
　　　　（３月１日から５月１３日までの求人です。）

変形（１年単位）

(1) 8時00分～17時30分

（従業員数 7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 1人 ）
就業場所 宮崎県串間市

普通自動車免許ＡＴ

(1) 8時00分～17時00分

（従業員数 12人 ）
就業場所 宮崎県串間市

交替制あり 普通自動車免許ＡＴ
普通自動車免許一種

（従業員数 12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 7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 7人 ）
就業場所 宮崎県串間市

普通自動車免許一種

（従業員数 2人 ）
就業場所 宮崎県串間市

普通自動車免許一種

（従業員数 2人 ）
就業場所 宮崎県串間市

変形（１年単位）

(1) 8時20分～17時00分
(2) 8時20分～16時20分

（従業員数 57人 ）(3) 8時20分～17時20分
就業場所 宮崎県串間市

管理栄養士

(1) 8時00分～17時00分

（従業員数 30人 ）
就業場所 宮崎県串間市

看護師
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 70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

(1) 7時00分～12時00分

（従業員数 7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

(1) 9時00分～17時00分

（従業員数 8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

(1) 8時00分～16時00分

（従業員数 8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00分～13時00分
(2)12時00分～17時00分

（従業員数 410人 ）
就業場所 宮崎県串間市

変形（１ヶ月単位）

(1) 8時00分～17時00分
(2)10時00分～19時00分

（従業員数 410人 ）(3)16時30分～ 8時30分
就業場所 宮崎県串間市

※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。

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

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５６３５ 雇用・労災・
健康・厚生59歳

以下 138,000円～
184,000円

正社員 45050- 1431381

作業員 佐田造園 宮崎県串間市大字一氏１５７２
－２

雇用・労災
50歳
以下 175,000円～

175,000円
正社員 45050- 1439181

一般事務 井手産商　株式会社 宮崎県串間市大字串間１４７４
－１

雇用・労災・
健康・厚生59歳

以下 123,520円～
123,520円

正社員 45050- 1411781

一般事務 井手産商　株式会社 宮崎県串間市大字串間１４７４
－１

雇用・労災
59歳
以下 800円～800円

8時00分～17時00分の間
の6時間程度

パート労働者 45050- 1412881

普通作業員（土木） 株式会社　津曲建設 宮崎県串間市大字串間１１２３
－１

雇用・労災・
健康・厚生64歳

以下 163,100円～
209,700円

正社員 45050- 1415081

建築技術者（見習い
可）

株式会社　津曲建設 宮崎県串間市大字串間１１２３
－１

雇用・労災・
健康・厚生64歳

以下 163,100円～
256,300円

正社員 45050- 1416381

石油販売／パート 津曲石油店 宮崎県串間市大字串間１１２３
番地１

雇用・労災
不問

800円～900円
7時00分～19時00分の間

の5時間程度

パート労働者 45050- 1418981

石油販売／正社員 津曲石油店 宮崎県串間市大字串間１１２３
番地１

雇用・労災・
健康・厚生不問

153,600円～
192,000円

7時00分～19時00分の間
の8時間程度

正社員 45050- 1419581

附属事務 菅公アパレル株式会
社　崎田工場

宮崎県串間市大字崎田５８２番
地

雇用・労災・
健康・厚生40歳

以下 130,000円～
130,000円

正社員 45050- 1427581

管理栄養士 社会福祉法人　幸寿
会

宮崎県串間市大字串間１０９４ 雇用・労災・
健康・厚生不問

180,000円～
190,000円

正社員以外 45050- 1429781

看護師／日勤のみ 社会福祉法人　幸寿
会

宮崎県串間市大字串間１０９４ 雇用・労災・
健康・厚生不問

190,000円～
200,000円

正社員以外 45050- 1430081

製造工員【正社員】 有限会社　東進メ
ディカル

宮崎県串間市大字西方２９６０
－１１

雇用・労災・
健康・厚生59歳

以下 150,000円～
150,000円

正社員 45050- 1406181

惣菜係／おふくろ亭
《急募》

おふくろ亭　山下
明彦

宮崎県串間市大字西方５５９０ 雇用・労災
不問

737円～800円

パート労働者 45050- 1376081

商品配送兼接客員 有限会社　セブンプ
ラザ　かいでんき

宮崎県串間市寺里２－８－９ 雇用・労災・
健康・厚生59歳

以下 168,542円～
213,129円

正社員 45050- 1377381

エリアマネージャー
（お客様専属担当者）

有限会社　セブンプ
ラザ　かいでんき

宮崎県串間市寺里２－８－９ 雇用・労災・
健康・厚生59歳

以下 180,738円～
213,129円

正社員 45050- 1378681

ヘルパー／パート 医療法人十善会　県
南病院

宮崎県串間市大字西方３７２８ 雇用・労災
不問

737円～737円

パート労働者 45050- 1383181

看護補助者【夜勤あ
り】

医療法人十善会　県
南病院

宮崎県串間市大字西方３７２８ 雇用・労災・
健康・厚生18歳

～
59歳

128,100円～
187,900円

正社員 45050- 1384081

℡ ０９８７－２３－８６０９　平成３０年５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。
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　　　　（３月１日から５月１３日までの求人です。）

