
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）
～令和5年3月31日
契約更新の可能性あり（条件あり） 45010- 2085531

（フルタイム） フレックス

月給 (1)9時00分～18時00分 普通自動車運転免許

雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）

契約更新の可能性あり（条件あり） 45010- 2141731
（フルタイム）

月給 (1)8時00分～17時00分

雇用期間の定めなし

45020-  428831
（フルタイム） 交替制あり

月給 (1)8時15分～17時15分

(2)8時45分～17時45分

雇用期間の定めなし (3)9時00分～18時00分

(4)8時45分～12時45分

45060-  278931
（フルタイム） 変形（1年単位） 二級自動車整備士

月給 (1)8時30分～17時30分 三級自動車整備士

雇用期間の定めなし 普通自動車運転免許(AT限定不可)

45060-  279131
（フルタイム） 変形（1年単位）

月給 (1)8時30分～17時30分 普通自動車運転免許(AT限定不可)

雇用期間の定めなし

45060-  280831
（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-  281231
（フルタイム） 変形（1ヶ月単位）

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-  285331
（フルタイム） 株式会社　作松　すみれ 交替制あり

月給 (1)5時30分～14時30分

(2)9時15分～18時15分

雇用期間の定めなし

45060-  286631
（フルタイム）

月給 (1)8時30分～18時00分 普通自動車運転免許

雇用期間の定めなし

45060-  287931
（フルタイム） 中型自動車免許

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 運搬業務におけるダンプ車運転のため

40010- 4059731
（フルタイム） 中型自動車免許

月給 (1)8時15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） 運搬業務におけるダンプ車運転のため

契約更新の可能性あり（原則更新） 40010- 4062031
（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

(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- 2071631
（フルタイム）

年俸制 (1)8時30分～18時00分

(2)8時30分～12時30分

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

契約更新の可能性あり（原則更新） 45060-  256231
（フルタイム） 変形（1ヶ月単位） 介護福祉士

月給 (1)8時30分～17時30分 介護職員実務者研修修了者
(2)7時00分～16時00分 介護職員初任者研修修了者

雇用期間の定めなし (3)10時00分～19時00分

(4)16時30分～9時30分 普通自動車運転免許
45060-  257531

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

雇用期間の定めなし 普通自動車運転免許

45060-  258431

◎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

事務業務／川南町 スタッフラインズ　株式会社 ・大手製品製造会社での製造事務の
お仕事です。
・データ入力や勤怠入力、電話対
応、ファイリングなどが主になりま
す。

雇用・労
災・健康・
厚生

不問

163200
宮崎県児湯郡川南町大字川南

163200

自動車板金・塗装 有限会社　アキスミ自動車 ・自動車の板金、塗装全般
・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

300000
宮崎県西都市大字鹿野田１１３６５―
１神楽酒造内アグリ館２階

300000

焼酎詰口衛生職（重要ボトリ
ング部門）（西都市）

神楽酒造　株式会社 ・お客様に高品質な焼酎をお届けす
るために、ボトルに詰める際の異物
混入防止や衛生管理対策を行いボト
リングをする製造工程の中で重要な
業務になります。（※女性も活躍し
ている職場です。）

雇用・労
災・健康・
厚生

59歳
以下 150000

宮崎県西都市大字鹿野田１１３６５番
地１『西都工場』

155000

医療事務 川原眼科 ・受付事務、会計
・レセプト業務
・診療介助
・電子カルテ入力
・片付け及び院内外清掃　

西都市地域創生　リモート
ワーカー育成プロジェクト企
画／運

株式会社　キャスター　宮崎
オフィス

コワーキングスペース＆カフェの企
画／運営
地域活性におけるコンサルティング
業務
その他、キャスターの新規事業に関
わる業務


雇用・労
災・健康・
厚生

45歳
以下 153000

宮崎県児湯郡新富町大字上富田３３４
０番地１

217000

自動車整備 有限会社　アキスミ自動車 ・自動車車検受験、一般整備、Ｃ
Ｄ、ＥＴＣ、ナビ等取り付け。
・車輌引取り、納車、洗車等
・その他、付随業務


雇用・労
災・健康・
厚生

64歳
以下 170000

宮崎県児湯郡川南町大字川南１９８３
４－１

200000

林業作業員 新名林業 ◯伐採作業
◯車両系重機運転（グラップル、プ
ロセッサー、キャリー）
・２ｔ、４ｔ、１０ｔトラックでの
運搬業務

雇用・労災
不問

163200
宮崎県児湯郡高鍋町大字上江６６５１
番地１７４

204000

交通誘導警備 全日警備 ○道路工事、建築現場、駐車場、イ
ベント会場等に於いて車輌、歩行者
を事故等から防止し、交通の円滑を
図ることを目的とした業務
・その他、付随業務

雇用・労
災・健康・
厚生

18歳
以上 170200

宮崎県西都市大字調殿１１０２－１

179000

雇用・労
災・健康・
厚生

64歳
以下 170000

宮崎県児湯郡川南町大字川南１９８３
４－１

200000

雇用・労
災・健康・
厚生

40歳
以下 168000

宮崎県児湯郡高鍋町大字南高鍋１００
３２－２

220000

し尿処理施設の運転維持管理
（正）／児湯郡新富町

水ｉｎｇ　株式会社　九州支
店

調理員 〇介護付有料老人ホームすみれ（入
居者４０名）での食事提供業務
・その他、付随業務



雇用・労
災・健康・
厚生

不問
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

161000
宮崎県児湯郡新富町大字日置９６５－
１２「新富町し尿処理施設　潮香苑」

250000

し尿処理施設のオペレーション業務
運転管理（運転操作、監視等）
保守管理（点検、小修繕など）
水質管理（監視、測定、分析など）
施設管理（清掃、施設営繕など）

雇用・労
災・健康・
厚生・財形

150000

150000

出荷・倉庫業務リーダー職候
補

株式会社　ヤミー・フードラ
ボ

・食品加工、袋詰作業の作業指示・
フォロー
・製品の在庫管理。
・倉庫内における入出庫作業
・在庫管理等の倉庫内オペレーショ
ン

18歳
～35
歳

180000
宮崎県児湯郡川南町大字川南１３６８
１－１「尾鈴クリニック」

290000

病院事務長 医療法人　隆徳会　鶴田病院

介護支援専門員／尾鈴クリ
ニック

し尿処理施設の運転維持管理
／児湯郡新富町

水ｉｎｇ　株式会社　九州支
店

雇用・労
災・健康・
厚生・財形

18歳
以上 200000

宮崎県児湯郡新富町大字日置９６５－
１２「新富町し尿処理施設　潮香苑」

290000

社会医療法人　善仁会　宮崎
善仁会病院

尾鈴クリニックにて利用者様のケア
マネジメントに従事していただきま
す。
・介護保険のサービスを利用する方
の相談、指導、支援業務による計画
作成などを行って頂きます。


