
　　　　（７月５日から７月１１日までの最新の求人です。）

（従業員数 5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
(1) 8時30分～17時45分
(2)14時30分～23時00分

（従業員数 19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

普通自動車免許一種

(1) 8時30分～17時30分
(2) 9時30分～17時30分

（従業員数 6人 ）
就業場所 宮崎県日南市

普通自動車免許一種

（従業員数 6人 ）
就業場所 宮崎県日南市

(1) 8時00分～16時00分
(2) 9時00分～17時00分

（従業員数 45人 ）(3)10時00分～18時00分
就業場所 宮崎県串間市

(1) 9時40分～18時10分
(2)10時40分～19時10分

（従業員数 0人 ）
就業場所 宮崎県日南市

(1) 9時40分～18時10分
(2)10時40分～19時10分

（従業員数 0人 ）
就業場所 宮崎県日南市

(1) 8時00分～17時15分

（従業員数 0人 ）
就業場所 宮崎県日南市

（従業員数 0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15分～16時45分

（従業員数 40人 ）
就業場所 宮崎県串間市

変形（１ヶ月単位） 保育士
(1) 7時00分～13時30分 幼稚園教諭免許
(2) 8時30分～17時00分
(3) 9時30分～19時00分

（従業員数 30人 ）
就業場所 宮崎県串間市

保育士
幼稚園教諭免許

（従業員数 30人 ）
就業場所 宮崎県串間市

（従業員数 3人 ）
就業場所 宮崎県日南市

変形（１ヶ月単位） ホームヘルパー２級
介護職員初任者研修

(1)16時00分～ 8時00分 介護福祉士

（従業員数 27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

（従業員数 27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／デイサー
ビス

ＮＰ０法人　心の芽 宮崎県日南市大字殿所８１番
地４

雇用・労災
不問

800円～800円

パート労働者 45050- 1908491

7時00分～21時00分の間
の3時間以上

介護職【夜勤専従
パート】

ＮＰ０法人　心の芽 宮崎県日南市大字殿所８１番
地４

雇用・労災
18歳
以上 800円～800円

パート労働者 45050- 1907991

清掃スタッフ ビジネスホテル　サ
ンライズ

宮崎県日南市岩崎１丁目９－
１１

労災
不問

850円～850円

パート労働者 45050- 1906691

9時00分～14時00分の間
の3時間以上

保育士 社会福祉法人さつき福
祉会　さくらさくら幼
保連携型認定こども園

宮崎県串間市大字北方４２５
３番地２

雇用・労災
不問

1,200円～1,200
円

パート労働者 45050- 1905391

保育教諭／臨時 社会福祉法人さつき福
祉会　さくらさくら幼
保連携型認定こども園

宮崎県串間市大字北方４２５
３番地２

雇用・労災・
健康・厚生不問

195,000円～
235,000円

正社員以外 45050- 1904091
又は 7時00分～19時00分の

間の8時間程度

8時30分～17時00分の間
の4時間以上

校務事務等補助員 宮崎県立福島高等学
校

宮崎県串間市大字西方４０１
５番地

雇用・労災・
健康・厚生不問

124,000円～
124,000円

正社員以外 45050- 1902591

スーパー店舗業務
／日南市

株式会社　ワークス
タッフ　宮崎営業所

宮崎県宮崎市広島２丁目５－
１６　興亜宮崎ビル３Ｆ

労災
不問

830円～850円

有期派遣パート 45010-17408191

8時00分～20時30分の間
の4時間以上

製造事務スタッフ
／日南市

株式会社　フジワー
ク　宮崎事業所

宮崎県宮崎市西高松町１－３
５　西高松店舗１階

雇用・労災・
健康・厚生不問

167,200円～
167,200円

有期雇用派遣 45010-17396391

販売／日南市 株式会社　ダイマツ 名古屋市中区新栄一丁目１４
番１４号

雇用・労災
59歳
以下 850円～850円

パート労働者 23020-54609291

