
　　　　（１１月２２日から１１月２８日までの最新の求人です。）

(1) 9時00分～18時00分

（従業員数 0人 ）
就業場所 宮崎県日南市

(1) 9時00分～15時00分

（従業員数 12人 ）
就業場所 宮崎県串間市

(1) 8時00分～17時00分

（従業員数 14人 ）
就業場所 宮崎県日南市

交替制あり 普通自動車免許（ＡＴ限定）

普通自動車免許

(1)10時30分～13時30分
(2)14時00分～17時00分

（従業員数 210人 ）
就業場所 宮崎県日南市

普通自動車免許（ＡＴ限定）

普通自動車免許

(1) 8時00分～17時00分

（従業員数 210人 ）
就業場所 宮崎県日南市

(1) 8時00分～17時00分

（従業員数 1人 ）
就業場所 宮崎県串間市

変形（１年単位） 普通自動車免許

普通自動車免許（ＡＴ限定）

(1) 8時00分～17時00分

（従業員数 14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（ケアマネージャー）

普通自動車免許（ＡＴ限定）

(1) 8時30分～17時00分 普通自動車免許

(2) 8時30分～12時30分
（従業員数 124人 ）

就業場所 宮崎県日南市
介護福祉士

介護職員初任者研修修了者

ホームヘルパー２級

（従業員数 14人 ）
就業場所 宮崎県日南市

介護福祉士

普通自動車免許

(1) 8時30分～17時30分 普通自動車免許（ＡＴ限定）

（従業員数 13人 ）
就業場所 宮崎県日南市

介護職員初任者研修修了者

介護福祉士

(1) 8時30分～17時30分 ホームヘルパー２級

（従業員数 13人 ）
就業場所 宮崎県日南市

変形（１年単位）

(1) 7時45分～16時00分
(2)15時45分～ 0時00分

（従業員数 83人 ）(3)23時45分～ 8時00分
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 介護支援専門員（ケアマネージャー）

（従業員数 2人 ）
就業場所 宮崎県日南市

変形（１ヶ月単位） 調理師

普通自動車免許（ＡＴ限定）

(1) 8時00分～16時30分 普通自動車免許

（従業員数 23人 ）
就業場所 宮崎県日南市

(1)16時00分～ 9時00分

（従業員数 2人 ）
就業場所 宮崎県日南市

(1)17時00分～19時00分

（従業員数 20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。

加入保険等 必要な免許資格

トリミングスタッ
フ

ＤｏｇＣａｔ 宮崎県日南市吾田東７丁目９
－４３不問

137,600円～
137,600円

正社員以外 45050- 3135091

職種 年齢 賃金 求人者名 所在地・就業場所 就業時間

雑務員／パート サファリウッド協同
組合

宮崎県日南市大字殿所１７８
７－２

雇用・労災
64歳
以下 800円～800円

パート労働者 45050- 3137691

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

790円～790円

パート労働者 45050- 3136391

事務補助 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 155,000円～
165,000円

正社員 45050- 3139491

雑務及び清掃 医療法人同仁会　谷
口病院

宮崎県日南市大字風田３８６
１

労災
不問

850円～1,000円

パート労働者 45050- 3138991

一般事務 黒岩建具店 宮崎県日南市大字平野５９３ 雇用・労災・
健康・厚生不問

132,600円～
159,120円

正社員 45050- 3130791

清掃管理スタッフ 総合商社　善心 宮崎県串間市大字西方９０７
６－１

雇用・労災・
健康・厚生不問

138,880円～
138,880円

正社員 45050- 3140291

訪問介護員／パー
ト

社会福祉法人　敬和会
昭寿園　訪問介護事業
所

宮崎県日南市大字風田３２２
４番地

雇用・労災
不問

1,000円～1,400
円

パート労働者 45050- 3132291

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- 3131891

7時30分～18時00分の間
の1時間以上

サービス提供者 社会福祉法人　徳栄会
特別養護老人ホーム
はまゆうの里

宮崎県日南市楠原１８４０番
地

雇用・労災・
健康・厚生64歳

以下 170,280円～
173,280円

正社員 45050- 3134191

サービス提供責任
者

社会福祉法人　徳栄会
特別養護老人ホーム
はまゆうの里

宮崎県日南市楠原１８４０番
地

雇用・労災・
健康・厚生64歳

以下 177,280円～
177,280円

正社員 45050- 3133591

相談員及び農福連
携コーディネー
ター

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 166,000円～
250,000円

正社員 45050- 3127191

一般作業／王子製
紙日南工場

飫肥通産　株式会社
（作業部）

宮崎県日南市大字平野１１４
７番地１

雇用・労災・
健康・厚生45歳

以下 140,000円～
189,000円

正社員 45050- 3126591

介護職【夜勤専従
／霧島】

株式会社　みなとグ
ループ

宮崎県日南市吾田東１丁目６
－１７

雇用・労災

959円～1,084円

パート労働者 45050- 3118591

調理員 社会福祉法人　新芽
福祉会

宮崎県日南市南郷町西町３－
４

雇用・労災・
健康・厚生59歳

以下 160,000円～
186,500円

正社員 45050- 3128091

18歳
～
65歳

清掃・洗濯係り ＮＰ０法人　心の芽 宮崎県日南市大字殿所８１番
地４

労災
不問

790円～790円

パート労働者 45050- 3119191

℡ ０９８７－２３－８６０９ 令和元年１２月２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。 

※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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　　　　（１１月２２日から１１月２８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１２月２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。 

