
　　　　（４月５日から４月１１日までの最新の求人です。）

変形（１ヶ月単位） 普通自動車免許一種

(1) 8時20分～17時00分

（従業員数 10人 ）
就業場所 宮崎県日南市

変形（１年単位）

(1) 8時00分～17時00分
(2)21時00分～ 6時00分

（従業員数 55人 ）
就業場所 宮崎県日南市

普通自動車免許一種
普通自動車免許ＡＴ

(1) 8時30分～17時30分

（従業員数 6人 ）
就業場所 宮崎県串間市

変形（１ヶ月単位） 看護師
准看護師

(1) 7時00分～16時00分
(2) 8時00分～17時00分

（従業員数 175人 ）(3) 9時30分～18時30分
就業場所 宮崎県串間市

交替制あり 看護師
准看護師

(1) 8時00分～18時00分 普通自動車免許ＡＴ
(2) 8時30分～17時30分

（従業員数 3人 ）(3) 8時00分～12時00分
就業場所 宮崎県串間市

看護師
准看護師
普通自動車免許ＡＴ

（従業員数 3人 ）
就業場所 宮崎県串間市

変形（１年単位） 普通自動車免許ＡＴ

(1) 8時00分～17時00分

（従業員数 53人 ）
就業場所 宮崎県日南市

変形（１ヶ月単位） 普通自動車免許ＡＴ
普通自動車免許一種

(1) 8時00分～17時00分

（従業員数 17人 ）
就業場所 宮崎県日南市

(1) 8時00分～12時00分

（従業員数 6人 ）
就業場所 宮崎県串間市

変形（１年単位） 普通自動車免許一種

(1) 8時00分～17時00分
(2) 8時00分～16時00分

（従業員数 3人 ）
就業場所 宮崎県日南市

大型自動車免許一種

(1) 8時00分～17時00分

（従業員数 15人 ）
就業場所 宮崎県串間市

管理栄養士
普通自動車免許一種

(1) 9時00分～15時45分 普通自動車免許ＡＴ

（従業員数 30人 ）
就業場所 宮崎県日南市

管理栄養士
普通自動車免許ＡＴ

(1) 8時30分～17時15分 普通自動車免許一種

（従業員数 30人 ）
就業場所 宮崎県日南市

変形（１ヶ月単位）
(1) 6時00分～15時00分
(2) 8時00分～17時00分
(3) 9時00分～18時00分

（従業員数 30人 ）
就業場所 宮崎県日南市

交替制あり
(1) 6時00分～12時00分
(2) 9時00分～14時30分
(3)13時00分～18時00分

（従業員数 30人 ）
就業場所 宮崎県日南市

交替制あり ホームヘルパー２級
介護職員初任者研修
介護福祉士

（従業員数 30人 ）
就業場所 宮崎県日南市

※ハローワークの求人はインターネットで検索できます（ハローワークインターネットサービス）アドレスはhttps://www.hellowork.go.jp/です。
※この求人ウィークリーはファックスによる提供も行っています。ポーリング機能を設定し、0987-23-1292にダイヤルして下さい。

