
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） ２級建築施工管理技士

月給 (1)8時30分～18時20分

雇用期間の定めなし 普通自動車運転免許

14100- 1807431
（フルタイム）

月給 (1)8時30分～19時20分 普通自動車運転免許

雇用期間の定めなし

14100- 1821531
（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- 4547231

（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- 4551931

（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4月30日
契約更新の可能性あり（条件あり） 45010- 4583631

（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- 4588231
（フルタイム） 変形（1ヶ月単位）

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- 4634831
（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

普通自動車運転免許
45010- 4675831

（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） 45010- 4677531

（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

45010- 4678431
（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

45020-  896231
（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

45020-  897531
（フルタイム） 変形（1ヶ月単位） 薬剤師

月給 (1)9時00分～18時00分

(2)9時00分～13時00分

雇用期間の定めなし 普通自動車運転免許

45030-  746331
（フルタイム） 交替制あり

月給 (1)7時00分～16時00分

(2)8時00分～17時00分

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

契約更新の可能性あり（条件あり） 45050-  484931
（フルタイム） 交替制あり 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
ホームヘルパー２級

雇用期間の定めなし

45060-  613431 普通自動車運転免許
（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 ホームヘルパー２級
(2)17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(AT限定不可)

45060-  614731

◎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。日

年齢 仕事の内容

施工管理（宮崎支店） 戸大建設工業　株式会社

雇用・労
災・健康・
厚生

不問

200000
宮崎県西都市上町２－３６　
「当社　宮崎支店」（都萬神社近く）

200000

リフォーム工事における施工管理業
務
・職人の手配や材料の発注等・作業
安全の確保等　
※事業拡大に伴い増員中※とても楽
しい職場です。

雇用・労
災・健康・
厚生

64歳
以下 300000

宮崎県西都市上町２－３６　
「当社　宮崎支店」（都萬神社近く）

400000

防音工事アドバイザー（宮崎
支店）

戸大建設工業　株式会社 国の補助事業である住宅防音工事の
アドバイザーです。
・対象エリア内の個人宅への工事提
案
・定期訪問などの顧客管理　


営業及び生産管理（紹介予定
派遣）／児湯郡新富町

株式会社　ＴＭＫｃｏｒｐｏ
ｒａｔｉｏｎ

【お仕事内容】
・鶏卵の営業
　営業先は各事業所・問屋などがメ
インです。
　飛び込みの営業などはありませ
ん。
・生産管理業務

雇用・労
災・健康・
厚生

不問

製品包装作業員／児湯郡川南
町

株式会社　ＭＵＳＡＳＨＩ 食品工場でのお仕事となります。
選別された卵のパック詰め
商品の札がパックにきちんと入って
いるかのチェック作業
検品後箱詰めする作業　等


雇用・労
災・健康・
厚生

不問

172000
宮崎県児湯郡新富町大字日置

180600
宮崎県児湯郡新富町大字日置

180600

梱包・搬送作業（紹介予定派
遣）／児湯郡新富町

株式会社　ＴＭＫｃｏｒｐｏ
ｒａｔｉｏｎ

【お仕事内容】
・パック詰めされ出荷できる状態に
梱包されたたまごの箱（１０ｋｇ程
度）をパレットに積んだり、おろし
たりする作業

59歳
以下 177000

宮崎県児湯郡木城町大字椎木３９５０
番１「障害者支援施設愛生園」

177000

不問

雇用・労
災・健康・
厚生

不問

179025
宮崎県児湯郡川南町

179025

159000
宮崎県児湯郡川南町大字平田

159000

雇用・労
災・健康・
厚生

不問

大型ダンプカー運転手（正社
員）

株式会社　太陽興産 大型ダンプトラックの運転業務
・砕石の建設、建築現場への配達
・産業廃棄物の収集、運搬
＊リサイクルプラントでの軽作業
・プラント内の清掃作業

172000

生卵の検品・パック詰め作業
／児湯郡川南町

株式会社　ＴＭＫｃｏｒｐｏ
ｒａｔｉｏｎ

基本的に機械でパックに卵を並べて
いきます。並べられた卵がきちんと
入っているか、卵が割れていない
か、不良品はないかなどをチェック
していただきます。


雇用・労
災・健康・
厚生

59歳
以下 200000

宮崎県東諸県郡国富町大字田尻２１２
０番地１

250000

大型ダンプカー運転手（準社
員）

株式会社　太陽興産

185000
宮崎県東諸県郡国富町大字田尻２１２
０番地１

185000

＊大型ダンプトラックの運転業務
・砕石の建設、建築現場への配達
・産業廃棄物の収集、運搬
（台風、緊急時のみリサイクルプラ
ント内清掃作業あり）


介護職員（※日勤のみ）／障
害者支援施設愛生園（木城
町）

社会福祉法人　善仁会 ご利用者の身辺介助
余暇活動支援、リハビリ支援の補助
※日中ご利用される利用者の送迎等
（送迎車あり）

￥

雇用・労
災・健康・
厚生

オートボディプリンター助手
（宮崎市）

株式会社　丸祐運送 ２０２３年３月に移転オープン決
定！事業拡大のために、西都市に広
くて新しい営業所・整備工場・塗装
工場を新設。

雇用・労
災・健康・
厚生

59歳
以下 174079

174079

経理事務 株式会社　丸祐運送 事務業務全般
各種伝票仕訳、請求書作成、銀行回
り
電話対応、配送前日アポ電話、雑務




事務職／複合型福祉施設　仁
の里（愛生園・仁の里）

事務全般の業務（電話対応　請求業
務、会計処理等）
・介護施設になりますのでご利用者
の介護等（出来る範囲）のお手　伝
いをお願いする場合があります。


150000
宮崎県西都市大字鹿野田１１３６５－
１０

200000

59歳
以下

雇用・労
災・健康・
厚生

59歳
以下 160000

宮崎県西都市大字鹿野田１１３６５－
１０

200000

薬剤師（新富店） 『メディカル薬局　新富店』におい
て調剤及び投薬業務。
来店患者様への薬の説明、相談等。
昇給については面接時に説明致しま
す。

雇用・労
災・健康・
厚生・その
他

59歳
以下 416666

483333

食鳥処理／西都加工センター
（フルタイムパート）

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。


148800
宮崎県児湯郡川南町大字川南２０２０
８番地１

175000

医療法人　隆徳会　老人保健
施設　菜花園

〇介護業務全般
・食事介助、排泄介助、入浴介助
・調理、洗濯、清掃
・服薬管理、健康管理
・買物、金銭管理、受診付き添い
・その他付随する業務


雇用・労
災・健康・
厚生

介護職（グループホーム菜花
園）

不問

介護職 株式会社　作松　花ほたる ○デイサービスセンターでの介護業
務全般
・入浴介助、食事介助、排泄介助
・レクレーション
・見守り
・介護記録の記入

不問

59歳
以下 181000

宮崎県西都市大字穂北字東原５２５３
－４

209200

149040
宮崎県西都市大字調殿１３９４－７
「西都加工センター」

157320

雇用・労
災・健康・
厚生

雇用・労
災・健康・
厚生

雇用・労
災・健康・
厚生

宮崎県児湯郡新富町大字上富田字八反
田下３３３７番１メディカル薬局　新
富店

有限会社　メディカルケア

雇用・労
災・健康・
厚生

車両系建設機械（整地・運搬・積
込用及び掘削用）運転技能者

車両系建設機械（整地・運搬・積
込用及び掘削用）運転技能者

ホームヘルパー１級　あれば尚可

宮崎県児湯郡木城町大字椎木３９５０
－１「複合型福祉施設　仁の里（愛生
園・仁の里）」

社会福祉法人　善仁会

【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

2月10日(金）

（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
(2)9時00分～13時00分

雇用期間の定めなし

45060-  616631
（フルタイム） ２級土木施工管理技士

月給 (1)8時30分～17時00分 １級土木施工管理技士

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（条件あり） 45060-  617931
（フルタイム） 交替制あり

月給 (1)5時00分～15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

45060-  618131
（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-  620531
（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 介護職員初任者研修修了者
(2)6時00分～15時00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
(4)17時00分～9時00分

45060-  621431
（フルタイム） 宅地建物取引士（旧：宅地建物取引主任者）

月給 (1)8時30分～18時30分

普通自動車運転免許
雇用期間の定めなし

45060-  623331
（フルタイム） 変形（1ヶ月単位） 美容師

月給 9時00分～17時30分の間

の7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） 14150- 2710031
（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（原則更新） 43010- 5621531
（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ヶ月以上）

契約更新の可能性なし 43010- 5635131
（フルタイム）

月給 (1)8時00分～17時05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） 45010- 4456131
（フルタイム） 交通誘導警備業務検定２級

月給 (1)8時00分～17時00分 雑踏警備業務検定２級
雑踏警備業務検定１級

雇用期間の定めなし

45010- 4206131 普通自動車運転免許
（フルタイム） 変形（1年単位）

月給 (1)8時00分～17時00分

雇用期間の定めなし

45010- 4219431
（フルタイム） 変形（1ヶ月単位）

月給 6時30分～20時30分の間 普通自動車運転免許
の7時間以上

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- 4263131
（フルタイム） 交替制あり

月給 (1)8時00分～17時00分

(2)8時40分～17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（条件あり） 45010- 4307431
（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-  588031

◎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

35歳
以下

187500
宮崎県児湯郡都農町大字川北８８５番
地３

187500

雇用・労
災・健康・
厚生

労災・その
他

155000
宮崎県児湯郡高鍋町大字持田１７００

290000

教習指導員見習又は教習指導
員

高鍋産業　株式会社（高鍋自
動車学校）21歳

～45
歳

介護職 ○関連施設（住宅型有料老人ホー
ム）にて介護業務に携わって頂き
ます。
・施設入所者定員（６０名）
・食事介助、身体介助、シーツ交換
等

59歳
以下

肉牛の生産管理（西都市） 株式会社　川西牧場 ・子牛（生後２ヶ月）のミルク・エ
サ入れ、管理。
・肉牛（大人）のエサ入れ、管理。
・牛舎の管理等。
・牧草の植え付けから収穫、サイ
レージラッピング

養鰻の管理 有限会社　山道養鰻 ◯養鰻管理の全体作業
・給餌（餌やり）、水の入替え、池
の整備、ビニールの張り替え
　及びその他附帯する業務。
・出荷作業
・太陽光管理


210000

建設コンサルタント 株式会社　ＥＮＮ ・土木建設に関連したＣＡＤ（土木
専用ＣＡＤ　Ｖ－ｎａｓ）
　図面の作図編集をはじめイラスト
レーターを使った地図編集や
　エクセル、ワードを使った土木施
工管理書類全般。

