
　　　　（２月８日から２月１４日までの最新の求人です。）

変形（１ヶ月単位）

(1) 6時00分～15時00分
(2) 9時30分～18時30分

（従業員数 30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) 6時00分～ 9時00分
(2)15時30分～21時00分

（従業員数 14人 ）(3)15時30分～ 9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) 8時20分～17時10分

（従業員数 20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 2人 ）
就業場所 宮崎県串間市

変形（１ヶ月単位） 社会福祉士
介護福祉士

(1) 8時20分～17時10分 精神保健福祉士

（従業員数 20人 ）
就業場所 宮崎県日南市

変形（１年単位） 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 12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
玉掛技能者

(1) 8時00分～17時00分 大型自動車免許一種

（従業員数 12人 ）
就業場所 宮崎県日南市

変形（１年単位） 建築施工管理技士１級
建築施工管理技士２級

(1) 8時00分～17時00分 普通自動車免許一種

（従業員数 12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） 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 28人 ）
就業場所 宮崎県日南市

（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35分

（従業員数 13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) 6時30分～15時00分
(2) 8時30分～17時00分

（従業員数 37人 ）(3)13時00分～21時30分
就業場所 宮崎県日南市

(1) 9時00分～15時30分

（従業員数 9人 ）
就業場所 宮崎県日南市

準中型自動車免許

(1) 8時30分～15時30分

（従業員数 4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

調理係 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 140,000円～
150,000円

正社員 45050-  511291

職種 年齢 賃金 求人者名 所在地・就業場所 就業時間

正看護師 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

155,600円～
181,600円

正社員以外 45050-  513191

グループホーム世
話人

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
不問

800円～850円

パート労働者 45050-  512591

生活支援員・職業
指導員

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

155,600円～
181,600円

正社員以外 45050-  515391

石油販売員 有限会社　井上石油
店

宮崎県串間市大字西方５７４
９－６

雇用・労災・
健康・厚生59歳

以下 150,000円～
180,000円

正社員 45050-  514091

8時00分～20時00分の間
の8時間程度

重機オペレーター 株式会社　中幸組 宮崎県日南市大字平山６９０ 雇用・労災・
健康・厚生64歳

以下 270,000円～
270,000円

正社員 45050-  517991

現場監督／土木 株式会社　中幸組 宮崎県日南市大字平山６９０ 雇用・労災・
健康・厚生64歳

以下 360,000円～
360,000円

正社員 45050-  516691

作業員（チョウザ
メ飼育）

株式会社　中幸組 宮崎県日南市大字平山６９０ 雇用・労災・
健康・厚生64歳

以下 240,000円～
240,000円

正社員 45050-  519791

現場監督／建築 株式会社　中幸組 宮崎県日南市大字平山６９０ 雇用・労災・
健康・厚生64歳

以下 360,000円～
360,000円

正社員 45050-  518491

経理事務職 株式会社　大洋商会 宮崎県日南市上平野町１－３
－５

雇用・労災・
健康・厚生40歳

以下 135,000円～
170,000円

正社員 45050-  522091

生コンクリート製造・
品質管理及び営業

第一コンクリート工
業　株式会社

宮崎県日南市西弁分３－４－
２

雇用・労災・
健康・厚生45歳

以下 140,000円～
180,000円

正社員 45050-  521191

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-  523391

9時00分～20時00分の間
の8時間

生活支援員 社会福祉法人　つよし
会　つよし学園　成人
部

宮崎県日南市大字風田３５８
５番地

雇用・労災・
健康・厚生18歳

以上 145,120円～
145,120円

正社員以外 45050-  525991

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-  524691

し尿処理施設の軽作業
／日南市衛生センター

株式会社　クリタス
九州支店

福岡県福岡市博多区東比恵２
丁目２番４０号　コロナ福岡
ビル５階

雇用・労災
不問

900円～1,000円

パート労働者 40010-14893791

労働保険事務補助業
務、庶務事務補助業務

日南労働基準監督署 宮崎県日南市大字戸高１丁目
３－１７

雇用・公災・
健康・厚生不問

885円～1,009円

パート労働者 45050-  526491

℡ ０９８７－２３－８６０９ 平成３１年２月１８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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　　　　（２月８日から２月１４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２月１８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)18時00分～20時00分