介護職／ホーム
（時間帯相談可）

有限会社エム・エ
ス・プランニング
はいびすかす

宮崎県日南市北郷町北河内５
７５４

雇用・労災
64歳
以下 850円～1,000円

パート労働者 45050- 1080891

厨房スタッフ（調
理補助）

有限会社エム・エ
ス・プランニング
はいびすかす

宮崎県日南市北郷町北河内５
７５４

雇用・労災
64歳
以下 780円～900円

パート労働者 45050- 1079991
又は 6時00分～18時00分の

間の6時間程度

 6時30分～19時00分の
間の5時間程度

厨房スタッフ（調
理）

有限会社エム・エ
ス・プランニング
はいびすかす

宮崎県日南市北郷町北河内５
７５４

雇用・労災・
健康・厚生64歳

以下 139,000円～
160,000円

正社員 45050- 1078691

管理栄養士（臨
時）

日南市役所 宮崎県日南市中央通１丁目－
１－１

雇用・公災・
健康・厚生不問

147,000円～
147,000円

正社員以外 45050- 1077391

又は 6時00分～19時00分の
間の8時間程度

管理栄養士（パー
ト）

日南市役所 宮崎県日南市中央通１丁目－
１－１

雇用・公災
不問

903円～903円

パート労働者 45050- 1076091

大型ダンプ運転手 内田建設　株式会社 宮崎県串間市大字西方２６３
８番地５

雇用・労災・
健康・厚生59歳

以下 180,000円～
200,000円

正社員 45050- 1075191

お茶の製造 株式会社　井ケ田製
茶北郷茶園

宮崎県日南市北郷町大字郷之
原乙２３４１－１

雇用・労災・
健康・厚生40歳

以下 135,000円～
180,000円

正社員 45050- 1074591

食肉加工販売／
パート

有限会社　ミ－ト
ショップコバヤシ

宮崎県串間市大字西方５５９
０（ニシムタ内）

雇用・労災
59歳
以下 900円～900円

パート労働者 45050- 1073291

一般事務（経理を
含む）

京屋酒造　有限会社 宮崎県日南市油津２丁目３－
２

雇用・労災・
健康・厚生不問

128,000円～
128,000円

正社員以外 45050- 1072891

営業 株式会社　谷口重機
建設

宮崎県日南市大字下方１０９
１

雇用・労災・
健康・厚生59歳

以下 250,000円～
280,000円

正社員 45050- 1093391

看護師／パート 吾社クリニック 宮崎県串間市大字本城７６１
０－２

雇用・労災
64歳
以下 900円～1,100円

パート労働者 45050- 1091191

看護師／正社員 吾社クリニック 宮崎県串間市大字本城７６１
０－２

雇用・労災・
健康・厚生64歳

以下 155,000円～
185,000円

正社員 45050- 1090591

 8時00分～18時00分の
間の4時間程度

看護師（正・准） 社会福祉法人　黒潮
会

宮崎県串間市大字西方４３４
１番地１

雇用・労災・
健康・厚生不問

205,000円～
275,000円

正社員以外 45050- 1089791

介護職／サポート
ハウス稲の穂

株式会社　ライフサ
ポート

宮崎県串間市大字西方６７８
７－１８

雇用・労災・
健康・厚生64歳

以下 133,000円～
148,000円

正社員 45050- 1088491

警備員 株式会社　セキュリ
ティロード　日南営
業所

宮崎県日南市上平野町３丁目
６番地６

雇用・労災・
健康・厚生18歳

以上 145,390円～
232,190円

正社員以外 45050- 1086691

加入保険等 必要な免許資格

営業 有限会社　ひだかビ
ルシステム

宮崎県日南市西弁分３丁目３
－８

雇用・労災・
健康・厚生40歳

以下 155,000円～
210,000円

正社員 45050- 1085391

職種 年齢 賃金 求人者名 所在地・就業場所 就業時間

℡ ０９８７－２３－８６０９ 平成３１年４月１５日 

ハローワーク日南 

   （日南公共職業安定所） 
◎ スペースの都合により全ての項目を掲載できない場合がありますので、必ず求人票にて内容確認をお願いします。 

◎ 詳しい内容を知りたい方、面接を希望される方はハローワークの紹介窓口へお問い合わせください。 

◎ 面接にはハローワークが発行する紹介状が必要です。 

◎ パートタイム求人の場合、賃金は時間給です。また、労働時間によって記載されている各種社会保険に加入できない場合があります。 

◎ ハローワークでは随時紹介を行っておりますので、この求人の中でもすでに決定済となっている場合があります。 

   その際はあしからずご了承下さい。 

※求人情報に掲載されていない契約期間、試用期間、休憩時間、休日、時間外労働については、ハローワーク窓口又は、求人票でご確認ください。
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　　　　（４月５日から４月１１日までの最新の求人です。）