当社は増田ホールディングスの一員
として自動車学校を運営しておりま
す。
○送迎、事務をしながら教習指導員
を目指します。

不問

210000
宮崎県西都市大字平郡１１８１－１

45歳
以下

230000
宮崎県西都市大字上三財５２５０番地

250000

180000
宮崎県西都市大字妻１６６４－１

200000

雇用・労
災・健康・
厚生

不問

200000
宮崎県西都市大字右松２１１１　Ａ
コープさいと店内【宮崎西都店】

400000

173400

202300

雇用・労
災・健康・
厚生

不問

188320

不動産賃貸営業・管理／西都
店

大平産業　株式会社 ◯不動産営業事務、県営住宅の管理
・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
・その他付随業務

美容師・スタイリスト／宮崎
西都店

株式会社ハクブン ・カット・カラー・パーマの施術

＊ブランクのある方も歓迎。自分の
ペースで安心してスタイリストにな
れます。

雇用・労
災・健康・
厚生

雇用・労
災・健康・
厚生

不問

188320

205440

株式会社　グッドコミュニ
ケーション
宮崎県児湯郡高鍋町大字北高鍋２４７
５－１「株式会社ＤＮＳ　ドコモ
ショップ　高鍋店」

（紹派）ドコモショップ内で
の接客・販売業務／児湯郡高
鍋町

携帯ショップ内での窓口受付業務で
す。
・携帯電話等の販売
・料金支払い受付業務
・お客様からの相談、応対　など


株式会社　グッドコミュニ
ケーション
宮崎県児湯郡高鍋町大字北高鍋２４７
５－１「株式会社ＤＮＳ　ドコモ
ショップ高鍋店」

ドコモショップスタッフ／高
鍋店

携帯電話ショップ内での窓口受付業
務です。
・携帯電話等の販売
・料金支払い受付業務
・お客様からの相談、応対　など


205440

59歳
以下

ケーブルやプラスチック部品
の組込み・チェック作業／高
鍋町

株式会社　アンドワーク ケーブルやプラスチック部品の組込
み・チェック作業
・ハイブリッド車などに使われる部
品にケーブル組み込んだり、配線を
チェックするお仕事です。

雇用・労
災・健康・
厚生

不問

164160
宮崎県児湯郡高鍋町大字北高鍋１３３
１番地４「高鍋営業所」

300240

ガソリンスタンド業務／ジェ
イエイエネサプライ西都ＳＳ

ＪＡ宮崎経済連が西都市にて運営す
るセルフ式ガソリンスタンドに関す
る業務を行っていただきます。

＊社有車あり


雇用・労
災・健康・
厚生

18歳
～64
歳 165000

宮崎県児湯郡高鍋町大字北高鍋１３３
１番地４「高鍋営業所」

245000

152000
宮崎県児湯郡高鍋町大字南高鍋６４４
１番地

152000

固定月給制警備スタッフ／高
鍋営業所

株式会社　セキュリティロー
ド

電気工事や道路工事現場、イベント
会場などの警備現場で、警備正社員
として勤務します。各種警備現場で
キャリアを積んでいただき、将来的
には警備部門の管理職として現場責
任者や、育成担当者も目指せます。


警備スタッフ（日給制社員）
／高鍋営業所

株式会社　セキュリティロー
ド

電気工事や道路工事現場、イベント
会場などで人や車両の誘導を行い、
安全を提供します。
また、イベント警備や駐車場警備で
は来場された方の安全確保が仕事で
す。

漬物の加工作業／木城町 株式会社　ワークスタッフ
宮崎営業所

・原料のカット、検査、選別並びに
付随する業務

雇用・労
災・健康・
厚生

不問

140821
宮崎県児湯郡木城町大字椎木８０１番
地１

140821

・主に個人住宅の外構・エクステリ
アの施行
・造園工事・土工事・ブロック・左
官・エクステリアの現場作業です。
・その他、付随業務


雇用・労
災・健康・
厚生

18歳
～69
歳

雇用・労
災・健康・
厚生

不問

176250

176250

59歳
以下

199200
県内の個人宅で作業します。
※面接時に説明します。

278400

外構・エクステリア作業員 株式会社　ユウエス

雇用・労
災・健康・
厚生・財形

雇用・労
災・健康・
厚生

医療法人　隆徳会　鶴田クリ
ニック
宮崎県西都市御舟町１－９６
住宅型有料老人ホーム「アライアンス
御船」

雇用・労
災・健康・
厚生

交通誘導１級、指導教育責任者（１・２
号）あれば尚可

宮崎県経済農業協同組合連合
会（ＪＡ宮崎経済連）
宮崎県西都市大字三宅字下鶴９４０２
－１「ＪＡ宮崎経済連　ジェイエイエ
ネサプライ西都ＳＳ」



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10日(金）

（フルタイム） 三級自動車整備士
月給 (1)8時00分～16時00分 二級自動車整備士

雇用期間の定めなし ＊無資格者でも可
普通自動車運転免許(AT限定不可)

45060-  593631
（フルタイム） 大型特殊自動車免許

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

45060-  598231
（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-  599531
（フルタイム）

月給 (1)8時30分～18時00分

雇用期間の定めなし

45060-  600031
（フルタイム） 変形（1ヶ月単位） 調理師

月給 (1)8時30分～17時30分

(2)5時30分～14時30分 普通自動車運転免許
雇用期間の定めなし (3)10時30分～19時30分

45060-  602231
（フルタイム） 変形（1ヶ月単位） 看護師

月給 (1)6時30分～15時00分

(2)7時30分～16時00分

雇用期間の定めなし

45060-  603531
（フルタイム） 変形（1ヶ月単位） 介護福祉士

月給 (1)7時00分～15時30分

(2)8時30分～17時00分

雇用期間の定めなし

45060-  604431
（フルタイム） 変形（1ヶ月単位） 看護師

月給 (1)8時30分～17時00分

(2)16時30分～9時00分

雇用期間の定めなし

45060-  605731
（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00分

(2)7時00分～15時30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00分

45060-  606331
（フルタイム） 変形（1ヶ月単位）

月給 (1)16時00分～0時00分

(2)0時00分～9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） 45060-  607631
（フルタイム） 変形（1ヶ月単位）

月給 (1)16時30分～0時00分 普通自動車運転免許
(2)0時00分～9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-  608931
（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-  611231
（フルタイム） 変形（1年単位）

月給 (1)8時00分～17時00分

(2)20時00分～5時00分

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） (3)8時00分～18時00分

～令和5年9月30日 (4)20時00分～6時00分

契約更新の可能性あり（条件あり） 45060-  559431
（フルタイム） 変形（1年単位）

月給 (1)8時00分～17時00分

(2)20時00分～5時00分

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） (3)8時00分～18時00分

～令和5年9月30日 (4)20時00分～6時00分

契約更新の可能性あり（条件あり） 45060-  560631 (5)17時00分～3時00分

（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-  561931
（フルタイム） 介護職員初任者研修修了者

月給 (1)8時00分～17時00分 介護福祉士

雇用期間の定めなし

45060-  562131

◎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。

車の整備 株式会社　ツネマツ自動車
不問

工場長候補 株式会社　ヤミー・フードラ
ボ

・食品加工、袋詰作業（シンプルな
作業です）及び工程管理業務。
・出荷数量の管理業務、出荷の計
画。
・工場作業スタッフのシフト管理業
務。

労災
40歳
以下 170000

宮崎県児湯郡木城町大字川原１６３４
番地

肥育牛と繁殖牛の管理【急
募】

江藤　学（江藤畜産） ○肉用牛の飼育、管理作業
○牛舎の清掃、堆肥だし
○分娩介助等

＊肥育牛：約１８０頭
＊繁殖牛：約　７０頭

192000
宮崎県児湯郡新富町大字新田１５２１
６番地１

250000

雇用・労
災・健康・
厚生

59歳
以下 150500

宮崎県児湯郡川南町大字川南１８１５
０－４７

180400

150000
宮崎県西都市大字岡富１１３４－１

250000

○車検に係る業務。
・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・健康・
厚生

雇用・労
災・健康・
厚生

45歳
以下

雇用・労
災・健康・
厚生

40歳
以下 170000

宮崎県児湯郡高鍋町大字南高鍋１００
３２－２

220000

看護師（病棟） 医療法人社団　聖山会　川南
病院

○病棟での看護業務全般
○その他、付随業務

＊詳細は、面接時に説明します


180000

建設業作業員 有限会社　中基工業 ◆未経験者でも大歓迎！
・各種基礎工事、土木・外構工事一
式
・鉄骨工事（設計・加工・施工）
・施設園芸ハウス（施工）

調理師 医療法人社団　聖山会　川南
病院

○病院食の調理、配膳、食器洗浄を
行って頂きます。
・早出、遅出あり
・その他、付随業務

＊詳細は面接時に説明します。


○病棟での介護業務全般。
・食事介助、入浴介助、排泄介助、
外出介助等の介護業務
・その他、付随業務
　

雇用・労
災・健康・
厚生

59歳
以下

看護師（透析） 医療法人社団　聖山会　川南
病院

○看護業務（透析）
○その他、付随業務

＊詳細は、面接時に説明します


157900
宮崎県児湯郡川南町大字川南１８１５
０－４７

170700

59歳
以下 213000

宮崎県児湯郡川南町大字川南１８１５
０－４７

252500

ヘルパー（病棟業務） 医療法人社団　聖山会　川南
病院

雇用・労
災・健康・
厚生

不問

174000
宮崎県児湯郡川南町大字川南　１３５
２６－９

182000

雇用・労
災・健康・
厚生

59歳
以下 213000

宮崎県児湯郡川南町大字川南１８１５
０－４７

252500

雇用・労
災・健康・
厚生

介護職（夜勤専門員） 社会福祉法人　長平会　川南
ひばり

○泊まりの利用者９名以内の介護業
務（１人体制）
・トイレ介助、食事介助、オムツ交
換等
・その他の施設内業務
・その他、付随業務


186900
宮崎県児湯郡川南町大字川南１８１５
０－４７

217200

○栄養指導
〇献立作成
〇病院食の調理、配膳、食器洗浄を
行って頂きます。
・早出、遅出あり
○その他、付随業務


59歳
以下

管理栄養士 医療法人社団　聖山会　川南
病院

介護職（夜勤専門員）／新規
開設サテライト　トロン

○新規事業開始のため
宿泊利用者　最高６名
１週間程度の研修の可能性あり
○泊まりの利用者６名程度の介護業
務

雇用・労
災・健康・
厚生

不問

174000

182000

・ジュース原液の調合、仕込み、
チェック作業を行います。
・その他付随業務
＊詳細は面接時説明します。


雇用・労
災・健康・
厚生

18歳
以上

林業作業員 神田木材 ○木材の伐採
○重機での集造材
○木材の搬出
○その他、付随業務


147398
宮崎県児湯郡川南町大字川南２００１
６－３

147398

不問

200000
宮崎県児湯郡木城町大字高城３８８９

250000

調合ライン 宮崎県農協果汁　株式会社

〇デイサービス利用者様の日常生活
の介護業務です。
・食事介助・入浴及び着脱介助・排
泄介助・レクレーション業務
・その他、付随する業務


飲料ラインスタッフ 宮崎県農協果汁　株式会社 ○ジュースの充填、箱詰め、チェッ
ク作業、型替え作業。
・その他付随業務

※充填、箱詰め等は機械を操作して
行います。

148000
宮崎県児湯郡高鍋町大字持田１７４１
－３

160000

雇用・労
災・健康・
厚生

64歳
以下 155500

宮崎県児湯郡新富町大字上富田３８０
５番地

199500

株式会社　介護とリハビリの
エンゼル

・総務事務
・利用情報の入力
・エクセル入力
・その他事務
・その他、付随業務


雇用・労
災・健康・
厚生

雇用・労
災・健康・
厚生

18歳
以上 147398

宮崎県児湯郡川南町大字川南２００１
６－３

147398

事務員
不問

介護スタッフ（デイサービス
優）【トライアル併用求人】

株式会社　兒玉

雇用・労
災・健康・
厚生

宮崎県児湯郡川南町大字川南１３４２
８－１７小規模多機能居宅介護事業所
サテライト　トロン

社会福祉法人　長平会　川南
ひばり

車両系建設機械（整地・運搬・積
込用及び掘削用）運転技能者

雇用・労
災・健康・
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

【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10日(金）

（フルタイム） 社会福祉法人　光陽会 社会福祉士
月給 (1)8時20分～17時20分 精神保健福祉士

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 社用車あり
令和5年4月1日～令和6年3月31日 普通自動車運転免許
契約更新の可能性あり（条件あり） 45060-  563031

