
　　　　（１０月１１日から１０月１７日までの最新の求人です。）

普通自動車免許（ＡＴ限定）
普通自動車免許

(1) 8時30分～17時15分

（従業員数 19人 ）
就業場所 宮崎県日南市

日商簿記２級
簿記能力検定（全経２級）

(1) 8時30分～17時15分 簿記実務検定２級

（従業員数 19人 ）
就業場所 宮崎県日南市

変形（１ヶ月単位） 看護師
普通自動車免許（ＡＴ限定）

(1) 8時00分～17時00分 普通自動車免許

（従業員数 63人 ）
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限定）

(1) 8時00分～17時00分 普通自動車免許

（従業員数 63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)16時30分～ 9時30分

（従業員数 63人 ）
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)16時30分～ 9時30分

（従業員数 63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（ケアマネージャー）

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

（従業員数 2人 ）
就業場所 宮崎県串間市

（従業員数 63人 ）
就業場所 宮崎県串間市

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 63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
普通自動車免許（ＡＴ限定）

(1) 8時30分～17時00分

（従業員数 38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

(1) 8時00分～17時00分

（従業員数 2人 ）
就業場所 宮崎県日南市

（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
普通自動車免許（ＡＴ限定）

(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） 普通自動車免許（ＡＴ限定）
普通自動車免許

(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

(1)10時00分～14時00分
(2)17時00分～22時00分

（従業員数 8人 ）
就業場所 宮崎県串間市

(1)18時00分～21時00分

（従業員数 0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

事務職（嘱託） 社会福祉法人　日南
市社会福祉協議会

宮崎県日南市中央通１丁目８
番地１

雇用・労災・
健康・厚生不問

157,000円～
157,000円

正社員以外 45050- 2807991

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／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５２９
８－３

雇用・労災・
健康・厚生64歳

以下 200,000円～
250,000円

正社員 45050- 2809791

会計担当職員（嘱
託）

社会福祉法人　日南
市社会福祉協議会

宮崎県日南市中央通１丁目８
番地１

雇用・労災・
健康・厚生不問

157,000円～
157,000円

正社員以外 45050- 2808491

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５２９
８－３

雇用・労災・
健康・厚生

195,000円～
250,000円

正社員 45050- 2811191

18歳
～
64歳

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５２９
８－３

雇用・労災・
健康・厚生64歳

以下 190,500円～
220,000円

正社員 45050- 2810591

介護支援専門員 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５２９
８－３

雇用・労災・
健康・厚生64歳

以下 185,000円～
215,000円

正社員 45050- 2813391

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５２９
８－３

雇用・労災・
健康・厚生

185,500円～
240,000円

正社員 45050- 2812091

18歳
～
64歳

保育士／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５２９
８－３

雇用・労災・
健康・厚生不問

151,032円～
156,240円

正社員以外 45050- 2815991

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５２９
８－３

雇用・労災
64歳
以下 800円～870円

パート労働者 45050- 2814691

8時00分～19時00分の間
の4時間程度

建築作業員（大
工）

株式会社　山下工務
店

宮崎県日南市大字下方３０１
６番地

雇用・労災・
健康・厚生45歳

以下 153,300円～
240,900円

正社員 45050- 2818891

生活支援員／日勤
のみ

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 147,832円～
147,832円

正社員以外 45050- 2817791

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- 2820091

生活支援員／パー
ト

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
不問

900円～1,200円

パート労働者 45050- 2819291

6時30分～21時30分の間
の5時間程度

飲食店店員 大乃屋 宮崎県串間市大字西方６５２
４－１０８

雇用・労災
不問

800円～1,000円

パート労働者 45050- 2794791

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- 2821391

店員／夜 すし屋　元年 宮崎県日南市飫肥２丁目７－
２８

労災
不問

1,000円～1,200円

パート労働者 45050- 2795891

℡ ０９８７－２３－８６０９ 令和元年１０月２１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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　　　　（１０月１１日から１０月１７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１０月２１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00分～16時50分

（従業員数 220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

普通自動車免許（ＡＴ限定）
普通自動車免許

(1)18時00分～ 8時00分

（従業員数 7人 ）
就業場所 宮崎県日南市

(1) 8時00分～12時00分
(2)13時30分～16時30分

（従業員数 0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00分
(2)14時00分～18時00分

（従業員数 5人 ）
就業場所 宮崎県日南市

(1) 8時30分～12時00分
(2)14時00分～18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） 普通自動車免許（ＡＴ限定）
普通自動車免許