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

℡ ０９８７－２３－８６０９　平成３０年５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。

普通自動車免許一種
普通自動車免許ＡＴ

(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

変形（１ヶ月単位） 看護師
准看護師

(1) 8時00分～17時00分
(2)10時00分～19時00分

（従業員数 410人 ）(3)16時30分～ 8時30分
就業場所 宮崎県串間市

変形（１ヶ月単位）

(1) 8時00分～17時00分
(2)10時00分～19時00分

（従業員数 410人 ）(3)16時30分～ 8時30分
就業場所 宮崎県串間市

(1) 8時00分～17時00分

（従業員数 0人 ）
就業場所 宮崎県串間市

(1)22時40分～ 0時40分

（従業員数 0人 ）
就業場所 宮崎県串間市

交替制あり

(1) 5時30分～15時00分
(2) 7時30分～17時00分

（従業員数 9人 ）(3) 9時45分～19時15分
就業場所 宮崎県串間市

交替制あり 調理師

（従業員数 0人 ）
就業場所 宮崎県串間市

栄養士

(1) 8時30分～12時30分

（従業員数 13人 ）
就業場所 宮崎県串間市

交替制あり 普通自動車免許ＡＴ

(1) 8時30分～17時30分
(2)12時15分～21時15分

（従業員数 30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 10人 ）
就業場所 宮崎県串間市

(1) 8時00分～12時00分
(2) 8時00分～15時00分

（従業員数 6人 ）
就業場所 宮崎県串間市

(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） 普通自動車免許一種

(1) 8時00分～17時00分

（従業員数 4人 ）
就業場所 宮崎県串間市

普通自動車免許ＡＴ
(1) 9時00分～16時00分 普通自動車免許一種
(2) 8時00分～12時00分
(3)13時00分～17時00分

（従業員数 67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

(1) 9時00分～17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）

（従業員数 54人 ）
就業場所 宮崎県串間市

栄養士

(1) 8時30分～17時30分

（従業員数 13人 ）
就業場所 宮崎県串間市

※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。

看護補助者【日勤の
み】

医療法人十善会　県
南病院

宮崎県串間市大字西方３７２８ 雇用・労災・
健康・厚生59歳

以下 128,100円～
187,900円

正社員 45050- 1385381

正・准看護師／グラ
ンデ櫻宴

医療法人十善会　県
南病院

宮崎県串間市大字西方３７２８ 雇用・労災・
健康・厚生59歳

以下 170,000円～
226,400円

正社員 45050- 1386681

介護職／グランデ櫻
宴

医療法人十善会　県
南病院

宮崎県串間市大字西方３７２８ 雇用・労災・
健康・厚生18歳

～
59歳

128,100円～
187,900円

正社員 45050- 1387981

ＣＡＤオペレーター
／串間市

スタッフラインズ
株式会社

宮崎県宮崎市松橋１丁目８番２
４号　テルスビル２階Ａ

雇用・労災・
健康・厚生不問

208,000円～
208,000円

有期雇用派遣 45010-12393781

清掃作業員／串間市
西浜

株式会社　山崎ビル
環境サービス

宮崎県宮崎市高洲町１９９－１ 労災
18歳
以上 1,000円～1,000円

パート労働者 45010-12164581

調理員／串間市　長
寿の里

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

173,600円～
208,320円

正社員以外 45010-12223281

調理師／日南市、串
間市

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

225,680円～
260,400円

5時00分～19時30分の間
の8時間

正社員以外 45010-12226381

栄養士／串間市民病
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
不問

900円～1,000円

パート労働者 45010-12233081

エリア社員（正）／
串間店

株式会社　コスモス
薬品

福岡県福岡市博多区博多駅東２
丁目１０番１号　第一福岡ビル
Ｓ館４階

雇用・労災・
健康・厚生35歳

以下 170,000円～
180,000円

正社員 40010-36197981

内務事務／串間支店 株式会社　宮崎太陽
銀行

宮崎県宮崎市広島２丁目１番３
１号

雇用・労災・
健康・厚生不問

129,360円～
137,760円

正社員以外 45010-12048181

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５５９０
（ニシムタ内）

雇用・労災
59歳
以下 900円～900円

パート労働者 45050- 1336381

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５５９０
（ニシムタ内）

雇用・労災・
健康・厚生59歳

以下 200,000円～
200,000円

正社員 45050- 1337681

林業作業員 串間森林建設有限会
社

宮崎県串間市大字串間２３２４
－１

雇用・労災・
健康・厚生不問

184,000円～
276,000円

正社員以外 45050- 1350081

商品製造作業（成
形・袋詰め）

株式会社　くしまア
オイファーム

宮崎県串間市大字奈留６５６４
－１２

雇用・労災
不問

740円～900円

パート労働者 45050- 1358281
又は 8時00分～17時00分の

間の4時間以上
タクシー養成乗務員 宮児タクシー株式会

社　串間営業所
宮崎県串間市大字西方８９９５
－１

雇用・労災・
健康・厚生不問

150,000円～
150,000円

正社員以外 45050- 1368081

カー用品・家庭用品・
インテリア・青果・フ
ロア（経験

株式会社　ニシムタ 鹿児島市与次郎１丁目１０－１


雇用・労災・
健康・厚生18歳

以上 173,564円～
250,101円

6時00分～ 0時00分の間
の8時間程度

正社員以外 46010-12662481

栄養士／串間市（串
間市民病院）

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

175,200円～
220,000円

正社員 45010-11698281
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　　　　（３月１日から５月１３日までの求人です。）

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

℡ ０９８７－２３－８６０９　平成３０年５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。

管理栄養士

(1) 8時30分～17時30分

（従業員数 13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

（従業員数 24人 ）
就業場所 宮崎県串間市他

普通自動車免許一種
普通自動車免許ＡＴ

(1) 8時15分～17時00分

（従業員数 175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

(1) 6時30分～15時30分
(2) 7時30分～16時30分

（従業員数 17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） 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
ホームヘルパー１級

