
　　　　（８月２３日から８月２９日までの最新の求人です。）

診療情報管理士

(1) 8時15分～17時15分

（従業員数 137人 ）
就業場所 宮崎県日南市

(1) 9時00分～14時00分

（従業員数 6人 ）
就業場所 宮崎県日南市

交替制あり 普通自動車免許ＡＴ
普通自動車免許一種

(1) 9時00分～17時00分
(2)10時00分～18時00分

（従業員数 4人 ）
就業場所 宮崎県日南市他

(1)17時30分～21時30分

（従業員数 17人 ）
就業場所 宮崎県日南市

交替制あり 普通自動車免許ＡＴ
普通自動車免許一種

(1) 8時00分～13時00分
(2)12時00分～17時00分

（従業員数 5人 ）(3) 8時00分～17時00分
就業場所 宮崎県日南市

交替制あり 看護師
准看護師

(1) 8時30分～17時30分 普通自動車免許ＡＴ
(2)10時00分～19時00分

（従業員数 45人 ）
就業場所 宮崎県日南市

（従業員数 7人 ）
就業場所 宮崎県日南市

（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30分～17時00分
(2) 8時00分～16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） 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00分～17時00分

（従業員数 16人 ）(3) 9時00分～18時00分
就業場所 宮崎県日南市

看護師
准看護師

(1) 9時00分～16時00分 普通自動車免許ＡＴ

（従業員数 16人 ）
就業場所 宮崎県日南市

変形（１年単位）

(1) 7時00分～16時00分
(2) 8時00分～17時00分

（従業員数 16人 ）(3) 9時00分～18時00分
就業場所 宮崎県日南市

(1) 9時00分～16時00分

（従業員数 16人 ）
就業場所 宮崎県日南市

変形（１年単位） 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 16人 ）(3)10時00分～19時00分
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

