
宮崎県西都市大字南方２８０２番地２

821

学校支援員／教育課（会計年度
任用職員）【急募】

川南町役場 ○会計年度任用職員（学校支援員）と
して、小中学校の特別支援
　学級の児童生徒への支援を行う
・その他、付随業務


雇用・労
災・健康・
厚生

不問

（障）農作業補助・食品加工業
製造補助・農産物の加工作業

一般社団法人　明優会 ・農産物及び加工食品のパッキング
・食品加工業の商品製造補助
・農業の作業補助
・畜産業の作業補助




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

6月17日(金）

（パートタイム） 7時00分～19時00分の間 保育士
時給 の4時間以上 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） 両方必須
～令和5年3月31日

契約更新の可能性あり（条件あり） 45060- 2547221
（パートタイム） 交替制あり 看護師

時給 (1)8時30分～17時15分 准看護師
又は8時30分～17時15分

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） の間の6時間程度

～令和5年3月31日

契約更新の可能性あり（条件あり） 45060- 2519021
（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

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） の間の6時間程度

～令和5年3月31日

契約更新の可能性あり（条件あり） 45060- 2520221
（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)8時30分～17時15分 ホームヘルパー２級
又は8時30分～17時15分

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） の間の6時間程度

～令和5年3月31日

契約更新の可能性あり（条件あり） 45060- 2521521
（パートタイム）

時給 (1)8時00分～15時00分

(2)9時00分～16時00分

雇用期間の定めなし

45060- 2522421
（パートタイム） 交替制あり

時給 (1)8時30分～17時15分

又は7時30分～16時15分

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） の間の5時間程度

～令和5年3月31日

契約更新の可能性なし 45060- 2524621
（パートタイム） 8時00分～0時30分の間

時給 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- 2526121
（パートタイム） フォークリフト運転技能者

時給 (1)8時00分～17時00分

雇用期間の定めなし

45060- 2527021
（パートタイム） 変形（1ヶ月単位） 介護福祉士

時給 (1)17時00分～9時00分 看護師
准看護師

雇用期間の定めなし

45060- 2530421
（パートタイム） 交替制あり 介護福祉士

時給 (1)7時00分～13時00分 看護師
(2)13時00分～18時30分 准看護師

雇用期間の定めなし 又は7時00分～19時00分

の間の6時間程度

45060- 2531321
（パートタイム） ホームヘルパー１級

時給 (1)9時00分～16時30分 ホームヘルパー２級
介護職員初任者研修修了者

雇用期間の定めなし

45060- 2532621
（パートタイム） 変形（1ヶ月単位） ホームヘルパー２級

その他 (1)17時00分～8時00分 介護職員初任者研修修了者
ホームヘルパー１級

雇用期間の定めなし ◆無資格者でも応募可

45060- 2515321 普通自動車運転免許
（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7時間程度

雇用期間の定めなし

45060- 2554821
（パートタイム） 14時30分～20時00分の

時給 間の2時間以上

雇用期間の定めなし

45060- 2546821

◎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。

椎茸の収穫作業員《急募》 バイオ・ワークス日向 ◯椎茸の収穫作業（手作業）
・台車移動でカートに乗り、椎茸を摘
み取りしカゴに入れていく作業です。
・作業状況により、椎茸の目出し作業
を手伝ってもらうこともあります。

雇用・労災
不問

保育教諭 社会福祉法人　つばさ福祉会 ○乳幼児の教育・保育を一体化して
サービス提供をする仕事
０歳～２歳は主としてお母さん代わり
の養護的なかかわりをするが３歳～５
歳児は幼児教育的なかかわりと保育的
なかかわりを一体的に行う。

労災
不問

910
宮崎県児湯郡川南町大字川南１９４０
３－４

910

労災
不問

821
宮崎県児湯郡都農町大字川北１６７８
１番地

821

菓子製造担当（高鍋店） 株式会社　押川春月堂本店 ○和菓子・洋菓子製造業務全般。
・パンの袋詰め、製造準備（簡単な作
業）焼き上げ
・材料の計量、商品の仕上げ、商品の
冷凍庫への保管等