(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） 普通自動車免許二種

(1) 7時00分～16時00分
(2) 8時00分～ 0時00分

（従業員数 19人 ）(3)12時00分～ 2時00分
就業場所 宮崎県串間市

変形（１ヶ月単位） 普通自動車免許二種

(1)18時00分～ 4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） 普通自動車免許二種

(1) 7時00分～16時00分

（従業員数 19人 ）
就業場所 宮崎県串間市

普通自動車免許二種

（従業員数 19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

（従業員数 19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00分

（従業員数 5人 ）
就業場所 宮崎県串間市

変形（１ヶ月単位）

(1)10時00分～19時00分

（従業員数 6人 ）
就業場所 宮崎県串間市

(1) 8時00分～14時00分
(2) 9時00分～15時00分

（従業員数 54人 ）(3)10時00分～16時00分
就業場所 宮崎県串間市

(1) 7時30分～16時30分
(2) 8時00分～12時00分

（従業員数 72人 ）(3)13時00分～17時00分
就業場所 宮崎県串間市

※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。

管理栄養士／串間市
（串間市民病院）

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

200,200円～
245,000円

正社員 45010-11700781

共済募集人／小林
市・串間市・日南市

宮崎県民共済生活協
同組合（県民共済）

宮崎県宮崎市宮脇町１２７－１ 雇用・労災・
健康・厚生不問

107,000円～
107,000円

又は 7時00分～21時00分
の間の5時間以上

正社員以外 45010-11293481

環境整備 航空自衛隊　第１３警戒
群本部（高畑山分屯基
地）

宮崎県串間市大字本城４番地 公災
不問

1,109円～1,109円

パート労働者 45050- 1304981

山林作業（造林作業
員）【急募】

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64歳

以下 226,000円～
319,000円

正社員 45050- 1305581

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３４３１
－５

雇用・労災・
健康・厚生不問

162,900円～
178,000円

正社員以外 45050- 1316881

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３４３１
－５

雇用・労災・
健康・厚生不問

128,054円～
128,054円

正社員以外 45050- 1317281

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３４３１
－５

雇用・労災・
健康・厚生不問

128,054円～
128,054円

正社員以外 45050- 1318181

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３４３１
－５

雇用・労災・
健康・厚生不問

128,054円～
128,054円

正社員以外 45050- 1319081

タクシー乗務員【急
募】

宮児タクシー株式会
社　串間営業所

宮崎県串間市大字西方８９９５
－１

雇用・労災・
健康・厚生18歳

～
59歳

160,000円～
160,000円

正社員 45050- 1320981

タクシー乗務員【夜
勤】

宮児タクシー株式会
社　串間営業所

宮崎県串間市大字西方８９９５
－１

雇用・労災・
健康・厚生18歳

～
59歳

130,000円～
150,000円

正社員 45050- 1321581

タクシー乗務員【日
勤】

宮児タクシー株式会
社　串間営業所

宮崎県串間市大字西方８９９５
－１

雇用・労災・
健康・厚生59歳

以下 130,000円～
150,000円

正社員 45050- 1322481

タクシー乗務員／
パート

宮児タクシー株式会
社　串間営業所

宮崎県串間市大字西方８９９５
－１

雇用・労災
59歳
以下 737円～737円

8時00分～ 7時59分の間
の5時間以上

パート労働者 45050- 1323781

配車係／パート 宮児タクシー株式会
社　串間営業所

宮崎県串間市大字西方８９９５
－１

雇用・労災
59歳
以下 740円～740円

7時00分～18時00分の間
の6時間程度

パート労働者 45050- 1324881

営業職（串間営業
所）

株式会社　ヰセキ九州
南部支社　宮崎営業部

宮崎県児湯郡新富町大字上富田
３２１０－１

雇用・労災・
健康・厚生・
財形

不問
146,000円～
230,700円

正社員 45060- 1883481

事務補助［串間市］ 南国殖産　株式会社 鹿児島市中央町１８－１　南国
センタービル５階

雇用・労災・
健康・厚生不問

135,680円～
144,160円

正社員以外 46010-11972681

レジ担当・売場担当
［串間市］

株式会社　ニシムタ 鹿児島市与次郎１丁目１０－１ 労災
不問

750円～800円

パート労働者 46010-12087081

清掃（串間市・志布
志市）

株式会社サンエス総
合ビルメンテナンス

鹿児島県志布志市志布志町帖６
６１７

雇用・労災
不問

740円～800円

パート労働者 46080- 1751381
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　　　　（３月１日から５月１３日までの求人です。）

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

℡ ０９８７－２３－８６０９　平成３０年５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。

変形（１年単位） 自動車整備士（３級）
普通自動車免許一種

(1) 9時30分～18時00分

（従業員数 7人 ）
就業場所 宮崎県串間市

変形（１ヶ月単位） 保育士
幼稚園教諭免許

(1) 7時00分～13時30分
(2) 8時30分～17時00分

（従業員数 30人 ）(3) 9時30分～19時00分
就業場所 宮崎県串間市

中型自動車免許一種
中型一種（８ｔ限定）

(1) 7時30分～16時30分 大型自動車免許一種

（従業員数 9人 ）
就業場所 宮崎県串間市

変形（１ヶ月単位） 看護師

(1) 8時00分～17時00分
(2)10時00分～19時00分

（従業員数 63人 ）(3)16時30分～ 9時30分
就業場所 宮崎県串間市

変形（１ヶ月単位）
准看護師

(1) 8時00分～17時00分
(2)10時00分～19時00分

（従業員数 63人 ）(3)16時30分～ 9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
建築施工管理技士１級

(1) 8時00分～18時00分 建築施工管理技士２級

（従業員数 6人 ）
就業場所 宮崎県串間市

変形（１ヶ月単位） 普通自動車免許一種

(1) 8時00分～18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） ホームヘルパー１級
ホームヘルパー２級

(1) 8時00分～17時00分 介護福祉士
(2)10時00分～19時00分

（従業員数 63人 ）(3) 7時00分～16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１級
ホームヘルパー２級

(1) 8時00分～17時00分 介護福祉士
(2) 8時00分～12時30分

（従業員数 63人 ）(3) 8時00分～15時00分
就業場所 宮崎県串間市

変形（１ヶ月単位） 看護師
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
(2) 8時00分～12時30分

（従業員数 63人 ）(3) 8時00分～15時00分
就業場所 宮崎県串間市

変形（１ヶ月単位） 准看護師
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
(2) 8時00分～12時30分

（従業員数 63人 ）(3) 8時00分～15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 5人 ）
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 5人 ）
就業場所 宮崎県串間市

大型自動車免許一種

（従業員数 410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
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 9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 9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