加入保険等 必要な免許資格職種 年齢 賃金 求人者名 所在地・就業場所 就業時間

℡ ０９８７－２３－８６０９ 平成３１年４月１５日 

ハローワーク日南 

   （日南公共職業安定所） 
◎ スペースの都合により全ての項目を掲載できない場合がありますので、必ず求人票にて内容確認をお願いします。 

◎ 詳しい内容を知りたい方、面接を希望される方はハローワークの紹介窓口へお問い合わせください。 

◎ 面接にはハローワークが発行する紹介状が必要です。 

◎ パートタイム求人の場合、賃金は時間給です。また、労働時間によって記載されている各種社会保険に加入できない場合があります。 

◎ ハローワークでは随時紹介を行っておりますので、この求人の中でもすでに決定済となっている場合があります。 

   その際はあしからずご了承下さい。 

普通自動車免許ＡＴ
普通自動車免許一種

(1) 9時00分～18時00分

（従業員数 13人 ）
就業場所 宮崎県日南市

変形（１ヶ月単位） 社会福祉士
介護福祉士

(1) 8時30分～17時30分 その他社会福祉専門職
(2)17時00分～ 9時00分

（従業員数 24人 ）
就業場所 宮崎県日南市

変形（１年単位） 大型自動車免許一種

(1) 8時00分～17時00分

（従業員数 6人 ）
就業場所 宮崎県串間市

変形（１年単位） 自動車整備士（２級）
自動車整備士（３級）

(1) 8時00分～17時00分 普通自動車免許ＡＴ

（従業員数 12人 ）
就業場所 宮崎県串間市

変形（１年単位） 準中型自動車免許

(1) 8時30分～17時00分

（従業員数 6人 ）
就業場所 宮崎県串間市

変形（１年単位） 準中型自動車免許

(1) 8時30分～17時00分

（従業員数 6人 ）
就業場所 宮崎県串間市

(1) 8時30分～14時30分
(2)14時00分～19時00分

（従業員数 19人 ）(3)17時00分～23時00分
就業場所 宮崎県日南市

(1) 8時00分～15時00分

（従業員数 10人 ）
就業場所 宮崎県日南市

変形（１ヶ月単位） 普通自動車免許ＡＴ
普通自動車免許一種

(1) 7時30分～16時30分
(2) 8時30分～17時30分

（従業員数 17人 ）(3) 9時30分～18時30分
就業場所 宮崎県日南市

変形（１ヶ月単位） 普通自動車免許一種
普通自動車免許ＡＴ

(1)17時30分～ 8時30分

（従業員数 17人 ）
就業場所 宮崎県日南市

普通自動車免許ＡＴ
普通自動車免許一種

(1) 7時30分～16時30分
(2) 7時30分～12時30分

（従業員数 17人 ）(3)12時30分～16時30分
就業場所 宮崎県日南市

変形（１年単位） 普通自動車免許ＡＴ
普通自動車免許一種

(1) 8時00分～17時00分
(2)21時00分～ 5時00分

（従業員数 10人 ）
就業場所 宮崎県日南市

(1) 8時15分～17時15分

（従業員数 84人 ）
就業場所 宮崎県日南市

(1) 9時00分～16時00分

（従業員数 31人 ）
就業場所 宮崎県日南市

変形（１ヶ月単位） 普通自動車免許一種

(1) 8時00分～17時00分

（従業員数 1人 ）
就業場所 宮崎県日南市

変形（１年単位）

(1) 8時00分～17時30分

（従業員数 5人 ）
就業場所 宮崎県日南市

鳶工【見習い可】 有限会社　八木秀組
日南営業所

宮崎県日南市大字西弁分内江
島９００－１

雇用・労災・
健康・厚生

207,000円～
230,000円

正社員 45050- 1066191

林業作業員 有限会社　日南土質
測量設計コンサルタ
ント

宮崎県日南市大字板敷２５５
０－１

雇用・労災・
健康・厚生不問

190,000円～
200,000円

正社員 45050- 1065591

18歳
～
45歳

調理補助 株式会社　南の郷 宮崎県日南市南郷町中村甲４
００番地

労災
64歳
以下 800円～800円

パート労働者 45050- 1063891

医療事務（病棟ク
ラーク）／日南市

株式会社　ソラスト
宮崎支社

宮崎県宮崎市橘通東３－１－
４７　宮崎プレジデントビル
７Ｆ

雇用・労災・
健康・厚生不問

125,000円～
135,000円

正社員以外 45010- 9705291

交通誘導警備（高
速）／日南営業所

株式会社　Ｆ・Ｃ
ガード

宮崎県宮崎市大塚町鵜ノ島３