(1) 9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

交替制あり

(1) 6時30分～12時00分
(2)10時00分～19時00分

（従業員数 16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。

調理員／シニアリ
ビングよつば

株式会社リリーフ
（よつば）

宮崎県日南市大字平野１５１
２番地３

雇用・労災
59歳
以下 800円～800円

パート労働者 45050- 2291491

訪問介護ヘルパー／よ
つば訪問介護事業所

株式会社リリーフ
（よつば）

宮崎県日南市大字平野１５１
２番地３

雇用・労災
59歳
以下 850円～900円

パート労働者 45050- 2290991

訪問介護ヘルパー／よ
つば訪問介護事業所

株式会社リリーフ
（よつば）

宮崎県日南市大字平野１５１
２番地３

雇用・労災・
健康・厚生59歳

以下 150,000円～
160,000円

正社員 45050- 2289091

介護員／よつば通
所介護事業所

株式会社リリーフ
（よつば）

宮崎県日南市大字平野１５１
２番地３

雇用・労災
59歳
以下 850円～900円

パート労働者 45050- 2288191

介護／よつば通所
介護事業所

株式会社リリーフ
（よつば）

宮崎県日南市大字平野１５１
２番地３

雇用・労災・
健康・厚生59歳

以下 150,000円～
160,000円

正社員 45050- 2287591

看護師／よつば通
所介護事業所

株式会社リリーフ
（よつば）

宮崎県日南市大字平野１５１
２番地３

雇用・労災
59歳
以下 1,000円～1,000

円
パート労働者 45050- 2286291

看護師／よつば通
所介護事業所

株式会社リリーフ
（よつば）

宮崎県日南市大字平野１５１
２番地３

雇用・労災・
健康・厚生59歳

以下 180,000円～
200,000円

正社員 45050- 2285891

生活支援員 社会福祉法人つよし
会　つよし共働セン
ター

宮崎県日南市大字風田３５８
５番地

雇用・労災・
健康・厚生不問

145,120円～
145,120円

正社員以外 45050- 2303391

配膳および後片付
け／夜

お食事処　山椒 宮崎県日南市大字戸高２丁目
５－４

雇用・労災
不問

870円～950円

パート労働者 45050- 2302091

17時00分～22時00分の
間の3時間以上

配膳および後片付
け／昼

お食事処　山椒 宮崎県日南市大字戸高２丁目
５－４

雇用・労災
不問

840円～900円

パート労働者 45050- 2301191

正・准看護師／
ホーム

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 187,480円～
212,300円

正社員 45050- 2300591

10時00分～15時00分の
間の3時間以上

介護職員／パート 有限会社　コウセイ 宮崎県日南市北郷町大藤乙４
０２－１

雇用・労災
59歳
以下 850円～900円

パート労働者 45050- 2299691

ホールスタッフ
【夜】

有限会社　ませだ 宮崎県日南市西町２丁目６－
３

雇用・労災
不問

1,000円～1,000
円

パート労働者 45050- 2298391

営繕部（清掃） 株式会社　総合レ
ジャーサービスグ
ループ

宮崎県宮崎市千草町１番２２
号　Ｓｏｇｏビル２階

雇用・労災・
健康・厚生40歳

以下 170,000円～
250,000円

正社員 45010-20558591

販売店員／見聞読
タナカ日南店

株式会社　田中書店 宮崎県宮崎市吉村町２３７５
－１

労災
不問

780円～780円

パート労働者 45010-20578991

加入保険等 必要な免許資格

医療事務（診療情
報管理業務）／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

230,000円～
230,000円

正社員以外 45010-20655091

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９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。 

   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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　　　　（８月２３日から８月２９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９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。 

   その際はあしからずご了承下さい。 

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ヶ月単位） 大型自動車免許一種

(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

変形（１ヶ月単位） 介護福祉士

(1) 7時00分～16時00分
(2)10時00分～19時00分

（従業員数 45人 ）(3)16時00分～ 9時00分
就業場所 宮崎県日南市

(1)11時00分～17時00分

（従業員数 4人 ）
就業場所 宮崎県日南市

(1)11時00分～17時00分

（従業員数 4人 ）
就業場所 宮崎県日南市

(1)19時00分～ 1時00分
(2)19時00分～ 0時00分

（従業員数 4人 ）(3)21時00分～ 1時00分
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 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
土木施工管理技士１級

(1) 8時00分～17時00分 土木施工管理技士２級

（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

（従業員数 6人 ）
就業場所 宮崎県串間市

変形（１ヶ月単位）

（従業員数 28人 ）
就業場所 宮崎県日南市

変形（１ヶ月単位） 栄養士

(1) 8時00分～16時45分

（従業員数 32人 ）
就業場所 宮崎県日南市

変形（１ヶ月単位） 調理師
栄養士

(1) 7時30分～16時30分 普通自動車免許ＡＴ

（従業員数 23人 ）
就業場所 宮崎県日南市

(1) 8時00分～17時00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30分～17時30分

（従業員数 10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 10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