(1) 8時30分～17時30分

（従業員数 31人 ）
就業場所 宮崎県日南市

理学療法士
作業療法士

(1) 8時30分～17時30分

（従業員数 60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) 8時30分～17時30分

（従業員数 60人 ）(3)10時00分～19時00分
就業場所 宮崎県日南市

変形（１ヶ月単位）

(1) 7時00分～16時00分
(2) 8時30分～17時30分

（従業員数 60人 ）(3)10時00分～19時00分
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～17時30分
(2)10時00分～18時30分

（従業員数 5人 ）(3)11時00分～19時30分
就業場所 宮崎県日南市他

変形（１ヶ月単位）

(1) 9時00分～18時30分
(2)10時00分～19時30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
普通自動車免許（ＡＴ限定）

(1) 8時30分～16時30分
(2) 9時30分～16時30分

（従業員数 0人 ）(3) 8時30分～13時30分
就業場所 宮崎県日南市

変形（１ヶ月単位） 栄養士

(1) 5時30分～14時00分
(2) 6時00分～14時30分

（従業員数 6人 ）(3)10時00分～19時00分
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）

(1) 5時30分～14時00分
(2) 6時00分～14時30分

（従業員数 7人 ）
就業場所 宮崎県日南市

(1) 5時30分～ 8時00分

（従業員数 5人 ）
就業場所 宮崎県日南市

インフラ系エンジ
ニア

日南ＮＯＫ株式会社 宮崎県日南市北郷町郷之原乙
３６７１－１

雇用・労災・
健康・厚生59歳

以下 145,000円～
165,000円

正社員以外 45050- 2797591

夜間宿直員 株式会社　メモリード
宮崎　日南ライムホー
ル

宮崎県日南市上平野町２丁目
６－９

雇用・労災
18歳
以上 1,000円～1,000円

パート労働者 45050- 2799091

農作業員 蛯原花園 宮崎県日南市大字松永５７７
番地不問

790円～940円

パート労働者 45050- 2798191

看護師（正・准）
／パート

医療法人　外山皮膚
科

宮崎県日南市油津２丁目６－
７－２

雇用・労災
不問

1,000円～1,200円

パート労働者 45050- 2801291

農作業員
《急募》

木佐貫農園 宮崎県日南市北郷町大字大藤
甲２２４９

労災
不問

790円～790円

パート労働者 45050- 2800891

介護職【正社員】 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- 2803191

医療事務／パート 医療法人　外山皮膚
科

宮崎県日南市油津２丁目６－
７－２

雇用・労災
不問

800円～800円

パート労働者 45050- 2802591

介護福祉士／ホー
ム

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 168,230円～
240,000円

正社員 45050- 2805391

理学療法士・作業
療法士

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 173,825円～
238,537円

正社員 45050- 2804091

＜急募＞戸別訪問業務
（日本年金機構受託業
務）／宮崎

日立トリプルウィン
株式会社

東京都港区西新橋１－３－１
西新橋スクエア


雇用・労災・
健康・厚生不問

160,000円～
160,000円

正社員以外 13040-32145292

介護職員／ホーム 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 142,000円～
238,137円

正社員 45050- 2806691

（請：日南市）病院内
売店販売員（谷口病院
内）

ワタキューセイモア
株式会社　九州支社

佐賀県小城市小城町２２７－
２

雇用・労災
不問

800円～800円

パート労働者 41010-15917191

コムサイズム／日南山
形屋店／販売スタッフ

株式会社ファイブ
フォックス

東京都渋谷区千駄ヶ谷３－６
０－７

雇用・労災・
健康・厚生不問

155,400円～
166,300円

正社員以外 13070-96419291

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

1,000円～1,000円

パート労働者 45010-25109791

栄養士／山元病院 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 45010-25088291

調理員／山元病院 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

労災
不問

900円～900円

パート労働者 45010-25172991

調理員／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

雇用・労災・
健康・厚生不問

132,720円～
159,600円

正社員以外 45010-25148991

※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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　　　　（１０月１１日から１０月１７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１０月２１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) 7時00分～10時30分
(2) 9時30分～12時30分

（従業員数 5人 ）(3)16時00分～19時00分
就業場所 宮崎県日南市

変形（１ヶ月単位） 調理師

(1) 5時30分～14時00分
(2) 6時00分～14時30分

（従業員数 5人 ）(3) 9時00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30分～17時00分