販売／日南市 株式会社　ダイマツ 名古屋市中区新栄一丁目１４
番１４号

雇用・労災・
健康・厚生59歳

以下 152,250円～
152,250円

正社員以外 23020-54598391

売場担当者［串間
市］

株式会社　ニシムタ 鹿児島市与次郎１丁目１０－
１

雇用・労災
不問

770円～870円

パート労働者 46010-19188091

配達員／パート 株式会社　川俣泰一
商店

宮崎県日南市園田１丁目１１
番５号

雇用・労災
59歳
以下 800円～900円

パート労働者 45050- 1913391

配達員 株式会社　川俣泰一
商店

宮崎県日南市園田１丁目１１
番５号

雇用・労災・
健康・厚生40歳

以下 150,000円～
170,000円

正社員 45050- 1912091

9時00分～17時00分の間
の3時間程度

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- 1911191

販売員（正・日南
平野店・地域専任
職

株式会社　ドラッグ
ストアモリ

福岡県朝倉市一ツ木１１４８
－１

雇用・労災・
健康・厚生35歳

以下 160,000円～
232,500円

正社員 40150- 6070391
又は 8時30分～23時00
分の間の8時間程度

加入保険等 必要な免許資格

店舗スタッフ（パート
タイム契約社員）／日
南市

株式会社　メガネトップ
（眼鏡市場・アルク・レン
ズスタイル・レンズダイレ
クト）

静岡県静岡市葵区伝馬町８－
６

雇用・労災・
健康・厚生不問

1,077円～1,077
円

パート労働者 22010-19176591

職種 年齢 賃金 求人者名 所在地・就業場所 就業時間

10時00分～19時30分の
間の6時間以上

℡ ０９８７－２３－８６０９ 令和元年７月１６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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　　　　（７月５日から７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 令和元年７月１６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。 

ホームヘルパー２級
(1) 7時10分～ 8時50分 介護職員初任者研修

普通自動車免許ＡＴ

（従業員数 6人 ）
就業場所 宮崎県日南市

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

変形（１ヶ月単位） その他の通信関連免許
(1) 8時30分～17時00分

（従業員数 7人 ）
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

（従業員数 23人 ）
就業場所 宮崎県日南市

普通自動車免許ＡＴ

(1) 8時30分～17時30分

（従業員数 9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

変形（１年単位） 普通自動車免許一種
土木施工管理技士２級

(1) 8時00分～17時00分 土木施工管理技士１級

（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

（従業員数 10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 10人 ）
就業場所 宮崎県日南市

変形（１ヶ月単位） 社会福祉士
精神保健福祉士

(1) 8時15分～17時00分 手話通訳士

（従業員数 210人 ）
就業場所 宮崎県日南市

(1) 9時05分～16時00分

（従業員数 100人 ）
就業場所 宮崎県串間市

変形（１年単位）

(1) 8時30分～17時30分

（従業員数 100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 3人 ）
就業場所 宮崎県日南市

変形（１ヶ月単位） 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 45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） 看護師
准看護師