※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。

自動車整備／串間店 宮崎ダイハツ販売
株式会社

宮崎県宮崎市花ケ島町立毛１０
８５番地

雇用・労災・
健康・厚生・
財形

35歳
以下 143,000円～

196,000円
正社員 45010-11227481

保育教諭 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４２５３
番地２

雇用・労災・
健康・厚生不問

181,700円～
186,700円

正社員以外 45050- 1261281

作業員 有限会社　串間衛生
社

宮崎県串間市大字串間１４９９ 雇用・労災・
健康・厚生40歳

以下 170,400円～
170,400円

正社員 45050- 1262181

正看護師 医療法人　秀英会　介護
老人保健施設　長寿の里

宮崎県串間市大字奈留５２９８
－３

雇用・労災・
健康・厚生18歳

～
64歳

195,000円～
205,000円

正社員 45050- 1249681

准看護師 医療法人　秀英会　介護
老人保健施設　長寿の里

宮崎県串間市大字奈留５２９８
－３

雇用・労災・
健康・厚生18歳

～
64歳

185,500円～
195,000円

正社員 45050- 1250481

建築施工管理技士 河野板金工業　有限
会社

宮崎県串間市大字西方４６５９ 雇用・労災・
健康・厚生64歳

以下 176,000円～
242,000円

正社員 45050- 1251781

建築作業員（内外
装）【見習い可】

河野板金工業　有限
会社

宮崎県串間市大字西方４６５９ 雇用・労災・
健康・厚生64歳

以下 176,000円～
220,000円

正社員 45050- 1252881

介護職／長寿の里 医療法人　秀英会　介護
老人保健施設　長寿の里

宮崎県串間市大字奈留５２９８
－３

雇用・労災・
健康・厚生18歳

～
64歳

144,700円～
160,000円

正社員 45050- 1239081

介護職／通所リハビ
リテーション

医療法人　秀英会　介護
老人保健施設　長寿の里

宮崎県串間市大字奈留５２９８
－３

雇用・労災・
健康・厚生64歳

以下 149,700円～
165,000円

正社員 45050- 1241581

正看護師／通所リハ
ビリテーション

医療法人　秀英会　介護
老人保健施設　長寿の里

宮崎県串間市大字奈留５２９８
－３

雇用・労災・
健康・厚生64歳

以下 200,000円～
210,000円

正社員 45050- 1242481

准看護師／通所リハ
ビリテーション

医療法人　秀英会　介護
老人保健施設　長寿の里

宮崎県串間市大字奈留５２９８
－３

雇用・労災・
健康・厚生64歳

以下 190,500円～
200,000円

正社員 45050- 1243781

山林及び農業作業員
／パート

宮川木材　株式会社 宮崎県串間市大字一氏１７９４
番地１４

雇用・労災
不問

954円～1,363円

パート労働者 45050- 1222381

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１７９４
番地１４

雇用・労災・
健康・厚生不問

154,000円～
220,000円

正社員 45050- 1223681

運転手 医療法人十善会　県
南病院

宮崎県串間市大字西方３７２８ 雇用・労災
不問

782円～1,000円
7時00分～20時00分の間

の5時間程度

パート労働者 45050- 1218781

土木技術者 有限会社　大成建設 宮崎県串間市大字奈留４４９８ 雇用・労災・
健康・厚生59歳

以下 280,000円～
300,000円

正社員 45050- 1199181

土木作業員【急募】 有限会社　大成建設 宮崎県串間市大字奈留４４９８ 雇用・労災・
健康・厚生59歳

以下 196,200円～
218,000円

正社員 45050- 1200781

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３４３１
－５

雇用・労災・
健康・厚生18歳

以上 128,054円～
128,054円

正社員以外 45050- 1212081
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　　　　（３月１日から５月１３日までの求人です。）

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

℡ ０９８７－２３－８６０９　平成３０年５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。

美容師

（従業員数 4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
普通自動車免許一種

(1) 6時00分～16時00分
(2) 7時00分～18時00分

（従業員数 18人 ）(3) 9時00分～23時00分
就業場所 宮崎県串間市

看護師
准看護師

(1) 9時00分～16時00分 栄養士

（従業員数 345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) 9時00分～16時00分

（従業員数 345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ＡＴ
普通自動車免許一種

(1) 8時00分～17時00分
(2) 9時00分～18時00分

（従業員数 6人 ）(3) 8時00分～12時30分
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

（従業員数 6人 ）
就業場所 宮崎県串間市

変形（１ヶ月単位） 理学療法士
普通自動車免許ＡＴ

(1) 8時30分～18時00分 普通自動車免許一種

（従業員数 6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) 7時00分～16時30分
(2)17時00分～ 9時00分

（従業員数 29人 ）(3)13時00分～22時00分
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

（従業員数 29人 ）
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 29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
(2) 8時30分～17時30分

