
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)15時00分～0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） 40150- 2409931
（フルタイム）

月給 (1)9時00分～18時00分

雇用期間の定めなし

45060-  688431
（フルタイム） 変形（1ヶ月単位）

月給 (1)7時30分～17時00分 普通自動車運転免許

雇用期間の定めなし

45060-  689731
（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

45060-  690931
（フルタイム） 変形（1ヶ月単位） 管理栄養士

月給 (1)8時30分～17時45分

(2)15時30分～0時00分 普通自動車運転免許
雇用期間の定めなし

又は8時30分～0時00分の

40150- 2198431 間の8時間

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

(2)15時30分～0時00分 普通自動車運転免許
雇用期間の定めなし

又は8時30分～0時00分の

40150- 2252431 間の8時間

（フルタイム） 変形（1ヶ月単位）

月給 (1)8時30分～17時45分 普通自動車運転免許
(2)15時30分～0時00分

雇用期間の定めなし

又は8時30分～0時00分の

40150- 2306831 間の8時間程度

（フルタイム） 変形（1ヶ月単位） 登録販売者（一般医薬品）
月給 (1)8時30分～17時45分

(2)15時30分～0時00分 普通自動車運転免許
雇用期間の定めなし

又は8時30分～0時00分の

40150- 2334331 間の8時間程度

（フルタイム） 変形（1ヶ月単位） 調理師
月給 (1)5時30分～14時00分

(2)10時00分～18時30分

雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）

～令和5年3月31日

契約更新の可能性あり（条件あり） 45010- 5097931
（フルタイム） 変形（1ヶ月単位）

月給 (1)8時30分～18時00分

(2)18時00分～8時30分

雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）

～令和5年3月31日

契約更新の可能性あり（原則更新） 45010- 5187031
（フルタイム）

月給 (1)7時30分～17時00分 普通自動車運転免許

雇用期間の定めなし

45040- 2067431
（フルタイム） 西都市役所 保健師

月給 (1)8時30分～17時15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5年4月1日～令和5年9月30日

契約更新の可能性なし 45060-  676031
（フルタイム）

月給 (1)8時30分～17時15分

普通自動車運転免許
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

令和5年4月1日～令和6年3月31日

契約更新の可能性あり（条件あり） 45060-  678231
（フルタイム） 変形（1ヶ月単位） 看護師

月給 (1)8時00分～17時00分 准看護師
(2)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-  679531
（フルタイム） 社会福祉士

月給 (1)8時30分～17時15分

普通自動車運転免許
雇用期間の定めなし

45060-  680331

◎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。

株式会社　ドラッグストアモ
リ

雇用・労
災・健康・
厚生

不問

185000
宮崎県児湯郡川南町大字川南１６１３
８番１２介護付有料老人ホームすみれ

195000

社会福祉士 都農町社会福祉協議会 ○地域福祉に関する業務全般（事務
業務含む）。
・各種相談業務、連絡調整等
・各関係機関への支援（指導、助
言）等。

雇用・労
災・健康・
厚生

45歳
以下

171700
宮崎県児湯郡都農町大字川北４９１０
番地

280000

雇用・労
災・健康・
厚生

不問

201400

214200

一般事務（会計年度任用職
員）

新富町農業再生協議会 ○一般的な行政事務
・電話対応、窓口受付対応、ワー
ド・エクセル（関数）による入力・
資料作成
・外出業務をお願いすることが有り
ます。

雇用・労
災・健康・
厚生

不問

137019
宮崎県児湯郡新富町大字上富田７４９
１

137019

看護職 株式会社　作松　すみれ 〇介護付有料老人ホーム（入居者４
０名）での日常生活等の支援業務
〇入居者の状態観察、カテーテル管
理、内服管理
〇受診援助

雇用・労
災・健康・
厚生

18歳
以上

160000

177000

牛の肥育・管理 株式会社　大畜 ＊餌（飼料）の準備
＊敷料の準備・交換
＊堆肥だし
＊牛舎の簡単な修繕
＊牛舎内外の草とり等環境整備

雇用・労
災・健康・
厚生

44歳
以下

190000
宮崎県児湯郡川南町大字川南宇形山上
７３９７番

250000

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、母子保健事業に関
する業務
・パソコンの入力等の事務業務
・その他、付随業務