（従業員数 4人 ）
就業場所 宮崎県日南市

交替制あり

(1)18時00分～22時00分
(2)17時00分～22時00分

（従業員数 48人 ）
就業場所 宮崎県日南市

(1) 6時00分～10時00分
(2)15時00分～19時00分

（従業員数 7人 ）
就業場所 宮崎県日南市

(1) 7時00分～15時30分
(2) 8時30分～17時00分

（従業員数 7人 ）(3)10時00分～18時30分
就業場所 宮崎県日南市

変形（１ヶ月単位） 調理師

(1) 8時30分～17時00分

（従業員数 40人 ）
就業場所 宮崎県串間市

看護師
准看護師

(1) 8時15分～18時15分
(2) 8時15分～12時45分

（従業員数 6人 ）
就業場所 宮崎県日南市

保育士
幼稚園教諭免許（専修・１種・２種）

（従業員数 30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（専修・１種・２種）

(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

８トン限定中型自動車免許
大型自動車免許

(1) 8時15分～17時15分

（従業員数 38人 ）
就業場所 宮崎県串間市 確定拠出年金

普通自動車免許

(1) 8時00分～17時30分

（従業員数 4人 ）
就業場所 宮崎県日南市

(1) 7時00分～12時00分
(2) 9時00分～15時00分

（従業員数 45人 ）(3)10時00分～16時00分
就業場所 宮崎県串間市

(1) 7時00分～15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

変形（１ヶ月単位）

（従業員数 45人 ）
就業場所 宮崎県串間市

原動機付自転車免許

(1) 8時00分～16時30分

（従業員数 72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

（従業員数 9人 ）
就業場所 宮崎県日南市

調理師／山元病院 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

150,000円～
180,000円

正社員以外 45010-25175891

調理員／山元病院 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

労災
不問

900円～900円

パート労働者 45010-25173491

サービススタッフ／４
～５時間【夜】《急
募》

株式会社プリンスホテ
ル　日南海岸南郷プリ
ンスホテル

宮崎県日南市南郷町城浦３８
００

労災
不問

800円～1,000円

パート労働者 45050- 2782391

栄養士事務補助／
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

雇用・労災・
健康・厚生不問

134,400円～
134,400円

正社員以外 45010-25176291

ケアスタッフ／
入所者へのサポート業
務

合同会社　ほほえみ
の里

宮崎県日南市大字萩之嶺１１
９０番地

雇用・労災
65歳
以下 850円～900円

パート労働者 45050- 2784991

【短時間】ケアスタッ
フ／入所者へのサポー
ト業務

合同会社　ほほえみ
の里

宮崎県日南市大字萩之嶺１１
９０番地

雇用・労災
65歳
以下 850円～900円

パート労働者 45050- 2783691

正・准看護師 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・
健康・厚生不問

170,000円～
220,000円

正社員以外 45050- 2786791

調理職／臨時 社会福祉法人　さつき
福祉会　　南さくら幼
保連携型認定こども園

宮崎県串間市大字北方７３５
８－２

雇用・労災・
健康・厚生不問

175,000円～
180,000円

正社員以外 45050- 2785491

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- 2787891

8時30分～17時00分の間
の4時間以上

保育教諭／常勤 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

202,000円～
242,000円

正社員以外 45050- 2788291
又は 7時00分～19時00分の

間の8時間程度

工員（溶接・塗
装・雑務）

株式会社　請川鐡工
所

宮崎県日南市大字下方２０９
７

雇用・労災・
健康・厚生40歳

以下 150,750円～
163,200円

正社員 45050- 2790391

一般廃棄物収集作
業員（運転手）

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

61歳
以下 153,360円～

204,480円
正社員 45050- 2789591

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

800円～900円

パート労働者 46010-27383491

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

800円～850円

パート労働者 46010-27382991

清掃［串間市］ 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
６６１７

雇用・労災
不問

790円～1,000円

パート労働者 46080- 4421591

カー用品・家庭用品・
青果・食品等（経験
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・
健康・厚生18歳

以上 188,400円～
250,101円

正社員以外 46010-27527491

6時00分～ 0時00分の間
の8時間程度

店舗管理・運営
（店長候補）／日
南店

株式会社　コシダカ 東京都港区浜松町２丁目４－
１　世界貿易センタービル２
３階

雇用・労災・
健康・厚生18歳

以上 150,000円～
490,000円

正社員以外 13040-31577492

9時00分～ 3時00分の間
の8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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　　　　（１０月１１日から１０月１７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１０月２１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) 9時30分～16時00分
(2)13時30分～20時00分