雇用・労
災・健康・
厚生・財形

59歳
以下

し尿処理施設のオペレーション業務
運転管理（運転操作、監視等）
保守管理（点検、小修繕など）
水質管理（監視、測定、分析など）
施設管理（清掃、施設営繕など）

雇用・労
災・健康・
厚生・財形

不問

400000
宮崎県西都市御舟町１－７８

500000

介護士 株式会社　アイケア（エリシ
オン聖陵）

・老人ホーム入居者への生活援助及
び介護（定員５０床）
・食事介助、入浴介助、排泄介助、
レクリエーション等の援助

雇用・労
災・健康・
厚生

64歳
以下 179700

宮崎県西都市大字妻１５１８－１

190500

○鶴田病院・クリニックにおいて、
事務長としての業務を担当していた
だきます。
・レセプト請求・チェック業務
・カルテチェック業務

雇用・労
災・健康・
厚生

64歳
以下 197750

宮崎県西都市大字妻１５１８－１

224250

看護師：夜勤なし 株式会社　アイケア（エリシ
オン聖陵）

老人ホーム入居者（５０床）への健
康管理業務
・毎日の検温、薬の管理、バイタル
チェック等
・各医療機関との連携、通院同行

【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

1月20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

1月20日(金）

（フルタイム） 変形（1年単位）

月給 (1)7時30分～16時30分

(2)7時30分～11時30分

雇用期間の定めなし

45060-  264231
（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-  268331
（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-  269631
（フルタイム） 社会福祉士

月給 (1)8時30分～17時30分

普通自動車運転免許
雇用期間の定めなし

45060-  275731
（フルタイム）

月給 (1)8時30分～17時30分 普通自動車運転免許

雇用期間の定めなし 主任介護支援専門員　　　必須

45060-  276331
（フルタイム）

月給 (1)5時00分～14時00分

(2)6時00分～15時00分

雇用期間の定めなし (3)10時30分～19時00分

45060-  277631
（フルタイム） 保育士

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

46040-  776031
（フルタイム） 看護師

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

27020- 5315431
（フルタイム） 介護福祉士

月給 (1)16時30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-  238031
（フルタイム） ２級建築施工管理技士

月給 (1)8時00分～17時00分 二級建築士
１級建築施工管理技士

雇用期間の定めなし 資格取得支援制度あり
普通自動車運転免許(AT限定不可)

45060-  239831
（フルタイム） ２級土木施工管理技士

月給 (1)8時00分～17時00分

雇用期間の定めなし チェンソー　　　　あれば尚可
普通自動車運転免許(AT限定不可)

45060-  241731
（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

45060-  244931
（フルタイム） 変形（1ヶ月単位） ホームヘルパー２級

月給 (1)8時30分～18時00分 介護職員初任者研修修了者
(2)9時30分～19時00分 看護師

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） (3)17時00分～10時00分 ヘルパー１級、看護師（正又は准）　必須

契約更新の可能性あり（条件あり） 45060-  246031
（フルタイム） 歯科衛生士

月給 (1)9時00分～19時00分

(2)9時00分～16時00分

雇用期間の定めなし

45060-  247831
（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～17時00分

又は8時40分～17時40分

雇用期間の定めなし の間の6時間程度 ＊会社負担にて取得もできます。
普通自動車運転免許

45060-  251631
（フルタイム） 介護福祉士

月給 (1)8時30分～17時30分

普通自動車運転免許
雇用期間の定めなし

45060-  253131

◎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。

孵化業務【西都孵卵場】 株式会社　児湯食鳥 ○孵化業務全般。
・入荷した卵の目視確認
・ヒヨコのワクチン接種作業
・出荷前のヒヨコの確認作業

雇用・労
災・健康・
厚生・財形

59歳
以下 147853

宮崎県西都市大字清水１３８０（株）
児湯食鳥　西都孵卵場

147853

雇用・労
災・健康・
厚生

59歳
以下 230000

宮崎県西都市大字穂北８７０番地

280000

ゴム成型作業員【急募】 株式会社　マスオカ ・ゴムパッキンの成型
・ゴム材料裁断作業
・一般作業（製品の運搬、管理等）
・金型の運搬作業あり（１０Ｋｇ以
上の物もあります）

雇用・労
災・健康・
厚生

45歳
以下 165000

宮崎県西都市大字穂北８７０番地

215000

ゴム製品成形金型の設計・製
作　【急募】

株式会社　マスオカ ・Ｏリングを始めとした、ゴム製品
製造時に必要なプレス金型の設計、
製作
・既存金型の修正、追加工作業
・製造現場での不具合検証

雇用・労
災・健康・
厚生

59歳
以下 179000

宮崎県西都市御舟町２丁目６３

259000

主任介護支援専門員 社会福祉法人　信和会　特別
養護老人ホーム　幸楽荘

○西都市委託事業により西都市北地
区地域包括支援センターでの勤務と
なります。
・地域の医療、福祉、生活に関する
相談および対応

雇用・労
災・健康・
厚生

59歳
以下 179000

宮崎県西都市御舟町２丁目６３

259000

社会福祉士 社会福祉法人　信和会　特別
養護老人ホーム　幸楽荘

○西都市委託事業により西都市北地
区地域包括支援センターでの勤務と
なります。
・地域の医療、福祉、生活に関する
相談および対応

雇用・労
災・健康・
厚生・財形

59歳
以下 146200

宮崎県西都市御舟町１丁目９６番地

180000

保育士（育成サポート友遊
川南）

株式会社　常喜 ○障がい児福祉施設において、児童
の指導業務等全般に従事します

・知的発達障がい児の学童保育、発
達支援業務

雇用・労
災・健康・
厚生

不問

180000
宮崎県児湯郡川南町大字川南２３６１
２－２

250000

調理スタッフ（アライアンス
御船）

医療法人　隆徳会　鶴田病院 〇住宅型有料老人ホーム「アライア
ンス御船」での調理業務全般
（定員６０床）
・食事の準備・調理・後片付け
・

雇用・労
災・健康・
厚生

64歳
以下 240000

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

262000

夜勤専任介護職員（月９～１
１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・健康・
厚生

不問

175000
宮崎県西都市大字清水７９２番地１

239000

訪問看護師（デューン西都） 株式会社　Ｎ・フィールド 訪問看護業務
（服薬管理、服薬確認、健康相談、
生活援助、安否確認等）
勤務日１日あたりの訪問数は４～９
件

雇用・労
災・厚生不問

250000
宮崎県児湯郡新富町富田東１－１７

500000

作業員（林業、土木） 株式会社　真工業 ○林業及び土木作業を行っていただ
きます。
・はつり作業等
・その他、付随業務


雇用・労
災・健康・
厚生

不問

176000
宮崎県児湯郡都農町大字川北４７２９
－８

286000

現場監督【トライアル併用求
人】≪急募≫

株式会社　岩下建設 ◆新規事業拡大の為、急募
〇木造住宅工事の品質・原価・工
程・安全管理
〇材料発注、積算

59歳
以下 171787

宮崎県児湯郡高鍋町大字持田４４９９
番地１

186731

介護職員又は看護職員 株式会社　博愛　小規模多機
能ホーム　なぎのき

◯「小規模多機能ホーム　なぎの
き」での介護又は看護業務
　全般。
・送迎（社用車あり）
・レクレーション、清掃等

雇用・労
災・健康・
厚生

不問

160000
宮崎県児湯郡高鍋町大字南高鍋７１６
１番地１２

180000

製材工（機械操作員）《急
募》

有限会社　皆川ドライウッド ○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


59歳
以下 179000

宮崎県西都市小野崎２丁目３７番地
『たかみデンタルクリニック』

250000

漬物加工製造作業　【トライ
アル併用求人】

株式会社　宮崎農産 ○工場内での漬物加工製造業務全
般。
○将来的に段取り・指示等のライン
管理業務をして頂きます。
※フォークリフト・天井クレーン使
用の作業有。