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』

雇用・労
災・健康・
厚生

59歳
以下

181000

287000

調理師（準社員）／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

177000
宮崎県西都市大字穂北５２５３－４
「菜花園」内厨房

207000

施設警備（契約社員）／宮崎
キヤノン（高鍋工場）

・出入管理（従業員、出入業者等の
出入管理）
・巡回業務（施設内外の異常の有無
確認及び巡回）
・防災業務

宮崎綜合警備　株式会社
（ＡＬＳＯＫ）

宮崎県児湯郡高鍋町大字南高鍋１１７
００－１「宮崎キヤノン株式会社　高
鍋工場」

雇用・労
災・健康・
厚生

35歳
以下

176000

238000

店長・マネジメント職（正・
高鍋東店）

○店舗管理業務
　商品陳列・接客・レジ業務を経
て、店舗責任者としてスタッフの教
育や売場管理、勤怠管理などマネジ
メントを行って頂きます。

雇用・労
災・健康・
厚生

35歳
以下

株式会社　ドラッグストアモ
リ
宮崎県児湯郡高鍋町大字北高鍋２６１
７－１　ドラッグストアモリ　高鍋東
店　　勤務先応相談（仕事内容を参
照）

35歳
以下

214000

366000

登録販売者（正・高鍋東店・
地域専任職）

○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）


宮崎県児湯郡高鍋町大字北高鍋２６１
７－１　ドラッグストアモリ　高鍋東

店

株式会社　ドラッグストアモ
リ
宮崎県児湯郡高鍋町大字北高鍋２６１
７－１　ドラッグストアモリ　高鍋東
店　　勤務先応相談（仕事内容を参
照）

株式会社　ドラッグストアモ
リ

宮崎県児湯郡高鍋町大字北高鍋２６１
７－１ドラッグストアモリ　高鍋東店
勤務先応相談（仕事内容を参照）

栄養士（正・高鍋東店・地域
専任職）

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

雇用・労
災・健康・
厚生

45歳
以下

160000

宮崎県西都市大字下三財８０５５
230000

管理栄養士（正・高鍋東店・
地域専任職）

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

雇用・労
災・健康・
厚生

年齢 仕事の内容

販売員（高鍋東店）（準社
員）

株式会社　ドラッグストアモ
リ

＊ドラッグストア店舗での販売業務
・店舗での販売する商品の商品出
し、補充
・陳列棚の整理
・在庫商品の管理（賞味期限の
チェック、在庫の確認）

雇用・労
災・健康・
厚生

18歳
以上

工場スタッフ【トライアル併
用求人】

協栄木材株式会社　西都出張
所

・製材品の生産に関する業務
（機械のオペレーター業務、検品作
業、加工、仕分け選別、結束など）
・機械オペレーター業務などを行い
ます。
・その他、付随業務あり

雇用・労
災・健康・
厚生

64歳
以下

148608
宮崎県児湯郡都農町大字川北２２９７
８－４『農家のお肉屋さん丸福』

155520

養鶏（ブロイラー） 有限会社　ジェイファーム

食肉加工・販売／農家のお肉
屋さん丸福（フルタイムパー
ト）

有限会社　ビッグファーム ・食肉加工、販売業務
・接客応対
・レジ業務
・その他、付随業務

220000
宮崎県児湯郡都農町大字川北２１４０
０－１１７

350000

◯ブロイラーの飼育、管理業務全
般。
・清掃、水洗等あり
◯飼育、管理指導できる方歓迎いた
します。
・その他付随業務


64歳
以下

165240
宮崎県児湯郡高鍋町大字北高鍋２６１
７－１ドラッグストアモリ　高鍋東店

165240

雇用・労
災・健康・
厚生

204000

246000

【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

2月17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

2月17日(金）号

（フルタイム） 調理師
月給 (1)8時15分～17時15分

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

令和5年4月1日～令和6年3月31日

契約更新の可能性あり（条件あり） 45060-  683131
（フルタイム） 変形（1ヶ月単位）

月給 7時00分～19時00分の間の 普通自動車運転免許
8時間程度

雇用期間の定めなし

40120- 4879631
（フルタイム） 変形（1ヶ月単位） 登録販売者（一般医薬品）

月給 9時00分～22時00分の間の

8時間程度 普通自動車運転免許
雇用期間の定めなし

40120- 4926931
（フルタイム） 変形（1ヶ月単位）

月給 (1)8時30分～17時45分 普通自動車運転免許
(2)15時30分～0時00分

雇用期間の定めなし

又は8時30分～0時00分の

40150- 2110031 間の8時間程度

（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 普通自動車運転免許
雇用期間の定めなし (3)9時30分～18時30分

45010- 4989331
（フルタイム） 交替制あり

月給 (1)8時30分～17時30分 普通自動車運転免許
(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

45010- 4994531
（フルタイム） 交替制あり 臨床心理士

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 精神保健福祉士

雇用期間の定めなし (3)9時30分～18時30分

45010- 4995431 普通自動車運転免許
（フルタイム） 変形（1ヶ月単位） 調理師

月給 (1)5時00分～14時00分

(2)6時30分～15時30分

雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）

～令和5年3月31日

契約更新の可能性あり（条件あり） 45010- 5044331
（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5年3月31日

契約更新の可能性あり（条件あり） 45010- 5049831
（フルタイム） 交替制あり

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

45060-  654531
（フルタイム） 大型自動車免許

月給 (1)8時00分～17時00分

雇用期間の定めなし ◆大型自動車免許取得支援制度あり

45060-  656731 普通自動車運転免許
（フルタイム） コンクリート技士・コンクリート主任技士

月給 (1)8時00分～17時00分

雇用期間の定めなし コンクリート診断士あれば尚可

45060-  657331 普通自動車運転免許
（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 マニュアル車運転可能な方尚可

45060-  658631
（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

45060-  659931
（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
１級建築施工管理技士

雇用期間の定めなし

45060-  660231 普通自動車運転免許（AT限定不可）

◎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

59歳
以下

220000

宮崎県児湯郡都農町大字川北４８８４
330000

雇用・労
災・健康・
厚生

59歳
以下

170000

宮崎県児湯郡都農町大字川北４８８４
265000

土木・建築・水道技術職【ト
ライアル併用求人】

株式会社　河北 ○公共（国、県）工事を中心とした
現場管理補助等業務全般
・現場作業
・書類の作成

雇用・労
災・健康・
厚生

39歳
以下

170000

宮崎県児湯郡都農町大字川北４８８４
270000

土木・建築・水道技術者 株式会社　河北 ○公共（国、県）工事を中心とした
現場管理等業務全般。
・役所や業者との打ち合わせ
・現場での指揮監督
・書類の作成

雇用・労
災・健康・
厚生

59歳
以下

190000
宮崎県児湯郡都農町大字川北５８４３
－５　「生コン工場」

235000

技術総合職（生コンクリート
の製造・検査・納品）

株式会社　河北 ○生コンクリートの製造から納品に
至るまで、業務全般に携わっていた
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・健康・
厚生

59歳
以下

170000
宮崎県児湯郡都農町大字川北５８４３
－５「生コン工場」

270000

建設作業員【トライアル併用
求人】

株式会社　河北 ○主に土木現場の作業全般に携わっ
て頂きます。
・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

177000
宮崎県西都市大字妻１５１８－１「エ
リシオン聖陵」内厨房

207000

調理員／（有料老人ホーム） 株式会社　丸喜　さくらの里 ・住宅型有料老人ホームさくらの里
での入所者への食事提供。（利用者
最大４０名）
・調理、盛り付け、配膳、調理室の
衛生管理等、食事にかかわる業務全
般。