９２－１

雇用・労災・
健康・厚生18歳

以上 204,900円～
256,300円

正社員 45010- 9677091

介護職（パート）
／喜多郷ひばり

有限会社　クオール 宮崎県宮崎市下北方町世々町
３６９－３－２０６

労災
不問

762円～850円

パート労働者 45010- 9812191

介護職（夜勤専
門）／喜多郷ひば
り

有限会社　クオール 宮崎県宮崎市下北方町世々町
３６９－３－２０６

雇用・労災
不問

1,154円～1,154
円

パート労働者 45010- 9811591

介護職（正職員）
／喜多郷ひばり

有限会社　クオール 宮崎県宮崎市下北方町世々町
３６９－３－２０６

雇用・労災・
健康・厚生不問

143,000円～
180,000円

正社員 45010- 9810291

清掃スタッフ／愛
泉会日南病院

株式会社　日本衛生
公社宮崎

宮崎県宮崎市船塚２丁目１－
１

雇用・労災
不問

762円～762円

パート労働者 45010- 9769991

販売員（日南平野
店）（パート）

株式会社　ドラッグ
ストアモリ

福岡県朝倉市一ツ木１１４８
－１

労災
不問

780円～900円

パート労働者 40150- 3553791

農機営業（串間営
業所）

株式会社　ヰセキ九
州　南部支社

鹿児島県霧島市国分広瀬１６
２８－１

雇用・労災・
健康・厚生59歳

以下 148,000円～
232,700円

正社員 46040- 4610791

整備士（串間営業
所）

株式会社　ヰセキ九
州　南部支社

鹿児島県霧島市国分広瀬１６
２８－１

雇用・労災・
健康・厚生59歳

以下 148,000円～
232,700円

正社員 46040- 4606591

自動車整備士 井手産商　株式会社 宮崎県串間市大字串間１４７
４－１

雇用・労災・
健康・厚生59歳

以下 210,000円～
270,000円

正社員 45050- 1084091

大型運転手 串間運送　有限会社 宮崎県串間市大字串間１４７
４－１

雇用・労災・
健康・厚生59歳

以下 217,000円～
260,400円

正社員 45050- 1083191

生活相談員／ホー
ム

株式会社　紫陽花 宮崎県日南市大字楠原７００
番地１

雇用・労災・
健康・厚生64歳

以下 163,000円～
168,000円

正社員 45050- 1082591

営業職／日南営業
所

企業警備保障　株式
会社　日南営業所

宮崎県日南市星倉３丁目４－
３

雇用・労災・
健康・厚生59歳

以下 160,000円～
280,000円

正社員 45050- 1081291

※求人情報に掲載されていない契約期間、試用期間、休憩時間、休日、時間外労働については、ハローワーク窓口又は、求人票でご確認ください。
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　　　　（４月５日から４月１１日までの最新の求人です。）

加入保険等 必要な免許資格職種 年齢 賃金 求人者名 所在地・就業場所 就業時間

℡ ０９８７－２３－８６０９ 平成３１年４月１５日 

ハローワーク日南 

   （日南公共職業安定所） 
◎ スペースの都合により全ての項目を掲載できない場合がありますので、必ず求人票にて内容確認をお願いします。 

◎ 詳しい内容を知りたい方、面接を希望される方はハローワークの紹介窓口へお問い合わせください。 

◎ 面接にはハローワークが発行する紹介状が必要です。 

◎ パートタイム求人の場合、賃金は時間給です。また、労働時間によって記載されている各種社会保険に加入できない場合があります。 

◎ ハローワークでは随時紹介を行っておりますので、この求人の中でもすでに決定済となっている場合があります。 

   その際はあしからずご了承下さい。 

特定曜日のみ(2)(3) 普通自動車免許ＡＴ
普通自動車免許一種

(1)14時00分～19時00分
(2) 8時30分～13時30分

（従業員数 3人 ）(3)14時00分～17時00分
就業場所 宮崎県日南市

看護師
保健師

(1) 8時30分～17時15分 普通自動車免許ＡＴ

（従業員数 30人 ）
就業場所 宮崎県日南市

保健師
看護師

(1) 9時00分～15時45分 普通自動車免許ＡＴ

（従業員数 30人 ）
就業場所 宮崎県日南市

特定曜日のみ(2)