(1) 8時30分～17時30分
(2)16時15分～ 9時15分

（従業員数 19人 ）
就業場所 宮崎県日南市

看護師（正、准） 医療法人　慶和会
河野医院

宮崎県日南市木山町１－５－
１３

雇用・労災・
健康・厚生59歳

以下 175,000円～
240,000円

正社員 45050- 1898191

正・准看護師 社会福祉法人　協同
福祉会

宮崎県日南市南郷町中村乙７
０５１－１１１

雇用・労災・
健康・厚生45歳

以下 165,000円～
230,000円

正社員 45050- 1897591

作業員 有限会社　第一坂元
鉄工所

宮崎県日南市大字平野２７１
７番地３

雇用・労災・
健康・厚生59歳

以下 136,030円～
178,400円

正社員 45050- 1896291

製造工員【フルタ
イムパート】

有限会社　東進メ
ディカル

宮崎県串間市大字西方２９６
０－１１

雇用・労災・
健康・厚生59歳

以下 134,540円～
134,540円

正社員以外 45050- 1895891

製造工員／パート 有限会社　東進メ
ディカル

宮崎県串間市大字西方２９６
０－１１

雇用・労災
59歳
以下 775円～775円

パート労働者 45050- 1894791

ソーシャルワー
カー

医療法人同仁会　谷
口病院

宮崎県日南市大字風田３８６
１

雇用・労災・
健康・厚生59歳

以下 150,000円～
180,000円

正社員 45050- 1893491

土木作業員 有限会社　東浜興業 宮崎県日南市南郷町榎原丙１
１９４－１

雇用・労災・
健康・厚生64歳

以下 139,800円～
221,350円

正社員 45050- 1892991

現場監督助手／見
習い正社員

有限会社　東浜興業 宮崎県日南市南郷町榎原丙１
１９４－１

雇用・労災・
健康・厚生39歳

以下 200,000円～
200,000円

正社員 45050- 1891691

現場監督 有限会社　東浜興業 宮崎県日南市南郷町榎原丙１
１９４－１

雇用・労災・
健康・厚生64歳

以下 200,000円～
300,000円

正社員 45050- 1890391

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- 1889591

総合職 宮崎県　南部信用組
合

宮崎県日南市南郷町中村乙８
２４１－２

雇用・労災・
健康・厚生59歳

以下 140,000円～
140,000円

正社員 45050- 1888291

製材加工作業員 日南製材事業　協同
組合

宮崎県日南市北郷町郷之原乙
７２－１

雇用・労災・
健康・厚生40歳

以下 165,000円～
180,000円

正社員 45050- 1887891

無線通信及び関連
する業務

宮崎県無線漁業協同
組合連合会

宮崎県日南市大字下方字外浜
２３６１番地１

雇用・労災・
健康・厚生

129,000円～
156,000円

正社員 45050- 1886791

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

800円～900円

パート労働者 40150- 6019291

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

148,000円～
232,700円

正社員 46040- 7923091

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

148,000円～
232,700円

正社員 46040- 7918991

訪問介護員／パー
ト

合同会社　みらい
「ヘルパーステーショ
ン　ひまわり」

宮崎県日南市吾田東１丁目６
番３５号

労災
69歳
以下 1,000円～1,250

円
パート労働者 45050- 1910591

又は 8時00分～17時30
分の間の1時間以上

18歳
～
59歳

18歳
～
59歳

18歳
～
25歳

又は 8時30分～ 8時29
分の間の16時間

※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。
2



　　　　（７月５日から７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 令和元年７月１６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。 

小学校教諭免許
中学校教諭免許
高等学校教諭免許

（従業員数 34人 ）
就業場所 宮崎県串間市

中学校教諭免許

(1) 8時05分～16時35分

（従業員数 47人 ）
就業場所 宮崎県串間市

中学校教諭免許

（従業員数 47人 ）
就業場所 宮崎県串間市

(1) 9時45分～19時15分

（従業員数 4人 ）
就業場所 宮崎県串間市

（従業員数 13人 ）
就業場所 宮崎県日南市他

普通自動車免許ＡＴ
普通自動車免許一種

(1)13時00分～17時00分

（従業員数 26人 ）
就業場所 宮崎県日南市

保健師
看護師

(1) 8時30分～17時15分 准看護師

（従業員数 30人 ）
就業場所 宮崎県串間市

(1)12時00分～17時00分
(2)13時00分～17時00分

（従業員数 7人 ）
就業場所 宮崎県日南市

変形（１年単位）

(1) 8時30分～17時00分

（従業員数 47人 ）
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30分～17時00分

（従業員数 47人 ）
就業場所 宮崎県日南市

変形（１ヶ月単位） 介護支援専門員

(1) 8時30分～17時00分
(2) 8時30分～12時30分

（従業員数 116人 ）
就業場所 宮崎県日南市

(1) 7時00分～13時00分
(2) 8時00分～14時00分

（従業員数 22人 ）(3) 9時00分～15時00分
就業場所 宮崎県日南市

(1)19時00分～22時00分 普通自動車免許ＡＴ
(2)20時00分～22時00分 原動機付自転車免許
(3)18時00分～22時00分

（従業員数 10人 ）
就業場所 宮崎県日南市

診療情報管理士

(1) 8時15分～17時15分

（従業員数 270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
普通自動車免許ＡＴ

(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

(1) 6時20分～15時40分

（従業員数 11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
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