雇用・労
災・健康・
厚生

59歳
以下

150000
宮崎県児湯郡川南町大字平田９１１－
６

200000

生コンクリート運転手　≪急
募≫

株式会社　河北 ・運搬作業（西都、児湯地区のみ）
・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

175000
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

200000

調理師（準社員）／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。
・調理業務全般、盛り付け、配膳、
洗浄、清掃、納入業者対応、他を
行って頂きます。
提供食数　６０食程度

雇用・労
災・健康・
厚生

不問

177000
宮崎県西都市大字岩爪１６４５「との
こおり荘」内厨房

207000

調理師（準社員）／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。
・調理業務全般、盛り付け、配膳、
食器洗浄、清掃、食材納入業者の対
応をしていただきます。

＊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

175000
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

200000

株式会社　祐脩 ＊発達に問題を抱えた学齢児へ、発
達段階に応じた支援を行います。
・支援に関する管理業務、会議運
営、職員指導

雇用・労
災・健康・
厚生

59歳
以下

株式会社　ドラッグストアモ
リ
宮崎県児湯郡高鍋町大字北高鍋２６１
７－１　ドラッグストアモリ　高鍋東
店　　勤務先応相談（仕事内容を参
照）

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

250000

児童指導員／まーぶる　クラ
ブ

株式会社　祐脩

児童発達支援管理責任者／サ
ポートセンター　なちゅれ

287000

保育士／まーぶる　クラブ 株式会社　祐脩 ＊発達に問題を抱えた学齢児への支
援を行ないます。
・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

64歳
以下

204000

305000

販売員（正・高鍋東店・地域
専任職）

○ドラッグストアの接客・販売・品
出し・売場管理
＊経験者大歓迎。今までの経験を活
かし早期キャリアアップ可能です。

自分の好きな分野のスペシャリスト
に！
家電・アパレル・インテリア・化粧
品・医薬品のマネジメントをお任せ
します。

雇用・労
災・健康・
厚生

64歳
以下

株式会社　トライアルカンパ
ニー

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」※在籍出向

160000

雇用・労
災・健康・
厚生

35歳
以下

株式会社　トライアルカンパ
ニー

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」※在籍出向

203000

375000

登録販売者【正】／（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

雇用・労
災・健康・
厚生

不問

165600
宮崎県児湯郡新富町富田西３丁目１７
番地

174800

店舗マネージャー【正】／
（４６３都農店）

調理師 社会福祉法人清流福祉会　上
富田保育園

○職員、園児　８０食程度の調理業
務全般。
・昼食と手作りおやつ作り
・厨房衛生管理
・その他、付随業務

児童発達支援管理責任者（更新研
修修了者を含みます。）必須

小中高教諭、幼稚園教諭、児童指
導員任用資格を満たす方

２級建築施工管理技士、１級・２
級管工事施工管理技士



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

2月17日(金）号

（フルタイム） 変形（1ヶ月単位） 調理師
月給 (1)7時30分～16時00分

(2)8時30分～18時00分

雇用期間の定めなし (3)7時00分～11時00分

45060-  661531
（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）

～令和5年3月31日

契約更新の可能性あり（条件あり） 45060-  665631
（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-  666931
（フルタイム） 変形（1年単位）

月給 (1)7時10分～17時00分

(2)7時10分～16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 社用車：２トントラックＭＴタイプ

45060-  667131
（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)19時00分～4時00分

(2)21時00分～6時00分

雇用期間の定めなし (3)0時00分～9時00分

45060-  670431 普通自動車運転免許
（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-  671731
（フルタイム）

月給 (1)8時30分～17時45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） 40150- 2046631
（フルタイム） 変形（1ヶ月単位） 栄養士

月給 (1)8時00分～17時00分 管理栄養士
(2)9時00分～18時00分

雇用期間の定めなし

45010- 4847731
（フルタイム） 変形（1ヶ月単位） 栄養士

月給 (1)8時00分～17時00分 管理栄養士
(2)10時00分～19時00分

雇用期間の定めなし

45010- 4859131
（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 管理栄養士

雇用期間の定めなし

45010- 4872731
（フルタイム） 変形（1ヶ月単位） 栄養士

月給 (1)9時00分～18時00分 管理栄養士

雇用期間の定めなし

45010- 4881331
（フルタイム） 交替制あり 歯科衛生士

月給 (1)9時00分～20時00分

(2)9時00分～18時00分

雇用期間の定めなし (3)9時00分～12時00分

45060-  642131
（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-  643031
（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