（従業員数 10人 ）
就業場所 宮崎県日南市

サービススタッフ
（お掃除スタッ
フ）

株式会社　リバーセン
（ダスキン中川　日南
営業所）

宮崎県日南市園田２－５－１
１

労災
不問

800円～850円

パート労働者 45050- 2278291

クリーンスタッフ 株式会社　リバーセン
（ダスキン中川　日南
営業所）

宮崎県日南市園田２－５－１
１

雇用・労災
不問

770円～780円

パート労働者 45050- 2277891

お掃除スタッフ／
正社員

株式会社　リバーセン
（ダスキン中川　日南
営業所）

宮崎県日南市園田２－５－１
１

雇用・労災・
健康・厚生39歳

以下 140,040円～
163,480円

正社員 45050- 2276791

園芸作業者【ス
イートピー】

木村農園 宮崎県日南市大字松永１３０
９不問

790円～790円

パート労働者 45050- 2275491

園芸作業者【ス
イートピー】

木村農園 宮崎県日南市大字松永１３０
９不問

148,125円～
148,125円

正社員以外 45050- 2274991

栄養士又は調理員 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- 2273691

栄養士 社会福祉法人　裕愛
会　中央こども保育
園

宮崎県日南市中央通１丁目１
－８

雇用・労災・
健康・厚生不問

166,000円～
166,000円

正社員以外 45050- 2272391

保育士補助／調理
補助

社会福祉法人　裕愛
会　中央こども保育
園

宮崎県日南市中央通１丁目１
－８

雇用・労災・
健康・厚生不問

145,000円～
145,000円

正社員以外 45050- 2271091

土木作業員 有限会社　大成建設 宮崎県串間市大字奈留４４９
８

雇用・労災・
健康・厚生64歳

以下 261,600円～
261,600円

正社員 45050- 2270191

土木技術者 有限会社　大成建設 宮崎県串間市大字奈留４４９
８

雇用・労災・
健康・厚生64歳

以下 300,000円～
350,000円

正社員 45050- 2269891

ガソリンスタンド
店員

はまゆう農業協同組
合

宮崎県日南市吾田東２丁目５
番１５号

雇用・労災・
健康・厚生不問

148,284円～
148,284円

正社員以外 45050- 2268791

フロント接客
（夜）／日南店

株式会社　すもも組 宮崎県串間市東町５－４ 雇用・労災
18歳
以上 790円～790円

パート労働者 45050- 2297091

フロント接客（昼
土日祝のみ）／日
南店

株式会社　すもも組 宮崎県串間市東町５－４ 労災
不問

800円～800円

パート労働者 45050- 2296191

フロント接客（昼
平日のみ）／日南
店

株式会社　すもも組 宮崎県串間市東町５－４ 雇用・労災
不問

790円～790円

パート労働者 45050- 2295591

介護職【くろしお
の里】

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

170,000円～
220,000円

正社員 45050- 2294291

大型運転手（長距
離）

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 290,000円～
340,000円

正社員 45050- 2293891

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- 2292791

18歳
～
59歳

7時30分～19時00分の間
の7時間程度

8時00分～17時15分の間
の8時間程度

8時00分～17時00分の間
の4時間程度

8時00分～18時00分の間
の4時間以上

9時00分～17時00分の間
の3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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　　　　（８月２３日から８月２９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９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。 

   その際はあしからずご了承下さい。 

(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

普通自動車免許ＡＴ
普通自動車免許一種

(1)16時00分～20時00分
(2) 6時00分～10時00分

（従業員数 4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 20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00分

（従業員数 378人 ）
就業場所 宮崎県日南市

液化石油ガス設備士
普通自動車免許一種

(1) 8時30分～17時00分 普通自動車免許ＡＴ

（従業員数 10人 ）
就業場所 宮崎県日南市

普通自動車免許一種

(1) 8時30分～17時00分

（従業員数 16人 ）
就業場所 宮崎県日南市

普通自動車免許一種

(1) 8時30分～17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） 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 210人 ）
就業場所 宮崎県日南市