（フルタイム） 交替制あり

月給 (1)8時30分～17時00分

(2)8時30分～17時30分

雇用期間の定めなし

45060-  567431
（フルタイム） 交替制あり

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 (3)7時00分～16時00分

45060-  569331
（フルタイム） 交替制あり

月給 (1)8時30分～17時30分

(2)17時00分～9時00分

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） (3)7時00分～16時00分

契約更新の可能性あり（原則更新） 45060-  570131
（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-  572831
（フルタイム） １級塗装技能士

月給 (1)8時00分～17時00分 ２級塗装技能士

雇用期間の定めなし

45060-  573231
（フルタイム） 看護師

月給 (1)8時30分～17時30分

(2)8時00分～17時00分

雇用期間の定めなし (3)7時30分～16時30分

45060-  574531
（フルタイム） 准看護師

月給 (1)8時30分～17時30分

(2)8時00分～17時00分

雇用期間の定めなし (3)7時30分～16時30分

45060-  575431
（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-  576731
（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-  577331
（フルタイム） 変形（1年単位）

月給 (1)8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-  581531
（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-  582431
（フルタイム） 第二種電気主任技術者

月給 (1)8時30分～17時00分 第三種電気主任技術者

雇用期間の定めなし

45060-  583731
（フルタイム）

月給 (1)8時30分～17時00分

雇用期間の定めなし

45060-  584331
（フルタイム） 日商簿記２級

月給 (1)8時30分～17時00分

雇用期間の定めなし

45060-  585631
（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-  586931

◎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。

○障がいがある方の就職や生活の相
談業務。
◯企業の障がい者雇用相談などに応
じる総合窓口の仕事に従事して頂き
ます。

雇用・労
災・健康・
厚生

不問

275000

○介護業務全般
・食事介助、排泄介助、入浴介助
・調理、洗濯、清掃
・服薬管理、健康管理
・買物、金銭管理、受診付き添い
・その他付随する業務


雇用・労
災・健康・
厚生・財形

59歳
以下

日本茶の接客販売 株式会社　新緑園 ○自社店舗内での接客、お茶試飲の
提供、商品説明販売　
○レジ清算や商品陳列、商品包装、
ギフトラッピング　
○ソフトクリーム原料作り・マシン
洗浄（４～１０月）　

45歳
以下 175000

宮崎県児湯郡新富町大字新田１５５３
０番地２

180000

介護職（グループホームあさ
ひ）

医療法人　隆徳会　鶴田病院

275000

就業支援員：たかなべ障害者
就業・生活支援センター

181000
宮崎県西都市旭１丁目５０番地

214200

雇用・労
災・健康・
厚生

18歳
～59
歳

190000
宮崎県西都市大字南方２３４５番地１

240000

建築塗装工（経験者） 穂北塗装 ○各種建築塗装・防水作業。
　民間から公共機関の住宅（新築、
改築）など様々な現場での建築塗
装、防水作業です。
○その他、付随業務


雇用・労
災・健康・
厚生・財形

60歳
以上 181000

宮崎県西都市旭１丁目５０番地

介護職（グループホームあさ
ひ）：嘱託職員

医療法人　隆徳会　鶴田病院 ○介護業務全般
・食事介助、排泄介助、入浴介助
・調理、洗濯、清掃
・服薬管理、健康管理
・買物、金銭管理、受診付き添い
・その他付随する業務


180000
宮崎県西都市大字南方２３４５番地１

210000

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。

雇用・労
災・健康・
厚生

59歳
以下

204200

建築塗装工または建築塗装工
見習い【トライアル併用求
人】

穂北塗装 ○各種建築塗装・防水作業。
　民間から公共機関の住宅（新築、
改築）など様々な現場での建築塗
装・防水作業です。
○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

18歳
～59
歳

177000
宮崎県児湯郡高鍋町大字上江２０７番
地

206300

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



59歳
以下 164500

宮崎県児湯郡高鍋町大字上江２０７番
地

194100

看護補助者 医療法人　宏仁会　海老原総
合病院

150000
宮崎県児湯郡高鍋町大字上江２０７番
地

153500

雇用・労
災・健康・
厚生・財形

不問

152064
宮崎県児湯郡都農町大字川北字新別府
下原１９４９番１

152064

一般事務（フルタイムパー
ト）

株式会社　都農ファーム ・物流の出庫に対する事務作業
・書類作成、書類管理、データ入力
（ワード、エクセル、メール）
・電話対応、来客対応
・書類提出等の為の外出あり
・その他、付随業務


雇用・労
災・健康・
厚生

40歳
以下 144000

宮崎県児湯郡高鍋町大字上江２０７番
地

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


185000
宮崎県西都市大字穂北３５５６－６

200000

○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


雇用・労
災・健康・
厚生

59歳
以下

ユーティリティ設備管理者 吉川工業アールエフセミコン
株式会社

○工場ユーティリティ設備維持管理
技術業務。
（電気主任技術者）
・その他、付随業務


雇用・労
災・健康・
厚生・財形

59歳
以下

147500

一般事務 西日本油脂工業　株式会社 ・伝票入力等
・請求書、書類作成等
・電話応対
・接客応対
・その他、付随業務


雇用・労
災・健康・
厚生

59歳
以下

190000
宮崎県児湯郡新富町大字上富田４６３
７－１

280000

◯決算に関する事務処理
○資金繰管理
○資算管理及び付帯業務
○会計処理に関する運用管理
○その他、付随業務


雇用・労
災・健康・
厚生・財形

59歳
以下

ＯＤＭ技術者 吉川工業アールエフセミコン
株式会社

○モジュール（半導体・ＬＥＤ等）
の開発、試作、評価
・その他、付随業務

＊詳細は面接時に説明します。


190000
宮崎県児湯郡新富町大字上富田４６３
７－１

250000

45歳
以下 190000

宮崎県児湯郡新富町大字上富田４６３
７－１

250000

経理 吉川工業アールエフセミコン
株式会社

養豚作業員 有限会社　第一飼料 ○繁殖豚農場管理作業業務。
・母豚、子豚の餌やり等。
・豚舎管理、洗浄等。
・その他、付随作業あり。




45歳
以下 170000

宮崎県西都市茶臼原１１２８

220000

宮崎県児湯郡高鍋町大字北高鍋１０９
１番地１高鍋電化センタービル１Ｆ
「たかなべ障害者就業・生活支援」

（条件によっては第３種電気主任
技術者で可）

雇用・労
災・健康・
厚生・財形

雇用・労
災・健康・
厚生

雇用・労
災・健康・
厚生・財形

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

2月10日(金）

（フルタイム） 変形（1ヶ月単位） 看護師
月給 (1)8時20分～17時30分

普通自動車運転免許
雇用期間の定めなし

45070-  529031
（フルタイム） 変形（1ヶ月単位） 准看護師

月給 (1)8時20分～17時30分

普通自動車運転免許
雇用期間の定めなし

45070-  530531
（フルタイム） チムニー　株式会社 交替制あり 食品衛生責任者

月給 (1)14時00分～22時00分 防火管理者（甲種・乙種）

雇用期間の定めなし 上記資格がない場合は研修中に取得の事

13120- 3285831
（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- 1770131
（フルタイム） 変形（1年単位）

月給 (1)8時15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

43030- 1438531
（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
(2)9時30分～18時30分

雇用期間の定めなし

45010- 3991431
（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)10時00分～19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- 4067431

（フルタイム） 変形（1ヶ月単位）

月給 (1)7時00分～16時00分 普通自動車運転免許
(2)8時30分～17時30分

雇用期間の定めなし (3)11時00分～20時00分

(4)17時00分～9時00分

45060-  517731
（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)10時00分～19時00分

(4)17時00分～9時00分

45060-  518331
（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 （社用車：２トントラックＭＴタイプ）

45060-  519631
（フルタイム） 大型特殊自動車免許

月給 (1)8時00分～17時00分

雇用期間の定めなし （社用車：２トントラックＭＴタイプ）

普通自動車運転免許(AT限定不可)
45060-  520031

（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)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)10時00分～19時00分

(4)17時00分～9時00分 普通自動車運転免許
45060-  524431

（フルタイム） 変形（1年単位）

月給 (1)7時00分～10時00分 普通自動車運転免許
(2)15時00分～18時00分

雇用期間の定めあり（４ヶ月未満） 調理・福祉・介護関係：資格あれば尚可
～令和6年3月31日
契約更新の可能性あり（条件あり） 45060-  525731

（フルタイム） 変形（1ヶ月単位）

月給 (1)6時00分～15時00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

(4)9時30分～18時30分

45060-  527631 (5)11時00分～20時00分

（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）
普通自動車運転免許

45060-  531231
（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

普通自動車運転免許
雇用期間の定めなし

45060-  532531

◎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。

正看護師（ミューズの朝西
都） 74歳

以下 225372
宮崎県西都市大字岡富６５８－２
ミューズの朝　西都

225372

雇用・労
災・健康・
厚生

18歳
～59
歳

235000

300000

准看護師（ミューズの朝西
都）

社会福祉法人　報謝会 ご利用者様の健康管理
　デイサービス・住宅での看護業務
（バイタル管理等）
それに伴う記録の作成、健康相談等

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

雇用・労
災・健康・
厚生

74歳
以下 207580

宮崎県西都市大字岡富６５８－２
ミューズの朝　西都

207580

店長候補／児湯郡新富町／は
なの舞　新田原基地店

★食堂・喫茶運営業務全般
・アルバイト指導、管理、売上管
理、衛生管理・販売促進企画
・調理、仕込み、メニュー考案


雇用・労
災・健康・
厚生

不問

151200
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

151200

運営スタッフ（インターネッ
ト事業部）

株式会社　全日本武道具セン
ター

当社の受注処理業務を行なっていた
だきます。
自社サイト、楽天、ヤフーでの受注
処理業務
メール、電話でのカスタマーサポー
ト業務

雇用・労
災・健康・
厚生

59歳
以下

介護職員：並木の里 社会医療法人　暁星会　三財
病院

○介護老人保健施設入所者８０名に
対する食事介助、入浴介助、
　排泄介助などの介護業務全般
・その他付随業務


雇用・労
災・健康・
厚生

59歳
以下 185000

宮崎県西都市御舟町１丁目１－７８
「鶴田病院」内厨房

栄養士・管理栄養士（正社
員）／鶴田病院

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、
　厨房業務補助（盛り付け、食器洗
浄、清掃業務他）


177000
宮崎県西都市大字右松３２９２－３３
「うからの里」内厨房

207000

165000
宮崎県西都市大字下三財３４３６
「宮崎事業所」

165000

雇用・労
災・健康・
厚生

不問

雇用・労
災・健康・
厚生

59歳
以下 168000

宮崎県西都市大字下三財８１２４－８

185000

220000

調理師（準社員）／うからの
里

富士産業株式会社　大分事業
部　宮崎営業所

入院患者様のお食事を作るお仕事で
す。
調理業務全般
・調理
・盛り付け
・配膳

看護職員（並木の里） 社会医療法人　暁星会　三財
病院

・介護老人保健施設（入所者８０
名）に対する看護業務
（日中は看護職員４～５名体制）
・入所者の健康管理、バイタル
チェック、服薬管理など
・吸引や経管栄養等の業務