45060-  644831
（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ヶ月以上）

令和5年4月1日～令和5年8月31日

契約更新の可能性なし 45060-  645231

◎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

40歳
以下

170000
宮崎県児湯郡都農町大字川北１４７８
５－８

180000

茶工場作業員 児湯農業協同組合 ○お茶の生葉（なまは）を手作業で
トラックから降ろす作業が主になり
ます。
・工場内清掃
・お茶の袋詰め作業
・お茶の出荷作業

雇用・労
災・健康・
厚生

不問

172800
宮崎県児湯郡高鍋町大字南高鍋１０２
６２番地「ティーファクトリー」

172800

雇用・労
災・健康・
厚生

59歳
以下

160000

宮崎県西都市妻町１丁目５６
180000

工業用ゴムベルト取替え・搬
送機器機械器具設置

株式会社　昭和テクノコンベ
ヤ

工業用ゴム製品、主にベルトコンベ
ヤのベルトエンドレス取替え・コン
ベヤ機器の機械器具設置を行ってお
ります。
県内の事業所へ行き作業します。

雇用・労
災・健康・
厚生

30歳
以下

170000
宮崎県児湯郡都農町大字川北１４７８
５－８

200000

一般事務 株式会社　昭和テクノコンベ
ヤ

・伝票作成、請求書などの発行（専
用ソフト使用）
・お客様からの問い合わせメールや
電話の対応
・書類作成、ファイリング

雇用・労
災・健康・
厚生

59歳
以下

185000
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

栄養士・管理栄養士（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

病院給食管理を行ってもらいます。
　食数管理、食事変更、納入業者対
応、配膳確認、書類作成
　

雇用・労
災・健康・
厚生

59歳
以下

185000
宮崎県西都市大字調殿１０１０「西都
病院」内厨房

220000

歯科衛生士 上山歯科医院 ○歯科衛生士業務全般
・歯科医師の指示のもと歯科診療、
治療の補助業務
・診療報酬補助業務

雇用・労
災・健康・
厚生

59歳
以下

185000
宮崎県児湯郡高鍋町大字北高鍋３２２
５「なでしこ園」内厨房

220000

栄養士・管理栄養士（正社
員）／うからの里

富士産業株式会社　大分事業
部　宮崎営業所

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

185000
宮崎県西都市大字右松３２９２－３３
「うからの里」内厨房

220000

栄養士・管理栄養士（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


販売員（高鍋東店）（準社
員）

＊ドラッグストア店舗での販売業務
　・店舗での販売する商品の商品出
し、補充
　・陳列棚の整理

雇用・労
災・健康・
厚生

不問
株式会社　ドラッグストアモ
リ

宮崎県児湯郡高鍋町大字北高鍋２６１
７－１　ドラッグストアモリ　高鍋東
店

151200

151200

栄養士・管理栄養士（正社
員）／なでしこ園

富士産業株式会社　大分事業
部　宮崎営業所

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

40歳
以下

170000
宮崎県児湯郡新富町大字日置２９３０
番地

190000

雇用・労
災・健康・
厚生

45歳
以下

171000
宮崎県児湯郡高鍋町大字北高鍋２３７
２－１

201000

捕鳥作業員 有限会社　西弘 ○各農場の養鶏を深夜に捕えてカゴ
に入れ、運搬車両に積み込む。
＊一台のトラックに３００カゴ程積
み込む。

雇用・労
災・健康・
厚生

18歳
～64
歳 211200

宮崎県児湯郡高鍋町大字北高鍋２７０
７－４

211200

製造職 児湯養鶏農業協同組合 ○鶏卵製品の製造業務
　・鶏卵のライン作業（流れ作業で
はありません）
　・農場からきた鶏卵を機械にセッ
ト、パック詰め等

雇用・労
災・健康・
厚生

18歳
以上

162000
宮崎県児湯郡高鍋町大字北高鍋２４０
９－１

259200

電気通信誘導警備員（正社
員）／高鍋営業所

株式会社　ＮＰＫ　高鍋営業
所

○ＮＴＴ、九電における車両及び歩
行者等の安全を守る業務です
○その他、付随業務


雇用・労
災・健康・
厚生

18歳
～64
歳 162000

宮崎県児湯郡高鍋町大字北高鍋２４０
９－１

259200

市場職員 株式会社　児湯青果地方卸売
市場

◯生産者の畑から農産物をセリ市場
へ運搬作業。
・市場で農産物をフォークリフト使
用や手積み・手降ろしで農産物ごと
に所定場所に置きます。

調理 医療法人　忠恕会　内田医院 ・職員の食事作り
・医院の雑務作業
・その他、付随業務

＊詳細は面接時に説明します。


雇用・労
災・健康・
厚生・財形

59歳
以下

147000

宮崎県児湯郡高鍋町大字北高鍋７８４
160000

電気通信誘導警備員（契約社
員）／高鍋営業所

株式会社　ＮＰＫ　高鍋営業
所

○ＮＴＴ、九電における車両及び歩
行者等の安全を守る業務です
○その他、付随業務


資格がなくても応募できます（※
仕事内容欄参照）



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

2月17日(金）号

（フルタイム） 交替制あり

月給 (1)8時00分～17時00分 普通自動車運転免許

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-  647431
（フルタイム） 株式会社　さくらんぼ 変形（1ヶ月単位） 介護福祉士

月給 (1)7時00分～16時00分 介護支援専門員（ケアマネージャー）
(2)8時00分～17時00分

雇用期間の定めなし (3)9時30分～18時30分

45060-  652831
（フルタイム） 理容師

月給 (1)9時00分～18時00分 美容師

雇用期間の定めなし

普通自動車運転免許
40010-10535631

（フルタイム） 理容師
月給 (1)9時00分～18時00分 美容師

雇用期間の定めなし 普通自動車運転免許

40010-10536931
（フルタイム） 理容師

月給 (1)9時00分～18時00分 美容師

雇用期間の定めなし 普通自動車運転免許

40010-10538031
（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-  627031
（フルタイム） 変形（1ヶ月単位） 准看護師

月給 (1)7時30分～17時00分

(2)8時30分～18時00分

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） (3)9時00分～18時30分

契約更新の可能性あり（条件あり） 45060-  630731
（フルタイム） 変形（1ヶ月単位） 看護師

月給 (1)7時30分～17時00分

(2)8時30分～18時00分

雇用期間の定めなし (3)9時00分～18時30分

45060-  631331
（フルタイム） 変形（1ヶ月単位） 看護師

月給 (1)7時30分～17時00分

(2)8時30分～18時00分

雇用期間の定めなし (3)9時00分～18時30分

45060-  632631
（フルタイム） 変形（1ヶ月単位） 准看護師

月給 (1)7時30分～17時00分

(2)8時30分～18時00分

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） (3)9時00分～18時30分

契約更新の可能性あり（条件あり） 45060-  633931
（フルタイム）

月給 (1)7時30分～17時00分

普通自動車運転免許（AT限定不可）
雇用期間の定めなし 社用車：ＭＴタイプ

45060-  635031
（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-  637231
（フルタイム） 変形（1ヶ月単位） 保育士

月給 (1)6時30分～15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） (3)13時00分～22時00分