（従業員数 5人 ）
就業場所 宮崎県日南市

(1)18時00分～20時00分

（従業員数 5人 ）
就業場所 宮崎県日南市

変形（１ヶ月単位） 栄養士

(1) 7時30分～16時10分
(2) 8時30分～17時30分

（従業員数 17人 ）(3)10時00分～18時40分
就業場所 宮崎県日南市

変形（１ヶ月単位）

(1)10時30分～19時30分

（従業員数 17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30分

（従業員数 20人 ）
就業場所 宮崎県日南市

変形（１ヶ月単位） 調理師

(1) 5時00分～14時00分
(2)10時30分～19時30分

（従業員数 17人 ）
就業場所 宮崎県日南市

変形（１ヶ月単位） 管理栄養士

(1) 7時30分～16時10分
(2)10時00分～18時40分

（従業員数 22人 ）(3) 8時30分～17時30分
就業場所 宮崎県日南市

変形（１年単位） 普通自動車免許一種

(1) 8時30分～17時55分

（従業員数 35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 53人 ）
就業場所 宮崎県日南市

変形（１年単位） 測量士
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 14人 ）
就業場所 宮崎県日南市

変形（１ヶ月単位）

(1)16時00分～ 8時30分

（従業員数 30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 21人 ）
就業場所 宮崎県日南市

変形（１ヶ月単位）

(1)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ヶ月単位） 介護福祉士
普通自動車免許ＡＴ

(1) 8時15分～17時15分 普通自動車免許一種

（従業員数 24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) 8時15分～17時15分 介護福祉士