（従業員数 29人 ）(3) 9時30分～18時30分
就業場所 宮崎県串間市

変形（１ヶ月単位） 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
(2) 8時30分～12時30分

（従業員数 29人 ）
就業場所 宮崎県串間市

変形（１ヶ月単位） 作業療法士
理学療法士

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

（従業員数 29人 ）(3) 8時30分～12時30分
就業場所 宮崎県串間市

(1) 9時00分～18時00分

（従業員数 20人 ）
就業場所 宮崎県串間市

（従業員数 20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

（従業員数 20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ＡＴ
普通自動車免許一種

(1) 8時00分～16時00分

（従業員数 28人 ）
就業場所 宮崎県串間市

※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。

スタイリスト、アシス
タント　【正社員】

ｔｒｅｐｉ－ｕｎｏ
ｄｏｌｃｅ

宮崎県串間市大字西方５７４０
－１

雇用・労災・
健康・厚生不問

130,000円～
130,000円

9時00分～19時00分の間
の7時間程度

正社員 45050- 1196781

タクシー乗務員【急
募】

宮交タクシー株式会
社　串間営業所

宮崎県串間市大字西方５７２６
－１

雇用・労災・
健康・厚生64歳

以下 130,000円～
200,000円

正社員 45050- 1181281

生活習慣改善訪問指
導員／医療介護課

串間市役所 宮崎県串間市大字西方５５５０ 雇用・公災・
健康・厚生不問

141,200円～
141,200円

正社員以外 45050- 1182181

学校ＩＣＴ支援員／
学校政策課

串間市役所 宮崎県串間市大字西方５５５０ 雇用・公災・
健康・厚生不問

174,000円～
174,000円

正社員以外 45050- 1183081

受付・事務スタッフ 吾社クリニック 宮崎県串間市大字本城７６１０
－２

雇用・労災・
健康・厚生35歳

以下 128,000円～
138,000円

正社員 45050- 1162481

受付・事務スタッフ 吾社クリニック 宮崎県串間市大字本城７６１０
－２

雇用・労災
64歳
以下 737円～800円

8時00分～18時00分の間
の4時間程度

パート労働者 45050- 1163781

理学療法士 吾社クリニック 宮崎県串間市大字本城７６１０
－２

雇用・労災・
健康・厚生64歳

以下 220,000円～
270,000円

正社員 45050- 1164881

介護スタッフ／正社
員

株式会社　メソテー
ス

宮崎県串間市大字本城７６１０
番地

雇用・労災・
健康・厚生18歳

～
64歳

128,000円～
160,000円

正社員 45050- 1165281

介護スタッフ／パー
ト

株式会社　メソテー
ス

宮崎県串間市大字本城７６１０
番地

雇用・労災
64歳
以下 740円～900円

8時00分～18時00分の間
の4時間程度

パート労働者 45050- 1166181

看護師／パート 株式会社　メソテー
ス

宮崎県串間市大字本城７６１０
番地

雇用・労災
64歳
以下 900円～1,100円

8時30分～18時00分の間
の4時間程度

パート労働者 45050- 1167081

看護師／正社員（日
勤のみ）

株式会社　メソテー
ス

宮崎県串間市大字本城７６１０
番地

雇用・労災・
健康・厚生64歳

以下 155,000円～
185,000円

正社員 45050- 1168381

介護支援専門員 株式会社　メソテー
ス

宮崎県串間市大字本城７６１０
番地

雇用・労災・
健康・厚生64歳

以下 220,000円～
270,000円

正社員 45050- 1169681

理学療法士・作業療
法士

株式会社　メソテー
ス

宮崎県串間市大字本城７６１０
番地

雇用・労災・
健康・厚生64歳

以下 220,000円～
270,000円

正社員 45050- 1170481

調理補助及び販売 有限会社　大黒　志
布志湾　海の駅

宮崎県串間市大字高松１４８１
－３

労災
59歳
以下 780円～850円

パート労働者 45050- 1143681

売店レジ／パート 有限会社　大黒　志
布志湾　海の駅

宮崎県串間市大字高松１４８１
－３

雇用・労災
59歳
以下 780円～850円

9時00分～18時00分の間
の5時間以上

パート労働者 45050- 1144981

小動物トレーナー／
正社員

有限会社　大黒　志
布志湾　海の駅

宮崎県串間市大字高松１４８１
－３

雇用・労災・
健康・厚生59歳

以下 140,000円～
200,000円

9時00分～18時00分の間
の7時間程度

正社員 45050- 1145581

惣菜係／西浜店 有限会社　スーパー
ほりぐち

宮崎県串間市大字西方３９３３
－１

雇用・労災・
健康・厚生59歳

以下 129,392円～
146,640円

正社員 45050- 1142381
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　　　　（３月１日から５月１３日までの求人です。）

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

℡ ０９８７－２３－８６０９　平成３０年５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。

変形（１年単位） その他の保安関連免許

(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 宮崎県日南市及び近郊

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、串間市

(1) 8時30分～15時00分

（従業員数 8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 宮崎県串間市

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 8人 ）
就業場所 宮崎県串間市

変形（１ヶ月単位） 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 8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

交替制あり

(1) 8時00分～17時00分
(2)13時00分～22時00分

（従業員数 127人 ）(3) 0時00分～ 8時00分
就業場所 宮崎県串間市

（従業員数 30人 ）
就業場所 宮崎県串間市

(1) 9時00分～17時00分

（従業員数 6人 ）
就業場所 宮崎県串間市

普通自動車免許一種
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 宮崎県串間市

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

変形（１ヶ月単位） 看護師

(1) 8時00分～17時00分
(2)10時00分～19時00分

（従業員数 410人 ）(3)16時30分～ 8時30分
就業場所 宮崎県串間市

変形（１ヶ月単位） 准看護師

(1) 8時00分～17時00分
(2)10時00分～19時00分

（従業員数 410人 ）(3)16時30分～ 8時30分
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)16時30分～ 8時30分

（従業員数 410人 ）
就業場所 宮崎県串間市

※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。

交通誘導警備員（有
資格者）

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

～
63歳

149,730円～
227,850円

正社員以外 45050- 1115181

警備員　【急募】 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

～
63歳

149,730円～
179,025円

正社員以外 45050- 1116081

食品加工／パート 有限会社　クシマ
フーズ

宮崎県串間市大字北方７２６０
－３

雇用・労災
59歳
以下 737円～800円

パート労働者 45050- 1134681

土木施工管理技術者
／経験者

松浦建設　株式会社 宮崎県串間市大字南方２２１９
－８５

雇用・労災・
健康・厚生59歳

以下 200,000円～
280,000円

正社員 45050- 1069881

普通作業員【急募】 松浦建設　株式会社 宮崎県串間市大字南方２２１９
－８５

雇用・労災・
健康・厚生59歳

以下 180,000円～
250,000円

正社員 45050- 1070181

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２２１９
－８５

雇用・労災・
健康・厚生35歳

以下 200,000円～
280,000円

正社員 45050- 1071081

土木作業 大平開発　株式会社 宮崎県串間市大字大平３２９１ 雇用・労災・
健康・厚生64歳

以下 172,500円～
195,500円

正社員 45050- 1077781

土木技術者 大平開発　株式会社 宮崎県串間市大字大平３２９１ 雇用・労災・
健康・厚生64歳

以下 250,000円～
330,000円

正社員 45050- 1078881

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６７８７
－１８

雇用・労災・
健康・厚生18歳

～
64歳

133,056円～
158,976円

正社員 45050- 1088181

店員【店長候補】 株式会社　ＭＡＣ
（ファミリーマー
ト）

宮崎県串間市大字西方１４７６
９

雇用・労災・
健康・厚生18歳

以上 180,000円～
200,000円

正社員 45050- 1089081

店員 株式会社　ＭＡＣ
（ファミリーマー
ト）

宮崎県串間市大字西方１４７６
９

労災
不問

740円～740円
0時01分～ 0時00分の間

の4時間程度

パート労働者 45050- 1091581

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６７８７
－１８

雇用・労災
64歳
以下 770円～920円

パート労働者 45050- 1094881

介護職　 株式会社　ライフサ
ポート

宮崎県串間市大字西方６７８７
－１８

雇用・労災・
健康・厚生不問

130,200円～
130,200円

正社員 45050- 1095281

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３７２８ 雇用・労災・
健康・厚生59歳

以下 170,000円～
209,400円

正社員 45050- 1098381

正看護師 医療法人十善会　県
南病院

宮崎県串間市大字西方３７２８ 雇用・労災・
健康・厚生59歳

以下 182,000円～
226,400円

正社員 45050- 1100681

准看護師 医療法人十善会　県
南病院

宮崎県串間市大字西方３７２８ 雇用・労災・
健康・厚生59歳

以下 170,000円～
196,900円

正社員 45050- 1101981

正・准看護師【夜勤
専従】

医療法人十善会　県
南病院

宮崎県串間市大字西方３７２８ 雇用・労災・
健康・厚生59歳

以下 213,000円～
233,000円

正社員 45050- 1104781
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　　　　（３月１日から５月１３日までの求人です。）