～令和6年3月31日

契約更新の可能性あり（原則更新） 45060-  640631
（フルタイム） 変形（1ヶ月単位） 保育士

月給 (1)6時30分～15時30分

(2)8時00分～17時00分

雇用期間の定めなし (3)13時00分～22時00分

45060-  641931

◎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。

180000

203300
宮崎県西都市有吉町２丁目２２－２
『西都児湯医療センター託児所』

220000

雇用・労
災・健康・
厚生

142800

宮崎県西都市小野崎１丁目１８番地
164900

雇用・労
災・健康・
厚生

160000

保育士（常勤） 地方独立行政法人　西都児湯
医療センター

○西都児湯医療センター託児所（従
業員専用）での保育業務全般。
・小学校就学前の児童７時～２２時
まで預かり　：毎日平均５名程度

雇用・公
災・健康・
厚生

59歳
以下

保育士（非常勤） 地方独立行政法人　西都児湯
医療センター

○西都児湯医療センター託児所（従
業員専用）での保育業務全般。
・小学校就学前の児童７時～２２時
まで預かり：毎日平均５名程度

造園作業員 有限会社　黒木造園 ○公共機関から民間までの造園作
業。
・剪定作業、道路等の草刈り（草刈
り機使用）
・片づけ作業。
・その他、付随業務

不問

157504
宮崎県西都市有吉町２丁目２２－２
『西都児湯医療センター託児所』

157504

不問

161700

宮崎県西都市聖陵町１丁目７２番地
173250

雇用・労
災・健康・
厚生

事務及び現場管理 児湯広域森林組合 ○森林整備（造林保育）の依頼を受
け、提案（見積）から実施し、補助
申請業務を行う。
○森林整備実施の際の現場管理、作
業員への指示

雇用・労
災・健康・
厚生

30歳
以下

雇用・労
災・健康・
厚生

准看護職（鈴山荘） 社会福祉法人　弘成会　新富
希望の里

○利用者の看護業務全般。（利用者
８８名）
・食事介助、入浴介助、排泄介助等
・健康管理全般業務（血圧測定、検
温等）

雇用・労
災・健康・
厚生

不問

正看護職（鈴山荘） 社会福祉法人　弘成会　新富
希望の里

○利用者の看護業務全般。（利用者
８８名）
・食事介助、入浴介助、排泄介助等
・健康管理全般業務（血圧測定、検
温等）

宮崎県児湯郡高鍋町大字上江６９５６
－２特別養護老人ホーム鈴山荘

62歳
以下

190000
宮崎県児湯郡高鍋町大字上江６９５６
－２特別養護老人ホーム鈴山荘

230000

190000
宮崎県児湯郡新富町大字下富田６２９
－５

230000

宮崎県西都市大字岡富１５００番地
243000

正看護職（しんとみ希望の
里）

社会福祉法人　弘成会　新富
希望の里

○利用者の看護業務全般。（利用者
５４名）
・食事介助、入浴介助、排泄介助等
・健康管理全般業務（血圧測定、検
温等）

雇用・労
災・健康・
厚生

62歳
以下

准看護職（しんとみ希望の
里）

社会福祉法人　弘成会　新富
希望の里

○利用者の看護業務全般。（利用者
５４名）
・食事介助、入浴介助、排泄介助等
・健康管理全般業務（血圧測定、検
温等）

食肉製造職／オープニングス
タッフ募集

株式会社ＳＥミート宮崎 ◆新規事業所オープニングスタッフ
募集（令和５年４月予定）
○国産牛肉を成形し、真空パック、
包装箱詰め発送をする仕事です・国
産牛の解体処理

雇用・労
災・健康・
厚生

59歳
以下

不問

160000
宮崎県児湯郡新富町大字下富田６２９
－５

180000

200000

不問

雇用・労
災・健康・
厚生

不問

180000
宮崎県東諸県郡国富町、綾町、新富
町、高鍋町

500000

福祉理容師　福祉美容師
（正）

株式会社　シルバーサポート
ジャパン

個人宅・病院・デイサービスセン
ター・老人保健施設・福祉施設など
に訪問し、理美容サービスを提供す
る社会貢献度の高いお仕事です。

雇用・労
災・健康・
厚生

不問

180000
宮崎県日向市、美郷町、西米良村、椎
葉村

500000

福祉理容師　福祉美容師
（正）

株式会社　シルバーサポート
ジャパン

介護職【五感リハビリデイ
サービスひなた】

○入居者、利用者の健康管理
○受診、利用者の健康管理
◯利用者様の食事、排泄、掃除等の
介助等
○介護記録の入力

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高河原
３１７１－１「五感リハビリデイサー
ビスひなた」

180000
宮崎県西都市、木城町、川南町、都農
町

500000

個人宅・病院・デイサービスセン
ター・老人保健施設・福祉施設など
に訪問し、理美容サービスを提供す
る社会貢献度の高いお仕事です。

雇用・労
災・健康・
厚生

163000

175000

福祉理容師　福祉美容師
（正）

株式会社　シルバーサポート
ジャパン

個人宅・病院・デイサービスセン
ター・老人保健施設・福祉施設など
に訪問し、理美容サービスを提供す
る社会貢献度の高いお仕事です。

雇用・労
災・健康・
厚生

不問

161280

宮崎県西都市大字南方３４００番地２
161280

店内スタッフ ファミリーマート　西都穂北
店

・商品陳列、販売、レジ接客、発
注、清掃等
・その他、付随業務
＊詳細については面接時に説明。



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)9時00分～17時00分 普通自動車運転免許
(2)16時30分～0時00分

雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）

又は9時00分～0時00分の

契約更新の可能性あり（条件あり） 40190- 1516131 間の7時間程度

（パートタイム） フォークリフト運転技能者
時給 (1)6時00分～8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） 45060-  686231

（パートタイム）

時給 (1)9時00分～12時30分

雇用期間の定めなし

45060-  687531

（パートタイム）

時給 (1)9時00分～13時00分

(2)10時00分～15時00分 普通自動車運転免許
雇用期間の定めなし (3)13時00分～17時00分

又は8時00分～17時00分の

45060-  691131 間の6時間程度

（パートタイム）

時給 (1)8時30分～16時30分

(2)9時00分～15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-  674931

（パートタイム） 変形（1ヶ月単位）

時給 (1)7時00分～16時00分

(2)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 (3)10時00分～19時00分 ＊無資格者でも応募可