（従業員数 11人 ）
就業場所 宮崎県日南市

(1)18時00分～23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）

(1)10時00分～19時00分

（従業員数 3人 ）
就業場所 宮崎県日南市 確定給付年金

(1) 8時00分～13時00分

（従業員数 8人 ）
就業場所 宮崎県日南市

交替制あり 看護師
作業療法士

(1) 7時30分～16時30分 介護福祉士
(2) 8時00分～17時00分

（従業員数 12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（ＡＴ限定）
普通自動車免許

(1) 8時00分～16時00分
(2) 8時00分～15時00分

（従業員数 17人 ）(3) 8時00分～14時00分
就業場所 宮崎県日南市

交替制あり

(1) 7時30分～16時30分
(2)13時00分～22時00分

（従業員数 15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 3人 ）
就業場所 宮崎県日南市

(1)17時00分～21時00分

（従業員数 15人 ）
就業場所 宮崎県日南市

(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

交替制あり 看護師
准看護師

(1) 8時00分～18時00分 普通自動車免許（ＡＴ限定）
(2) 8時30分～17時30分

（従業員数 3人 ）(3) 8時00分～12時00分
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限定）

（従業員数 3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（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30分 普通自動車免許
(2) 8時30分～12時30分

（従業員数 26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限定）
(2) 8時30分～17時30分

（従業員数 26人 ）(3) 9時30分～18時30分
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限定）