(1) 8時15分～18時15分
(2) 8時15分～12時45分

（従業員数 5人 ）
就業場所 宮崎県日南市

変形（１ヶ月単位） 調理師

(1) 7時00分～15時00分
(2)13時00分～21時00分

（従業員数 5人 ）
就業場所 宮崎県日南市

(1) 9時00分～15時00分

（従業員数 5人 ）
就業場所 宮崎県串間市

変形（１年単位）

(1) 8時15分～16時50分

（従業員数 34人 ）
就業場所 宮崎県日南市

(1) 9時00分～17時00分

（従業員数 39人 ）
就業場所 宮崎県日南市

(1) 9時00分～18時00分

（従業員数 27人 ）
就業場所 宮崎県日南市

(1) 9時00分～18時00分

（従業員数 27人 ）
就業場所 宮崎県日南市

変形（１年単位）

(1) 8時00分～17時00分

（従業員数 19人 ）
就業場所 宮崎県日南市

変形（１年単位） 普通自動車免許一種
普通自動車免許ＡＴ

(1) 8時30分～17時30分

（従業員数 13人 ）
就業場所 宮崎県日南市

準中型自動車免許
中型一種（８ｔ限定）

(1) 7時30分～17時30分

（従業員数 18人 ）
就業場所 宮崎県日南市

変形（１年単位）

(1) 7時30分～16時30分
(2) 7時30分～11時30分

（従業員数 45人 ）
就業場所 宮崎県日南市

(1) 8時00分～12時00分
(2)13時00分～16時30分

（従業員数 45人 ）
就業場所 宮崎県日南市

変形（１ヶ月単位） 中型自動車免許一種
中型一種（８ｔ限定）

(1) 7時30分～19時00分
(2) 7時30分～17時00分

（従業員数 13人 ）
就業場所 宮崎県日南市

【週休三日導入】セー
ルスドライバー職（日
南営業所）

佐川急便株式会社 福岡県福岡市東区箱崎ふ頭４
丁目１２－５

雇用・労災・
健康・厚生不問

170,000円～
220,000円

正社員以外 40120-10324791

孵化業務（北郷孵
卵場）

株式会社　児湯食鳥 宮崎県児湯郡川南町大字川南
２１６２２－１

雇用・労災
不問

800円～800円

パート労働者 45060- 1528591
 8時00分～16時30分の

間の4時間程度

孵化業務（北郷孵
卵場）

株式会社　児湯食鳥 宮崎県児湯郡川南町大字川南
２１６２２－１

雇用・労災・
健康・厚生・
財形

不問
138,000円～
138,000円

正社員以外 45060- 1527291

自動販売機の管理
補助員

有限会社　カワゴエ 宮崎県日南市吾田東１－６－
１４

雇用・労災・
健康・厚生不問

150,000円～
200,000円

正社員 45050- 1061491

機械オペレーター 株式会社　日南精機 宮崎県日南市大字東弁分甲２
６６－１

雇用・労災・
健康・厚生59歳

以下 138,600円～
168,300円

正社員 45050- 1060991

製品詰口作業 井上酒造株式会社 宮崎県日南市南郷町大字榎原
１３２６番地

雇用・労災・
健康・厚生50歳

以下 131,115円～
131,115円

正社員 45050- 1059091

テレフォンアポイン
ター・テレフォンオペ
レーション／契約

ポート株式会社　日
南オフィス

宮崎県日南市岩崎３丁目９－
５－１

雇用・労災・
健康・厚生不問

175,000円～
205,000円

正社員以外 45050- 1058191

ＷＥＢメディアの
記事編集スタッフ
／契約社員

ポート株式会社　日
南オフィス

宮崎県日南市岩崎３丁目９－
５－１

雇用・労災・
健康・厚生不問

175,000円～
205,000円

正社員以外 45050- 1057591

営業総合職（営業
所長候補生）

富国生命保険相互会
社　宮崎支社日南営
業所

宮崎県日南市木山２丁目６－
２２

雇用・労災・
健康・厚生・
財形

40歳
以下 220,000円～

400,000円
正社員 45050- 1056291

事務職 株式会社　日南ト
ローザーソーイング

宮崎県日南市北郷町郷之原乙
３７１５番地２

雇用・労災・
健康・厚生59歳

以下 135,000円～
140,000円

正社員 45050- 1055891

清掃員／串間市総
合運動公園

株式会社　ジェイ
レック　串間支店

宮崎県串間市大字西方５５８
０－２

雇用・労災
不問

762円～762円

パート労働者 45050- 1054791

調理師 特定非営利活動法人
ごんはる

宮崎県日南市北郷町郷之原乙
５２５－１

雇用・労災・
健康・厚生不問

140,000円～
140,000円

正社員以外 45050- 1071791

医療事務 にちなんファミリー
クリニック

宮崎県日南市吾田東１１丁目
１０番１号

雇用・労災・
健康・厚生不問

145,000円～
160,000円

正社員以外 45050- 1070491

保健師／看護師
（パート）

日南市役所 宮崎県日南市中央通１丁目－
１－１

雇用・公災
不問

877円～942円

パート労働者 45050- 1069691

保健師／看護師 日南市役所 宮崎県日南市中央通１丁目－
１－１

雇用・公災・
健康・厚生不問

142,800円～
153,300円

正社員以外 45050- 1068391

受付及び診療助手
／上田整骨院

上田整骨院 宮崎県日南市上平野町３丁目
１番１６号

雇用・労災
不問

762円～762円

パート労働者 45050- 1067091

※求人情報に掲載されていない契約期間、試用期間、休憩時間、休日、時間外労働については、ハローワーク窓口又は、求人票でご確認ください。
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　　　　（４月５日から４月１１日までの最新の求人です。）