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 45010-17117791

洗浄（食器洗い）
／日南病院

日清医療食品　株式会
社　南九州支店　宮崎
営業所

宮崎県宮崎市原町６番３号
サンマリノ２０２号

雇用・労災・
健康・厚生不問

149,600円～
158,400円

正社員以外 45010-17115991

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

140,000円～
165,000円

正社員 45010-17114691

医療事務（診療情報管
理業務）／宮崎市・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

170,000円～
200,000円

正社員 45010-17091691

家庭教師（日南市
及び近郊）

株式会社　九州教育
研修センター

熊本市中央区大江１丁目２－
１９　Ｋビル１Ｆ

雇用・労災
不問

1,500円～2,000
円

パート労働者 43010-25233691

真空包装梱包・発
送／パート

株式会社　地頭鶏ラ
ンド日南

宮崎県日南市大字毛吉田２７
２３－１

雇用・労災
不問

800円～900円

パート労働者 45050- 1885491

介護支援専門員／
正社員

社会福祉法人　敬和会
特別養護老人ホーム昭
寿園

宮崎県日南市大字風田３２２
４番地

雇用・労災・
健康・厚生59歳

以下 179,200円～
207,800円

正社員 45050- 1884991

工員（包装紙） サンキョウ紙工　株
式会社

宮崎県日南市梅ケ浜２丁目８
番３９号

雇用・労災・
健康・厚生50歳

以下 135,140円～
163,100円

正社員 45050- 1882391

工員（紙管） サンキョウ紙工　株
式会社

宮崎県日南市梅ケ浜２丁目８
番３９号

雇用・労災・
健康・厚生59歳

以下 135,140円～
163,100円

正社員 45050- 1881091

茶の検品及び袋詰
め作業

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
59歳
以下 762円～770円

パート労働者 45050- 1880191

相談支援業務 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

140,700円～
140,700円

正社員以外 45050- 1879891

事務職／パート
（午後）

飫肥造林有限会社 宮崎県日南市飫肥５丁目３－
５２

雇用・労災
不問

800円～850円

パート労働者 45050- 1878791

夜間の店舗責任者／鹿児
島県志布志市　宮崎県日
南市

株式会社　九州すき
家　福岡本社

福岡県福岡市博多区博多駅前
２丁目１９－２７　九勧博多
駅前ビル２Ｆ

雇用・労災・
健康・厚生18歳

以上 166,117円～
186,117円

正社員以外 40010-53930591

１００円ショップ
での販売等（ミー
ツ串間店）

株式会社　ワッツ西
日本販売

大阪市中央区城見１－４－７
０　住友生命ＯＢＰプラザビ
ル５階

雇用・労災
不問

800円～800円

パート労働者 27010-46799491

非常勤講師（国
語・理科）／串間
中学校

串間市役所 宮崎県串間市大字西方５５５
０

公災
不問

2,780円～2,780
円

パート労働者 45050- 1901291

常勤講師（英語）
／串間中学校

串間市役所 宮崎県串間市大字西方５５５
０

公災・健康・
厚生不問

171,400円～
237,600円

正社員以外 45050- 1900891

非常勤講師（算
数）／福島小学校

串間市役所 宮崎県串間市大字西方５５５
０

公災
不問

2,690円～2,690
円

パート労働者 45050- 1899091

8時10分～16時40分の間
の5時間程度

8時05分～16時35分の間
の5時間

22時00分～ 9時00分の
間の8時間

又は10時00分～18時00
分の間の5時間程度

又は18時00分～22時00
分の間の2時間程度

※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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　　　　（７月５日から７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 令和元年７月１６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） 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 2人 ）
就業場所 宮崎県日南市