雇用・労
災・健康・
厚生

45歳
以下 165000

宮崎県児湯郡木城町大字椎木８０１－
１

185000

歯科衛生士『たかみデンタル
クリニック』

医療法人　啓華会　たかみデ
ンタルクリニック

○歯科衛生士業務全般。
・歯科医師の指示をうけながら歯科
診療・治療補助業務。
・口腔内での作業や診療用器具の滅
菌・準備、器具器材の管理

59歳
以下 185000

宮崎県児湯郡川南町大字川南１９５６
８番地

205000

介護士（介護福祉士）：デイ
サービス　みのり

株式会社　ダイナリ ○デイサービスでの介護業務全般。
（利用者３０名）
・食事介助、入浴介助、排泄介助。
・レクレーション企画

＊フォークリフト資格がない方
は、会社負担で資格取得可

雇用・労
災・健康・
厚生

雇用・労
災・健康・
厚生

雇用・労
災・健康・
厚生



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

1月20日(金）

（フルタイム）
月給 (1)8時30分～17時30分 普通自動車運転免許

雇用期間の定めなし

45060-  254031
（フルタイム） 准看護師

月給 (1)8時30分～17時30分 看護師

雇用期間の定めなし 普通自動車運転免許

45060-  255831
（フルタイム）

月給 (1)15時30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- 1378431
（フルタイム） 変形（1ヶ月単位）

月給 (1)8時30分～17時30分

(2)6時00分～15時00分

雇用期間の定めなし

45010- 1658531
（フルタイム） 変形（1ヶ月単位） 理学療法士

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(AT限定不可)
雇用期間の定めなし

45010- 1668731
（フルタイム） 変形（1ヶ月単位） 普通自動車第二種免許

月給 (1)7時00分～17時00分

(2)8時00分～0時00分

雇用期間の定めなし (3)12時00分～2時00分

(4)18時00分～7時00分

45010- 1713431
（フルタイム） 変形（1ヶ月単位）

月給 (1)9時00分～20時00分

(2)20時00分～9時00分 普通自動車運転免許
雇用期間の定めなし

45010- 1751031
（フルタイム） 医療事務資格

月給 (1)8時30分～18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 又は8時30分～12時30分

の間の4時間

45060-  214831
（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-  216531
（フルタイム）

月給 (1)7時00分～18時00分

雇用期間の定めなし

45060-  232431
（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 土木施工管理技士（１級～２級）取得者優遇

普通自動車運転免許
45060-  234331

（フルタイム） 有限会社　ミキファーム
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

45060-  236931
（フルタイム） 有限会社　ミキファーム

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

45060-  237131
（フルタイム） 変形（1ヶ月単位）

月給 7時00分～19時00分の間 普通自動車運転免許
の間の4時間8時間程度

雇用期間の定めなし

40120- 1263731
（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8時間程度 普通自動車運転免許
雇用期間の定めなし

40120- 1292031

◎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。

介護職：デイサービス　みの
り

株式会社　ダイナリ ○デイサービスでの介護業務全般。
（利用者３０名）
・食事介助、入浴介助、排泄介助。
・レクレーション企画
・送迎と介助（自宅⇔デイ）

雇用・労
災・健康・
厚生

59歳
以下

175000
宮崎県児湯郡川南町大字川南１９５６
８番地

195000

59歳
以下

185000
宮崎県児湯郡川南町大字川南１９５６
８番地

255000

販売員（高鍋店）（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

165240
宮崎県児湯郡高鍋町大字北高鍋５０１
６番ドラッグストアモリ　高鍋店

165240

正又は准看護師：デイサービ
ス　みのり

株式会社　ダイナリ ○デイサービスでの看護・介護業務
全般。（利用者３０名）
・食事介助、入浴介助、排泄介助。
・送迎と介助（自宅⇔デイ）

医療事務 医療法人　隆徳会　鶴田クリ
ニック

○医療事務全般
・受付業務
・レセプト作成業務
・電子カルテ入力業務

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」

195000

理学療法士／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、訪問リハビリ業務

＊社有車あり
＊業務範囲は川南町、都農町、高鍋
町

雇用・労
災・健康・
厚生・財形

40歳
以下

205000
宮崎県児湯郡川南町大字川南１３６８
１－１「尾鈴クリニック」

270000

タクシー乗務員／新富営業所 宮児貸切自動車　株式会社 新富営業所でのタクシー乗務員の業
務を行っていただきます。
・全車カーナビ搭載　カーナビによ
る配車。

調理員／東米良診療所 社会医療法人　善仁会　宮崎
善仁会病院

・東米良診療所において病院給食調
理業務全般を担当していただきま
す。
・朝食、昼食、夕食共各１９人分の
調理業務を担当していただきます。
・簡単な献立と材料の発注を担当し
ていただきます。

18歳
～59
歳 150000

宮崎県児湯郡新富町大字上富田南４丁
目２２「新富営業所」

150000

総合職（正社員）／セコム宮
崎（都城・日南・小林・高
鍋）

セコム宮崎　株式会社 セコムグループのさまざまな事業領
域で活躍が期待される総合職の正社
員募集です。
まずは機械警備サービススタッフと
して勤務していただきます。

雇用・労
災・健康・
厚生・財形

18歳
～34
歳 194500

宮崎県都城市前田町１１－２「都城支
社」他

228450

和牛作業員 有限会社中林牧場宮崎児湯支
場

◆農場ＨＡＣＣＰを取得していま
す。
　初心者の方も歓迎！
○肉用和牛の飼養管理全般
　・和牛の餌、水やり
　・牛舎内外清掃

雇用・労
災・健康・
厚生

45歳
以下

170000
宮崎県児湯郡木城町大字椎木４８３

170000

パティシエ 菓子工房　Ｒｙｏｕｅｉ ・菓子製造の補助
・材料の計量、準備等
・販売、接客等
・その他、付随業務


40歳
以下

166200
宮崎県児湯郡高鍋町大字持田６３２１
－２

186200

雇用・労
災・健康・
厚生・財形

59歳
以下

146200
宮崎県西都市御舟町１－５５

180000

59歳
以下

190080

190080

カフェパティシエ ・パティシエ　（未経験でも可、多
少の経験者尚可）
・店内販売（簡単なレジ業務を含
む）
・その他、付随業務あり

＊詳細は、面接時に説明します

１．土木及び舗装作業者　又
は２．現場責任者

協和工業　株式会社 １．土木工事、舗装工事に関する作
業全般業務
（エリア：宮崎県内）
・その他付随業務


雇用・労
災・健康・
厚生

59歳
以下

宮崎県児湯郡高鍋町大字南高鍋８７５
１「ＭＩＫＩＦＡＲＭｃａｆｅＧＡＲ
ＤＥＮ」

207000
宮崎県児湯郡高鍋町大字持田６２９３
－３

322000

カフェパティシエ（フルタイ
ムパート）

・パティシエ　（未経験でも可、多
少の経験者尚可）
・店内販売（簡単なレジ業務を含
む）
・その他、付随業務あり


64歳
以下

203000

375000

店舗マネージャー【正】／
（４０５新富店）

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・医薬品などの接客販売・売場の
演出・各カテゴリー担当者のマネジ
メントをお任せします。

雇用・労
災・健康・
厚生

雇用・労
災・健康・
厚生

45歳
以下

株式会社　トライアルカンパ
ニー
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」※在籍出向

203000

375000

64歳
以下 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」※在籍出向

190080

190080

店舗マネージャー【正】／
（３８０西都店）

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・医薬品などの接客販売・売場の
演出・各カテゴリー担当者のマネジ
メントをお任せします。

車両系建設機械（整地・運搬・積込用及
び掘削用）運転技能者

宮崎県児湯郡高鍋町大字南高鍋８７５
１「ＭＩＫＩＦＡＲＭｃａｆｅＧＡＲ
ＤＥＮ」

株式会社　トライアルカンパ
ニー

雇用・労
災・健康・
厚生

雇用・労
災・健康・
厚生

その他

雇用・労
災・健康・
厚生

雇用・労
災・健康・
厚生



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

1月20日(金）

（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- 1514931

（フルタイム）

月給 (1)7時50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（原則更新） 45040-  555431