加入保険等 必要な免許資格職種 年齢 賃金 求人者名 所在地・就業場所 就業時間

℡ ０９８７－２３－８６０９ 平成３１年４月１５日 

ハローワーク日南 

   （日南公共職業安定所） 
◎ スペースの都合により全ての項目を掲載できない場合がありますので、必ず求人票にて内容確認をお願いします。 

◎ 詳しい内容を知りたい方、面接を希望される方はハローワークの紹介窓口へお問い合わせください。 

◎ 面接にはハローワークが発行する紹介状が必要です。 

◎ パートタイム求人の場合、賃金は時間給です。また、労働時間によって記載されている各種社会保険に加入できない場合があります。 

◎ ハローワークでは随時紹介を行っておりますので、この求人の中でもすでに決定済となっている場合があります。 

   その際はあしからずご了承下さい。 

変形（１ヶ月単位）
(1) 7時00分～16時00分
(2) 9時00分～18時00分
(3)13時00分～22時00分

（従業員数 273人 ）
就業場所 宮崎県日南市他

変形（１年単位） 普通自動車免許ＡＴ
普通自動車免許一種

(1) 8時00分～17時00分

（従業員数 21人 ）
就業場所 宮崎県日南市

栄養士
普通自動車免許ＡＴ

(1) 8時30分～17時15分 管理栄養士

（従業員数 345人 ）
就業場所 宮崎県串間市

(1) 9時00分～18時00分

（従業員数 32人 ）
就業場所 宮崎県日南市

交替制あり 看護師
准看護師

(1) 7時00分～16時00分 普通自動車免許ＡＴ
(2) 8時30分～17時30分

（従業員数 12人 ）(3)10時00分～19時00分
就業場所 宮崎県日南市

変形（１ヶ月単位） 作業療法士
普通自動車免許ＡＴ

(1) 8時30分～17時30分

（従業員数 12人 ）
就業場所 宮崎県日南市

介護支援専門員
普通自動車免許ＡＴ

(1) 8時30分～17時30分 普通自動車免許一種

（従業員数 13人 ）
就業場所 宮崎県日南市

看護師

(1) 8時30分～17時30分

（従業員数 4人 ）
就業場所 宮崎県日南市

交替制あり 普通自動車免許一種
普通自動車免許ＡＴ

(1) 8時30分～17時30分
(2) 9時00分～18時00分

（従業員数 6人 ）
就業場所 宮崎県日南市

変形（１ヶ月単位） 看護師

(1) 8時30分～18時00分
(2)17時30分～ 8時30分

（従業員数 12人 ）
就業場所 宮崎県日南市

変形（１ヶ月単位） 准看護師

(1) 8時30分～18時00分
(2)17時30分～ 8時30分

（従業員数 12人 ）
就業場所 宮崎県日南市

変形（１ヶ月単位） 介護福祉士
介護職員初任者研修

(1)17時45分～ 8時45分 ホームヘルパー２級

（従業員数 26人 ）
就業場所 宮崎県日南市

変形（１ヶ月単位） 介護福祉士
介護職員初任者研修

(1) 8時30分～18時00分 ホームヘルパー２級
(2)17時45分～ 8時45分

（従業員数 26人 ）
就業場所 宮崎県日南市

変形（１年単位） 普通自動車免許一種

(1) 8時00分～17時00分

（従業員数 23人 ）
就業場所 宮崎県串間市

変形（１年単位） 普通自動車免許一種

(1) 8時00分～17時00分

（従業員数 23人 ）
就業場所 宮崎県串間市

変形（１年単位） 普通自動車免許一種

(1) 8時00分～17時00分

（従業員数 23人 ）
就業場所 宮崎県串間市

看護師　【急募】 社会福祉法人慶明会
日南慶明会訪問看護
ステーション

宮崎県日南市飫肥１丁目４番
３６号

雇用・労災・
健康・厚生64歳

以下 175,540円～
209,490円

正社員 45050- 1053491

介護支援専門員 社会福祉法人慶明会
小規模多機能型居宅
介護つわぶき

宮崎県日南市飫肥６丁目３８
１１

雇用・労災・
健康・厚生64歳

以下 180,120円～