(1) 7時15分～15時00分

（従業員数 8人 ）
就業場所 宮崎県日南市

(1)10時30分～14時30分

（従業員数 19人 ）
就業場所 宮崎県日南市

看護師
准看護師

(1) 8時30分～12時30分

（従業員数 123人 ）
就業場所 宮崎県日南市

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

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30分～17時00分
(2)16時00分～ 9時00分

（従業員数 30人 ）
就業場所 宮崎県串間市

変形（１ヶ月単位）

(1) 6時00分～15時00分
(2) 8時30分～17時30分

（従業員数 35人 ）(3)10時00分～19時00分
就業場所 宮崎県串間市

変形（１ヶ月単位） ホームヘルパー２級
介護職員初任者研修

(1) 7時00分～16時00分 介護福祉士
(2) 8時00分～17時00分

（従業員数 35人 ）(3)10時00分～19時00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ＡＴ
普通自動車免許一種

(1) 8時00分～17時00分

（従業員数 35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) 8時00分～17時00分 普通自動車免許ＡＴ

（従業員数 35人 ）
就業場所 宮崎県串間市

変形（１年単位）

(1) 7時50分～17時10分

（従業員数 22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
車両系基礎工事用運転

(1) 7時50分～16時40分

（従業員数 72人 ）
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) 7時50分～17時10分

（従業員数 72人 ）
就業場所 宮崎県日南市

変形（１年単位）

(1) 7時50分～17時10分
(2) 5時00分～14時20分

（従業員数 67人 ）(3)14時20分～23時40分
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
車両系基礎工事用運転