（従業員数 26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限定）

（従業員数 26人 ）
就業場所 宮崎県串間市

普通自動車免許
普通自動車免許（ＡＴ限定）

（従業員数 26人 ）
就業場所 宮崎県串間市

販売員（Ｓｅｒｉ
ａ　サピア日南
店）

株式会社　セリア 岐阜県大垣市外渕２丁目３８
番地

雇用・労災・
健康・厚生不問

800円～800円

パート労働者 21020-13356991

販売【日南平野
店】

株式会社　ヨネザワ 熊本県熊本市中央区水前寺６
丁目１－３８

雇用・労災・
健康・厚生・
財形

不問
137,700円～
201,200円

正社員 43010-37029991

販売スタッフ（ドラッ
グイレブン串間店）

ＪＲ九州ドラッグイ
レブン　株式会社

福岡県大野城市川久保１丁目
２番１号

労災
不問

790円～790円

パート労働者 40180-17980991

リハビリスタッ
フ・介護職員

合同会社　Ｔ－ＣＡ
ＲＥ

宮崎県日南市北郷町郷之原乙
２０５８番地１

雇用・労災
59歳
以下 800円～900円

パート労働者 45050- 2751991

スーパー内での寿司、
鮮魚販売／ダイレック
ス日南店

株式会社　宮崎南イ
ワキ

宮崎県宮崎市新別府町雀田１
１８５番地　魚市場第２

雇用・労災
不問

850円～850円

パート労働者 45010-25019991

フロント業務 特定非営利活動法人
ごんはる

宮崎県日南市北郷町郷之原乙
５２５－１

雇用・労災・
健康・厚生不問

150,000円～
150,000円

正社員以外 45050- 2753791

看護助手／パート 医療法人　修和会
戸倉医院

宮崎県日南市吾田西１丁目７
番１号

雇用・労災
59歳
以下 850円～900円

パート労働者 45050- 2752491

レストランスタッ
フ／夕方～夜

特定非営利活動法人
ごんはる

宮崎県日南市北郷町郷之原乙
５２５－１

労災
不問

800円～850円

パート労働者 45050- 2755291

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 144,950円～
178,400円

正社員 45050- 2754891

看護師／正社員 吾社クリニック 宮崎県串間市大字本城７６１
０－２

雇用・労災・
健康・厚生64歳

以下 155,000円～
185,000円

正社員 45050- 2757191

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- 2756591

看護師／パート 吾社クリニック 宮崎県串間市大字本城７６１
０－２

雇用・労災
64歳
以下 900円～1,100円

パート労働者 45050- 2758091

8時00分～18時00分の間
の4時間程度

看護師／日勤 株式会社　メソテー
ス

宮崎県串間市大字本城７６１
０番地

雇用・労災・
健康・厚生64歳

以下 155,000円～
185,000円

正社員 45050- 2760791

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７６１
０番地

雇用・労災・
健康・厚生64歳

以下 220,000円～
270,000円

正社員 45050- 2759391

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７６１
０番地

雇用・労災
64歳
以下 900円～1,100円

パート労働者 45050- 2761891

8時30分～18時00分の間
の4時間以上

看護師／【土日祝
のみ】パート

株式会社　メソテー
ス

宮崎県串間市大字本城７６１
０番地

労災
64歳
以下 1,200円～1,500円

パート労働者 45050- 2762291

8時00分～18時00分の間
の4時間以上

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７６１
０番地

雇用・労災
64歳
以下 790円～900円

パート労働者 45050- 2763591

8時00分～18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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　　　　（１０月１１日から１０月１７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１０月２１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。 

普通自動車免許
普通自動車免許（ＡＴ限定）

（従業員数 26人 ）
就業場所 宮崎県串間市

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) 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年単位） 普通自動車免許（ＡＴ限定）
普通自動車免許