220,280円

正社員 45050- 1052991

作業療法士 社会福祉法人慶明会
デイサービスセンター
日南ふれあいホーム

宮崎県日南市飫肥６丁目６番
６２号

雇用・労災・
健康・厚生不問

170,170円～
209,490円

正社員 45050- 1051691

正・准看護師【急
募】

社会福祉法人慶明会
デイサービスセンター
日南ふれあいホーム

宮崎県日南市飫肥６丁目６番
６２号

雇用・労災・
健康・厚生64歳

以下 160,170円～
223,800円

正社員 45050- 1050391

清掃・洗濯員 社会福祉法人　愛泉
会　養護老人ホーム
清風園

宮崎県日南市北郷町郷之原乙
３６５５－５

雇用・労災
不問

800円～900円

パート労働者 45050- 1047891

栄養士／福祉事務
所

串間市役所 宮崎県串間市大字西方５５５
０

雇用・公災・
健康・厚生不問

134,000円～
134,000円

正社員以外 45050- 1046791

事務職／本社 株式会社　久保田木
工

宮崎県日南市大字平野６９６ 雇用・労災・
健康・厚生59歳

以下 162,400円～
185,600円

正社員 45050- 1045491

店舗社員（宮崎南
エリア）≪急　募
≫

ダイレックス　株式
会社

佐賀県佐賀市高木瀬町大字長
瀬９３０

雇用・労災・
健康・厚生・
財形

不問
145,000円～
250,000円

正社員 41010- 6033891
又は 7時00分～22時00分の

間の8時間程度

調剤事務／すみれ
大堂津薬局

すみれ薬局　有限会
社

宮崎県日南市中央通り１丁目
２－１３

雇用・労災・
健康・厚生不問

140,000円～
140,000円

正社員以外 45050-  977191

正看護師 医療法人社団　優里
会　産科婦人科　う
ちむらクリニック

宮崎県日南市吾田西３－７－
４８

雇用・労災・
健康・厚生59歳

以下 198,000円～
240,000円

正社員 45050-  980791

准看護師 医療法人社団　優里
会　産科婦人科　う
ちむらクリニック

宮崎県日南市吾田西３－７－
４８

雇用・労災・
健康・厚生59歳

以下 165,000円～
210,000円

正社員 45050-  981891

介護職【夜勤専
従】　≪急募≫

社会福祉法人　滝ヶ平
福祉会　養護老人ホー
ム　恵老園

宮崎県日南市南郷町津屋野２
５５８番地２

雇用・労災・
健康・厚生18歳

以上 173,100円～
183,700円

正社員以外 45050-  982291

介護職員 社会福祉法人　滝ヶ平
福祉会　養護老人ホー
ム　恵老園

宮崎県日南市南郷町津屋野２
５５８番地２

雇用・労災・
健康・厚生18歳

以上 164,140円～
174,270円

正社員以外 45050-  983591

普通作業員 松浦建設　株式会社 宮崎県串間市大字南方２２１
９－８５

雇用・労災・
健康・厚生59歳

以下 200,000円～
250,000円

正社員 45050-  988991

土木施工管理技術
者／見習い可

松浦建設　株式会社 宮崎県串間市大字南方２２１
９－８５

雇用・労災・
健康・厚生59歳

以下 210,000円～
280,000円

正社員 45050-  989491

土木施工管理技術
者／３５歳以下

松浦建設　株式会社 宮崎県串間市大字南方２２１
９－８５

雇用・労災・
健康・厚生35歳

以下 210,000円～
280,000円

正社員 45050-  990291

※求人情報に掲載されていない契約期間、試用期間、休憩時間、休日、時間外労働については、ハローワーク窓口又は、求人票でご確認ください。
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　　　　（４月５日から４月１１日までの最新の求人です。）