雇用・労
災・健康・
厚生

59歳
以下 170000

宮崎県西都市大字下三財８１２４－８

240000

雇用・労
災・健康・
厚生

59歳
以下 200000

宮崎県児湯郡新富町大字日置３６９３
－６

200000

和牛飼育全般：正社員 有限会社　アグテック ◯和牛の飼育業務
・エサの給餌、エサの製造
・場内清掃
◯牛の管理
・堆肥だし、飼料製造
・その他、付随業務


雇用・労
災・健康・
厚生

59歳
以下

畑作業員：正社員 有限会社　アグテック ◯露地野菜の生産
　管理・収穫全般
○牧草の作付け、収穫
・その他、付随業務


128822

介護職（ケアホーム　みな
み）

株式会社　藤やま ◆住宅型有料老人ホーム　ケアホー
ムみなみでの介護業務
・入居者の方の生活における介護
（入居者定員１３名）
（排泄介助、食事配膳、レクレー
ション活動等）

雇用・労
災・健康・
厚生

64歳
以下 161000

宮崎県児湯郡新富町大字上富田５３３
２番地


200000
宮崎県児湯郡新富町大字日置３６９３
－６

200000

介護職：新富【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
入所者の介護業務（定員９名）
・食事の介助、入浴の介助、トイレ
の介助、外出支援や食事作りなど

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


166000

世話人（非常勤職員）：明水
苑

社会福祉法人石井記念友愛社
茶臼原自然芸術館就労支援Ｂ
型事業所

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

雇用・労災

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

＊詳細は面接時説明します。

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

不問

雇用・労
災・健康・
厚生

不問

151000
宮崎県児湯郡新富町大字新田１９３６
４－７

160000

115603
宮崎県西都市大字三宅２１６１－２

雇用・労
災・健康・
厚生

59歳
以下 144000

宮崎県西都市大字調殿１０１０番地

154000

宮崎県児湯郡新富町大字新田１９５８
１隊員クラブ
はなの舞　新田原基地店

社会福祉法人　報謝会 ご利用者様の健康管理
　デイサービス・住宅での看護業務
（バイタル管理等）
それに伴う記録の作成、健康相談等

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

2月10日(金）

（フルタイム） 変形（1ヶ月単位） 看護師
月給 (1)7時00分～16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 (3)17時00分～9時30分

(4)8時30分～17時30分

45060-  537931
（フルタイム） 変形（1ヶ月単位）

月給 (1)7時00分～16時00分

(2)8時30分～17時30分

雇用期間の定めなし (3)9時00分～18時00分

(4)17時00分～9時30分

45060-  538131
（フルタイム） 社会福祉士

月給 (1)8時15分～17時15分 看護師
准看護師

雇用期間の定めなし

45060-  540531 普通自動車運転免許
（フルタイム） 変形（1年単位）

月給 (1)8時00分～17時00分

雇用期間の定めなし

45060-  555031
（フルタイム） 介護福祉士

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-  556831
（フルタイム） 変形（1年単位） ２級農業機械整備技能士

月給 (1)8時45分～17時30分 三級自動車整備士
二級自動車整備士

雇用期間の定めなし

11080- 1415531 普通自動車運転免許
（フルタイム） 変形（1年単位）

月給 (1)9時00分～17時40分

普通自動車運転免許(AT限定不可)
雇用期間の定めなし

40140-  735131
（フルタイム） 変形（1年単位）

月給 (1)9時00分～17時40分 普通自動車運転免許(AT限定不可)

雇用期間の定めなし

40140-  749731
（フルタイム） 変形（1年単位）

月給 (1)9時00分～17時40分

普通自動車運転免許(AT限定不可)
雇用期間の定めなし

40140-  792631
（フルタイム） 変形（1年単位）

月給 (1)9時00分～17時40分 普通自動車運転免許(AT限定不可)

雇用期間の定めなし

40140-  794131
（フルタイム） 変形（1年単位）

月給 (1)9時00分～17時40分 普通自動車運転免許(AT限定不可)

雇用期間の定めなし

40140-  795031
（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）
～令和5年4月30日
契約更新の可能性あり（条件あり） 45010- 3638931

（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）
～令和5年4月30日
契約更新の可能性あり（条件あり） 45010- 3649031

（フルタイム） 変形（1ヶ月単位） 三級自動車整備士
月給 (1)9時00分～17時40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- 3761031
（フルタイム） 変形（1ヶ月単位） 二級自動車整備士

月給 (1)9時00分～17時40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- 3766731
（フルタイム） 有限会社　古賀食品 変形（1年単位）

月給 (1)7時00分～16時05分

雇用期間の定めなし

45030-  631631

◎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 155200

宮崎県児湯郡新富町大字新田４８１－
１

医療法人　育心会 雇用・労
災・健康・
厚生

59歳
以下

250000

工場内清掃スタッフ（正社
員）【トライアル雇用併用求
人】

宮崎サンフーズ　株式会社 ・工場内の機械や床清掃
・工場内の床や機械を高圧洗浄ホー
ス等を使って清掃します。
・床の水を掃き出す作業
・その他、付随業務


167800
宮崎県児湯郡新富町大字新田４８１－
１

242000

介護職／夜勤あり 医療法人　育心会 ○介護老人保健施設利用者（約６５
名）の介護業務の補助
・入所利用者に対して、医師の治療
方針やケアプランに沿った介護
サービス、ＡＤＬケアの提供。　

看護師（正又は准）【夜勤あ
り】

○介護老人保健施設利用者（約６５
名）の看護業務
・入所利用者に対して、医師の診療
方針やケアプランに沿った看護
サービス、ＡＤＬケアの提供

宮崎県児湯郡新富町大字新田４１８０

160000

236000

生活相談員／デイサービスエ
ンゼル　たかなべ

株式会社　介護とリハビリの
エンゼル

○デイサービスにて相談員としての
お仕事です。
　・利用者様の施設利用の調整
　・ご家族様からの相談業務など
　・その他、付随業務


不問

雇用・労
災・健康・
厚生

59歳
以下 160000

59歳
以下 183600

357000

営業職（新富支店）【正社
員】

トラクタなどの農業用機械の販売お
よびアフターサービス。入社後、一
定期間は先輩社員がお客様訪問に同
行するなどして指導いたします。

雇用・労
災・健康・
厚生

59歳
以下

児湯郡／セールスエンジニア
職（児湯営業所）

（業務内容）
農業機械の提案や納入時の試運転の
ほか、農業資材の配達や軽整備を担
当し、大掛かりな整備作業は営業所
に持ち帰り整備スタッフに引継ぎま
す。

151000

生活相談員（デイサービスセ
ンター優）

株式会社　兒玉 〇デイサービス優での相談員業務を
行っていただきます。
・利用者、家族への相談援助
・ケアマネジャー、他機関との連
絡・調整

雇用・労
災・健康・
厚生

64歳
以下 175880

宮崎県児湯郡新富町大字上富田３８０
５番地

221500

300000

200000

59歳
以下 151000

300000

技術職（新富支店）【正社
員】

工場での農業用機械の修理及び点検
整備。農業用機械の納品、引き取り
業務。機械の取り扱い、メンテナン
ス技術は社内研修や先輩社員から指
導を行い、資格取得も出来ます。


雇用・労
災・健康・
厚生

59歳
以下

宮崎県西都市右松字三反田１０７６－
１「ヤンマーアグリジャパン（株）九
州支社　西都支店

営業職（川南支店）【正社
員】

トラクタなどの農業用機械の販売お
よびアフターサービス。入社後、一
定期間は先輩社員がお客様訪問に同
行するなどして指導いたします。

151000

300000

技術職（川南支店）【正社
員】

工場での農業用機械の修理及び点検
整備。農業用機械の納品、引き取り
業務。機械の取り扱い、メンテナン
ス技術は社内研修や先輩社員から指
導を行い、資格取得も出来ます。


59歳
以下 151000

300000

ヤンマーアグリジャパン株式
会社　九州支社

不問

159936
宮崎県児湯郡新富町

159936

営業職（西都支店）【正社
員】

トラクタなどの農業用機械の販売お
よびアフターサービス。入社後、一
定期間は先輩社員がお客様訪問に同
行するなどして指導いたします。

59歳
以下 151000

300000

ヤンマーアグリジャパン株式
会社　九州支社

食肉加工業／新富町 株式会社　スタッフィ 工場内で冷凍の食肉カット等の加工
や梱包のお仕事になります。
始めは先輩から研修を受けながらス
タートになりますので、
未経験の方でも安心してスタートで
きます。