（従業員数 24人 ）
就業場所 宮崎県日南市

看護師
准看護師

(1) 9時00分～17時00分 普通自動車免許ＡＴ

（従業員数 24人 ）
就業場所 宮崎県日南市

洗浄（夕方：２時
間）／ハイム苑

富士産業　株式会社
宮崎事業部

宮崎県宮崎市広島１丁目１８
－７　大同生命ビル２階

労災
不問

800円～950円

パート労働者 45010- 4571891

洗浄（夕方：２時
間）／ハイム苑

富士産業　株式会社
宮崎事業部

宮崎県宮崎市広島１丁目１８
－７　大同生命ビル２階

労災
不問

800円～950円

パート労働者 45010- 4567191

調理員／県立日南
病院

富士産業　株式会社
宮崎事業部

宮崎県宮崎市広島１丁目１８
－７　大同生命ビル２階

雇用・労災・
健康・厚生不問

134,400円～
168,000円

正社員以外 45010- 4573591

栄養士／県立日南
病院

富士産業　株式会社
宮崎事業部

宮崎県宮崎市広島１丁目１８
－７　大同生命ビル２階

雇用・労災・
健康・厚生不問

160,000円～
180,000円

正社員以外 45010- 4572291

調理師／県立日南
病院

富士産業　株式会社
宮崎事業部

宮崎県宮崎市広島１丁目１８
－７　大同生命ビル２階

雇用・労災・
健康・厚生不問

160,000円～
200,000円

正社員以外 45010- 4579491

栄養士事務補助／
県立日南病院

富士産業　株式会社
宮崎事業部

宮崎県宮崎市広島１丁目１８
－７　大同生命ビル２階

雇用・労災・
健康・厚生不問

134,400円～
134,400円

正社員以外 45010- 4577691

技術／日南営業所 宮崎綜合警備　株式
会社　（ＡＬＳＯ
Ｋ）

宮崎県宮崎市生目台西３丁目
４番地２

雇用・労災・
健康・厚生39歳

以下 143,000円～
160,000円

正社員 45010- 4648091

管理栄養士／県立
日南病院

富士産業　株式会社
宮崎事業部

宮崎県宮崎市広島１丁目１８
－７　大同生命ビル２階

雇用・労災・
健康・厚生不問

190,000円～
220,000円

正社員以外 45010- 4581591

一般作業員 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 186,400円～
221,350円

正社員 45050-  498291

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 186,400円～
233,000円

正社員 45050-  497891

介護職／夜勤専従 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

1,010円～1,075円

パート労働者 45050-  500491

18歳
～
64歳

測量・土木設計
【急募】

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-  499591

介護職／ホーム
【夜勤専従】

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

926円～926円

パート労働者 45050-  502891

18歳
～
64歳

事務職 株式会社　久保田木
工

宮崎県日南市大字平野６９６ 雇用・労災
59歳
以下 800円～1,200円

パート労働者 45050-  501791

8時00分～17時00分の間
の5時間以上

介護職／デイサー
ビス

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 155,000円～
155,000円

正社員 45050-  504591

相談員兼介護職／
デイサービス

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 172,000円～
172,000円

正社員 45050-  503291

看護師／デイサー
ビス

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
64歳
以下 1,000円～1,000円

パート労働者 45050-  505191

※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



　　　　（２月８日から２月１４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２月１８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30分～17時30分

（従業員数 24人 ）
就業場所 宮崎県日南市

交替制あり

(1) 7時00分～12時00分
(2)12時00分～17時00分

（従業員数 24人 ）(3) 9時30分～15時30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00分

（従業員数 24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) 9時30分～18時30分

（従業員数 22人 ）(3)16時30分～ 9時30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

(1) 8時30分～17時00分
(2) 9時00分～16時00分

（従業員数 1人 ）
就業場所 宮崎県日南市

変形（１ヶ月単位）

(1) 9時30分～18時00分
(2)11時00分～19時30分

（従業員数 9人 ）
就業場所 宮崎県日南市

特定曜日のみ(2)(3) 看護師
准看護師

(1)14時15分～18時15分
(2) 8時15分～12時45分

（従業員数 5人 ）(3) 8時15分～18時15分
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)17時00分～ 2時00分

（従業員数 75人 ）(3)19時00分～ 4時00分
就業場所 宮崎県日南市 確定拠出年金

(1) 8時00分～17時00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ＡＴ
大型自動車免許二種

(1)17時00分～ 3時00分 普通自動車免許二種
(2)16時00分～ 2時00分

（従業員数 28人 ）(3) 9時00分～21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
大型自動車免許二種