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

℡ ０９８７－２３－８６０９　平成３０年５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。

変形（１ヶ月単位）

(1)16時30分～ 8時30分

（従業員数 410人 ）
就業場所 宮崎県串間市

看護師

(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

交替制あり

(1) 5時30分～15時00分
(2) 8時00分～17時00分

（従業員数 410人 ）(3)10時00分～19時15分
就業場所 宮崎県串間市

(1) 8時00分～10時00分
(2)12時00分～14時00分

（従業員数 410人 ）(3)17時15分～19時15分
就業場所 宮崎県串間市

薬剤師

(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

変形（１ヶ月単位） 精神保健福祉士

(1) 8時00分～17時00分
(2)17時00分～ 8時00分

（従業員数 410人 ）
就業場所 宮崎県串間市

普通自動車免許ＡＴ

(1) 8時30分～17時30分

（従業員数 22人 ）
就業場所 宮崎県串間市他

(1) 7時00分～12時00分
(2) 9時00分～14時00分

（従業員数 60人 ）(3)13時00分～18時00分
就業場所 宮崎県串間市

普通自動車免許ＡＴ

(1) 9時00分～18時00分

（従業員数 6人 ）
就業場所 宮崎県串間市他

普通自動車免許ＡＴ

(1) 9時00分～12時00分
(2)14時00分～18時00分

（従業員数 6人 ）
就業場所 宮崎県串間市他

変形（１年単位） 普通自動車免許一種
普通自動車免許ＡＴ

(1) 9時00分～18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） 普通自動車免許一種
準中型自動車免許

(1) 8時00分～17時00分
(2) 8時00分～12時00分

（従業員数 10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 19人 ）
就業場所 宮崎県串間市

変形（１年単位） 自動車整備士（３級）
普通自動車免許一種

(1) 8時50分～17時50分

（従業員数 18人 ）
就業場所 宮崎県串間市他

変形（１年単位）

(1) 8時20分～17時00分
(2) 8時20分～16時20分

（従業員数 45人 ）(3) 8時20分～17時20分
就業場所 宮崎県串間市

(1) 8時20分～16時20分

（従業員数 45人 ）
就業場所 宮崎県串間市

(1) 9時00分～16時00分

（従業員数 63人 ）
就業場所 宮崎県串間市他

※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。

看護補助者【夜勤専
従】

医療法人十善会　県
南病院

宮崎県串間市大字西方３７２８ 雇用・労災・
健康・厚生18歳

～
59歳

146,000円～
146,000円

正社員 45050- 1105881

正看護師（日勤の
み）

医療法人十善会　県
南病院

宮崎県串間市大字西方３７２８ 雇用・労災・
健康・厚生59歳

以下 182,000円～
226,400円

正社員 45050- 1106281

調理スタッフ 医療法人十善会　県
南病院

宮崎県串間市大字西方３７２８ 雇用・労災・
健康・厚生59歳

以下 128,100円～
187,900円

正社員 45050- 1107181

食器洗浄・清掃／
パート

医療法人十善会　県
南病院

宮崎県串間市大字西方３７２８ 雇用・労災
不問

737円～737円

パート労働者 45050- 1108081

薬剤師 医療法人十善会　県
南病院

宮崎県串間市大字西方３７２８ 雇用・労災・
健康・厚生59歳

以下 350,000円～
500,000円

正社員 45050- 1043881

精神保健福祉士 医療法人十善会　県
南病院

宮崎県串間市大字西方３７２８ 雇用・労災・
健康・厚生59歳

以下 160,000円～
260,400円

正社員 45050- 1045181

総合職 宮崎県　南部信用組
合

宮崎県日南市南郷町中村乙８２
４１－２

雇用・労災・
健康・厚生30歳

以下 134,000円～
137,000円

正社員 45050- 1055381

惣菜製造（串間店） 有限会社　フレッ
シュミネサキ

鹿児島県鹿屋市旭原町３５９１
－６

雇用・労災
59歳
以下 750円～750円

パート労働者 46030- 3003781

お弁当の配達及び店
舗内スタッフ

ライフデリ　志布
志・串間店

鹿児島県志布志市志布志町志布
志２丁目１５－６

雇用・労災
不問

129,600円～
129,600円

正社員 46080- 1522281

お弁当の配達 ライフデリ　志布
志・串間店

鹿児島県志布志市志布志町志布
志２丁目１５－６

雇用・労災
不問

750円～750円

パート労働者 46080- 1524081

ルート営業（串間営
業所）

株式会社　中京医薬
品

愛知県半田市亀崎北浦町２丁目
１５－１

雇用・労災・
健康・厚生・
財形

44歳
以下 207,700円～

248,900円
正社員 23070- 4893681

作業員 有限会社　西部衛生
公社

宮崎県串間市大字南方２５３５
－３０

雇用・労災・
健康・厚生50歳

以下 170,000円～
180,000円

正社員 45050-  996281

現場監督 内田建設　株式会社 宮崎県串間市大字西方２６３８
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- 1019781

自動車整備士 株式会社ホンダカー
ズ宮崎南

宮崎県日南市吾田東９丁目８－
２０

雇用・労災・
健康・厚生59歳

以下 155,600円～
249,000円

正社員 45050-  977581

ソーイングスタッフ 菅公アパレル株式会
社　崎田工場

宮崎県串間市大字崎田５８２番
地

雇用・労災・
健康・厚生50歳

以下 130,000円～
130,000円

正社員 45050-  983981

ソーイングスタッフ
／パート

菅公アパレル株式会
社　崎田工場

宮崎県串間市大字崎田５８２番
地

雇用・労災・
健康・厚生不問

750円～750円

パート労働者 45050-  984581

普通銀行業務／日南・
串間・　志布志地区

株式会社　宮崎銀行 宮崎県宮崎市橘通東４－３－５ 雇用・労災
不問

850円～1,000円

パート労働者 45010- 8889281
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　　　　（３月１日から５月１３日までの求人です。）

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

℡ ０９８７－２３－８６０９　平成３０年５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。

(1) 9時15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ＡＴ

(1)10時00分～19時00分

（従業員数 3人 ）
就業場所 宮崎県串間市

変形（１年単位） 普通自動車免許一種

(1) 8時00分～17時00分

（従業員数 21人 ）
就業場所 宮崎県串間市

普通自動車免許一種
車両系基礎工事用運転

(1) 8時00分～17時00分

（従業員数 19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 19人 ）
就業場所 宮崎県串間市

変形（１ヶ月単位）

(1) 7時30分～16時30分
(2)16時00分～ 1時00分

（従業員数 9人 ）(3) 0時30分～ 8時00分
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) 7時30分～16時30分
(2) 8時00分～17時00分