雇用・労
災・健康・
厚生・財形

153339

自動車整備士見習い／高鍋店
【就職氷河期世代歓迎求人】

宮崎トヨペット　株式会社 【ディーラーでの自動車整備】

・自動車の点検、修理等
・お客様への点検結果の説明等
・その他、自動車整備に係る業務全
般に携わって頂きます。


156000
宮崎県児湯郡高鍋町大字持田字下河原
３４２２番地１７「高鍋店」

59歳
以下 151000

宮崎県児湯郡高鍋町大字持田字下河原
３４２２番地１７「高鍋店」

191000

自動車整備／高鍋店 宮崎トヨペット　株式会社

製造業／西都市 株式会社　スタッフィ 農業用ビニールハウスの骨組みを
作っている作業場内で、
骨組みの検査やバリ取り・拭き上げ
等の作業を行って頂きます。


雇用・労
災・健康・
厚生

不問

153339
宮崎県西都市

【ディーラーでの自動車整備】
・自動車の点検、修理等
・お客様への点検結果の説明等
・その他、自動車整備に係る業務全
般に携わって頂きます。


雇用・労
災・健康・
厚生・財形

59歳
以下

宮崎県児湯郡川南町大字平田字元原６
６５５番地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

59歳
以下 201000

219000

211000

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

介護支援専門員、理学療法士、作業療法
士、社会福祉主事など

＊農業機械整備士、自動車整備士の有資
格者優遇

宮崎県児湯郡新富町大字新田１７９５
３－２７
三菱農機販売株式会社　児湯営業所

三菱農機販売株式会社

ヤンマーアグリジャパン株式
会社　九州支社
宮崎県児湯郡新富町新田１７９４９－
５ヤンマーアグリジャパン（株）九州
支社　新富支店

ヤンマーアグリジャパン株式
会社　九州支社
宮崎県児湯郡川南町平田１３９０－１
８ヤンマーアグリジャパン（株）九州
支社　川南支店

雇用・労
災・健康・
厚生

雇用・労
災・健康・
厚生・財形

宮崎県児湯郡新富町大字新田１７９４
９－５ヤンマーアグリジャパン（株）
九州支社　新富支店

ヤンマーアグリジャパン株式
会社　九州支社
宮崎県児湯郡川南町平田１３９０－１
８ヤンマーアグリジャパン（株）九州
支社　川南支店

雇用・労
災・健康・
厚生

雇用・労
災・健康・
厚生

雇用・労
災・健康・
厚生

雇用・労
災・健康・
厚生

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」



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10日(金）

（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(AT限定不可)
(2)6時00分～15時00分

雇用期間の定めなし 社用車２～４トントラック　ＭＴタイプ

45060-  496731
（フルタイム） 交替制あり

月給 (1)9時00分～18時00分 普通自動車運転免許
(2)8時00分～17時00分

雇用期間の定めなし

45060-  498631
（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）
普通自動車運転免許

45060-  500331
（フルタイム） 変形（1ヶ月単位） 保育士

月給 (1)7時00分～15時45分

(2)8時25分～17時10分

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） (3)9時15分～18時00分

(4)9時45分～18時30分

契約更新の可能性あり（原則更新） 45060-  501631
（フルタイム） 変形（1年単位） 大型自動車免許

月給 (1)8時00分～17時00分 フォークリフト運転技能者
牽引免許

雇用期間の定めなし

普通自動車運転免許(AT限定不可)
45060-  503131

（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-  504031
（フルタイム） 第二種電気工事士

月給 (1)8時00分～17時00分 第一種電気工事士
２級管工事施工管理技士

雇用期間の定めなし （社用車：ＭＴタイプ）
普通自動車運転免許(AT限定不可）

45060-  505831
（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-  506231 普通自動車運転免許(AT限定不可)
（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 ２級土木施工管理技士　または　２級舗装施工管理技士

45060-  507531
（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-  509731
（フルタイム） 変形（1ヶ月単位）

月給 (1)8時00分～17時00分

(2)10時00分～19時00分

雇用期間の定めなし (3)16時30分～0時00分

45060-  510931
（フルタイム） 準中型自動車免許

月給 (1)8時00分～17時00分

普通自動車運転免許(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（条件あり） 45060-  513831
（フルタイム） 変形（1年単位）

月給 (1)8時00分～17時00分

普通自動車運転免許
雇用期間の定めなし

45060-  515531
（フルタイム）

月給 (1)9時15分～17時00分 普通自動車運転免許

雇用期間の定めなし

45060-  516431
（フルタイム） 交替制あり

月給 8時00分～0時00分の間の 普通自動車運転免許
8時間程度

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

契約更新の可能性あり（原則更新） 46010- 4742631
（フルタイム） 交替制あり 危険物取扱者（乙種）

月給 6時45分～23時10分の間の 三級自動車整備士
8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） 38010- 4154731

◎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。

調理・配送担当 広松鯉家　株式会社 （鯉の加工）刺身、骨のパック詰め
（配　　送）取引先：スーパー、料
理屋への活鯉又は加工品の配送
活鯉をいけすへ移す作業あり

雇用・労
災・健康・
厚生

雇用・労
災・健康・
厚生

35歳
以下 192000

宮崎県西都市大字南方３９４４－２

216000

直売所レジスタッフ　『ＪＡ
児湯新富直売所　ルーピン』

児湯農業協同組合 ○直売所でのレジ、接客業務
○その他、商品陳列、掃除等の作業

＊詳細は面接時に説明します。

59歳
以下 140745

宮崎県児湯郡新富町大字上富田７５２
６番地

140745

トラック運転手：１０トン 株式会社　コーポレーショ
ン・クリエイト

168000
宮崎県西都市大字下三財古城屋敷７７７
０または　西都市大字下三財３３０８

207500

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。

雇用・労
災・健康・
厚生

不問

158000
宮崎県児湯郡高鍋町大字持田１６００
番地１

保育士 社会福祉法人　あけぼの福祉
会　なでしこ保育園

◎０歳～６歳児（現在９７名）の保
育業務全般
・クラスでの保育業務
・その他、付随業務




146800
宮崎県西都市大字荒武３９５１番地１

197400

○１０トントラックにて、チップや
丸太の積み込み・配達業務
（配達エリア：宮崎県内）
＊現業務担当３人
○その他、付随業務をお願いするこ
とがあります。

雇用・労
災・健康・
厚生

不問

雇用・労
災・健康・
厚生

空調設備施工及び管工事 有限会社　二幸設備工業 ○空調設備施工修理及び管工事全般
業務
（エリア：児湯管内、宮崎市内）
・保守点検
・工場内配管（給排水）

雇用・労
災・健康・
厚生

64歳
以下

158000

バルク車運転手 有限会社　国富運送 ◎未経験者も歓迎です
・バルク車で西都市内の牧場へ飼料
の配送業務全般
・その他付随業務あり




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２２７７
７番地

270000

駐車場や道路の舗装工事にお
ける重機オペレーター

株式会社　新興 ○道路舗装や土木工事現場にて様々
な重機を使う重機オペレーターの仕
事です。
・主にバックホーやタイヤローラ、
マカダムローラ等の重機を操作
　　して作業を行います。

59歳
以下 180000

宮崎県西都市大字岡富字後藤地１１６
１番地１

300000

現場管理（土木工事・舗装） 株式会社　新興

250000
宮崎県西都市大字岡富字後藤地１１６
１番地１

450000

雇用・労
災・健康・
厚生

不問

162000
宮崎県児湯郡高鍋町大字持田１３３４
番地２

162000

家庭系ごみ収集運搬、し尿収
集、水道量水器検針

株式会社　高鍋衛生公社 ○バキューム車、パッカー車（ゴミ
収集）運転又は補助。（社用車
（３．５トンＭＴタイプを２人体制
行動）
（エリア：高鍋町内）
（ゴミ処理は西都市内へ運搬）

雇用・労
災・健康・
厚生

40歳
以下 180800

宮崎県西都市大字右松２１１１番地

【令和５年４月１日～】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

【令和５年４月１日～】新たに第２
センターを増設の為、第２センター
のオープニングメンバーを募集しま
す。
※業務開始：令和５年４月１日～
（事前の入社も可能）


141000
宮崎県西都市大字調殿１０１０番地

153000

○舗装工事及び土木作業管理業務全
般。
・公共工事の現場代理人
・現場打ち合わせ
・写真撮影、管理

雇用・労
災・健康・
厚生

59歳
以下

一般事務（トライアル併用求
人）

株式会社　原田 ○一般事務全般業務
・鉄筋等の数量表作成
・受発注業務
・加工帳作成
・ＰＣを使いデータ入力処理
・来客、電話応対

雇用・労
災・健康・
厚生

45歳
以下

250000

看護助手 医療法人　恵喜会　西都病院 ○病棟における看護補助業務全般
・食事介助
・入浴介助
・排泄介助
・シーツ交換
・環境整備

雇用・労
災・健康・
厚生

59歳
以下

160000
宮崎県児湯郡都農町大字川北１８７０
２－２

180000

不問

160834
宮崎県西都市大字右松字三反田２１９
１－１セルフ西都給油所

195054

○ファミリーマートでの接客、商品
の陳列、レジ対応等
○スタッフの勤務管理や商品発注業
務等

＊正社員登用制度あり


雇用・労
災・健康・
厚生

18歳
以上

商工会議所共済・福祉制度推
進スタッフ：日向営業所高鍋
分室

アクサ生命保険　株式会社
日向営業所　高鍋分室

・商工会議所の会員企業に対する、
生命保険による従業員の福利厚生制
度（退職金、弔慰金）のコンサル
ティング営業

ガソリンスタンド店員（セル
フ西都給油所）

太陽石油販売　株式会社 ・給油監視
・給油方法説明
・オイル交換等軽作業など

＊就業時間・労働日数・時給等　応
相談

雇用・労
災・健康・
厚生

64歳
以下 180000

宮崎県児湯郡高鍋町大字上江８３３５
－２　高鍋商工会館２Ｆ

240000

販売［宮崎県：高鍋上江］ 株式会社　リテール・サポー
ト

180000
宮崎県児湯郡高鍋町大字上江８１７３
番地「ファミリーマート　高鍋上江店
」230000

雇用・労
災・健康・
厚生

車両系建設機械（整地・運搬・積
込用及び掘削用）運転技能者

ローラーの運転業務に係る特別教
育　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

【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10日(金）

（フルタイム） 変形（1年単位）

月給 (1)8時15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

43030- 1274131
（フルタイム） 中型自動車免許

月給 (1)8時00分～17時00分 大型自動車免許

雇用期間の定めなし 普通自動車運転免許(AT限定不可)

43070-  569131
（フルタイム）

月給 (1)12時00分～21時00分

雇用期間の定めなし

44010- 3930931
（フルタイム）

月給 (1)23時00分～7時15分

雇用期間の定めなし

44010- 4022131

◎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。

海外事業部オフィススタッフ 株式会社　全日本武道具セン
ター

電話やメールでの応対、インター
ネット通販の運営管理のサポートと
なります。
海外のお客様との英語での対応や発
送準備、防具企画、海外での大会で
の出店企画。等になります。