(1) 8時00分～16時00分 普通自動車免許二種

（従業員数 28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
大型自動車免許二種

(1)17時00分～ 2時00分 普通自動車免許二種

（従業員数 28人 ）
就業場所 宮崎県日南市

看護師
准看護師

(1)13時00分～17時00分
(2)14時00分～18時00分

（従業員数 11人 ）
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) 6時00分～14時00分

（従業員数 50人 ）(3)20時30分～ 3時00分
就業場所 宮崎県日南市

(1) 9時30分～15時00分

（従業員数 12人 ）
就業場所 宮崎県日南市

(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

変形（１ヶ月単位） 准看護師
看護師

(1) 8時30分～17時30分
(2) 7時00分～16時00分

（従業員数 65人 ）(3)11時00分～20時00分
就業場所 宮崎県日南市

介護職／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
64歳
以下 770円～770円

パート労働者 45050-  506091

看護師（正・准）
／パート

合資会社　貴崇 宮崎県日南市南郷町中村乙１
８８４番地４

雇用・労災
64歳
以下 1,000円～1,200円

パート労働者 45050-  508691

介護スタッフ／
パート

合資会社　貴崇 宮崎県日南市南郷町中村乙１
８８４番地４

雇用・労災
64歳
以下 800円～850円

パート労働者 45050-  507391

事務職 落丸都市設計　有限
会社

宮崎県日南市大字戸高１丁目
１３－１

雇用・労災・
健康・厚生不問

120,000円～
124,500円

正社員以外 45050-  510891

介護スタッフ／日
南さくら苑

株式会社　櫻美会 宮崎県日南市隈谷甲８７８番
地１

雇用・労災・
健康・厚生

132,000円～
132,000円

正社員 45050-  509991

18歳
～
64歳

正・准看護師／
パート

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
不問

1,000円～1,200円

パート労働者 45050-  482191

販売職／日南市 コネクシオ　株式会
社

東京都新宿区西新宿８－１７
－１
住友不動産新宿グランドタ
ワー３７階

雇用・労災・
健康・厚生不問

180,000円～
213,800円

正社員 13080-14791191

木材製造作業 蛯原林業 宮崎県日南市南郷町榎原乙８
８０

雇用・労災・
健康・厚生40歳

以下 168,000円～
189,000円

正社員 45050-  485691

機械オペレーター 宮崎マルマン　株式
会社

宮崎県日南市北郷町郷之原乙
１６５５

雇用・労災・
健康・厚生18歳

以上 138,000円～
154,800円

正社員以外 45050-  484391

タクシー運転士／
日勤（養成可）

宮交タクシー株式会
社　日南営業所

宮崎県日南市岩崎２丁目９番
２０号

雇用・労災・
健康・厚生64歳

以下 150,000円～
190,000円

正社員 45050-  487491

タクシー運転士
（養成可）

宮交タクシー株式会
社　日南営業所

宮崎県日南市岩崎２丁目９番
２０号

雇用・労災・
健康・厚生64歳

以下 150,000円～
220,000円

正社員 45050-  486991

正・准看護師／午
後パート

医療法人彰祐会　中
村眼科

宮崎県日南市吾田東９丁目２
番２１号

労災
59歳
以下 1,000円～1,000円

パート労働者 45050-  489891

タクシー運転士／
夕方～深夜（養成
可）

宮交タクシー株式会
社　日南営業所

宮崎県日南市岩崎２丁目９番
２０号

雇用・労災・
健康・厚生64歳

以下 150,000円～
200,000円

正社員 45050-  488791

客室清掃係／南郷
プリンスホテル

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
69歳
以下 770円～820円

パート労働者 45050-  491091

荷役作業員／王子
物流株式会社

王子物流株式会社
企画業務本部　日南
事業所

日南市大字戸高１８５０
王子製紙株式会社　日南工場
内

雇用・労災・
健康・厚生18歳

以上 151,200円～
151,200円

正社員以外 45050-  490191

看護職 医療法人　小倉蒲生病
院　介護老人保健施設
しあわせの里

宮崎県日南市北郷町大藤甲３
５８９－１

雇用・労災・
健康・厚生59歳

以下 191,400円～
226,200円

正社員 45050-  494991

一般作業員　【急
募】

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59歳

以下 123,200円～
123,200円

正社員以外 45050-  492391

※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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　　　　（２月８日から２月１４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２月１８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。 

看護師
准看護師

（従業員数 65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 宮崎県日南市

(1)18時00分～21時00分

（従業員数 60人 ）
就業場所 宮崎県串間市

(1)13時00分～18時00分

（従業員数 60人 ）
就業場所 宮崎県串間市

交替制あり

(1) 8時30分～18時00分
(2)10時00分～19時30分

（従業員数 60人 ）
就業場所 宮崎県串間市

(1)13時00分～18時00分

（従業員数 60人 ）
就業場所 宮崎県串間市

特定曜日のみ(2)

(1) 8時30分～18時00分
(2) 8時30分～17時00分

（従業員数 4人 ）
就業場所 宮崎県日南市

変形（１ヶ月単位） 司書

(1) 8時30分～18時00分
(2) 8時30分～17時00分

（従業員数 4人 ）
就業場所 宮崎県日南市

(1) 8時00分～15時00分

（従業員数 17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00分
(2)16時30分～ 0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）