(1) 7時50分～16時40分

（従業員数 72人 ）
就業場所 宮崎県日南市

変形（１年単位） 車両系基礎工事用運転
車両系整地掘削用運転

(1) 7時50分～17時10分

（従業員数 67人 ）
就業場所 宮崎県日南市

変形（１年単位）

(1) 7時50分～16時50分
(2)15時50分～ 0時50分

（従業員数 67人 ）(3)23時50分～ 8時50分
就業場所 宮崎県日南市

発電所運転職 ウッドエナジー協同
組合

宮崎県日南市南郷町榎原甲２
０９１

雇用・労災・
健康・厚生50歳

以下 152,000円～
224,000円

正社員 45050- 1867691

重機オペレーター
（木材燃料の粉
砕）

ウッドエナジー協同
組合

宮崎県日南市南郷町榎原甲２
０９１

雇用・労災・
健康・厚生64歳

以下 157,000円～
172,000円

正社員 45050- 1866391

林業重機オペレー
ター／管理職候補

吉田産業　株式会社 宮崎県日南市南郷町榎原甲２
０９１

雇用・労災・
健康・厚生64歳

以下 250,000円～
280,000円

正社員 45050- 1865091

木製品加工機械操作／
正社員【交替勤務】

ウッドエナジー協同
組合

宮崎県日南市南郷町榎原甲２
０９１

雇用・労災・
健康・厚生50歳

以下 152,000円～
180,000円

正社員 45050- 1864191

営業／正社員 吉田産業　株式会社 宮崎県日南市南郷町榎原甲２
０９１

雇用・労災・
健康・厚生35歳

以下 150,000円～
180,000円

正社員 45050- 1863591

林業重機オペレー
ター／経験不問

吉田産業　株式会社 宮崎県日南市南郷町榎原甲２
０９１

雇用・労災・
健康・厚生64歳

以下 220,000円～
250,000円

正社員 45050- 1862291

機械保全職 宮崎パワーライン株
式会社

宮崎県日南市南郷町榎原甲２
０９１

雇用・労災・
健康・厚生50歳

以下 152,000円～
180,000円

正社員 45050- 1861891

看護師（正・准）
／幸せホームあす
か

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

162,900円～
178,000円

正社員以外 45050- 1860791

事務及び介護職／
幸せホームあすか

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- 1859391

介護職員／幸せ
ホームあすか

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- 1858091

調理員／幸せホー
ムあすか

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- 1857191

生活支援員／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18歳

以上 132,398円～
132,398円

正社員以外 45050- 1856591

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- 1855291

正・准看護師【外
来：午前】

医療法人春光会　春
光会記念病院

宮崎県日南市大字星倉４６０
０－１

雇用・労災
59歳
以下 920円～1,200円

パート労働者 45050- 1854891

調理補助【昼】 有限会社　ませだ 宮崎県日南市西町２丁目６－
３

雇用・労災
64歳
以下 1,000円～1,000

円
パート労働者 45050- 1853791

接客スタッフ（日
勤）／正社員

有限会社　丸新荘 宮崎県日南市北郷町大藤３６
１９－２

雇用・労災・
健康・厚生64歳

以下 138,000円～
170,000円

正社員 45050- 1852491

介護職（夜勤専
門）／ケアホーム
やどや

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

195,000円～
195,000円

正社員以外 45010-17126891

※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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　　　　（７月５日から７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 令和元年７月１６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） 普通自動車免許ＡＴ
普通自動車免許一種

(1) 8時20分～17時10分

（従業員数 3人 ）
就業場所 宮崎県日南市

(1) 9時00分～18時00分
(2)10時00分～19時00分

（従業員数 26人 ）(3)11時00分～20時00分
就業場所 宮崎県日南市

（従業員数 26人 ）
就業場所 宮崎県日南市

変形（１年単位）

(1) 6時30分～16時20分
(2)18時30分～ 4時20分

（従業員数 366人 ）
就業場所 宮崎県日南市

変形（１ヶ月単位） 看護師
准看護師

(1) 8時30分～17時30分
(2) 9時30分～18時30分

（従業員数 48人 ）(3)17時00分～10時00分
就業場所 宮崎県日南市

変形（１ヶ月単位） ホームヘルパー２級
介護福祉士

(1) 7時00分～16時00分 普通自動車免許ＡＴ
(2) 9時30分～18時30分

（従業員数 48人 ）(3)17時00分～10時00分
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 3人 ）
就業場所 宮崎県日南市

変形（１ヶ月単位） 介護福祉士
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 48人 ）
就業場所 宮崎県日南市

変形（１年単位）

(1) 8時15分～16時50分

（従業員数 18人 ）
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

（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30分～17時00分
(2) 8時30分～12時00分