雇用・労
災・健康・
厚生

59歳
以下

雇用・労
災・健康・
厚生

35歳
以下

205000
宮崎県西都市大字下三財３４３６
「宮崎事業所」

205000

生コン車運転手／村所 味岡建設株式会社 建築・土木現場での生コン配送業務
をしていただきます。

小型・大型車の運転もあります。
＊実務経験ない方の応募も歓迎、経
験者は賃金優遇します。


雇用・労
災・健康・
厚生

59歳
以下 167200

宮崎県児湯郡西米良村竹原４０４
『村所生コン工場』

177650

ホテルフロント及びレストラ
ン業務（宮崎都農店／２３時
～）

株式会社　アメイズ（ＨＯＴ
ＥＬ　ＡＺチェーン）

＜フロント業務の内容＞
・接客　※チェックアウト対応
・パソコン入処理
・メンテナンス業者への清掃指示書
の作成

総合職（お祭り一番館　高鍋
店）

株式会社　アメイズ（ＨＯＴ
ＥＬ　ＡＺチェーン）

〈飲食部門〉
・接客・調理・提供・清掃・精算業
務　等

＊店舗、地区責任者へのキャリア
アップも可能


雇用・労
災・健康・
厚生

18歳
～64
歳

154350
宮崎県児湯郡都農町大字川北５９４０
　「ＨＯＴＥＬ　ＡＺ　宮崎都農店」

154350

180000
宮崎県児湯郡高鍋町大字持田字下河原
３３７３お祭り一番館　高鍋店

250000



賃金 求人者名
職種 上限 就業場所 就業時間 加入保険等 必要な免許資格

下限

（パートタイム）
時給 普通自動車運転免許

雇用期間の定めなし

14100- 1808731
（パートタイム）

時給 (1)10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） 26010- 4083031
（パートタイム） 株式会社トライアルストアーズ

時給

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- 3936731
（パートタイム） 交替制あり 調理師

時給 (1)8時30分～15時15分 栄養士
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9月30日

契約更新の可能性あり（条件あり） 45010- 4560131
（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- 4580431
（パートタイム）

時給 (1)9時00分～16時50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 45010- 4657131
（パートタイム）

時給 (1)7時00分～12時00分

(2)8時00分～13時00分

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） (3)9時00分～14時00分

(4)10時00分～15時00分

契約更新の可能性あり（条件あり） 45050-  485131
（パートタイム） 株式会社ハクブン 交替制あり 美容師

時給

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） 14150- 2589231
（パートタイム） 株式会社　ホーユー 調理師

時給 (1)5時00分～11時00分

(2)15時30分～21時30分

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

～令和5年7月31日

契約更新の可能性あり（条件あり） 34010- 7691731
（パートタイム） 株式会社　ドラッグストアモリ

時給 (1)8時30分～14時30分

(2)13時00分～19時00分

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） (3)17時00分～0時00分

契約更新の可能性あり（原則更新） 40150- 1917231
（パートタイム） 交替制あり

時給 (1)17時15分～8時30分

(2)8時31分～8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（原則更新） 45010- 4508331
（パートタイム） 株式会社　栄建工業

時給 (1)8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） 45010- 4154531
（パートタイム） 株式会社　栄建工業

時給 (1)8時00分～16時30分

雇用期間の定めなし

45010- 4156731
店内接客、販売（高鍋店） （パートタイム） 交替制あり

時給 (1)9時00分～16時00分

(2)10時00分～17時00分

雇用期間の定めなし (3)12時30分～18時00分

土日祝休み

45020-  871531
（パートタイム） 有限会社　木村仏具店 交替制あり

時給 (1)9時00分～16時00分

(2)10時00分～17時00分

雇用期間の定めなし (3)12時30分～18時00分

45020-  885131

◎ハローワークでは随時紹介を行っておりますので、すでに決定済となっている場合があります。あらかじめご了承ください。
◎「求人票」はハローワークインターネットサービス（https://www.hellowork.mhlw.go.jp)でも確認いただけます。※類似したWebサイトにご注意ください。
◎労働条件については必ず「求人票」で確認をお願いします。加入保険については就業時間によって加入できない場合があります。
◎この情報はFAXでも提供しています。ポーリング受信機能を使い０９８３－２３－０８４９をコールしてください。紙面スペースの都合上、全ての求人を掲載できない場合があります。

1100
宮崎県西都市上町２－３６　
「当社　宮崎支店」（都萬神社近く）

1300

（障）農業軽作業 《５名大募集！！》
＊Ａ型事業所　障がい者採用　野菜の
農作業等の作業＊

・野菜の仕分け作業
・商品の出荷準備

年齢 仕事の内容

防音工事アドバイザーパート
（宮崎支店）

戸大建設工業　株式会社 国の補助事業である住宅防音工事のア
ドバイザーです。
・対象エリア内の個人宅への工事提案
・定期訪問などの顧客管理　


雇用・労災
不問

宮崎県児湯郡都農町大字川北字新別府下原１
９４９番地１『就労支援事業所ハッピー
フィールド都農センター』

8時30分～19時00分の間
の5時間以上

就労支援事業所　ハッピーフィールド
（株式会社ハッピーフィールド）

860

860

学校給食調理スタッフ／西都市
学校給食センター

株式会社　総合人材センター
宮崎支店

学校給食センターにて給食調理業務を
行っていただきます。
≪主な仕事内容≫
・材料洗浄、下処理、調理、容器分配
・食器洗浄及び格納、厨房内の清掃・
片付け


雇用・労災
不問

853

853

レジ担当（３８０西都店） ［主な業務内容］

　○レジ精算業務
　　＊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

又は7時00分～18時00分
の間の4時間以上

9時00分～20時00分の間
の6時間程度宮崎県西都市右松１９１３－１

『スーパーセンタートライアル　西都
店』

980
宮崎県児湯郡新富町大字日置

980

県立高校就職支援エリアコディ
ネーター（西都・児湯エリア）

宮崎県教育庁　高校教育課 【業務内容】
・県立高校と企業、産業関係団体等と
の連携を強化し、高校生の県　内企業
理解を支援する業務に従事して頂きま
す。


雇用・労災
不問

860
宮崎県西都市大字清水７５２番地１
「西都市学校給食センター」

900

検品パック詰め作業／児湯郡新
富町

株式会社　ＴＭＫｃｏｒｐｏｒ
ａｔｉｏｎ

【お仕事内容】
機械で検査や洗浄された卵を検品しな
がらパック詰めをして行く作業
・洗浄、殺菌時の監視作業
・卵の抜けがないか、ひび割れが無い
かを目視チェック

雇用・労
災・健康・
厚生

不問

900
宮崎県西都市大字調殿１３９４－７
　「西都加工センター」

950

雇用・公
災・厚生・
その他

不問

1440
宮崎県西都市右松２３３０
「宮崎県立　妻高校」

1512

食鳥処理／西都加工センター
（パート）

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。


雇用・労災
不問

1000

1600

調理／児湯郡高鍋町／宮崎県立
高鍋農業高等学校

宮崎県立高鍋農業高等学校　明倫寮
食堂での調理、調理補助に従事してい
ただきます。

・朝食・昼食・夕食　各１６１食程度
を調理しています。

美容師・スタイリスト【宮崎西
都店】

カット・カラー・パーマの施術

◆ブランクや年齢を気にされている
方、子育て中の方も大歓迎です。

週１日、３ｈ～の勤務可


労災
不問

宮崎県西都市大字右松２１１１　Ａ
コープさいと店内
（宮崎西都店）

9時00分～17時30分の間
の3時間以上

宮崎県児湯郡高鍋町大字上江８３８番
地１４
宮崎県立高鍋農業高等学校　明倫寮

875

950

施設警備／新富町役場 株式会社　セキュリティロード ＊新富町役場における施設警備

・施設内における巡回・監視業務
・電話対応など

※詳細は面接時に説明いたします。


雇用・労災
不問

853

853

販売員（高鍋店）（パート） ＊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


労災
不問

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

900

900

清掃スタッフ／川南町 養護施設内の清掃業務全般を担当して
いただきます。
・居室及びトイレ（男・女）の清掃
・掃除機掛けと拭き掃除
・共用部（トイレ、通路等）の清掃
・外廻りの掃き掃除


健康・厚生
18歳
以上

853
宮崎県児湯郡新富町大字上富田７４９
１

853

清掃スタッフ／川南ＰＡ 高速道路サービスエリアの清掃業務を
お願いします。
・上り線および下り線のトイレ清掃
（男・女トイレあり）
・駐車場清掃（掃き掃除、ゴミ拾い）
等


労災
不問

宮崎県児湯郡川南町大字川南１１７０
－１００８
『川南パーキングエリア』

880
宮崎県児湯郡高鍋町大字持田字高河原
３１９７－３

900

店内接客、販売（高鍋店） 〇商品に関する知識は必要ありませ
ん。マニュアルがあり、丁寧に　指導
しますので初めての方でも安心してご
応募ください。


雇用・労災
59歳
以下

853

853

有限会社　木村仏具店 〇商品に関する知識は必要ありませ
ん。マニュアルがあり、丁寧に　指導
しますので初めての方でも安心してご
応募ください。


労災
59歳
以下

宮崎県児湯郡川南町大字川南１７９７
９－８７
社会福祉法人　宮崎愛心会
「特別養護老人ホーム　フェニック
ス」

雇用・労
災・健康・
厚生

59歳
以下

900

900

宮崎県児湯郡高鍋町大字持田字高河原
３１９７－３『高鍋店』

又は9時00分～18時00分
の間の4時間以上

【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

2月10日(金）

（パートタイム）
時給

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-  587131
（パートタイム） 交替制あり

時給 (1)15時00分～18時00分

(2)10時00分～18時00分

雇用期間の定めなし

45060-  589831
（パートタイム） 川南町役場

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-  590431
（パートタイム） 交替制あり 介護福祉士

時給 (1)8時15分～17時15分

雇用期間の定めなし 社会福祉主事　　　　　　　　　必須
普通自動車運転免許

45060-  592331
（パートタイム）

時給 (1)8時00分～12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-  594931
（パートタイム）

時給 (1)9時00分～16時00分

雇用期間の定めなし

45060-  595131
（パートタイム）

時給

雇用期間の定めなし

45060-  596031
（パートタイム）

時給

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-  597831
（パートタイム） 宅食ライフ　さとかん高鍋・木城店

時給 (1)10時00分～13時00分 普通自動車運転免許
(2)15時00分～18時00分

雇用期間の定めなし

45060-  609131
（パートタイム） 宅食ライフ　さとかん高鍋・木城店

時給 (1)8時00分～12時00分

雇用期間の定めなし

45060-  610831
（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～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
普通自動車運転免許

45060-  558531
（パートタイム） 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１級
介護福祉士

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 正・准看護師　　　　　　　　　　必須
令和5年3月1日～令和6年3月31日 普通自動車運転免許
契約更新の可能性あり（条件あり） 45060-  565231

（パートタイム）
時給 (1)9時00分～16時00分

雇用期間の定めなし

45060-  566531
（パートタイム） 社会福祉法人　川南町社会福祉協議会 交替制あり 調理師

時給 (1)10時15分～16時15分 普通自動車運転免許
(2)11時15分～17時15分

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） (3)12時15分～17時15分

令和5年3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-  568731
（パートタイム） 社会福祉法人　川南町社会福祉協議会 交替制あり 保育士

時給 (1)14時15分～18時00分 幼稚園教諭免許（専修・１種・２種）
(2)7時30分～16時30分 小学校教諭免許（専修・１種・２種）

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） (3)9時00分～18時00分 放課後児童支援員認定資格あれば尚可
～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（条件あり） 45060-  571031