加入保険等 必要な免許資格職種 年齢 賃金 求人者名 所在地・就業場所 就業時間

℡ ０９８７－２３－８６０９ 平成３１年４月１５日 

ハローワーク日南 

   （日南公共職業安定所） 
◎ スペースの都合により全ての項目を掲載できない場合がありますので、必ず求人票にて内容確認をお願いします。 

◎ 詳しい内容を知りたい方、面接を希望される方はハローワークの紹介窓口へお問い合わせください。 

◎ 面接にはハローワークが発行する紹介状が必要です。 

◎ パートタイム求人の場合、賃金は時間給です。また、労働時間によって記載されている各種社会保険に加入できない場合があります。 

◎ ハローワークでは随時紹介を行っておりますので、この求人の中でもすでに決定済となっている場合があります。 

   その際はあしからずご了承下さい。 

看護師
准看護師

(1) 8時00分～17時00分 普通自動車免許ＡＴ

（従業員数 60人 ）
就業場所 宮崎県日南市

理学療法士

(1) 8時30分～17時30分

（従業員数 60人 ）
就業場所 宮崎県日南市

介護支援専門員
普通自動車免許ＡＴ

(1) 8時00分～17時00分 普通自動車免許一種

（従業員数 410人 ）
就業場所 宮崎県串間市

普通自動車免許ＡＴ
普通自動車免許一種

(1) 8時00分～17時00分

（従業員数 410人 ）
就業場所 宮崎県串間市

土木施工管理技士１級
土木施工管理技士２級

(1) 8時00分～17時00分 普通自動車免許一種

（従業員数 15人 ）
就業場所 宮崎県串間市

変形（１ヶ月単位）

(1) 8時30分～17時00分
(2) 6時30分～15時00分

（従業員数 30人 ）(3)10時30分～19時00分
就業場所 宮崎県串間市

普通自動車免許一種

(1) 5時00分～14時00分
(2) 8時00分～17時00分

（従業員数 6人 ）
就業場所 宮崎県串間市

理容師
美容師

(1) 8時00分～17時00分

（従業員数 6人 ）
就業場所 宮崎県日南市

変形（１ヶ月単位） 普通自動車免許一種

(1) 8時00分～16時50分

（従業員数 49人 ）
就業場所 宮崎県日南市

変形（１ヶ月単位） 普通自動車免許一種

(1) 8時00分～16時50分

（従業員数 49人 ）
就業場所 宮崎県日南市

変形（１ヶ月単位） 普通自動車免許一種

(1) 6時30分～15時30分
(2) 7時30分～16時30分

（従業員数 19人 ）(3) 5時30分～14時30分
就業場所 宮崎県串間市

変形（１ヶ月単位） 普通自動車免許一種

(1) 8時30分～17時30分

（従業員数 6人 ）
就業場所 宮崎県日南市

作業療法士

(1) 8時30分～17時15分

（従業員数 450人 ）
就業場所 宮崎県日南市

変形（１ヶ月単位）

(1) 9時00分～17時30分

（従業員数 30人 ）
就業場所 宮崎県日南市

変形（１ヶ月単位）

(1) 9時00分～17時30分

（従業員数 30人 ）
就業場所 宮崎県日南市

介護支援専門員
社会福祉士

(1) 8時30分～17時15分 保健師

（従業員数 13人 ）
就業場所 宮崎県串間市

正・准看護師／デ
イケア

医療法人慶明会　介
護老人保健施設おび
の里

宮崎県日南市飫肥６丁目１番
１５号

雇用・労災・
健康・厚生64歳

以下 165,360円～
230,522円

正社員 45050-  944091

理学療法士 医療法人慶明会　介
護老人保健施設おび
の里

宮崎県日南市飫肥６丁目１番
１５号

雇用・労災・
健康・厚生64歳

以下 170,360円～
225,522円

正社員 45050-  945391

介護支援専門員 医療法人十善会　県
南病院

宮崎県串間市大字西方３７２
８

雇用・労災・
健康・厚生59歳

以下 170,000円～
209,400円

正社員 45050-  954691

営繕 医療法人十善会　県
南病院

宮崎県串間市大字西方３７２
８

雇用・労災・
健康・厚生59歳

以下 132,500円～
160,000円

正社員 45050-  955991

現場監督 内田建設　株式会社 宮崎県串間市大字西方２６３
８番地５

雇用・労災・
健康・厚生59歳

以下 200,000円～
350,000円

正社員 45050-  964491

調理員／あすか園 社会福祉法人　龍口
会

宮崎県串間市大字南方３４３
１－５

雇用・労災・
健康・厚生不問

132,398円～
132,398円

正社員以外 45050-  915891

山林及び農業作業
員【正社員】

宮川木材　株式会社 宮崎県串間市大字一氏１７９
４番地１４

雇用・労災・
健康・厚生不問

154,000円～
220,000円

正社員 45050-  916291

理容師・美容師 株式会社　プランク
ス

宮崎県日南市飫肥５丁目－１
－３５

雇用・労災・
健康・厚生不問

193,600円～
246,400円

正社員以外 45050-  919091

製材作業員 株式会社　高嶺木材 宮崎県日南市大字伊比井１７
３－１

雇用・労災・
健康・厚生50歳

以下 180,000円～
180,000円

正社員 45050-  926191

営業職 株式会社　高嶺木材 宮崎県日南市大字伊比井１７
３－１

雇用・労災・
健康・厚生64歳

以下 180,000円～
230,000円

正社員 45050-  927091

山林作業（重機・
大型車含む）

有限会社　金川木材 宮崎県串間市大字南方６９０
－１

雇用・労災・
健康・厚生39歳

以下 176,000円～
264,000円

正社員 45050-  929691

自動車整備士（見
習い可）

福永自動車　有限会
社

宮崎県日南市大字星倉５９３
０－７

雇用・労災・
健康・厚生35歳

以下 150,000円～
170,000円

正社員 45050-  930491

理学療法士 宮崎県立　日南病院 宮崎県日南市木山１丁目９番
５号

雇用・労災・
健康・厚生不問

160,000円～
202,000円

正社員以外 45050-  932891

入園受付等業務 株式会社サンメッセ
日南

宮崎県日南市大字宮浦２６５
０番地

雇用・労災・
健康・厚生30歳

以下 125,000円～
160,000円

正社員 45050-  938691

調理スタッフ 株式会社サンメッセ
日南

宮崎県日南市大字宮浦２６５
０番地

雇用・労災・
健康・厚生59歳

以下 125,000円～
160,000円

正社員 45050-  939991

相談支援業務及び
介護予防プラン等
の作成

社会福祉法人　串間
市社会福祉協議会

宮崎県串間市大字西方９３６
５番地８

雇用・労災・
健康・厚生不問

170,100円～
180,700円

正社員以外 45050-  913491

※求人情報に掲載されていない契約期間、試用期間、休憩時間、休日、時間外労働については、ハローワーク窓口又は、求人票でご確認ください。
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