（フルタイム）

月給 (1)8時30分～18時00分

(2)8時30分～12時30分

雇用期間の定めなし

45060-  186431

（フルタイム） 交替制あり

月給 (1)9時00分～18時00分

(2)10時00分～19時00分

雇用期間の定めなし 又は11時00分～20時00分

の間の8時間程度

45060-  187731

（フルタイム） 株式会社　西都児湯くみあい葬祭

月給 (1)8時30分～17時00分 普通自動車運転免許(AT限定不可）

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 社用車：ＡＴ、ＭＴ両方あり

契約更新の可能性あり（条件あり） 45060-  189631

（フルタイム） 社会福祉士

月給 (1)9時00分～18時00分 精神保健福祉士

保育士
雇用期間の定めなし 教員免許（幼・小・中・高）　　　あれば尚可

普通自動車運転免許

45060-  192231

（フルタイム） 調理師

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-  196331

（フルタイム） 交替制あり 保育士

月給 (1)7時00分～16時00分

(2)8時15分～17時15分

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） (3)9時30分～18時30分

～令和6年3月31日

契約更新の可能性あり（条件あり） 45060-  204131

（フルタイム） 有限会社　佐藤ファーム

月給 (1)8時00分～18時00分

普通自動車運転免許
雇用期間の定めなし

45060-  205031

（フルタイム） 9時00分～14時00分の間

月給 の5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） 社用車は２ｔ車（ゲート付き）となります

契約更新の可能性あり（条件あり） 45060-  213031

（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20分～17時30分 介護福祉士

雇用期間の定めなし

45070-  149331

（フルタイム） 交替制あり 栄養士

月給 (1)5時30分～14時30分 管理栄養士

(2)8時00分～17時00分

雇用期間の定めなし (3)10時30分～19時30分

45010- 1513631

◎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。

不問

165888
宮崎県児湯郡新富町大字新田

165888

チキン南蛮、肉巻きおにぎりなどの
冷凍食品製造になります。


鶏・豚・牛肉の計量、袋詰め、梱包
を行ってもらいます。

雇用・労
災・健康・
厚生

64歳
以下

調理員（嘱託社員）／向陵台
（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を行って
いただきます。
（調理、盛付、配膳、洗浄、清掃
等）

＊朝食、昼食、夕食各４０食程度を
３名で提供します。


雇用・労
災・健康・
厚生

不問

146200
宮崎県西都市御舟町１－７８

宮崎県児湯郡新富町大字新田１７９５
５－４　又は
宮崎県高鍋町大字北高鍋８８番地４
プリエールやすらぎ高鍋式場

高鍋町大字南高鍋８４５９番地、高鍋
町大字南高鍋８２９３－７
新富町大字新田字浦田１９１５４－６

172800
宮崎県西都市右松３２９２－６５「住
宅型有料老人ホーム　向陵台」

207360

食品製造 株式会社　ハンドイン

180000

人材採用サポート事務／正社
員

株式会社　エスプールリンク
西都センター

薬剤補助 医療法人　隆徳会　鶴田病院 ○薬剤師補助者
・データ入力
・自動分割、分包機操作
・調剤管理、服薬指導の補助
・物品発注、電話対応
・室内、倉庫の整理整頓等

雇用・労
災・健康・
厚生・財形

59歳
以下

180000
宮崎県西都市大字右松２１１１番地

250000

◯当社が提供する「Ｏｍｕｓｕｂｉ
（オムスビ）」というサービスで企
業の人事部に代わって、応募者の問
合せ対応面接日程調整等を行って頂
きます。
◯管理システムへのデータ入力、応
募者からの電話、メール対応、報告
書作成が主な業務です。

葬祭業務 ○葬祭業務の受注、施行
・葬祭の司会、案内
・集金等
・葬祭に関わる全ての業務
・宿直、斎場葬儀における当番

雇用・労
災・健康・
厚生

不問

186000
宮崎県西都市大字下三財８１２４－８
「並木の里」

250000

保育士／契約職員 社会福祉法人　神誠福祉会
新町保育園

◯保育補助業務全般。
（園の規模：定員５０名）
○その他、付随業務

＊送迎バス乗車：なし
＊パソコン使用：なし

栄養士（正社員）／並木の里
（西都市）

日清医療食品　株式会社　南
九州支店　宮崎営業所

福祉施設での栄養士業務
・献立作成
・材料の発注
・食数の管理
・勤務管理等
・調理業務


児童指導員／オープニングス
タッフ募集

多機能型事業所　あおいろ ・お子さまへの療育支援
・活動（工作、おやつ作り）等の準
備
・イベント等の計画、実行
・活動記録の作成
・保護者様への引き継ぎやサポート
・送迎業務（社用車：ＡＴ車）

介護職：ミューズの朝西都
（雇用形態はパート）

社会福祉法人　報謝会 食事・排泄・入浴・ご利用者様の身
の回りのお世話
・夜勤業務はありません
・パソコン入力業務はありません
・業務詳細・その他は面接時に説明
致します


45歳
以下

不問

107500

64歳
以下

170000
宮崎県児湯郡高鍋町大字北高鍋７８７
番地２

210000

調理師（友愛館） 社会福祉法人　石井記念　友
愛社

○施設内での施設者・職員の食事づ
くり（朝食・昼食・夕食）の調理業
務全般。（人数７０名程度）
・材料切り込み、調理、盛り付け等
・食器等の準備、食器洗浄の一連の
作業があります。

不問

74歳
以下

200000

350000

ルート配送（９時～１４時）
／契約社員

児湯養鶏農業協同組合 ・スーパーや店舗への鶏卵のルート
配送業務＊配送エリア：宮崎県内
製品は１０キロ程度の重さになりま
す。
専用台車等で運びます。

養豚飼養管理 ・分娩舎、親豚・仔豚の飼養管理
・仔豚育成舎の飼養管理
・肥育豚の飼養管理
・母豚・雄豚の飼養管理
・農場の環境整備

雇用・労
災・健康・
厚生・財形

159061
宮崎県西都市大字岡富６５８－２
ミューズの朝　西都

167861

雇用・労災

107500
宮崎県児湯郡新富町大字日置２９３０
番地

雇用・労
災・健康・
厚生

その他

雇用・労
災・健康・
厚生

雇用・労
災・健康・
厚生

145530

145530

雇用・労
災・健康・
厚生

40歳
以下

雇用・労
災・健康・
厚生

不問

168056
宮崎県児湯郡新富町大字三納代１９０
４番地

168056

152280
宮崎県児湯郡木城町大字椎木６４４－
１

152280



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） 9時00分～18時00分の間 あん摩マッサージ指圧師

時給 の4時間程度

雇用期間の定めなし

45010- 2110631
（パートタイム） 歯科衛生士

時給 (1)8時30分～12時00分

(2)13時30分～17時30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～16時30分

の間の7時間程度

45060-  284731
（パートタイム） 交替制あり

時給 5時30分～18時15分の間

の4時間程度

雇用期間の定めなし

45060-  288131
（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- 1866431
（パートタイム）

時給 (1)8時30分～12時30分

雇用期間の定めなし

45010- 1930431
（パートタイム）

時給 (1)9時00分～15時00分

雇用期間の定めなし

45010- 1955531
（パートタイム） 栄養士

時給 (1)9時00分～15時00分

雇用期間の定めなし

45010- 1962231
（パートタイム）

時給 (1)18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） 45010- 2016131
（パートタイム） 宮崎トヨタ自動車　株式会社