(1) 9時00分～17時00分
(2)16時30分～ 0時00分

（従業員数 31人 ）
就業場所 宮崎県日南市

交替制あり

(1)13時00分～18時00分
(2)17時00分～22時00分

（従業員数 31人 ）
就業場所 宮崎県日南市

(1)22時45分～23時45分

（従業員数 31人 ）
就業場所 宮崎県日南市

社会保険労務士

(1) 8時30分～16時00分

（従業員数 9人 ）
就業場所 宮崎県日南市

看護師
准看護師
普通自動車免許ＡＴ

（従業員数 5人 ）
就業場所 宮崎県日南市

看護師
准看護師

(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

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30分～ 9時30分

（従業員数 58人 ）
就業場所 宮崎県日南市

長距離ドライバー
（見習い可）

株式会社　日南水急 日南市大字平山字神宮司１９
４

雇用・労災・
健康・厚生59歳

以下 132,000円～
132,000円

正社員 45050-  496791

看護職／パート 医療法人　小倉蒲生病
院　介護老人保健施設
しあわせの里

宮崎県日南市北郷町大藤甲３
５８９－１

雇用・労災
不問

1,100円～1,500円

パート労働者 45050-  495491

8時30分～17時30分の間
の4時間程度

レジ担当【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３５９
１－６

雇用・労災
59歳
以下 780円～780円

パート労働者 46030- 1482991

レジ担当【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３５９
１－６

労災
59歳
以下 850円～900円

パート労働者 46030- 1481691

鮮魚加工調理人
【串間店】【経験
者】

有限会社　フレッ
シュミネサキ

鹿児島県鹿屋市旭原町３５９
１－６

雇用・労災
59歳
以下 800円～900円

パート労働者 46030- 1485891

レジ担当【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３５９
１－６

雇用・労災・
健康・厚生59歳

以下 150,000円～
150,000円

正社員 46030- 1483491

図書館図書司書業
務／日南市

株式会社　共立メンテ
ナンス　ＰＫＰ事業本
部　九州支店

福岡県福岡市博多区博多駅前
３丁目２６－２９　九勧博多
ビル２階

雇用・労災・
健康・厚生不問

158,300円～
158,300円

正社員以外 40010-13966091

図書館窓口業務／
宮崎県日南市

株式会社　共立メンテ
ナンス　ＰＫＰ事業本
部　九州支店

福岡県福岡市博多区博多駅前
３丁目２６－２９　九勧博多
ビル２階

雇用・労災・
健康・厚生不問

122,000円～
122,000円

正社員以外 40010-13956191

ホールスタッフ／
コア５０５日南店

青山総合　株式会社 宮崎県宮崎市橘通東３丁目７
番２３号

雇用・労災・
健康・厚生18歳

以上 180,000円～
244,000円

正社員 45010- 4280991

学校事務業務／宮
崎県日南市

株式会社　共立メンテ
ナンス　ＰＫＰ事業本
部　九州支店

福岡県福岡市博多区博多駅前
３丁目２６－２９　九勧博多
ビル２階

雇用・労災
不問

787円～787円

パート労働者 40010-13970891

ホールスタッフ・カウ
ンタースタッフ／コア
５０５日南店

青山総合　株式会社 宮崎県宮崎市橘通東３丁目７
番２３号

労災
不問

1,000円～1,000円

パート労働者 45010- 4283891

ホールスタッフ／
コア５０５日南店

青山総合　株式会社 宮崎県宮崎市橘通東３丁目７
番２３号

雇用・労災・
健康・厚生18歳

以上 190,000円～
244,000円

正社員 45010- 4281491

時間外及び休日労
働協定点検指導員

日南労働基準監督署 宮崎県日南市大字戸高１丁目
３－１７

公災
不問

1,268円～1,431円

パート労働者 45050-  463791

夜間清掃／コア５
０５日南店

青山総合　株式会社 宮崎県宮崎市橘通東３丁目７
番２３号

労災
18歳
以上 1,000円～1,000円

パート労働者 45010- 4284291

看護師（正・准） 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
65歳
以下 1,000円～1,000円

パート労働者 45050-  464891

8時00分～17時00分の間
の1時間以上

正・准看護師 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59歳

以下 161,768円～
220,000円

正社員 45050-  466591

看護師（正・准） 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・
健康・厚生65歳

以下 145,000円～
150,000円

正社員 45050-  465291

※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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　　　　（２月８日から２月１４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２月１８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） 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 58人 ）
就業場所 宮崎県日南市

(1)14時00分～19時00分

（従業員数 0人 ）
就業場所 宮崎県日南市

普通自動車免許ＡＴ

（従業員数 30人 ）
就業場所 宮崎県日南市

(1)10時00分～16時00分

（従業員数 75人 ）
就業場所 宮崎県日南市

(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

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

変形（１ヶ月単位）

(1)13時00分～22時00分
(2) 7時00分～16時00分

（従業員数 25人 ）
就業場所 宮崎県串間市

(1) 8時30分～15時00分

（従業員数 25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～15時50分

（従業員数 30人 ）
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

（従業員数 4人 ）
就業場所 宮崎県日南市

ホームヘルパー２級
介護福祉士
介護職員初任者研修

（従業員数 145人 ）
就業場所 宮崎県日南市

看護師
准看護師

(1) 8時00分～16時00分
(2) 9時00分～16時00分

（従業員数 9人 ）
就業場所 宮崎県日南市

(1) 9時00分～16時00分

（従業員数 175人 ）
就業場所 宮崎県串間市

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 3人 ）
就業場所 宮崎県日南市

変形（１ヶ月単位）

(1)13時00分～14時00分
(2)17時00分～22時00分

（従業員数 5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～18時00分
(2) 8時30分～18時30分