変形（１ヶ月単位） 保育士

(1) 7時00分～15時30分
(2) 8時30分～17時00分

（従業員数 22人 ）(3) 9時30分～18時00分
就業場所 宮崎県日南市

看護師
准看護師

(1) 8時45分～16時45分
(2) 9時00分～17時00分

（従業員数 25人 ）
就業場所 宮崎県日南市

普通自動車免許一種

(1) 9時00分～17時00分

（従業員数 2人 ）
就業場所 宮崎県日南市

簿記検定（日商３級）
簿記検定（日商２級）

(1) 8時00分～17時00分 簿記検定（日商１級）

（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30分

（従業員数 7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15分

（従業員数 10人 ）
就業場所 宮崎県日南市他

(1)15時45分～19時45分

（従業員数 25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 25人 ）
就業場所 宮崎県日南市

販促係 株式会社　山形屋ス
トア　日南店

宮崎県日南市岩崎３丁目５番
３号

雇用・労災・
健康・厚生不問

144,000円～
160,000円

正社員以外 45050- 2250791

レジ／午後パート 株式会社　山形屋ス
トア　日南店

宮崎県日南市岩崎３丁目５番
３号

雇用・労災
不問

762円～800円

パート労働者 45050- 2249391

一般事務（官公庁）日
南市、都城市、延岡市

株式会社　井上エン
ジニアリング

滋賀県大津市大萱１丁目１７
－２０　松田ビル３０１

雇用・労災・
健康・厚生・
財形

59歳
以下 225,000円～

350,000円
正社員 25010- 8923791

福祉用具サービス
スタッフ（日南
市）

株式会社　宮崎
ヒューマンサービス

宮崎県都城市平江町４３－６
－１

雇用・労災・
健康・厚生不問

162,000円～
200,800円

正社員 45040- 9182191

事務職（税理士事
務所）

日高賢二税理士事務
所

宮崎県日南市上平野町１丁目
８番１

雇用・労災・
健康・厚生35歳

以下 140,000円～
150,000円

正社員 45050- 2267491

作業補助員 博栄水産 宮崎県日南市木山３丁目６－
２６59歳

以下 115,748円～
115,748円

正社員 45050- 2266991

看護師【花みずき
（デイ）】

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
不問

900円～1,000円

パート労働者 45050- 2265691

保育教諭／契約 社会福祉法人白蓮福祉
会　認定こども園　め
いつ保育園

宮崎県日南市南郷町中村乙２
７９１番地２

雇用・労災・
健康・厚生不問

160,200円～
172,900円

正社員以外 45050- 2264391

医療事務 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- 2263091

自動車整備士 はまゆう農業協同組
合

宮崎県日南市吾田東２丁目５
番１５号

雇用・労災・
健康・厚生不問

170,000円～
170,000円

正社員以外 45050- 2262191

農業機械整備士 はまゆう農業協同組
合

宮崎県日南市吾田東２丁目５
番１５号

雇用・労災・
健康・厚生不問

170,000円～
170,000円

正社員以外 45050- 2261591

ＬＰＧ販売・設備 はまゆう農業協同組
合

宮崎県日南市吾田東２丁目５
番１５号

雇用・労災・
健康・厚生不問

172,500円～
172,500円

正社員以外 45050- 2260291

一般事務／臨時 はまゆう農業協同組
合

宮崎県日南市吾田東２丁目５
番１５号

雇用・労災・
健康・厚生不問

118,244円～
118,244円

正社員以外 45050- 2259491

作業員（溶接・配管・
機械整備・旋盤・フラ
イス）

株式会社　冨士工業 宮崎県日南市大字平野１１１
５番地

雇用・労災・
健康・厚生45歳

以下 155,000円～
185,000円

正社員 45050- 2282991

鉄筋工【正社員】 有限会社　清水鉄筋
工業

宮崎県串間市大字奈留５６３
５

雇用・労災・
健康・厚生59歳

以下 139,200円～
185,600円

正社員 45050- 2281691

世話人（カームハ
ウス）

有限会社　ゆめや 宮崎県日南市大字星倉字加江
田給１５４番地３

雇用・労災
不問

800円～800円

パート労働者 45050- 2280391

食肉加工販売／正
社員

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・
健康・厚生30歳

以下 250,000円～
250,000円

正社員 45050- 2279591

8時45分～19時45分の間
の8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。
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　　　　（８月２３日から８月２９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９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。 

   その際はあしからずご了承下さい。 

変形（１ヶ月単位） 介護職員実務者研修
介護福祉士

(1) 7時00分～14時00分 准看護師
(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） 介護職員初任者研修
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）

(1) 0時00分～ 9時30分
(2) 8時00分～17時30分

（従業員数 11人 ）(3)15時00分～ 0時30分
就業場所 宮崎県串間市

中型一種（８ｔ限定）
中型自動車免許一種

(1) 8時30分～17時00分

（従業員数 5人 ）
就業場所 宮崎県日南市

（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25分～17時20分

（従業員数 366人 ）
就業場所 宮崎県日南市

（従業員数 1人 ）
就業場所 宮崎県串間市

変形（１ヶ月単位） 普通自動車免許二種

(1) 7時00分～17時00分
(2)18時00分～ 6時00分

（従業員数 18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15分～18時15分
(2)16時30分～ 9時30分