変形（１年単位） 測量士

普通自動車免許（ＡＴ限定）

(1) 8時30分～17時30分 普通自動車免許

（従業員数 14人 ）
就業場所 宮崎県日南市

変形（１ヶ月単位） 大型自動車免許

(1) 8時00分～17時00分

（従業員数 12人 ）
就業場所 宮崎県日南市

大型自動車免許

(1)15時30分～ 3時30分
(2) 9時00分～18時00分

（従業員数 13人 ）
就業場所 宮崎県日南市

特定曜日のみ(2)

(1) 8時30分～18時30分
(2) 8時30分～12時30分

（従業員数 55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年単位） 普通自動車免許（ＡＴ限定）

普通自動車免許

(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

ホームヘルパー２級

介護職員初任者研修修了者

(1) 7時00分～16時00分 介護福祉士

（従業員数 16人 ）
就業場所 宮崎県日南市

(1) 8時30分～17時15分

（従業員数 25人 ）
就業場所 宮崎県日南市

(1) 9時00分～12時00分

（従業員数 6人 ）
就業場所 宮崎県日南市

普通自動車免許

普通自動車免許（ＡＴ限定）

(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

(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）

(1) 9時30分～20時30分
(2)11時00分～22時00分

（従業員数 19人 ）
就業場所 宮崎県串間市

変形（１ヶ月単位）

(1) 9時30分～20時30分
(2)11時00分～22時00分

（従業員数 19人 ）
就業場所 宮崎県串間市

中型自動車免許

準中型自動車免許

(1) 7時30分～16時30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限定）

普通自動車免許

（従業員数 7人 ）
就業場所 宮崎県串間市

変形（１ヶ月単位） 介護福祉士

(1) 8時00分～16時30分
(2) 8時30分～17時00分

（従業員数 40人 ）(3) 9時30分～18時00分
就業場所 宮崎県日南市

変形（１ヶ月単位）

(1) 8時00分～16時30分
(2) 8時30分～17時00分

（従業員数 40人 ）(3) 9時30分～18時00分
就業場所 宮崎県日南市

測量・土木設計 株式会社　日拓測量
設計

日南市上平野町１丁目１－２ 雇用・労災・
健康・厚生40歳

以下 185,000円～
345,000円

正社員 45050- 3120691

運転手（中型・大
型）

スリーナイン物流
合同会社

宮崎県日南市北郷町郷之原甲
１００３－１

雇用・労災・
健康・厚生50歳

以下 350,000円～
440,000円

正社員 45050- 3122491

運転手（九州管
内）【急募】

株式会社　信興運輸 宮崎県日南市大字下方２２１
７－７

雇用・労災・
健康・厚生59歳

以下 200,000円～
350,000円

正社員 45050- 3121991

正・准看護師／デ
イケア

医療法人　慶心会
川越整形外科

宮崎県日南市吾田東１１丁目
９－１８

雇用・労災・
健康・厚生64歳

以下 168,000円～
230,000円

正社員 45050- 3124891

医療事務／契約社
員

医療法人　慶心会
川越整形外科

宮崎県日南市吾田東１１丁目
９－１８

雇用・労災・
健康・厚生不問

140,000円～
150,000円

正社員以外 45050- 3123791

介護職員／日勤
パート

株式会社　和顔愛語 宮崎県日南市板敷８３０番地 雇用・労災
64歳
以下 860円～900円

パート労働者 45050- 3112691

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- 3125291

入浴介助員／ほりかわ
苑デイサービス　【急
募】

有限会社　よこやま 宮崎県日南市春日町５－２２ 労災
不問

790円～790円

パート労働者 45050- 3115791

環境整備業務／観
光・スポーツ課

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- 3114491

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

790円～790円

パート労働者 45010-28088191

介護員／ほりかわ
苑デイサービス

有限会社　よこやま 宮崎県日南市春日町５－２２ 雇用・労災
不問

790円～790円

パート労働者 45050- 3116891

キッチンスタッフ
（寿司虎串間本
店）

虎コーポレーション
株式会社

都城市高木町７１９５－１ 雇用・労災・
健康・厚生18歳

以上 208,000円～
300,000円

正社員以外 45040-12557791

ホールスタッフ
（寿司虎串間本
店）

虎コーポレーション
株式会社

都城市高木町７１９５－１ 雇用・労災・
健康・厚生18歳

以上 193,000円～
300,000円

正社員以外 45040-12555991

作業員【急募】 有限会社落合衛生社 宮崎県日南市大字松永１０４
６－２

雇用・労災・
健康・厚生64歳

以下 150,000円～
170,000円

正社員 45050- 3097091

障がい児療育員
（資格不問）

一般社団法人　虹 宮崎県串間市大字大平６９７
７番地

雇用・労災・
健康・厚生59歳

以下 128,000円～
147,500円

正社員 45050- 3098391

8時30分～18時00分の間
の8時間

介護福祉士 医療法人愛鍼会　山元
病院　老人保健施設ハ
イム苑

宮崎県日南市中央通１丁目１
０番１５号

雇用・労災・
健康・厚生59歳

以下 139,000円～
139,000円

正社員 45050- 3103391

介護職員 医療法人愛鍼会　山元
病院　老人保健施設ハ
イム苑

宮崎県日南市中央通１丁目１
０番１５号

雇用・労災・
健康・厚生59歳

以下 131,000円～
131,000円

正社員 45050- 3104691

※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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　　　　（１１月２２日から１１月２８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１２月２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。 