45060-  675131

（パートタイム） 交替制あり

時給 (1)8時00分～12時00分

(2)13時00分～17時00分

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） (3)8時00分～17時00分

令和5年3月21日～令和6年3月20日

契約更新の可能性あり（原則更新） 45060-  677831

（パートタイム）

時給 (1)10時00分～16時00分

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

契約更新の可能性あり（原則更新） 45060-  681631

（パートタイム）

時給 (1)7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（原則更新） 45060-  682931

（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（４ヶ月未満）

～令和5年3月31日 又は8時00分～20時00分の

契約更新の可能性あり（条件あり） 45060-  684031 間の4時間程度

（パートタイム） 看護師
時給 (1)9時00分～13時30分 准看護師

雇用期間の定めなし 普通自動車運転免許

45060-  685831

（パートタイム） 交替制あり

時給 (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

45060-  655431

（パートタイム） 調理師
時給 8時30分～18時00分の間の

4時間以上

雇用期間の定めなし

45060-  662431

◎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

宮崎県児湯郡高鍋町大字北高鍋７８４
950

労災

59歳
以下

900

宮崎県児湯郡川南町大字平田９１１－
６

1000

調理 医療法人　忠恕会　内田医院 ・職員の食事作り
・医院の雑務作業
・その他、付随業務


労災

59歳
以下

1034

宮崎県西都市大字妻１５１８－１
1234

調理員／（有料老人ホーム） 株式会社　丸喜　さくらの里 ・住宅型有料老人ホームさくらの里
での入所者への食事提供。
（利用者最大４０名）
・調理、盛り付け、配膳、調理室の
衛生管理等、食事にかかわる業務全
般。

労災

不問

853

宮崎県児湯郡川南町大字川南１３５９
３番地１

880

通院介助員 株式会社　アイケア（エリシ
オン聖陵）

○主に施設入所者の通院介助業務
○薬の管理等
○社用車（普通車ワンボックス：Ａ
Ｔ車）の運転をお願いすること　が
あります。


雇用

64歳
以下

1074

宮崎県西都市大字妻１５１８－１
1115

書籍部門 株式会社　エーコープみやざ
き　Ａコープ川南店

○書籍部門における業務
・本および付随商品の陳列
・レジ打ち
・発注
・商品管理

雇用・労災

不問

1074

宮崎県西都市大字妻１５１８－１
1115

介護職員 株式会社　アイケア（エリシ
オン聖陵）

〇老人ホーム（定員５０名）での介
護に関する業務
　・食事、入浴、排せつ等の援助
　・その他、付随業務

雇用・労災

不問

855

宮崎県児湯郡高鍋町大字上江２０７番
地

855

入浴介助員 株式会社　アイケア（エリシ
オン聖陵）

〇老人ホームでの入浴介助に関する
業務
・午前中は３人体制です。（主に寝
たきり利用者の入浴介助をします）
・午後は１対１での入浴介助になり
ます。

雇用・労災

64歳
以下

963

宮崎県児湯郡都農町大字川北６２１９
番地４２

1051

清掃員（病院内） 医療法人　宏仁会　海老原総
合病院

○院内の清掃業務。
・院内通路・フロア・病室・男女ト
イレ・ゴミ搬出等
・その他、付随業務

＊詳細については面接時に説明させ
ていただきます。


雇用・労
災・健康・
厚生

不問

853

宮崎県児湯郡木城町大字椎木３５８２
番地１

900

介護業務（パート　夜勤な
し）

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、入浴の介助、トイレの介助、
食事作り、レクレーション活動、その他日
常生活上の　お世話をしています。

雇用・労災

59歳
以下

853

宮崎県西都市大字下三財８０５５
853

農産物の加工及び食品加工：
木城町

株式会社　ドライアップジャ
パン

○農産物を、洗浄から袋詰めまでの
加工全般。（洗浄、カット、乾燥、
焙煎、粉砕、袋詰め）
○ドライフルーツ、ふりかけ、だし
の製造。

雇用・労災

不問

853

853

工場スタッフ 協栄木材株式会社　西都出張
所

・木材の製材品生産に関する業務
（機械のオペレーター業務、検品作
業、加工など）
・製品出荷に関する業務（仕分け選
別、結束、フォークリフト操作な
ど）

労災

不問

1200

宮崎県西都市大字右松５２８－１
1200

清掃作業（養護老人ホーム
もくせい苑）／月・水・金

○特別養護老人ホーム　鈴山荘での
清掃業務全般
・掃き掃除、掃除機架け、トイレ清
掃等
・その他、付随業務


労災

64歳
以下

株式会社　児湯ビルサービス

宮崎県児湯郡高鍋町大字上江６９５６
－２『養護老人ホーム　もくせい苑』

900

宮崎県児湯郡川南町大字川南１３８９
０

1100

早朝仕分作業 ヤマト運輸　株式会社　西都
営業所

・配達荷物をコース毎に分ける仕事
・行き先毎に端末に入力する仕事
（タッチパネル）
・その他、付随業務


年齢 仕事の内容

ホールスタッフ／川南町（ア
ルバイト・パート）

有限会社　久和 お客様対応・ドル箱運び・景品交
換・その他付随業務
パチンコ店での、ホールスタッフと
して勤めていただきます。接客から
カウンター業務まで、幅広いお仕事
をお願いします。

労災

18歳
以上

【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

2月17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】※ 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

2月17日(金）号

（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（４ヶ月未満）

～令和5年4月30日

契約更新の可能性あり（条件あり） 45060-  663731

（パートタイム）

時給 (1)15時00分～18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-  668031

（パートタイム） 交替制あり

時給 (1)9時00分～16時00分

(2)16時00分～23時45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） 45030-  835331

（パートタイム）

時給 (1)9時00分～13時00分

(2)14時00分～18時00分

雇用期間の定めあり（４ヶ月未満） (3)18時00分～22時00分

契約更新の可能性あり（条件あり） 40120- 4687131

（パートタイム）

時給 (1)9時00分～14時00分

普通自動車運転免許（AT限定不可）

雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）

～令和5年3月31日

契約更新の可能性あり（条件あり） 45010- 4858931

（パートタイム）

時給 18時00分～23時30分の

間の3時間以上 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（条件あり） 45060-  646531