時給 (1)9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（原則更新） 45010- 2044531
（パートタイム） 株式会社　西の丸 交替制あり

時給 (1)12時00分～16時30分

(2)12時00分～20時00分

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） (3)14時30分～22時30分

契約更新の可能性あり（原則更新） 45030-  324731
（パートタイム） 看護師

時給 (1)8時30分～12時00分 准看護師
理学療法士

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 作業療法士、介護福祉士

契約更新の可能性あり（原則更新） 45060-  259731
（パートタイム） 医療法人　隆徳会　鶴田病院 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

雇用期間の定めなし

45060-  261131
（パートタイム）

時給 (1)7時00分～16時00分 普通自動車運転免許

雇用期間の定めなし

45060-  262031
（パートタイム） 株式会社　児湯食鳥

時給 (1)8時00分～12時00分

雇用期間の定めなし

45060-  265531
（パートタイム）

時給 (1)17時00分～22時00分

雇用期間の定めなし

45060-  270031
（パートタイム）

時給 (1)8時00分～16時40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-  274431

◎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。

1000
宮崎県宮崎市吉村町江田原甲１８７番
地２４

1500

歯科衛生士 江藤歯科医院 ・歯科診療の補助、介助
・患者様への説明、衛生指導等
・外来、訪問歯科診療の補助、介助、
準備、片付け
・器具の消毒、滅菌

年齢 仕事の内容

（障）マッサージ師 訪問マッサージ　ライフアップ
治療院

○訪問マッサージです。
・施設やご自宅などに訪問して治療を
行っていただきます。
・楽しく利用者様と話しながら、マッ
サージして頂きます。


労災
不問

853
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

853

商品管理担当（４０５新富店） ○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

労災
不問

1300
宮崎県児湯郡高鍋町大字北高鍋１３６
－３

1300

調理員 株式会社　作松　すみれ 〇介護付有料老人ホームすみれ（入居
者４０名）での食事提供業務
・その他、付随業務



労災
不問

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

855
宮崎県児湯郡川南町大字川南１３６８
１－１「尾鈴クリニック」

1000

調理員／尾鈴クリニック 社会医療法人　善仁会　宮崎善
仁会病院

尾鈴クリニックにて

・調理業務
・通所リハビリテーション利用者の昼
食３０食を３名のシフト体制

労災
不問

900

900

事務（午前）／尾鈴クリニック 社会医療法人　善仁会　宮崎善
仁会病院

尾鈴クリニックにて

・受付業務
・医療事務　等

労災
59歳
以下

株式会社トライアルストアーズ

1000
宮崎県児湯郡川南町大字川南１３６８
１－１「尾鈴クリニック」

1200

高圧洗浄作業／新富町 三星ビル管理　株式会社 工場作業終了後に作業場の洗浄業務に
従事して頂きます。
・鶏フック用のチェーンベルトを高圧
洗浄
・作業場の床を高圧洗浄

労災
59歳
以下

900
宮崎県児湯郡川南町大字川南１３６８
１－１「尾鈴クリニック」

1000

栄養士／尾鈴クリニック 社会医療法人　善仁会　宮崎善
仁会病院

尾鈴クリニックにて
・献立、発注業務
・調理業務
・通所リハビリテーション利用者の昼
食３０食を３名のシフト体制

労災
59歳
以下

920

950

西の丸川南店（パチンコ店の接
客担当）

※パチンコの玉積みのない身体に優し
い環境です。
　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。

労災
不問

950
宮崎県児湯郡新富町大字新田４１８０
「宮崎サンフーズ　株式会社」

1050

自動車洗車 ・中古車を店頭に展示する前に車両外
装、内装をきれいに清掃します。
・一人作業ではなくグループとなって
高圧洗浄、エアーブロー、ブラシ、洗
剤などを使用して効率的に清掃作業を
行います。


雇用・労
災・健康・
厚生

不問
宮崎県児湯郡新富町大字上富田字中栗
野田６３７０番地１「宮崎トヨタグ
ループ総合物流センター」

宮崎県児湯郡川南町大字川南２０３３
６番地
西の丸　川南店

1034
宮崎県西都市大字妻１５１８－１

1234

調理補助（アライアンス御船） ○関連施設（有料老人ホーム定員６０
床）にて、調理補助業務に携わってい
ただきます。
・食事の盛り付け、配膳
・片付け、食器洗い

雇用・労災
18歳
以上

900

1125

機能訓練員 株式会社　アイケア（エリシオ
ン聖陵）

◎有料老人ホームにおける機能訓練◎

・老人ホーム（入居者定員５０名）に
おける、機能訓練全般
・施設レクリエーション等

労災
不問

宮崎県西都市御舟町１丁目９６番地
住宅型有料老人ホーム「アライアンス
御船」

1000
宮崎県西都市大字上三財２９０２

1250

孵化業務【西都孵卵場】 ○孵化業務全般
・入荷した卵の目視確認
・ヒヨコのワクチン接種作業
・出荷前のヒヨコの確認作業

雇用・労災
59歳
以下

900

900

建築作業及び養鶏作業 株式会社　ＫＡＯＲＵ　ＢＩＲ
Ｄ

・基本作業は、鶏の餌と水やり、難し
い事はないですが、建築の作業など手
伝ってもらいます。
★日給８，０００－１０，０００円
☆未経験可能

雇用・労災
不問

宮崎県西都市大字清水１３８０
（株）児湯食鳥　西都孵卵場

900
宮崎県児湯郡新富町富田２丁目４３－
１

900

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
59歳
以下

853

853

接客 居酒屋　いっぱち ◯店内での接客業務全般
・注文とり（手書き）、配膳、片付
け、食器洗い、レジ等
・会計票記入、備品補充等
・店内清掃（トイレ掃除は店主がしま
す）

労災
不問

雇用・労
災・健康・
厚生

不問

980
宮崎県児湯郡新富町大字日置２９３０
番地

980

【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

1月20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

1月20日(金）

（パートタイム） 交替制あり

時給 (1)14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

46040-  775131
（パートタイム）

時給 (1)22時00分～2時00分

雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）

契約更新の可能性あり（条件あり） 40120- 1718831
（パートタイム） 交替制あり

時給 8時00分～0時00分の間

の5時間程度

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

契約更新の可能性あり（原則更新） 45010- 1910131
（パートタイム） 変形（1ヶ月単位） 保育士

時給 (1)13時00分～18時00分 普通自動車運転免許
又は13時00分～18時30分

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） の間の4時間程度

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-  240431
（パートタイム）

時給 (1)8時00分～13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） (3)18時00分～21時00分