（パートタイム）
時給 (1)8時30分～13時30分

雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）

～令和5年3月20日

契約更新の可能性あり（原則更新） 45060-  578631

◎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。

875
宮崎県児湯郡都農町大字川北字新別府
１４４４のロ

875

カフェ店員（Ｈａｒｕ’ｓ　ｃ
ａｆｅ）

株式会社　ユウエス ○テイクアウトでのコーヒーやソフト
クリームなどを提供する
　カフェの仕事になります。
・接客応対
・その他、付随業務



漬物製造加工・袋詰め・検査 有限会社　つの農産 ・袋詰め・検査作業
・その他付随業務

＊詳細は面接時説明します。
＊立ち仕事ですので体力を要します。


労災・その
他不問 8時30分～16時00分の間

の3時間以上

943

943

介護福祉士／デイサービスエン
ゼル　たかなべ

株式会社　介護とリハビリのエ
ンゼル

○デイサービスでの介護業務
・利用者様の送迎
・入浴介助等
・その他、付随業務

＊詳細は、面接時に説明します

雇用・労災
59歳
以下

900
宮崎県西都市大字黒生野１７６０－７
『Ｈａｒｕ’ｓ　ｃａｆｅ』

1000

学校支援員／教育課（会計年度
任用職員）

○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

＊詳細は面接時に説明します。

雇用・労
災・健康・
厚生

不問
宮崎県児湯郡川南町大字平田２３８６
－３
「川南町教育委員会」

又は8時15分～17時15分
の間の4時間以上

900
宮崎県西都市大字岡富１１３４－１

1000

事務職 株式会社　ヤミー・フードラボ きれいで、空調の整ったオフィス内で
のお仕事です。
未経験からでも丁寧に教えます。

◯パソコンを使った作業です。（エク
セル、ワードを使用）

雇用・労災
不問

1200
宮崎県児湯郡高鍋町大字持田１７４１
－３

1500

車の清掃スタッフ・事務雑用 株式会社　ツネマツ自動車 ○車輌の洗浄、清掃業務全般。
・展示車の洗車
・敷地内での車の移動
・車検に係る業務。
・その他　付随業務あり


雇用・労災
不問

又は8時00分～17時00分
の間の4時間程度

860
宮崎県児湯郡新富町大字三納代字北原
牧２９５６

860

販売スタッフ 有限会社　山の上乃パン屋パン
ト

○パン・菓子・調理パンの店頭での接
客業務
・レジ業務
・品出し
・袋詰め
・シール貼り

雇用・労災
59歳
以下

860
宮崎県児湯郡高鍋町大字南高鍋１００
３２－２

880

洋蘭生産作業員 サカモト農園（坂本　功） ○ハウス内での胡蝶蘭、シンピジュー
ム等の生産作業業務。
・花の仕立て（鉢に支柱を立て花を添
わせる）作業
・苗の植え替え・肥料やり・水やり・
出荷準備作業。

労災
不問 8時00分～17時00分の間

の3時間以上

8時30分～18時30分の間
の5時間程度

1100

1100

弁当盛り付けスタッフ／土日祝
勤務のみ

◆「宅食ライフ」のおいしいお弁当を
自宅までお届けするお仕事です。
○配達するための弁当の盛り付けをし
ていただきます。

労災
不問

880
宮崎県児湯郡新富町大字日置毛作５１
９０－１９

900

配食スタッフ／土日祝のみ勤務 ◆「宅食ライフ」のおいしいお弁当を
自宅までお届けするお仕事です。
○お弁当の配達がメインの仕事です。
同じ時間に決められたコースを巡回。

労災
59歳
以下 宮崎県児湯郡高鍋町大字北高鍋１０９

１－１高鍋電化センタービル１Ｆ

宮崎県児湯郡高鍋町大字北高鍋1091-1
高鍋電化センタービル１Ｆ

1230

1230

訪問介護登録ヘルパー 川南町社協ヘルプサービス訪問介護部
門において、登録ヘルパーとして業務
にあたっていただきます。
（業務内容）
○介護保険認定者及び障害福祉サービ
ス利用者宅を訪問し、調理や掃除など

労災
59歳
以下

1100

1100

介護業務（夜勤専門）／月９～
１２回

○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、トイレの介助など

雇用・労
災・健康・
厚生

64歳
以下

特定非営利活動法人　仁秀会「た
いよう」

社会福祉法人　川南町社会福祉協
議会

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」

宮崎県児湯郡川南町大字川南１３６８
０番地総合福祉センター内

1000

1000

訪問給食調理及び配達 〇調理室で給食（弁当）の調理業務。
・食材切りから調理、盛り付けまで。
・一日平均約５０食を３人で調理しま
す。
（土日祝日も出勤有り）
〇配達業務

雇用・労
災・健康不問

900

1460

事務員 ○社会福祉法人光陽会総務課の事務管
理　　　　　　　　　　
・会計事務等に従事していただきます
・その他付随業務
＊就業時間帯についても相談に応じま
す。　　　　　　　


雇用・労
災・健康・
厚生

69歳
以下 宮崎県西都市大字清水７９３番地


「光陽会／通所センター」

社会福祉法人　光陽会

宮崎県児湯郡川南町大字川南１３６８
０番地総合福祉センター内

900

950

栄養士補助 医療法人　宏仁会　海老原総合
病院

○納品管理補助・調理補助
○その他付随業務

＊詳細は面接時説明します。

雇用・労災
不問

900

950

放課後児童クラブ支援（補助）
員

〇町内の各小学校で放課後児童クラブ
支援（補助）員として勤務
　基本的には、
　・児童の見守り
　・一緒に遊ぶ
　・宿題の見守り

雇用・労
災・健康・
厚生

不問
宮崎県児湯郡川南町大字平田６３８３
番地
川南町立通山小学校内

又は7時30分～18時00分の間
の8時間程度

雇用・労
災・健康・
厚生

不問

855
宮崎県児湯郡高鍋町大字上江２０７番
地

855



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10日(金）

（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ヶ月未満）

～令和5年3月20日

契約更新の可能性あり（原則更新） 45060-  579931
（パートタイム）

時給

雇用期間の定めなし

45060-  580231
（パートタイム） 株式会社トライアルストアーズ

時給 (1)17時00分～22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- 3480831
（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)10時00分～14時00分

雇用期間の定めあり（４ヶ月未満） (3)14時00分～18時00分

契約更新の可能性あり（条件あり） 40120- 3528231
（パートタイム） 社会医療法人　如月会　若草病院 交替制あり 看護師

時給 【看護】
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） 45010- 3975731
（パートタイム） 変形（1ヶ月単位）

時給 (1)8時00分～17時00分

(2)9時00分～18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- 4019631
（パートタイム） 江夏商事　株式会社

時給 (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（原則更新） 45040- 1709631
（パートタイム）

時給 (1)8時00分～15時00分

(2)9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8月31日

契約更新の可能性なし 45040- 1710031
（パートタイム） 都農町役場 交替制あり 介護職員初任者研修修了者

時給 (1)16時45分～8時25分 ホームヘルパー２級
(2)16時55分～8時35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-  521831
（パートタイム）

時給

雇用期間の定めなし

45060-  522231
（パートタイム） 株式会社　藤やま

時給

雇用期間の定めなし

45060-  528931
（パートタイム） 株式会社　藤やま 変形（1ヶ月単位） ホームヘルパー２級

時給 (1)18時00分～6時00分

(2)17時00分～1時00分

雇用期間の定めなし (3)1時00分～9時00分

45060-  529131
（パートタイム） 看護師

時給 (1)9時00分～11時00分 准看護師
普通自動車運転免許

雇用期間の定めなし

45060-  530831
（パートタイム） 変形（1年単位） 自動二輪車免許

時給 (1)7時50分～16時50分 原動機付自転車免許
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-  533431
（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）

～令和5年4月15日

契約更新の可能性あり（条件あり） 45060-  539031
（パートタイム） 有限会社　サンクリーン日向

時給

雇用期間の定めなし

45060-  541431

◎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。

855
宮崎県児湯郡高鍋町大字上江２０７番
地

855

農作業員 清　隆次（清農園） 〇ハウス内でのピーマンの収穫作業を
主に行います。
〇その他収穫作業等に付随する業務

＊詳細は面接時に説明します。


調理補助 医療法人　宏仁会　海老原総合
病院

○野菜の切り込み、簡単な調理等
・その他付随業務

＊詳細は面接時説明します。

労災
不問

8時00分～12時000分の間
の3時間以上

853

853

店舗スタッフ（障）（４６３都
農店）

＊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
●土・日・祝日・ＧＷ・お盆・年末年
始、出勤可能な方歓迎


その他
不問

860
宮崎県児湯郡新富町大字日置浜田１０
３９

1000

夜間店舗スタッフ（障）（４６
３都農店）

＊商品の品出し（重量物を扱うことが
ある）、陳列
＊その他店舗内作業（棚作りなど）
●レジ業務・接客対応業務
●土・日・祝日・ＧＷ・お盆・年末年
始、出勤可能な方歓迎


雇用・労災
不問

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』

1500

1500

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
不問

853

853

正看護師（パート）／訪問看護
ステーションひなた（高鍋）

訪問看護ステーションでの精神科訪問
看護業務です。

＊社用車あり

＊雇用期間終了後は１年毎の更新。


労災
不問

宮崎県児湯郡高鍋町大字高鍋町６９４－１
メゾンサティーユ１階１号室
「訪問看護ステーションひなた（高鍋）」

8時30分～17時00分の間
の4時間程度

900

900

冷菓製造（川南町） 株式会社　ハンドイン 冷菓製品の検品、計量、袋詰め、箱詰
め


雇用・労
災・健康・
厚生

不問

1000
宮崎県西都市大字右松３２９２－３３
「うからの里」内厨房

1000

一般事務 ・仕入入力
・伝票入力
・売上などの数字を専用ソフトに入力
パソコンの基本操作が分かる程度のス
キルは必要です。


雇用・労
災・健康・
厚生

不問
宮崎県児湯郡新富町大字新田４１８０
番地
（当グループ企業　事務所内）

1177

1177

店内スタッフ 寿司勝 ○店内での接客業務全般。
・開店準備（店内清掃、トイレ掃除を
含む）
○お客様への接客。
・注文とり、お茶出し等。
○配膳、洗い物、片付け等。