（従業員数 13人 ）(3) 8時30分～13時00分
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 宮崎県串間市

受付業務 日南スポーツ鍼灸整
骨院

宮崎県日南市吾田東１１丁目
７－２５不問

780円～850円

パート労働者 45050-  468091

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59歳

以下 179,128円～
214,467円

正社員 45050-  467191

機械オペレーター
／パート

宮崎マルマン　株式
会社

宮崎県日南市北郷町郷之原乙
１６５５

雇用・労災
不問

800円～800円

パート労働者 45050-  470791

生活支援員（送迎
含む）

社会福祉法人　つよ
し会　つよし寮

宮崎県日南市大字吉野方５６
５５番地４

雇用・労災
不問

770円～770円

パート労働者 45050-  469391

8時30分～17時00分の間
の6時間程度

ソーイングスタッ
フ／正社員

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 132,000円～
140,000円

正社員 45050-  472291

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

770円～770円

パート労働者 45050-  471891

清掃／ホテル中村
荘

株式会社　なかむら
商事

宮崎県串間市大字西方６７１
４番地

労災
59歳
以下 770円～770円

パート労働者 45050-  474191

接客係／正社員 株式会社　なかむら
商事

宮崎県串間市大字西方６７１
４番地

雇用・労災・
健康・厚生59歳

以下 145,000円～
145,000円

正社員 45050-  473591

介護支援専門員 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 224,800円～
247,800円

正社員 45050-  478991

用地調査等に関す
る業務

宮崎県　串間土木事
務所

宮崎県串間市大字西方８９７
０

雇用・労災・
健康・厚生不問

128,800円～
128,800円

正社員以外 45050-  475091

訪問介護 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

労災
不問

1,240円～1,240円

パート労働者 45050-  479491

8時00分～18時00分の間
の3時間程度

事務職／期間業務
隊員

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 雇用・公災・
健康・厚生不問

112,000円～
112,000円

正社員以外 45050-  481591

看護師／パート 合同会社　フルール 宮崎県日南市大字東弁分字安
部口甲２５４６－３

雇用・労災
59歳
以下 1,000円～1,200円

パート労働者 45050-  480291

ゴルフ場管理人 株式会社　ナガノ 鹿児島県志布志市志布志町安
楽２７６７－４

雇用・労災
不問

1,000円～1,000円

パート労働者 46080-  785291

大型運転手（経験
者：日南営業所）

インフラテックサー
ビス　株式会社

姶良市蒲生町下久徳１５３９
－３

雇用・労災・
健康・厚生・
財形

59歳
以下 169,000円～

199,000円
正社員 46040- 2121091

水道栓作業員／串
間市上下水道課内

株式会社　水道サー
ビスくしま

宮崎県串間市大字西方５２６
５番地２

雇用・労災・
健康・厚生35歳

以下 150,000円～
150,000円

正社員 45050-  433191

正・准看護師／日
勤のみ

医療法人　えとう循
環器科・内科

宮崎県日南市吾田西３丁目７
－４３

雇用・労災・
健康・厚生59歳

以下 185,000円～
210,000円

正社員 45050-  461991

※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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　　　　（２月８日から２月１４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２月１８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30分～17時30分

（従業員数 10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 48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

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

普通自動車免許一種

(1) 8時00分～17時00分
(2) 8時00分～12時00分

（従業員数 5人 ）
就業場所 宮崎県日南市

看護師
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
(2) 8時30分～12時30分

（従業員数 6人 ）
就業場所 宮崎県日南市

変形（１ヶ月単位） 調理師

(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

普通自動車免許ＡＴ
普通自動車免許一種

(1) 8時25分～16時20分

（従業員数 215人 ）
就業場所 宮崎県日南市

(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

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 13人 ）
就業場所 宮崎県日南市

変形（１ヶ月単位） 保育士

(1) 8時00分～17時00分
(2) 9時00分～18時00分

（従業員数 24人 ）(3) 7時30分～16時30分
就業場所 宮崎県日南市

変形（１ヶ月単位）

(1) 7時45分～16時00分
(2)15時45分～ 0時00分

（従業員数 67人 ）(3)23時45分～ 8時00分
就業場所 宮崎県日南市 確定給付年金

普通自動車免許一種
普通自動車免許ＡＴ

(1) 7時00分～17時00分

（従業員数 12人 ）
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

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 1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 8人 ）
就業場所 宮崎県日南市