雇用・労
災・健康・
厚生

59歳
以下

学習補助及び採点スタッフ（火
曜・金曜）

公文式宮崎高鍋菖蒲池教室 ○採点業務
　　解答書を見ながら、子供たちが学
習したプリント教材の丸付けを行い記
録します。
○子供達の入退室のお手伝い

930
宮崎県西都市白馬町３番地

950

療養介助員 独立行政法人　国立病院機構
宮崎病院

・病棟で看護師等の指示・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


雇用・労
災・健康・
厚生

不問

1040
宮崎県児湯郡川南町大字川南１９４０
３－４

1240

宮崎県児湯郡高鍋町大字北高鍋３２６
３－１菖蒲池公民館

850

正看護師・准看護師 独立行政法人　国立病院機構
宮崎病院

・外来での看護師業務
・その他付随業務
（病棟に配属される可能性もありま
す）

＊詳細は面接時に説明致します。

850

業務技術員（看護助手） 独立行政法人　国立病院機構
宮崎病院

・病棟における看護助手業務
・その他付随業務
（看護師のサポート、入院患者の療養
生活の介助等）


雇用・労
災・健康・
厚生

不問

雇用・労
災・健康・
厚生

不問

821
宮崎県児湯郡高鍋町大字北高鍋２５８
６－１【高鍋店】

900

雇用・労
災・健康不問

1090
宮崎県児湯郡川南町大字川南１９４０
３－４

1090

介護職（夜勤専門）≪　急募
≫

株式会社　さくらんぼ ○有料老人ホーム入居者の介護業務
（定員２６名）
○施設利用者への食事・排泄介助、移
動の介助等の身体介護など
○夜間の見守り巡視

59歳
以下

1153
宮崎県児湯郡高鍋町大字持田字高河原
３１７１－１

1538

910
宮崎県児湯郡川南町大字川南１９４０
３－４

910

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
＊その他付随業務
＊詳細は面接時説明します。
＊正社員登用制度ございます。

業務技術員（調理助手） 独立行政法人　国立病院機構
宮崎病院

・病院食の調理における助手業務
・その他付随業務

＊詳細は面接時に説明致します。

雇用・労災
18歳
以上

880
宮崎県西都市大字調殿６８７－５

880

燃料チップ製造（工場） 株式会社　コーポレーション・
クリエイト

◯土場内作業
・燃料チップ製造業務をして頂きま
す。
・清掃作業
・その他付随業務


雇用・労災
不問

1000
宮崎県西都市大字下三財３３０８
工場

1000

介護職【住宅型有料老人ホーム
ひなた】

株式会社　さくらんぼ ○有料老人ホーム入居者の介護業務
（定員２６名）
・施設利用者への食事・排泄介助、移
動の介助等の身体介護業務
・シーツ交換等の軽作業

雇用・労災
59歳
以下

59歳
以下

介護業務（夜勤専門）／月９～
１２回

特定非営利活動法人　仁秀会
「たいよう」

○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、入浴介助、
トイレの補助等のお世話。

雇用・労
災・健康・
厚生

64歳
以下

821
宮崎県児湯郡高鍋町大字持田字高河原
３１７１－１
850

介護職【五感リハビリデイサー
ビスひなた】

株式会社　さくらんぼ

ヘルパー２級・１級、
介護職員初任者研修終了者優遇

ヘルパー１、２級、
介護職員初任者研修終了者は優遇

1230
宮崎県児湯郡都農町大字川北６２１９
番地４２「グループホームたいよう」

1230

労災

821
宮崎県児湯郡高鍋町大字持田字高河原
３１７１－１
850

労災

○デイサービス利用者の介護業務（利
用者２５名）
○施設利用者への食事・排泄介助、移
動の介助等の身体介助など
・その他付随業務