（従業員数 45人 ）
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
普通自動車免許ＡＴ

(1) 6時30分～15時00分
(2) 8時30分～17時00分

（従業員数 45人 ）(3) 9時00分～18時30分
就業場所 宮崎県串間市

変形（１ヶ月単位）

(1) 8時30分～17時30分
(2)17時00分～ 9時00分

（従業員数 6人 ）
就業場所 宮崎県串間市

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

薬剤師

(1) 8時30分～18時00分
(2) 8時30分～12時30分

（従業員数 3人 ）
就業場所 宮崎県串間市

介護福祉士
社会福祉士

(1) 8時15分～17時30分 普通自動車免許一種

（従業員数 3人 ）
就業場所 宮崎県日南市

柔道整復師
普通自動車免許ＡＴ

(1) 9時00分～19時00分 普通自動車免許一種
(2)14時00分～21時00分

（従業員数 4人 ）
就業場所 宮崎県日南市

介護福祉士 医療法人慶和会　介護
老人保健施設　みどり
の丘

宮崎県日南市隈谷１２１８－
１

雇用・労災・
健康・厚生59歳

以下 167,000円～
207,000円

正社員 45050- 1877491

介護支援専門員 医療法人慶和会　介護
老人保健施設　みどり
の丘

宮崎県日南市隈谷１２１８－
１

雇用・労災・
健康・厚生59歳

以下 203,500円～
238,500円

正社員 45050- 1876991

介護スタッフ 医療法人慶和会　介護
老人保健施設　みどり
の丘

宮崎県日南市隈谷１２１８－
１

雇用・労災・
健康・厚生

148,000円～
178,000円

正社員 45050- 1875691

看護職員 医療法人慶和会　介護
老人保健施設　みどり
の丘

宮崎県日南市隈谷１２１８－
１

雇用・労災・
健康・厚生59歳

以下 175,000円～
215,000円

正社員 45050- 1874391

製造オペレーター
業務

宮崎富士通コンポー
ネント　株式会社

宮崎県日南市大字東弁分乙１
０１１番地

雇用・労災・
健康・厚生18歳

以上 140,000円～
150,000円

正社員以外 45050- 1873091

人事採用サポート
事務／パート

株式会社エスプール 宮崎県日南市吾田西１丁目８
－１１

雇用・労災
64歳
以下 850円～1,000円

パート労働者 45050- 1870291

人事採用サポート
事務／正社員

株式会社エスプール 宮崎県日南市吾田西１丁目８
－１１

雇用・労災・
健康・厚生40歳

以下 180,000円～
250,000円

正社員 45050- 1869491

生活支援員・就労
支援員

社会福祉法人にちなん
会　障害福祉サービス
事業　おおぞら園

宮崎県日南市大字益安１０２
５－８

雇用・労災・
健康・厚生不問

165,000円～
165,000円

正社員以外 45050- 1868991

縫製工／正社員 株式会社フレンド 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- 1837791

クレーン運転工
【見習い可】

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 180,000円～
225,000円

正社員 45050- 1840091

一般事務（経理含
む）

社会福祉法人　深緑
会　さつき園

串間市大字西方１２１３番地 雇用・労災・
健康・厚生不問

167,300円～
197,175円

正社員以外 45050- 1841391

生活支援員 社会福祉法人　深緑
会　さつき園

串間市大字西方１２１３番地 雇用・労災・
健康・厚生不問

167,300円～
191,200円

正社員以外 45050- 1842691

介護職／シルバー
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

134,000円～
165,000円

正社員 45050- 1846891

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 134,000円～
165,000円

正社員 45050- 1847291

薬剤師 株式会社　ジーシー 宮崎県串間市大字市木２０２
５番地

雇用・労災・
健康・厚生不問

500,000円～
550,000円

正社員 45050- 1848591

生活相談員／デイ
サービス

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64歳

以下 182,000円～
194,200円

正社員 45050- 1806191

柔道整復師 日南スポーツ鍼灸整
骨院

宮崎県日南市中央通２丁目９
－７

雇用・労災・
健康・厚生35歳

以下 230,000円～
250,000円

正社員 45050- 1822591

18歳
～
59歳

18歳
～
64歳

10時00分～20時00分の
間の4時間以上

※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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　　　　（７月５日から７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 令和元年７月１６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年単位）

(1) 8時30分～17時15分

（従業員数 66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) 8時00分～17時00分 大型自動車免許一種

（従業員数 21人 ）
就業場所 宮崎県日南市

変形（１年単位）

(1) 8時30分～16時50分

（従業員数 22人 ）
就業場所 宮崎県日南市

(1) 8時30分～17時15分

（従業員数 170人 ）
就業場所 宮崎県串間市

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 60人 ）
就業場所 宮崎県日南市

歯科衛生士

(1) 8時30分～17時15分

（従業員数 7人 ）
就業場所 宮崎県日南市

変形（１年単位）

(1) 8時15分～16時50分

（従業員数 13人 ）
就業場所 宮崎県日南市

変形（１ヶ月単位） 看護師
准看護師

(1) 8時30分～17時00分 普通自動車免許ＡＴ

（従業員数 8人 ）
就業場所 宮崎県日南市

変形（１ヶ月単位） ホームヘルパー２級
介護職員初任者研修

(1) 7時00分～15時30分 介護福祉士
(2) 8時30分～17時00分

（従業員数 20人 ）(3)10時30分～19時00分
就業場所 宮崎県日南市

変形（１ヶ月単位） 看護師
准看護師

(1) 7時00分～15時30分 普通自動車免許ＡＴ
(2) 8時30分～17時00分

（従業員数 20人 ）(3)10時30分～19時00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ＡＴ
普通自動車免許一種