又は8時00分～19時00分

契約更新の可能性あり（原則更新） 45060-  242331 の間の5時間程度

（パートタイム） 原動機付自転車免許
時給 (1)10時00分～15時00分

又は10時00分～19時00分

雇用期間の定めあり（４ヶ月未満） の間の5時間程度

契約更新の可能性あり（原則更新） 45060-  243631
（パートタイム）

時給 (1)19時30分～22時00分

雇用期間の定めなし

45060-  245131
（パートタイム） 9時00分～18時30分の間 歯科衛生士

時給 の4時間程度

雇用期間の定めなし

45060-  250331
（パートタイム）

時給 (1)8時00分～12時00分

(2)9時00分～17時00分

雇用期間の定めなし 又は9時00分～17時00分

の間の4時間程度

45060-  252931
（パートタイム）

時給 (1)9時00分～17時00分

(2)16時00分～20時00分

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） (3)20時00分～23時00分

～令和5年3月31日

契約更新の可能性あり（原則更新） 13080- 5912831
（パートタイム）

時給 (1)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- 1495031
（パートタイム）

時給 (1)9時30分～13時30分

雇用期間の定めなし

45010- 1675431
（パートタイム） 変形（1ヶ月単位）

時給 (1)5時30分～14時00分

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

～令和5年9月30日

契約更新の可能性あり（条件あり） 45010- 1743031
（パートタイム） 変形（1ヶ月単位）

時給 (1)9時30分～18時30分

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

～令和5年9月30日

契約更新の可能性あり（条件あり） 45010- 1744831
（パートタイム） 変形（1ヶ月単位）

時給 (1)5時30分～14時30分

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

～令和5年9月30日

契約更新の可能性あり（条件あり） 45010- 1745231
（パートタイム） 変形（1ヶ月単位）

時給 (1)10時00分～19時00分

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

～令和5年9月30日

契約更新の可能性あり（条件あり） 45010- 1746531

◎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
宮崎県児湯郡川南町大字川南２３６１
２－２

1000

夜間担当（３８０西都店） ［主な業務］
　＊レジ業務
　＊商品の陳列
　＊商品の補充　など


指導員（育成サポート友遊　川
南）

株式会社　常喜 〇障がい児福祉施設において、児童の
指導、見守り業務等全般に従事しま
す。
・知的発達障がい児の知的発達支援業
務

雇用・労災
不問

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
宮崎県児湯郡高鍋町大字北高鍋５１５
０番地「オーパス高鍋店」

900

学童保育指導員（放課後児童指
導員）

社会福祉法人ひかり会　幼保連
携型認定こども園　
大きな家族こども園

○学童保育こどもの保育業務（送迎含
む）全般　
　・その他、付随業務


労災
18歳
以上

860

860

清掃スタッフ／オーパス高鍋店 株式会社　ＯＰＵＳ パチンコ店内、周辺の清掃、ごみの回
収などをお願いします。

＊難しい作業はありません。


労災
20歳
以上

950
宮崎県西都市大字右松５２８－１

1000

メール便ライダー ヤマト運輸　株式会社　西都営
業所

・メール便をバイクで配達します
・その他、付随業務
（エリア：西都市管内）


雇用・労災
不問

1000
宮崎県西都市大字岡富８９１－１

1100

宅急便の受付及び事務 ヤマト運輸　株式会社　西都営
業所

◯宅急便の受付ならびに簡単な事務作
業。
・宅配便表の確認等
・荷物の計量、計測
・レジ等

労災
不問

1500
宮崎県西都市大字妻１４４１番地

2000

歯科衛生士『たかみデンタルク
リニック』

医療法人　啓華会　たかみデン
タルクリニック

○歯科衛生士業務全般。
・歯科医師の指示を受けながら歯科診
療・治療補助業務。
・口腔内での作業や診療用器具の滅
菌・準備、機材器具の管理、Ｘ線撮影
の補助。

雇用・労災
不問

1000
宮崎県西都市大字右松５２８－１

1000

塾講師（理系） 有限会社　文理ゼミ ◯中学生・高校生の数学・理科の講師
業務。
（５名～１５名程度）
・指導業務、採点等

労災
不問

900
宮崎県児湯郡高鍋町大字南高鍋８７７
５番地

950

調理および接客／１０号高鍋店 日本マクドナルド　株式会社 マクドナルドでは多種多様な方（学
生、主婦（夫）、シニア、外国人等）
が多数活躍しています。写真付きのマ
ニュアルとカリキュラムに沿ったサ
ポートで安心してスタートできます。

雇用・労災
59歳
以下

1050
宮崎県西都市小野崎２丁目３７番地
『たかみデンタルクリニック』

1200

ハウス野菜栽培作業員（椎茸） 日野　正悟　（ひのキノコ園） ◯ハウス内での椎茸収穫作業。（ハウ
ス内は涼しいです）
◯収穫した椎茸を個数ごとにパック詰
め作業をして頂きます。

雇用・労災
不問

900

900

看護助手（パート）／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支援
業務
・入浴介助、トイレ介助、リハビリ補
助等支援業務
・レクリエーション活動、その他利用
者支援業務


労災
不問

900
宮崎県児湯郡高鍋町大字北高鍋２５７
９－２

900

サービスカウンター（４０５新
富店）

［主な業務］
＊ポイントカードの対応
＊商品券の対応
＊返品の受付処理
＊たばこ販売
＊接客業務

労災
不問

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

900
宮崎県西都市大字穂北５２５３－４
「菜花園」内厨房

950

調理員（常勤パート）９：３０
～１８：３０／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
59歳
以下

855
宮崎県児湯郡川南町大字川南１３６８
１－１「尾鈴クリニック」

1000

調理員（常勤パート）５：３０
～１４：００／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）１０：０
０～１９：００／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

900
宮崎県西都市大字穂北５２５３－４
「菜花園」内厨房

950

調理員（常勤パート）５：３０
～１４：３０／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

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

学童保育指導員（放課後児童指導員）必
須・無資格者も応募可

株式会社トライアルストアーズ

株式会社トライアルストアーズ



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

1月20日(金）

（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ヶ月以上）

～令和5年9月30日

契約更新の可能性あり（条件あり） 45010- 1747431
（パートタイム） 変形（1ヶ月単位）

時給 (1)10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9月30日

契約更新の可能性あり（条件あり） 45010- 1748731
（パートタイム） 栄養士

時給 (1)10時00分～14時00分 管理栄養士

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

契約更新の可能性あり（条件あり） 45010- 1461231
（パートタイム） 栄養士

時給 (1)9時00分～12時00分 管理栄養士

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

契約更新の可能性あり（条件あり） 45010- 1462531
（パートタイム） 9時00分～18時00分の間 あん摩マッサージ指圧師

時給 の4時間程度

雇用期間の定めなし 普通自動車運転免許

45010- 1553431
（パートタイム）

時給 (1)9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）

令和5年4月1日～令和6年3月31日

契約更新の可能性なし 45060-  215231
（パートタイム）

時給 (1)8時00分～11時00分

(2)14時00分～17時00分

雇用期間の定めなし 又は8時00分～17時00分

の間の6時間程度

45060-  217431
（パートタイム） 学芸員

時給 (1)9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）

令和5年4月1日～令和5年11月30日

契約更新の可能性なし 45060-  219331
（パートタイム） 交替制あり 学芸員

時給 (1)8時30分～16時30分

(2)9時10分～17時10分

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） (3)10時10分～18時10分

令和5年4月1日～令和6年3月31日

契約更新の可能性なし 45060-  220131
（パートタイム） 交替制あり

時給 (1)9時00分～17時00分

(2)10時00分～17時00分

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） (3)9時00分～15時00分

令和5年4月1日～令和6年3月31日

契約更新の可能性なし 45060-  221031
（パートタイム）

時給 (1)9時00分～15時10分

雇用期間の定めなし

45060-  224531
（パートタイム） 介護福祉士

時給 (1)7時00分～12時00分 社会福祉士
(2)12時00分～17時00分 精神保健福祉士

雇用期間の定めなし (3)17時00分～21時00分

又は7時00分～21時00分 普通自動車運転免許
45060-  225431 の間の5時間程度

（パートタイム） 介護福祉士
時給 (1)21時00分～7時00分 社会福祉士

精神保健福祉士
雇用期間の定めなし

普通自動車運転免許
45060-  226731

（パートタイム）
時給 (1)9時00分～15時10分

又は7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 の間の5時間程度

45060-  227331
（パートタイム）

時給 (1)9時10分～17時10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

契約更新の可能性なし 45060-  228631
（パートタイム）

時給 (1)9時10分～17時10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

契約更新の可能性なし 45060-  229931

◎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。

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（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。