変形（１ヶ月単位） 看護師

准看護師

(1) 8時30分～17時00分
(2)16時30分～ 8時30分

（従業員数 40人 ）
就業場所 宮崎県日南市

８トン限定中型自動車免許

中型自動車免許

(1) 8時00分～17時00分 大型自動車免許

（従業員数 5人 ）
就業場所 宮崎県日南市

変形（１年単位） 普通自動車免許

普通自動車免許（ＡＴ限定）

(1) 8時00分～17時00分

（従業員数 28人 ）
就業場所 宮崎県日南市 確定給付年金

変形（１年単位） 普通自動車免許

普通自動車免許（ＡＴ限定）

(1) 8時00分～17時00分

（従業員数 28人 ）
就業場所 宮崎県日南市 確定給付年金

変形（１ヶ月単位） 普通自動車免許（ＡＴ限定）

普通自動車免許

(1) 8時00分～17時00分

（従業員数 5人 ）
就業場所 宮崎県日南市

普通自動車免許（ＡＴ限定）

普通自動車免許

(1) 9時00分～18時00分

（従業員数 30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修了者

(1) 7時00分～16時00分 ホームヘルパー２級

(2)10時00分～19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） 介護職員初任者研修修了者

ホームヘルパー２級

(1) 7時00分～14時00分
(2) 8時30分～17時30分

（従業員数 15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） ホームヘルパー２級

介護福祉士

(1) 8時30分～17時00分 介護職員初任者研修修了者

（従業員数 8人 ）
就業場所 宮崎県日南市

変形（１ヶ月単位） 栄養士

(1) 6時00分～15時00分
(2) 9時15分～18時15分

（従業員数 20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30分～16時30分
(2) 8時00分～17時00分

（従業員数 5人 ）(3) 8時30分～17時30分
就業場所 宮崎県日南市

普通自動車免許

普通自動車免許（ＡＴ限定）

(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

正看護師・准看護
師

医療法人愛鍼会　山元
病院　老人保健施設ハ
イム苑

宮崎県日南市中央通１丁目１
０番１５号

雇用・労災・
健康・厚生

170,000円～
190,000円

正社員 45050- 3105991

電柱設置作業員 有限会社　西諸設備 宮崎県日南市大字平山１１６
０－１１

雇用・労災・
健康・厚生39歳

以下 140,000円～
160,000円

正社員 45050- 3087591

18歳
～
59歳

施工管理技士（資
格不問）／土木・
建築

株式会社　竹井建設 宮崎県日南市南郷町中村甲４
００番地

雇用・労災・
健康・厚生40歳

以下 180,000円～
285,000円

正社員 45050- 3091491

一般土木作業員 株式会社　竹井建設 宮崎県日南市南郷町中村甲４
００番地

雇用・労災・
健康・厚生64歳

以下 172,500円～
230,000円

正社員 45050- 3094291

建築作業員 日南平原工業 宮崎県日南市大字板敷９７３
－２

雇用・労災・
健康・厚生40歳

以下 152,500円～
187,000円

正社員 45050- 3095591

一般事務 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 137,720円～
156,200円

正社員 45050- 3081691

介護職（日勤の
み）／ホーム

株式会社　南の郷 宮崎県日南市南郷町中村甲４
００番地

雇用・労災・
健康・厚生64歳

以下 150,000円～
165,000円

正社員 45050- 3084791

介護職：フルタイム
パート／グループホー
ム

医療法人　和真会 日南市上平野町３丁目８番地
８

雇用・労災・
健康・厚生59歳

以下 154,984円～
154,984円

正社員以外 45050- 3073691

介護職／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 150,000円～
170,000円

正社員 45050- 3074991

栄養士兼調理業務 社会福祉法人　大樹会
Ｓｏｃｉａｌ　Ｗｏｒ
ｋ日南

宮崎県日南市南郷町中村甲３
５２８番地２

雇用・労災・
健康・厚生64歳

以下 163,000円～
187,000円

正社員 45050- 3077891

看護師（正・准） 医療法人　信愛会
山見医院

宮崎県日南市中央通１丁目３
番地１

雇用・労災・
健康・厚生59歳

以下 195,000円～
200,000円

正社員 45050- 3068791

事務職 青山建設　有限会社 宮崎県日南市吾田東４－３－
１

雇用・労災・
健康・厚生59歳

以下 150,000円～
170,000円

正社員 45050- 3070191

※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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