（従業員数 44人 ）
就業場所 宮崎県日南市

中型一種（８ｔ限定）

(1) 8時00分～17時00分

（従業員数 38人 ）
就業場所 宮崎県串間市

変形（１年単位）

(1) 8時00分～17時00分
(2)17時00分～ 2時00分

（従業員数 49人 ）
就業場所 宮崎県日南市

介護福祉士
普通自動車免許一種

(1) 8時30分～17時30分 普通自動車免許ＡＴ

（従業員数 146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 1人 ）
就業場所 宮崎県串間市

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

交替制あり

(1) 6時00分～15時00分
(2) 9時00分～18時00分

（従業員数 13人 ）(3)10時00分～19時00分
就業場所 宮崎県日南市

(1)10時00分～18時00分
(2)11時00分～19時00分

（従業員数 8人 ）(3)12時00分～20時00分
就業場所 宮崎県日南市

変形（１ヶ月単位）

(1)10時00分～20時00分

（従業員数 8人 ）
就業場所 宮崎県日南市

農作業／パート 日高農園 宮崎県串間市大字南方４１５
６－１

労災
不問

762円～762円

パート労働者 45050- 2258991

生産技術／正社員 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・
財形

59歳
以下 143,500円～

300,000円
正社員 45050- 2256391

放課後児童クラブ
支援員

学校法人吾田学園　認
定こども園　あがた幼
稚園

宮崎県日南市吾田西３丁目９
番２８号

労災
不問

920円～960円

パート労働者 45050- 2255091

営業 有限会社　日高自動
車整備工場

宮崎県日南市大字下方２１０
０－１１

雇用・労災・
健康・厚生不問

130,000円～
130,000円

正社員以外 45050- 2254191

当直作業員 くしま木質バイオマ
ス　株式会社

宮崎県串間市大字西方１８０
５－１５

雇用・労災・
健康・厚生39歳

以下 179,200円～
224,000円

正社員 45050- 2253591

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- 2252291

介護職：正社員／
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 165,000円～
220,000円

正社員 45050- 2251891

タクシー乗務員
【養成可】

株式会社　美登タク
シー　日南営業所

宮崎県日南市上平野町２丁目
３－２

雇用・労災・
健康・厚生64歳

以下 140,000円～
200,000円

正社員 45050- 2240691

看護師（正・准） 小玉共立外科 宮崎県日南市吾田東十丁目４
番１号

雇用・労災・
健康・厚生59歳

以下 210,000円～
250,000円

正社員 45050- 2241991

廃棄物収集運搬及
び作業

株式会社　保全　串
間支店

宮崎県串間市南方字新浜２２
１９番地３５

雇用・労災・
健康・厚生・
財形

不問
153,360円～
204,480円

正社員以外 45050- 2245291

成型員（梱包作業
員）

株式会社　南郷包装 宮崎県日南市南郷町谷之口１
４８３番地

雇用・労災・
健康・厚生

133,000円～
170,000円

正社員 45050- 2231391

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- 2233991

ガソリンスタンド
店員

有限会社　片平石油 宮崎県串間市大字西方７３０
９－８番地

雇用・労災・
健康・厚生不問

160,000円～
160,000円

正社員 45050- 2234491

土木作業員 株式会社　舟見組 宮崎県日南市今町２丁目２番
２３号

雇用・労災・
健康・厚生59歳

以下 162,400円～
220,400円

正社員 45050- 2235791

調理職 社会福祉法人慶明会
住宅型有料老人ホーム
日南けいめい館

宮崎県日南市飫肥６丁目６番
３号

雇用・労災・
健康・厚生64歳

以下 145,000円～
150,920円

正社員 45050- 2216691

正社員以外 45050- 2218491

調理スタッフ 株式会社　まんりょ
う

宮崎県日南市南郷町東町１４
－４

雇用・労災・
健康・厚生不問

190,645円～
350,222円

正社員 45050- 2220591

18歳
～
40歳

8時00分～17時00分の間
の4時間程度

14時00分～18時00分の
間の3時間程度

ホールスタッフ／
契約

株式会社　まんりょ
う

宮崎県日南市南郷町東町１４
－４

雇用・労災・
健康・厚生不問

126,000円～
140,000円

※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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　　　　（８月２３日から８月２９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９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。 

   その際はあしからずご了承下さい。 

変形（１ヶ月単位）

(1)10時00分～20時00分

（従業員数 8人 ）
就業場所 宮崎県日南市

ホールスタッフ 株式会社　まんりょ
う

宮崎県日南市南郷町東町１４
－４

雇用・労災・
健康・厚生不問

190,645円～
350,222円

正社員 45050- 2221191

※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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