変形（１年単位） 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 宮崎県日南市

看護職員【日勤の
み】

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 165,000円～
185,000円

正社員 45050-  435391

一般事務／串間市
上下水道課内

株式会社　水道サー
ビスくしま

宮崎県串間市大字西方５２６
５番地２

雇用・労災・
健康・厚生35歳

以下 130,000円～
130,000円

正社員 45050-  434091

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-  437991

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-  436691

18歳
～
59歳

看護師 あげた内科クリニッ
ク

宮崎県日南市星倉５丁目４番
１０号

雇用・労災・
健康・厚生59歳

以下 190,000円～
200,000円

正社員 45050-  427391

現場作業員 有限会社　森山設備 宮崎県日南市大字下方３７７
番地１

雇用・労災・
健康・厚生39歳

以下 163,000円～
213,000円

正社員 45050-  421791

施設管理（工場） 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・厚生不問

110,838円～
110,838円

正社員以外 45050-  357991

調理職 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

155,000円～
155,000円

正社員以外 45050-  431291

造園土木作業員 有限会社　永倉造園
土木

宮崎県日南市　南郷町中村甲
３８４８－１４

雇用・労災・
健康・厚生35歳

以下 194,650円～
240,450円

正社員 45050-  360591

木材作業員 有限会社大山工業 宮崎県串間市西浜２丁目７２
４７－７０

雇用・労災・
健康・厚生不問

160,000円～
160,000円

正社員 45050-  358491

機械オペレーター 日南王子紙業株式会
社

宮崎県　日南市大字戸高　１
８５０

雇用・労災・
健康・厚生

150,000円～
173,000円

正社員 45050-  366491

18歳
～
35歳

保育士・児童指導
員

特定非営利活動法人
Ｈａｐｐｙ　Ｃｒａ
ｙｏｎ

宮崎県日南市春日町１３－２
４

雇用・労災・
健康・厚生59歳

以下 170,000円～
200,000円

正社員 45050-  363391

発電所作業員 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 171,200円～
214,000円

正社員 45050-  327591

畜産作業員 有限会社　光畜 宮崎県日南市星倉４丁目９－
１

雇用・労災・
健康・厚生50歳

以下 156,000円～
168,000円

正社員 45050-  325891

土木作業員 有限会社　高橋建設 宮崎県日南市北郷町郷之原甲
５４０－１

雇用・労災・
健康・厚生64歳

以下 185,600円～
243,600円

正社員 45050-  329091

介護支援専門員 株式会社　ひなこ 宮崎県日南市飫肥６丁目７－
５１

雇用・労災・
健康・厚生不問

200,000円～
230,000円

正社員 45050-  328191

土木施工管理技士 有限会社　高橋建設 宮崎県日南市北郷町郷之原甲
５４０－１

雇用・労災・
健康・厚生64歳

以下 233,000円～
273,000円

正社員 45050-  330991

※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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　　　　（２月８日から２月１４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２月１８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）

(1) 8時15分～16時35分

（従業員数 18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 43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 43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 43人 ）
就業場所 宮崎県日南市

変形（１ヶ月単位）

(1) 8時00分～17時00分
(2) 8時30分～17時30分

（従業員数 6人 ）(3) 8時00分～12時00分
就業場所 宮崎県串間市

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
普通自動車免許ＡＴ

(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

縫製工 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-  331491

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-  336191

工員（段ボール） 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-  335591

医療事務 医療法人　秀英会
英医院

宮崎県串間市大字奈留５２８
４－３

雇用・労災・
健康・厚生64歳

以下 150,000円～
150,000円

正社員 45050-  339691

工員（オフセッ
ト）

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-  337091

自動車整備士 株式会社　加力自動
車

宮崎県日南市園田３－３－１
４

雇用・労災・
健康・厚生59歳

以下 162,000円～
202,000円

正社員 45050-  352591

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 138,000円～
184,000円

正社員 45050-  340491

※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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