（パートタイム）

時給 (1)9時00分～17時05分

(2)9時00分～15時35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-  648731

（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-  649331

（パートタイム） 交替制あり ホームヘルパー２級
時給 (1)7時00分～8時00分 ホームヘルパー１級

(2)17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

45060-  650131

（パートタイム） 保育士
時給 7時30分～18時00分の

間の4時間程度

雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）

～令和5年3月31日

契約更新の可能性あり（条件あり） 45060-  651031

（パートタイム） 理容師
時給 (1)9時00分～18時00分 美容師

雇用期間の定めなし 普通自動車運転免許
又は9時00分～18時00分の

40010-10549531 間の2時間以上

（パートタイム） 理容師
時給 (1)9時00分～18時00分 美容師

雇用期間の定めなし 普通自動車運転免許
又は9時00分～18時00分の

40010-10550331 間の2時間以上

（パートタイム） 理容師
時給 (1)9時00分～18時00分 美容師

雇用期間の定めなし 普通自動車運転免許
又は9時00分～18時00分の

40010-10555831 間の2時間以上

◎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

1300

宮崎県東諸県郡国富町、綾町、新富
町、高鍋町

2500

1300

宮崎県西都市、木城町、川南町、都農
町

2500

福祉理容師　福祉美容師 株式会社　シルバーサポート
ジャパン

個人宅・病院・デイサービスセン
ター・老人保健施設・福祉施設など
に訪問し、理美容サービスを提供す
る社会貢献度の高いお仕事です。

労災

不問

1300

宮崎県日向市、美郷町、西米良村、椎
葉村

2500

福祉理容師　福祉美容師 株式会社　シルバーサポート
ジャパン

個人宅・病院・デイサービスセン
ター・老人保健施設・福祉施設など
に訪問し、理美容サービスを提供す
る社会貢献度の高いお仕事です。

労災

不問

860

宮崎県児湯郡高鍋町大字北高鍋４６０
０番地（高鍋東小学校内）

860

福祉理容師　福祉美容師 株式会社　シルバーサポート
ジャパン

個人宅・病院・デイサービスセン
ター・老人保健施設・福祉施設など
に訪問し、理美容サービスを提供す
る社会貢献度の高いお仕事です。

労災

59歳
以下

1000
宮崎県児湯郡高鍋町大字持田字高河原
３１７１－１

1000

児童クラブ指導員 社会福祉法人　高鍋町社会福
祉協議会

○放課後児童クラブ内で、小学校低
学年（１～６年生）の健全育成　に
かかわる活動を行います。（７５人
前後：７人体制）
○児童の見守りが主となります。
○その他、付随業務

雇用・労災

不問

880

880

訪問介護へルパー／《事業拡
大に伴う急募》

株式会社　さくらんぼ ○訪問介護業務全般
◯施設（住宅型有料老人ホームひな
た）内の利用者様の食事、排泄、掃
除等の介助等
○その他、付随業務


雇用・労
災・健康・
厚生・財形

不問

870

宮崎県西都市大字茶臼原２９１－７
870

介護職【五感リハビリデイ
サービスひなた】

○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

労災

59歳
以下

宮崎県児湯郡高鍋町大字持田字高河原
３１７１－１「五感リハビリデイサー
ビスひなた」

株式会社　さくらんぼ

900

宮崎県西都市大字南方３４００番地２
1125

配送補助業務【急募】 アルバック機工　株式会社 真空ポンプ製造に伴う作業を行って
いただきます。
・配送補助（段ボール組立、梱包作
業）
・その他付随業務

雇用・労
災・健康・
厚生

不問

1000

宮崎県児湯郡新富町大字日置
1000

店内スタッフ ファミリーマート　西都穂北
店

・商品陳列、販売、レジ接客、発
注、清掃等
・その他、付随業務

＊詳細は、面接時に説明します

労災

18歳
以上

900

900

ルート配送（紹介予定派遣）
／児湯郡新富町

株式会社　ＴＭＫｃｏｒｐｏ
ｒａｔｉｏｎ

【お仕事内容】
・鶏卵のルート配送業務
・配送エリアは宮崎県内です。
・商品は１箱１０ｋｇ程度です。専
用の台車を使用して運んでいただき
ます。

雇用・労
災・健康・
厚生

18歳
以上

1100

宮崎県児湯郡川南町大字川南２０３３
６番地　西の丸　川南店

1375

店舗スタッフ（障）（４０５
新富店）

＊商品の品出し、陳列、
＊その他店舗内作業（棚作りなど）
●発注業務（端末を使用します）
●レジ業務・接客対応業務

雇用・労災

不問

株式会社トライアルストアー
ズ

宮崎県児湯郡新富町大字上富田字井ノ
木田３２３４番１『スーパーセンター
トライアル　新富店』

900

宮崎県児湯郡高鍋町大字北高鍋２３７
２－１

1000

パチンコ店ホールスタッフ
（西の丸川南店）

株式会社　西の丸 ・カウンター・ホール内でのお客様
へのサービス。
・明るく元気な挨拶と笑顔でお迎
え。
・遊技台の説明。
・清掃美化、駐車場の確認や点検業
務。