(1) 8時00分～17時30分

（従業員数 76人 ）
就業場所 宮崎県串間市

変形（１ヶ月単位）

(1)16時30分～ 9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） 普通自動車免許一種
普通自動車免許ＡＴ

(1) 7時30分～16時30分
(2) 8時30分～17時30分

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

変形（１年単位）

(1) 8時15分～16時50分

（従業員数 32人 ）
就業場所 宮崎県日南市

変形（１年単位）

(1) 8時15分～16時50分

（従業員数 32人 ）
就業場所 宮崎県日南市

普通自動車免許一種

(1) 8時00分～17時00分

（従業員数 2人 ）
就業場所 宮崎県串間市

設備保全・メンテ
ナンス

株式会社　エスエヌ
シー

宮崎県日南市大字東弁分甲２
８０番地２

雇用・労災・
健康・厚生59歳

以下 133,640円～
210,000円

正社員 45050- 1755991

集配運転手／正社
員

宮崎ダイキュー運輸
株式会社

宮崎県日南市大字東弁分乙３
５１－１

雇用・労災・
健康・厚生59歳

以下 150,000円～
160,000円

正社員 45050- 1759291

工員 有限会社　サンキョ
ウ

宮崎県日南市梅ケ浜２丁目７
－１４

雇用・労災・
健康・厚生59歳

以下 132,550円～
168,700円

正社員 45050- 1770691

病院事務職 串間市民病院 宮崎県串間市大字西方７９１
７

雇用・労災・
健康・厚生不問

140,000円～
144,000円

正社員以外 45050- 1772491

ケアマネージャー 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 185,448円～
243,537円

正社員 45050- 1775291

歯科衛生士 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

150,400円～
202,000円

正社員以外 45050- 1779391

検査員 合同会社　日南プレ
ス

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～
150,000円

正社員 45050- 1738691

看護師／正社員 株式会社　ひだまり 宮崎県日南市大字楠原１７番
地

雇用・労災・
健康・厚生59歳

以下 165,000円～
180,000円

正社員 45050- 1740891

介護職【正社員】 株式会社　心の里
（住宅型有料老人ホー
ム　心の里）

宮崎県日南市大字楠原１８番
地

雇用・労災・
健康・厚生

145,000円～
160,000円

正社員 45050- 1741291

看護師【正社員】 株式会社　心の里
（住宅型有料老人ホー
ム　心の里）

宮崎県日南市大字楠原１８番
地

雇用・労災・
健康・厚生59歳

以下 145,000円～
160,000円

正社員 45050- 1743191

商品製造作業（成形・
袋詰め）／アルバイト

株式会社　くしまア
オイファーム

宮崎県串間市大字奈留６５６
４－１２

雇用・労災・
健康・厚生不問

131,064円～
154,800円

正社員以外 45050- 1749791

介護職員／夜勤専
従

株式会社　びろう会 宮崎県日南市南郷町中村乙６
９４７－２

雇用・労災・
健康・厚生64歳

以下 130,000円～
156,000円

正社員 45050- 1729691

介護職員／日勤の
み

株式会社　びろう会 宮崎県日南市南郷町中村乙６
９４７－２

雇用・労災・
健康・厚生64歳

以下 134,000円～
165,000円

正社員 45050- 1730491

雇用・労災・
健康・厚生59歳

以下 135,000円～
140,000円

正社員 45050- 1733291

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- 1734591

農従業員／契約 川崎農産　川崎博樹 宮崎県串間市大字一氏９０８ 雇用・労災
不問

152,520円～
184,500円

正社員以外 45050- 1735191

18歳
～
59歳

縫製工 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

※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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