調理員（朝専門常勤パート）／
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。

雇用・労
災・健康・
厚生

不問

900

1000

栄養士（パート）／老人ホーム
優（新富町）

栄養士業務を行っていただきます。
（発注、棚卸し、在庫管理、シフト作
成、勤怠事務、会社帳票等）


雇用・労
災・健康・
厚生

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

栄養士（パート）／老人ホーム
川南（川南町）

栄養士事務
（献立、発注、検品、会社帳票等）

＊朝、昼、夕、各３０食程度


労災
不問

1500
宮崎県宮崎市吉村町江田原甲１８７番
地２４

2000

労災
不問

900

1000

マッサージ師 訪問マッサージ　ライフアップ
治療院

○訪問マッサージです。
・施設やご自宅などに訪問して治療を
行っていただきます。
・楽しく利用者様と話しながら、マッ
サージして頂きます。


労災
不問

不問

922
宮崎県児湯郡高鍋町大字上江８３３５
－２

949

和牛作業員 有限会社中林牧場宮崎児湯支場 ◆農場ＨＡＣＣＰを取得しています。
　初心者の方も歓迎！
○肉用和牛の飼養管理全般
　・和牛の餌、水やり
　・牛舎内外清掃

労災
不問

１０．管理施設環境整備員 高鍋町役場 ○社会教育施設の環境整備、草刈機等
備品整備、高鍋湿原の案内等
・その他、付随業務をお願いする事も
あります。


900
宮崎県児湯郡木城町大字椎木４８３

1000

1219
宮崎県児湯郡高鍋町大字南高鍋５５１

1262

１３．古文書修復保存作業員 高鍋町役場 ○古文書修復保存作業、図書館に関す
る業務
○その他付随業務


雇用・公
災・厚生・
その他

不問

1219
宮崎県児湯郡高鍋町大字上江８３３５
番地２

1262

１２．古文書整理員 高鍋町役場 ○古文書整理、古文書講座に関する業
務
○図書館に関する業務
○その他、付随業務をお願いする事も
あります。


雇用・労
災・厚生・
その他

不問

１１．埋蔵文化財専門事務職員 高鍋町役場 ○一般行政事務及び報告書作成補助
○屋外での埋蔵文化財発掘調査補助等
○その他、付随業務をお願いする事も
あります。


853
宮崎県児湯郡高鍋町大字南高鍋６４４
１番地

853

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

雇用・労
災・厚生・
その他

不問

922
宮崎県児湯郡高鍋町大字南高鍋５５１

949

【障】軽作業・検査業務（サン
プラス高鍋）

サンプラス株式会社 ○自動車用、産業用などのワイヤー
ハーネスの加工・組立作業を行いま
す。
・目視や機械による出荷検査業務を行
います。

雇用・労災
不問

853
宮崎県児湯郡高鍋町大字南高鍋６４４
１番地

1000

生産作業員　≪急募≫ サンプラス株式会社 ○自動車用などのワイヤーハーネスの
加工、組み立て作業
○その他、カメラ部品等の検査業務
○農業（生姜、トマト）牧場での作業

雇用・労災
64歳
以下

880
宮崎県児湯郡高鍋町大字南高鍋６４４
１番地

1100

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

雇用・労災
64歳
以下

922
宮崎県児湯郡高鍋町大字南高鍋６９１
６－１
949

１５．高鍋町歴史総合資料館事
務補助

高鍋町役場 一般行政事務、受付事務、監視、施設
の管理等
その他、付随業務をお願いする事もあ
ります。


雇用・労災
64歳
以下

853
宮崎県児湯郡高鍋町大字南高鍋６４４
１番地

1000

１４．高鍋町美術館事務補助 高鍋町役場 一般行政事務及び学芸業務全般
受付事務・監視、施設の管理等

その他、付随業務をお願いする事もあ
ります。


雇用・労
災・厚生・
その他

不問

雇用・労
災・厚生・
その他

不問

922
宮崎県児湯郡高鍋町大字南高鍋６９３
７－２

949

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２４７７
３－７「株式会社ＳＪＫ　老人ホーム
川南」

学芸員資格を有する者または令和５年３
月末までに取得見込者

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」

雇用・公
災・厚生・
その他



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

1月20日(金）

（パートタイム）
時給 (1)8時00分～15時45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

契約更新の可能性なし 45060-  230231
（パートタイム）

時給 (1)8時00分～15時45分

(2)8時00分～14時45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

契約更新の可能性なし 45060-  231531
（パートタイム）

時給 (1)10時00分～14時00分

(2)13時00分～18時00分

雇用期間の定めなし 又は10時00分～18時00分

の間の4時間程度

45060-  233731
（パートタイム） 8時00分～17時00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）

～令和5年6月30日

契約更新の可能性なし 45060-  235631
（パートタイム） 交替制あり

時給 9時00分～20時00分の間

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（条件あり） 45060-  188331
（パートタイム） 保育士

時給 (1)13時30分～18時15分 その他の専修・各種学校教員関係資格
又は7時30分～18時15分

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） の間の8時間程度

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-  190031
（パートタイム）

時給 (1)8時00分～12時00分

雇用期間の定めなし

45060-  191831
（パートタイム） 社会福祉士

時給 (1)9時00分～18時00分 精神保健福祉士
(2)13時00分～18時00分 保育士

雇用期間の定めなし 又は9時00分～18時00分

の間の6時間程度

45060-  193531 普通自動車運転免許
（パートタイム） ホームヘルパー１級

時給 (1)8時00分～13時00分 ホームヘルパー２級
介護福祉士

雇用期間の定めなし 介護職員初任者研修修了者あれば尚可

45060-  194431
（パートタイム） 交替制あり 保育士

時給 (1)8時30分～17時00分

(2)8時30分～12時30分

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

～令和6年3月31日

契約更新の可能性あり（条件あり） 45060-  195731
（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）

令和5年2月1日～令和5年3月31日

契約更新の可能性なし 45060-  197631
（パートタイム）

時給 (1)9時00分～15時00分

(2)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4月1日～令和6年3月31日

契約更新の可能性なし 45060-  198931
（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5年4月1日～令和6年3月31日

契約更新の可能性なし 45060-  199131
（パートタイム）

時給 (1)9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） 地域防災マネージャー　　必須
令和5年4月1日～令和6年3月31日

契約更新の可能性なし 45060-  200731
（パートタイム） 保育士

時給 (1)14時40分～18時30分

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

～令和6年3月31日

契約更新の可能性あり（条件あり） 45060-  201331
（パートタイム） 保健師

時給 (1)9時00分～17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5年4月1日～令和6年3月31日

契約更新の可能性なし 45060-  202631

◎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。

922
宮崎県児湯郡高鍋町大字上江８３３５
番地２

949

１７．学校生活支援員 高鍋町役場 障害等を有し学校生活への適応が困難
な児童・生徒への支援
その他付随業務


１６．学校事務 高鍋町役場 学校事務全般
その他、付随業務をお願いする事もあ
ります。


雇用・労
災・厚生・
その他

不問

870
宮崎県児湯郡高鍋町大字持田６３２１
－２

870

農作業 橋口　俊朗 ○ハウス内でのピーマン収穫作業、
ピーマンの手入れ作業
・ピーマンの選別作業
○ビニールハウスのメンテナンス

雇用・労
災・厚生・
その他

不問

922
宮崎県児湯郡高鍋町大字上江８３３５
番地２

949

菓子製造補助及び販売 菓子工房　Ｒｙｏｕｅｉ ・菓子製造の補助
・販売、接客等
・その他、付随業務


その他
不問

950
宮崎県西都市大字右松２１１１番地

1070

放課後児童クラブ指導員／会計
年度任用職員

都農町社会福祉協議会 ○放課後、家に家族のいない小学校低
学年（１～３年生）の健全育成にかか
わる、児童の見守り業務。
・２～３人体制。
・体力が必要となります。