（従業員数 24人 ）(3) 8時30分～17時30分
就業場所 宮崎県串間市

(1) 9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

変形（１ヶ月単位） 看護師
准看護師

(1) 8時30分～17時15分
(2)16時15分～ 1時00分

（従業員数 130人 ）(3) 0時30分～ 9時15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15分
(2) 6時45分～15時30分

（従業員数 130人 ）(3)10時15分～19時00分
就業場所 宮崎県串間市

(1) 8時30分～17時15分

（従業員数 130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 188人 ）(3) 9時30分～18時30分
就業場所 宮崎県串間市

変形（１ヶ月単位） 介護福祉士

(1) 7時00分～16時00分
(2) 8時30分～17時30分

（従業員数 188人 ）(3)11時00分～20時00分
就業場所 宮崎県串間市

変形（１ヶ月単位）

(1) 7時00分～16時00分
(2) 8時00分～17時00分

（従業員数 188人 ）(3)11時00分～20時00分
就業場所 宮崎県串間市

（従業員数 188人 ）
就業場所 宮崎県串間市

変形（１ヶ月単位）

(1)17時00分～ 8時00分

（従業員数 188人 ）
就業場所 宮崎県串間市

※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。

商工会議所共済・福祉
制度推進スタッフ（串
間駐在）

アクサ生命保険　株
式会社　都城営業所

宮崎県都城市姫城町４－１都城
商工会館１Ｆ　＜南Ｐ４１２
Ｂ－３＞

雇用・労災・
健康・厚生不問

180,000円～
240,000円

正社員 45040- 3879781

携帯電話販売スタッ
フ（串間店）

株式会社　島津 鹿児島県志布志市志布志町志布
志２丁目１４－１４

雇用・労災・
健康・厚生59歳

以下 150,000円～
235,000円

正社員 46080- 1340081

製造スタッフ 寿海酒造　株式会社 宮崎県串間市大字北方１２９５
番地

雇用・労災・
健康・厚生45歳

以下 128,800円～
155,000円

正社員 45050-  953781

重機オペレーター 内田建設　株式会社 宮崎県串間市大字西方２６３８
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-  956181

作業員 内田建設　株式会社 宮崎県串間市大字西方２６３８
番地５

雇用・労災・
健康・厚生59歳

以下 160,000円～
190,000円

正社員 45050-  957081

発電所作業員（当
直）

大王テクノ　株式会
社

宮崎県串間市大字西方３３６４ 雇用・労災・
健康・厚生18歳

以上 160,000円～
200,000円

正社員 45050-  918581

フロント受付 株式会社プリンスホテル
日南串間ゴルフコース

宮崎県串間市大字本城 雇用・労災・
健康・厚生不問

129,000円～
129,000円

正社員以外 45050-  906081

ミシンオペレーター 有限会社　野辺ソー
イング

宮崎県串間市大字串間９０８－
１

雇用・労災
64歳
以下 737円～737円

パート労働者 45050-  907381

農従業員【正社員】 川崎農産 宮崎県串間市大字一氏９０８番
地不問

144,000円～
180,000円

正社員 45050-  886381

正・准看護師 串間市民病院 宮崎県串間市大字西方７９１７ 雇用・労災・
健康・厚生18歳

以上 209,000円～
209,000円

正社員以外 45050-  831881

看護助手　【急募】 串間市民病院 宮崎県串間市大字西方７９１７ 雇用・労災・
健康・厚生不問

140,000円～
140,000円

正社員以外 45050-  832281

診療情報管理士 串間市民病院 宮崎県串間市大字西方７９１７ 雇用・労災・
健康・厚生不問

144,000円～
144,000円

正社員以外 45050-  833181

看護師（正・准） 社会福祉法人　黒潮
会

宮崎県串間市大字西方４３４１
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-  835381

介護福祉士 社会福祉法人　黒潮
会

宮崎県串間市大字西方４３４１
番地１

雇用・労災・
健康・厚生18歳

以上 167,500円～
255,000円

正社員以外 45050-  836681

介護職（無資格） 社会福祉法人　黒潮
会

宮崎県串間市大字西方４３４１
番地１

雇用・労災・
健康・厚生18歳

以上 174,600円～
174,600円

正社員以外 45050-  837981

介護職（無資格）／
日勤のみ

社会福祉法人　黒潮
会

宮崎県串間市大字西方４３４１
番地１

雇用・労災
不問

850円～850円
7時00分～19時00分の間

の5時間

パート労働者 45050-  838581

介護職（無資格）／
夜勤専従

社会福祉法人　黒潮
会

宮崎県串間市大字西方４３４１
番地１

雇用・労災
18歳
以上 1,154円～1,154円

パート労働者 45050-  839481
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　　　　（３月１日から５月１３日までの求人です。）

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

℡ ０９８７－２３－８６０９　平成３０年５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。

交替制あり

（従業員数 8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ＡＴ

(1) 8時00分～17時00分

（従業員数 7人 ）
就業場所 宮崎県串間市他

（従業員数 3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

測量士
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 宮崎県串間市 厚生年金基金

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 85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 85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 85人 ）
就業場所 宮崎県串間市

交替制あり ホームヘルパー２級
ホームヘルパー１級

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

（従業員数 14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 ホームヘルパー２級
普通自動車免許ＡＴ
介護職員初任者研修