雇用・労災

不問

853

宮崎県児湯郡都農町大字川北岩山１４
６５２－２

853

集荷作業 株式会社　児湯青果地方卸売
市場

◯市場内での商品（野菜等）の
チェック。
◯野菜、果物の集荷業務。
○その他、付随業務
＊集荷エリア：西都、児湯、日向

労災

不問

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




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

2月17日(金）号

（パートタイム）

時給 (1)7時00分～11時00分

(2)8時00分～12時00分

雇用期間の定めあり（４ヶ月未満） (3)13時00分～17時00分

契約更新の可能性あり（条件あり） 40120- 4166731

（パートタイム） 登録販売者（一般医薬品）
時給 9時00分～22時00分の

間の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- 4222631

（パートタイム）

時給 (1)7時00分～11時00分

(2)12時00分～16時00分

雇用期間の定めあり（４ヶ月未満） (3)15時00分～21時00分

契約更新の可能性あり（条件あり） 40120- 4323231

（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（４ヶ月未満）

又は6時00分～11時00分の

契約更新の可能性あり（条件あり） 40120- 4332431 間の4時間程度

（パートタイム）

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- 4395931

（パートタイム）

時給 8時00分～17時00分の 普通自動車運転免許（AT限定不可）

間の6時間程度

雇用期間の定めなし

43030- 1722031

（パートタイム）

時給 8時30分～17時30分の

間の3時間以上

雇用期間の定めなし

45060-  628831

（パートタイム） 交替制あり

時給 (1)9時00分～16時00分

(2)16時00分～22時00分

雇用期間の定めなし

又は9時00分～22時00分の

45060-  629231 間の4時間程度

（パートタイム） 交替制あり 歯科衛生士
時給 (1)9時00分～12時00分

(2)15時00分～20時00分

雇用期間の定めなし (3)14時00分～18時00分

45060-  636831

（パートタイム）

時給 (1)13時00分～18時00分

(2)8時00分～17時00分

雇用期間の定めなし

45060-  638531

（パートタイム）

時給 (1)9時00分～16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5年4月1日～令和6年3月31日

契約更新の可能性あり（原則更新） 45060-  639431

（パートタイム） 有限会社　トータル美研 変形（1年単位）

時給 (1)18時30分～22時00分

雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）

～令和5年5月31日

契約更新の可能性あり（原則更新） 46010- 5940031

（パートタイム）

時給 (1)9時00分～16時00分

(2)10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：ＡＴタイプ）

45060-  625931

◎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。

宅地建物取引士（旧：宅地建物取
引主任者）

不動産管理／西都店 大平産業　株式会社 ◯公営住宅の管理
・賃貸物件の接客、事務処理、受付
・物件の写真撮影、データ入力等
・書類作成：専用ソフトへの入力：
パソコン使用

雇用・労
災・健康・
厚生

59歳
以下

950

宮崎県西都市大字妻１６６４－１
950

950

宮崎県児湯郡高鍋町大字上江８４３７
番地（高鍋町役場２Ｆ）

950

清掃スタッフ［児湯郡川南
町］

○食品工場内での清掃作業のお仕事
になります


雇用・労災

不問

860

宮崎県西都市大字三宅２２４７－４
860

一般事務 小丸川土地改良区 ○庶務及び経理業務（予算の支出管
理）
○下部組織である３水利組合の会計
事務
○電話対応など
○その他、付随業務

雇用・労
災・健康・
厚生

不問

労災

不問

1000

1500

宮崎県児湯郡川南町平田字元原６６５
５－５宮崎組合チキンフーズ株式会社

1200

宮崎県西都市妻町１丁目５６
1500

パンの製造・販売 やきたてパン工房　ｍｉｎｏ
ｒｕ

◯パンの製造補助業務全般
・パンの品出し
・食パンのスライス
◯レジ・接客業務
◯店内清掃

労災

不問

860

宮崎県児湯郡新富町大字日置２０３２
－１９

900

歯科衛生士 上山歯科医院 ○歯科衛生士業務全般。
・歯科医師の指示のもと歯科診療、
治療の補助業務。
・診療報酬補助業務
・歯科診療用具の滅菌、準備、器具
器材の管理。

労災

不問

860

宮崎県西都市大字岡富１５００番地
900

ホテル室内清掃　≪急募≫ 有限会社　サングループ 客室清掃をします。
その他付随業務

＊詳細は面接時説明します。
Ｗワーク（副業）：相談可

雇用・労
災・健康・
厚生

59歳
以下

853

宮崎県西都市大字下三財３４３６「宮
崎事業所」

1000

食肉製造職／オープニングス
タッフ募集

株式会社ＳＥミート宮崎 ◆新規事業所オープニングスタッフ
募集（令和５年４月予定）
○国産牛肉を成形し、真空パック、
包装箱詰め発送をする仕事です・国
産牛の解体処理

雇用・労
災・健康・
厚生

59歳
以下

1000

1000

運営サポートスタッフ（イン
ターネット事業部）

株式会社　全日本武道具セン
ター

ネットショップ関連の軽作業、発
送、パソコン入力作業等
商品準備、発送準備、パソコンでの
商品登録／管理などのサポートをし
ていただきます。


労災

不問

920

920

早朝担当（４０５新富店） ［主な業務］
　＊レジ業務
　＊商品の陳列
　＊商品の補充　など


労災

不問

株式会社トライアルストアー
ズ

宮崎県児湯郡新富町大字上富田字井ノ
木田３２３４番１『スーパーセンター
トライアル　新富店』

860

860

青果担当／（４０５新富店） ・野菜や果物のカット、パック詰め
・品出し、商品管理、値付け、値引
きシール貼り
・作業場の消毒清掃

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』

株式会社トライアルストアー
ズ

宮崎県児湯郡新富町大字上富田字井ノ
木田３２３４番１「スーパーセンター
トライアル新富店」

労災

不問

1000

1000

青果担当／（３８０西都店） ・野菜や果物のカット、パック詰め
・品出し、商品管理、値付け、値引
きシール貼り
・作業場の消毒清掃

労災

不問

株式会社トライアルストアー
ズ

宮崎県児湯郡新富町大字上富田字井ノ
木田３２３４番１『スーパーセンター
トライアル　新富店』

株式会社トライアルストアー
ズ

920

920

登録販売者（４０５新富店） ※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

精肉担当／（４０５新富店） ・精肉加工、パック詰め
・品出し、商品管理、値付け、値引
きシール貼り
・作業場の消毒清掃

労災

不問

株式会社トライアルストアー
ズ

宮崎県児湯郡新富町大字上富田字井ノ
木田３２３４番１「スーパーセンター
トライアル新富店」