雇用・労災
不問

950
宮崎県児湯郡川南町

950

支援員（愛寿園）：会計年度任
用職員

○『都農町立養護老人ホーム　愛寿
園』での夜間の支援業務
○その他、付随業務
＊詳細は面接時に説明します。
◆令和５年４月１日からの勤務となり
ます。

雇用・労
災・健康・
厚生

不問
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」

17時00分～22時00分の間
の2時間以上

853

853

介護職／夜勤担当者（ケアホー
ムみなみ）

◆住宅型有料老人ホーム　ケアホーム
みなみでの介護業務
・入居者の方の生活における夜間介護
（入居者定員１３名）
（排泄介助等）

労災
不問

900
宮崎県西都市妻町３丁目６４番地

1000

介護補助員（ケアホームみな
み）

◆住宅型有料老人ホーム　ケアホーム
みなみでの介護業務
・入居者の方の生活における介護（入
居者定員１３名）
（排泄介助、食事配膳、レクレーショ
ン活動等）

労災
不問

宮崎県児湯郡新富町大字新田１９３６
４－７

宮崎県児湯郡新富町大字新田１９３６
４－７

8時00分～17時00分の間
の2時間以上

1500

1600

配達員 日本郵便　株式会社　高鍋郵便
局

◯高鍋郵便局での郵便物、小包のバイ
クでの配達業務。
・仕分作業
（配達エリア：高鍋町内）
・その他、付随業務

労災
不問

853

853

看護師（短時間）／デイサービ
スエンゼル　たかなべ

○デイサービスでの看護業務　
・バイタルチェック
・その他、付随業務

＊詳細は面接時に説明します。


労災
不問

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」

株式会社　介護とリハビリのエンゼ
ル

900
宮崎県西都市大字上三財１０６２

900

鶏肉加工（川南町） ○ブロイラー処理における各部位毎の
解体作業
○包丁使用による鶏肉加工や検品、計
量などの軽作業
・その他付随業務
※就業時間・日数は相談に応じます。


雇用・労
災・健康・
厚生

不問

960
宮崎県児湯郡高鍋町大字北高鍋３５１
６－２

1520

農作業員 株式会社　さとう農園 ○ビニールハウス内でのきゅうりの収
穫作業
・その他付随業務

＊詳細は面接時に説明します。

雇用・労災
不問

宮崎県児湯郡川南町大字川南２１６２
２－１（株）児湯食鳥内

7時50分～17時00分の間
の4時間以上

雇用・労災
不問

853

900



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10日(金）

（パートタイム） 有限会社　サンクリーン日向
時給 (1)17時10分～20時10分

雇用期間の定めなし

45060-  549231
（パートタイム） 川南まちづくり株式会社 交替制あり

時給

雇用期間の定めあり（４ヶ月未満） 通勤ができる方
～令和5年3月31日

契約更新の可能性あり（条件あり） 45060-  553931
（パートタイム）

時給 (1)18時00分～22時00分

雇用期間の定めなし

45060-  554131
（パートタイム） 株式会社　明治屋

時給 (1)15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） 40090-  794231
（パートタイム） 株式会社　明治屋

時給 (1)6時00分～10時00分

(2)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-  819431
（パートタイム）

時給 (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ヶ月未満）

契約更新の可能性あり（条件あり） 44010- 4290231
（パートタイム） 有限会社　すずや 美容師

時給 (1)9時00分～17時00分

雇用期間の定めなし

45010- 3643431
（パートタイム） 保育士

時給 (1)8時25分～17時10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） 45060-  499931
（パートタイム）

時給 (1)8時30分～16時20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-  508431
（パートタイム）

時給 (1)8時30分～16時30分

雇用期間の定めなし

45060-  511131
（パートタイム）

時給 (1)10時00分～16時00分

雇用期間の定めなし 社用車：ＡＴタイプ軽自動車
普通自動車運転免許

45060-  512031
（パートタイム）

時給

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

～令和5年6月10日

契約更新の可能性なし 45060-  514231
（パートタイム）

時給

雇用期間の定めなし

44010- 4008831
（パートタイム）

時給 (1)20時00分～0時00分

雇用期間の定めなし

44010- 4009231
（パートタイム）

時給 (1)18時00分～22時00分

雇用期間の定めなし

44010- 4012631
（パートタイム） 宮崎県総務部総務事務センター 保健師

時給 (1)9時30分～16時20分 看護師

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 【看護】
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 45010- 3412631

◎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

900

ショップスタッフ／パートフル
タイム

◯川南パーキングエリア施設での接客
業務全般。
・店内でのお土産や商品等の販売やお
客様への商品提案
・品出し作業
・レジ等

清掃員（川南町） ○動力噴霧器や水道ホースを使用し、機
械清掃作業。
（１２名体制）
・その他付随業務
＊作業内容変更への柔軟な対応が求めら
れますが、自分のペースで　出来る仕事
です。


労災
不問

宮崎県児湯郡川南町大字川南２１６２
２－１（株）児湯食鳥内

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）

8時00分～19時15分の間
の7時間程度

1067
宮崎県児湯郡新富町大字新田４１８０

1067

惣菜担当（西都店　３８０） ＜スーパーセンタートライアル　西都
店内スタッフ＞

○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。
＊簡単なお惣菜の調理

雇用・労災
不問

860

860

工場清掃スタッフ（夕方勤務） 宮崎サンフーズ　株式会社 ・工場内の機械や床清掃
・工場内の床や機械を高圧洗浄ホース
等を使って清掃します。
・床の水を掃き出す作業

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』

920

920

農作業及びＪＡ選果場内作業
（宮崎県）

株式会社　菜果野アグリ ◎農作業
・季節野菜・果物の収穫、選果、選
別、箱詰作業

◎ＪＡの関連会社内での作業

労災
不問

860

860

惣菜担当（新富店　４０５） ＜スーパーセンタートライアル　新富
店スタッフ＞

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。
＊簡単なお惣菜の調理

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

1000

保育士及び保育補助 社会福祉法人　あけぼの福祉会
なでしこ保育園

◎０歳～６歳児（現在１０２名）の保
育業務又は保育補助業務。
・その他付随業務
＊詳細は面接時に説明します。
＊１年毎の更新となります。


労災
不問

900
宮崎県内のＪＡやＪＡ関連施設（宮崎
市、都城市、児湯郡等）

950

美容師／高鍋店・西都店 美容師業務全般を行っていただきま
す。
・カラー、シャンプー
・パーマ、カット等
・電話応対、来客受付等
＊週３０時間未満の勤務です。


雇用・労災
不問

宮崎県児湯郡高鍋町大字高鍋町北高鍋
１０８５－１
『ネオ高鍋店』

雇用・労災
不問

870
宮崎県児湯郡高鍋町大字持田１６００
番地１

880

障がい者職業訓練指導員　会計
年度任用職員

県立産業技術専門校　高鍋校 ○知的障がいのある、主に特別支援学
校高等部の卒業生が入校する当校販売
実務科（定員１０名）の指導員（職員
定数４名）として・訓練生に対する学
科及び実技の指導並びに生活指導業務

雇用・労
災・健康・
厚生

不問

その他
不問

860
宮崎県児湯郡新富町大字上富田浜崎

900

1178
宮崎県児湯郡高鍋町大字南高鍋１７７
０番地

1260

厨房スタッフ【急募】 株式会社　初音 ○チーフ中厨房担当者の指示のもと会
社の企画したランチメニュー　及びナ
イトメニューの調理・提供業務全般。
・仕込み、調理、盛り付け等の一連の
作業になります。

8時30分～16時00分の間
の5時間程度

雇用・労災
不問

860
宮崎県児湯郡新富町大字日置９６４－
２０

1010

ホールスタッフ 株式会社　初音 ○チーフ担当者の指示にもと受付・接
客業務全般。
・飲食の提供。
○その他付随業務。
○まれに仕出し（弁当等）の配達をお
願いする場合あり。

労災
不問

ホールスタッフ（宮崎高鍋店・
ジョイフル高鍋店）／２０時～

【ホール業務】
・接客
・調理の補充
・片付け
・清掃　等


キッチンスタッフ（宮崎高鍋
店・ジョイフル高鍋店）週４日
～

【キッチン業務】
・調理
・材料の下ごしらえ
・片付け
・清掃　等
＊常時、複数名のシフトにて対応

860
宮崎県児湯郡新富町大字日置９６４－
２０

1010

ハウス野菜栽培作業員 岩下清俊 ○ピーマンハウスでのピーマンの収穫
及び整枝作業
・その他付随業務
＊詳細は面接時説明します。
＊雇用期間が変動する場合は事業所よ
り指示します。


株式会社　アメイズ（ＨＯＴＥＬ
ＡＺチェーン）

宮崎県児湯郡高鍋町大字持田字下河原３３７
３「ＨＯＴＥＬ　ＡＺ　宮崎高鍋店内　ジョ
イフル高鍋店」

株式会社　アメイズ（ＨＯＴＥＬ
ＡＺチェーン）

宮崎県児湯郡高鍋町大字持田字下河原３３７
３ＨＯＴＥＬ　ＡＺ　宮崎高鍋店内　ジョイ
フル高鍋店

労災
18歳
～64
歳

労災
18歳
～64
歳

1050

1050

1050

1050

14時00分～23時00分の間
の3時間以上

株式会社　アメイズ（ＨＯＴＥＬ
ＡＺチェーン）

宮崎県児湯郡高鍋町大字持田字下河原３３７
３「ＨＯＴＥＬ　ＡＺ　宮崎高鍋店内　ジョ
イフル高鍋店」

ホールスタッフ（宮崎高鍋店・
ジョイフル高鍋店）／１８時～

【ホール業務】
・接客
・調理の補充
・片付け
・清掃　等


労災
64歳
以下

保健師・看護師／高鍋総合庁舎 県職員に係る以下の健康管理事業に関す
ること
１．メンタルヘルス相談に関する業務
２．ストレスチェックに関する業務（高
ストレス者への支援・職場環境改善）

雇用・公
災・健康・
厚生

不問

1210

1310

宮崎県児湯郡高鍋町大字北高鍋３８７
０の１「宮崎県高鍋総合庁舎」

1050

1050



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10日(金）

（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

雇用期間の定めなし

45060-  486531
（パートタイム） 株式会社　エム・ティ・シー 変形（1年単位）

時給 (1)9時00分～16時00分

(2)8時00分～12時00分

雇用期間の定めなし (3)8時00分～15時00分

45060-  494531
（パートタイム） 交替制あり 准看護師

時給 (1)8時15分～17時00分 看護師
(2)8時15分～12時15分

雇用期間の定めなし 社用車：軽自動車・普通自動車　ＡＴタイプ

普通自動車運転免許
45060-  495431

◎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。

890
宮崎県児湯郡高鍋町大字北高鍋４８３
５

900

接客及び商品配達《急募》 高島産業　株式会社　宮崎支社 ○店内での接客販売（レジ業務など）
○商品の袋詰め
○データ入力業務
○商品の配達（児湯郡及び宮崎市）
＊社用車（ＡＴ）あり

雇用・労災
59歳
以下

製造工 ◯鶏肉主体の加工業務を行います。
・主な加工品としては鶏肉サイズ別
カット、串刺加工、味付等の加　工品
になります。
・その他、計量・真空・包装作業など
誰にでもできる作業です。

雇用・労災
59歳
以下 宮崎県児湯郡川南町大字川南２４１２

８番地株式会社エム・ティー・シー
川南工場

雇用・労災
不問

1020
宮崎県児湯郡新富町大字新田４６３８
番地１

1020

855

855

看護職員（デイサービス） 合同会社　ライフサポート ○デイサービスにおける業務（１日１
０名程度）
・送迎運転（新富町内）
・健康管理
・食事・入浴・排せつ等の介助