（従業員数 14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) 9時00分～17時00分

（従業員数 14人 ）
就業場所 宮崎県串間市

（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
普通自動車免許ＡＴ

(1) 8時00分～17時00分

（従業員数 9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 9人 ）
就業場所 宮崎県串間市

フォークリフト技能者

(1) 7時00分～17時00分
(2) 7時00分～16時00分

（従業員数 56人 ）
就業場所 宮崎県串間市

(1) 7時00分～17時00分
(2) 7時00分～16時00分

（従業員数 56人 ）
就業場所 宮崎県串間市

変形（１ヶ月単位）

(1) 7時00分～15時30分

（従業員数 61人 ）
就業場所 宮崎県串間市

※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。

弁当の製造・販売 株式会社プレナス　ほっ
ともっと串間西浜店

宮崎県串間市西浜１丁目３－１
０

労災
不問

850円～850円
8時00分～22時00分の間

の4時間程度

パート労働者 45050-  821481

警備業（交通誘導）
［志布志市・鹿屋市・
串間市］

株式会社　永代 鹿児島市谷山中央４丁目４８８
９

雇用・労災・
健康・厚生59歳

以下 145,520円～
154,080円

正社員 46010- 7679381

ホテルの清掃・雑務
【急募】

有限会社　錦海 宮崎県串間市大字高松１４６９ 雇用・労災・
健康・厚生不問

137,377円～
158,440円

8時00分～18時00分の間
の8時間程度

正社員 45050-  812581

薬剤師 株式会社　ジーシー 宮崎県串間市大字市木２０２５
番地

雇用・労災・
健康・厚生不問

600,000円～
630,000円

正社員 45050-  813481

測量士 株式会社　串間建設
コンサルタント

串間市西方７３１０－２ 雇用・労災・
健康・厚生45歳

以下 155,000円～
210,000円

正社員 45050-  799581

林産事業（全般） 南那珂森林組合 宮崎県串間市大字串間２３２４
－１

雇用・労災・
健康・厚生不問

172,500円～
172,500円

正社員以外 45050-  766481

現場職員【森林造
成】

南那珂森林組合 宮崎県串間市大字串間２３２４
－１

雇用・労災・
健康・厚生不問

172,500円～
172,500円

正社員以外 45050-  767781

現場職員【地籍調
査、森林境界明確
化】

南那珂森林組合 宮崎県串間市大字串間２３２４
－１

雇用・労災・
健康・厚生不問

172,500円～
172,500円

正社員以外 45050-  768881

訪問介護業務／ライ
フサポート

株式会社　ライフサ
ポート

宮崎県串間市大字西方６７８７
－１８

雇用・労災・
健康・厚生64歳

以下 146,000円～
163,000円

正社員 45050-  755981

訪問介護業務／ライ
フサポート

株式会社　ライフサ
ポート

宮崎県串間市大字西方６７８７
－１８

労災
64歳
以下 1,150円～1,550円

8時30分～17時30分の間
の2時間以上

パート労働者 45050-  756581

介護業務／ライフサ
ポート

株式会社　ライフサ
ポート

宮崎県串間市大字西方６７８７
－１８

雇用・労災
64歳
以下 750円～800円

パート労働者 45050-  757481

調理業務／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６７８７
－１８

雇用・労災
64歳
以下 750円～850円

9時00分～17時00分の間
の6時間程度

パート労働者 45050-  760181

一般土木作業員及び
運転手

株式会社　畑山建設 宮崎県串間市大字奈留５２８８
－７

雇用・労災・
健康・厚生59歳

以下 174,000円～
278,400円

正社員 45050-  727181

土木施工管理技士
【見習い可】

株式会社　畑山建設 宮崎県串間市大字奈留５２８８
－７

雇用・労災・
健康・厚生59歳

以下 197,200円～
301,600円

正社員 45050-  728081

魚類養殖業／契約社
員

黒瀬水産　株式会社 宮崎県串間市西浜２丁目１５番
地４

雇用・労災・
健康・厚生不問

139,766円～
158,401円

正社員以外 45050-  730581

魚類養殖業／正社員 黒瀬水産　株式会社 宮崎県串間市西浜２丁目１５番
地４

雇用・労災・
健康・厚生59歳

以下 165,000円～
205,000円

正社員 45050-  731481

加工梱包作業等 黒瀬水産　株式会社 宮崎県串間市西浜２丁目１５番
地４

雇用・労災・
健康・厚生不問

127,050円～
135,520円

正社員以外 45050-  733881
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　　　　（３月１日から５月１３日までの求人です。）

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

℡ ０９８７－２３－８６０９　平成３０年５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。

臨床心理士

(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

交替制あり

(1) 6時30分～12時00分
(2)13時30分～19時15分

（従業員数 410人 ）
就業場所 宮崎県串間市

看護師
准看護師

（従業員数 410人 ）
就業場所 宮崎県串間市

（従業員数 410人 ）
就業場所 宮崎県串間市

管理栄養士
栄養士

(1) 8時30分～17時30分

（従業員数 0人 ）
就業場所 宮崎県串間市他

臨床検査技師

(1) 8時00分～12時00分

（従業員数 2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

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30分

（従業員数 100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50分～17時50分

（従業員数 18人 ）
就業場所 宮崎県串間市他

普通自動車免許ＡＴ
普通自動車免許一種

(1)10時00分～17時00分

（従業員数 10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 13人 ）
就業場所 宮崎県串間市他

※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。

臨床心理士 医療法人十善会　県
南病院

宮崎県串間市大字西方３７２８ 雇用・労災・
健康・厚生59歳

以下 184,300円～
281,400円

正社員 45050-  741881

調理スタッフ／パー
ト

医療法人十善会　県
南病院

宮崎県串間市大字西方３７２８ 雇用・労災
不問

737円～737円

パート労働者 45050-  742281

正・准看護師／パー
ト

医療法人十善会　県
南病院

宮崎県串間市大字西方３７２８ 雇用・労災
不問

950円～1,000円
8時00分～17時00分の間

の4時間以上

パート労働者 45050-  743181

看護補助者／パート 医療法人十善会　県
南病院

宮崎県串間市大字西方３７２８ 雇用・労災
不問

737円～737円
8時00分～19時00分の間

の4時間以上

パート労働者 45050-  744081

栄養士／日南市・串間
市の老人介護施設、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

173,600円～
260,400円

正社員以外 45010- 6075481

臨床検査技師［串間
市］

株式会社　パソラボ宮崎研
究所（クリニカルパソロ
ジーラボラトリーグルー
プ）

鹿児島市城山２丁目２３番地７
５号


労災
不問

900円～900円

パート労働者 46010- 6508381

キッチンスタッフ
（寺里店）

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 45040- 2655481

ホールスタッフ（寺
里店）

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 45040- 2656781

経理事務員／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２９６０
－１１

雇用・労災・
健康・厚生59歳

以下 130,200円～
130,200円

正社員以外 45050-  684981

営業 株式会社ホンダカー
ズ宮崎南

宮崎県日南市吾田東９丁目８－
２０

雇用・労災・
健康・厚生59歳

以下 152,600円～
201,400円

正社員 45050-  704381

洗車係 株式会社ホンダカー
ズ宮崎南

宮崎県日南市吾田東９丁目８－
２０

雇用・労災
不問

800円～800円

パート労働者 45050-  705681

林業作業及び重機運
転

株式会社　石波林業 宮崎県串間市大字市木４３０番
地

雇用・労災・
健康・厚生45歳

以下 184,000円～
230,000円

正社員 45050-  706981
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