その他
不問

860
宮崎県西都市大字南方４６５８番地

860

人材採用サポート事務／パート 株式会社　エスプールリンク
西都センター

◯当社が提供する「Ｏｍｕｓｕｂｉ
（オムスビ）」というサービスで、企
業の人事部に代わって、応募者の問合
せ対応、面接日程調　整等を行って頂
きます。

労災
不問

855
宮崎県西都市大字黒生野２０７７
「一ツ瀬青果市場内」

855

児童指導員／オープニングス
タッフ募集

多機能型事業所　あおいろ ・お子さまへの療育支援
・活動（工作、おやつ作り）等の準備
・イベント等の計画、実行
・活動記録の作成
・保護者様への引き継ぎやサポート

雇用・労災
不問

961
宮崎県児湯郡都農町「都農小・都農南
小・都農東小のいずれか」

1079

青果選別作業員 有限会社　河野青果 ○市場内でキュウリ、ピーマンの袋詰
め、梱包の仕事
・その他、付随業務


労災
59歳
以下

940
宮崎県児湯郡都農町大字川北１８９１
２－１０
960

保育士／非常勤職員 社会福祉法人　神誠福祉会　い
ずみ保育園

○園児の保育、その他の雑用
○その他、付随業務

＊詳細は、面接時に説明します

その他
64歳
以下

900
宮崎県児湯郡高鍋町大字北高鍋７８７
番地２

1200

介護職（デイサービスセン
ター）

社会福祉法人　聖水会　特別養
護老人ホーム　尾鈴荘

○施設利用者介護全般。（施設利用者
４０名）
・食事介助、排泄介助、入浴介助、レ
ク企画

雇用・労災
64歳
以下

897
宮崎県児湯郡高鍋町大字上江８４３７

925

１．一般事務補助（週２８時
間）

高鍋町役場 ・一般行政事務全般
・その他付随業務


労災
不問

900
宮崎県児湯郡新富町大字日置８２５

900

一般事務補助（週３５時間） 高鍋町役場 ・マイナポイント申請補助事業
・窓口対応・電話対応等
・その他、付随業務をお願いする事も
あります。


公災
不問

922
宮崎県児湯郡高鍋町大字上江８４３７

949

３．危機管理専門員（週３５時
間）

高鍋町役場 ・防災対策に関する業務等
・その他、付随業務をお願いする事も
あります。


雇用・公
災・厚生・
その他

不問

922
宮崎県児湯郡高鍋町大字上江８４３７

949

２．一般事務補助（週３５時
間）

高鍋町役場 ・一般行政事務全般
・その他、付随業務をお願いする事も
あります。


雇用・公
災・厚生・
その他

不問

939
宮崎県児湯郡新富町大字日置８２５

939

４．保健師または看護師（１） 高鍋町役場 ・国民健康保険に関する業務
・その他、付随業務


雇用・公
災・厚生・
その他

不問

1498
宮崎県児湯郡高鍋町大字上江８４３７

1534

保育士／非常勤職員（日給） 社会福祉法人　神誠福祉会　い
ずみ保育園

○園児の保育、その他の雑用
○その他、付随業務


労災
不問

雇用・公
災・厚生・
その他

不問

1219
宮崎県児湯郡高鍋町大字上江８４３７

1262

学校教諭免許・放課後児童支援員
あれば尚可

教員免許（幼・小・中・高）
あれば尚可



賃金 求人者名
職種 上限 就業場所 就業時間 加入保険等 必要な免許資格

下限
年齢 仕事の内容

【パート】※ 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

1月20日(金）

（パートタイム） 保育士
時給 (1)14時40分～18時30分

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

～令和6年3月31日

契約更新の可能性あり（条件あり） 45060-  203931
（パートタイム）

時給 (1)8時00分～12時00分

(2)9時00分～15時00分

雇用期間の定めなし 又は8時00分～17時00分

の間の4時間程度

45060-  206831
（パートタイム） 9時00分～17時00分の間 保健師

時給 の2時間程度 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6年3月31日

契約更新の可能性なし 45060-  207231
（パートタイム）

時給 (1)9時00分～17時00分

(2)9時00分～15時00分

雇用期間の定めなし (3)9時00分～12時00分

45060-  208531
（パートタイム） 看護師

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） 普通自動車運転免許
令和5年4月1日～令和6年3月31日

契約更新の可能性なし 45060-  209431
（パートタイム） 7時00分～19時00分の間 保育士

時給 の7時間程度

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

契約更新の可能性なし 45060-  210631
（パートタイム） 保育士

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5年4月1日～令和6年3月31日

契約更新の可能性なし 45060-  211931
（パートタイム） 交替制あり

時給 (1)7時00分～9時00分

(2)12時00分～14時00分

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） (3)16時30分～18時30分

令和5年4月1日～令和6年3月31日

契約更新の可能性なし 45060-  212131

◎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。

939
宮崎県児湯郡新富町大字三納代１９０
４番地

939

さつまいも苗の収穫作業 有限会社　児湯芝農園 ・さつまいものつる苗とり作業（ハウ
ス内）
・さつまいも種芋の植付け作業（ハウ
ス内）
・さつまいも苗の選別、結束、梱包作
業

保育士／非常勤職員 社会福祉法人　神誠福祉会　新
町保育園

◯保育補助業務全般。
（園の規模：定員５０名）
○その他、付随業務

＊送迎バス乗車：なし

労災
不問

1219
宮崎県児湯郡高鍋町大字北高鍋５１３
９

1262

ブリーダー 株式会社　ファンドル ○犬・猫にかかわるブリーダー業務全
般（１５０匹程度）
○犬・猫の体調管理・シャンプー・給
餌・施設や餌入れ等掃除や消毒等

労災
59歳
以下

950
宮崎県児湯郡高鍋町大字南高鍋８３６
０－１７

1000

５．保健師または看護師（２） 高鍋町役場 ・乳幼児健診業務
・その他付随業務


労災
不問

1219
宮崎県児湯郡高鍋町大字北高鍋５１３
９

1262

７．保育士（１） 高鍋町役場 ○保育士業務全般
・その他、付随業務をお願いする事も
あります。




労災
不問

880
宮崎県西都市大字茶臼原１３８５－２

950

６．看護師 高鍋町役場 ・乳幼児健診業務及び健診結果の記録
等
・その他付随業務


雇用・労
災・厚生・
その他

不問

1219
宮崎県児湯郡高鍋町大字北高鍋３５１
６－１１

1262

９．保育士補助 高鍋町役場 ○保育業務補助等
・その他、付随業務をお願いする事も
あります。





雇用・労
災・厚生・
その他

不問

1219
宮崎県児湯郡高鍋町大字北高鍋３５１
６－１１

1262

８．保育士（２） 高鍋町役場 ○支援センター業務
・その他、付随業務をお願いする事も
あります。


雇用・労
災・厚生・
その他

不問

労災
不問

922
宮崎県児湯郡高鍋町大字北高鍋３５１
６－１１

1262