(1) 8時30分～17時00分

（従業員数 48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～13時00分

（従業員数 13人 ）
就業場所 宮崎県日南市

(1) 9時00分～16時00分

（従業員数 33人 ）
就業場所 宮崎県日南市

交替制あり

(1) 8時30分～10時30分
(2) 8時30分～11時30分

（従業員数 150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

（従業員数 151人 ）
就業場所 宮崎県日南市

看護師
准看護師

(1) 8時30分～17時00分 普通自動車免許（ＡＴ限定）

（従業員数 150人 ）
就業場所 宮崎県日南市

変形（１ヶ月単位）
(1) 5時30分～14時30分
(2)10時30分～19時00分

（従業員数 150人 ）
就業場所 宮崎県日南市

交替制あり
(1) 5時30分～12時30分
(2) 8時00分～12時00分
(3) 8時30分～12時30分

（従業員数 150人 ）
就業場所 宮崎県日南市

交替制あり 管理栄養士
栄養士

(1) 5時30分～14時30分
(2) 8時30分～17時00分

（従業員数 150人 ）(3)10時30分～19時00分
就業場所 宮崎県日南市

看護師
准看護師

(1) 8時30分～17時00分

（従業員数 150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)16時00分～ 9時00分

（従業員数 150人 ）
就業場所 宮崎県日南市

(1) 8時30分～17時00分
(2) 7時00分～15時30分

（従業員数 150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限定）
普通自動車免許

(1) 8時00分～17時30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

(1) 7時45分～17時00分

（従業員数 24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
(2) 5時00分～13時00分

（従業員数 22人 ）
就業場所 宮崎県日南市

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５２９
８－３

雇用・労災・
健康・厚生

152,700円～
220,000円

正社員 45050- 2765091

18歳
～
64歳

介護スタッフ／
【土日祝のみ】
パート

株式会社　メソテー
ス

宮崎県串間市大字本城７６１
０番地

労災
64歳
以下 900円～1,000円

パート労働者 45050- 2764191

8時00分～18時00分の間
の4時間以上

正・准看護師 医療法人　仁清会
かわにし脳神経外科

宮崎県日南市吾田西１丁目８
番２０号

雇用・労災・
健康・厚生不問

155,000円～
180,000円

正社員以外 45050- 2767691

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- 2766391

調理場洗浄作業／
パート

日南市立　中部病院 宮崎県日南市大堂津５丁目１
０番１号

労災
不問

900円～900円

パート労働者 45050- 2771591

発泡スチロール製
造《急募》

株式会社　アステック
コーポレーション　宮
崎工場

宮崎県日南市南郷町榎原１７
７－５

雇用・労災
不問

790円～790円

パート労働者 45050- 2768991

看護師（正・准）
／地域医療課

日南市立　中部病院 宮崎県日南市大堂津５丁目１
０番１号

雇用・労災・
健康・厚生不問

176,610円～
176,610円

正社員以外 45050- 2773091

看護師・准看護師
【日勤のみ】

日南市立　中部病院 宮崎県日南市大堂津５丁目１
０番１号

雇用・労災・
健康・厚生不問

172,550円～
176,610円

正社員以外 45050- 2772191

給食調理員／臨時 日南市立　中部病院 宮崎県日南市大堂津５丁目１
０番１号

雇用・労災・
健康・厚生不問

146,160円～
146,160円

正社員以外 45050- 2774391
又は 5時30分～19時00

分の間の8時間

給食調理員／パー
ト

日南市立　中部病院 宮崎県日南市大堂津５丁目１
０番１号

雇用・労災
不問

900円～900円

パート労働者 45050- 2775691
又は 5時30分～19時00分の

間の4時間

看護師（正・准）
／外来：臨時

日南市立　中部病院 宮崎県日南市大堂津５丁目１
０番１号

雇用・労災・
健康・厚生不問

172,550円～
176,610円

正社員以外 45050- 2777491

管理栄養士又は栄
養士／臨時

日南市立　中部病院 宮崎県日南市大堂津５丁目１
０番１号

雇用・労災・
健康・厚生不問

172,550円～
176,610円

正社員以外 45050- 2776991

看護助手【３階一般病
棟】（包括ケア病棟あ
り）

日南市立　中部病院 宮崎県日南市大堂津５丁目１
０番１号

雇用・労災・
健康・厚生不問

146,160円～
146,160円

正社員以外 45050- 2779891

看護助手【２階：回復
期リハビリテーション
病棟】／臨時

日南市立　中部病院 宮崎県日南市大堂津５丁目１
０番１号

雇用・労災・
健康・厚生18歳

以上 146,160円～
146,160円

正社員以外 45050- 2778791

コンクリート二次製品
の製造［宮崎県日南
市］

インフラテック　株
式会社

鹿児島市与次郎２－７－２５ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

44歳
以下 160,000円～

185,000円
正社員 46010-27299591

機械・設備メンテ
ナンス

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

154,800円～
223,600円

正社員以外 45050- 2781091

一般事務（販売業
務含）

日南市漁業協同組合 宮崎県日南市字石河５８８番
地１２９

雇用・労災・
健康・厚生30歳

以下 151,000円～
210,000円

正社員 45050- 2735991

※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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　　　　（１０月１１日から１０月１７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１０月２１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
普通自動車免許（ＡＴ限定）

(1) 7時00分～16時30分
(2) 9時00分～18時30分

（従業員数 23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限定）
介護福祉士

(1) 8時00分～17時30分
(2)17時00分～ 9時00分

（従業員数 23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限定）
普通自動車免許

(1) 8時00分～17時30分
(2)17時00分～ 9時00分

（従業員数 23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限定）
普通自動車免許

(1) 8時00分～17時30分
(2)17時00分～ 9時00分

（従業員数 23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
(1) 8時30分～17時30分 普通自動車免許（ＡＴ限定）

（従業員数 23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 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

(1) 9時00分～18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

(1) 9時00分～18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） 第一種電気工事士
第二種電気工事士

(1) 8時00分～17時00分 普通自動車免許

（従業員数 4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）

(1) 8時30分～17時30分
(2) 8時30分～12時30分

（従業員数 0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 48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)23時00分～ 6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) 看護師
准看護師

(1) 8時30分～19時00分
(2) 8時30分～12時30分

（従業員数 7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

（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限定）
普通自動車免許

(1) 8時00分～16時40分

（従業員数 15人 ）
就業場所 宮崎県日南市

(1) 9時00分～18時00分

（従業員数 1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 2人 ）
就業場所 宮崎県日南市

調理職／正社員 株式会社　ファミ
リー

宮崎県日南市南郷町中村甲２
３４４

雇用・労災・
健康・厚生64歳

以下 137,500円～
137,500円

正社員 45050- 2738891

介護職 株式会社　ファミ
リー

宮崎県日南市南郷町中村甲２
３４４

雇用・労災・
健康・厚生

137,500円～
140,000円

正社員 45050- 2741391

18歳
～
64歳

介護福祉士 株式会社　ファミ
リー

宮崎県日南市南郷町中村甲２
３４４

雇用・労災・
健康・厚生

145,000円～
155,000円

正社員 45050- 2739291

18歳
～
64歳

介護支援専門員
（ケアマネー
ジャー）

株式会社　ファミ
リー

宮崎県日南市南郷町中村甲２
３４４

雇用・労災・
健康・厚生64歳

以下 230,000円～
250,000円

正社員 45050- 2743991

介護職／契約職員 株式会社　ファミ
リー

宮崎県日南市南郷町中村甲２
３４４

雇用・労災・
健康・厚生18歳

以上 137,500円～
140,000円

正社員以外 45050- 2742691

配送（家電製品） 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 180,000円～
201,000円

正社員 45050- 2748591

現場主任兼一般作
業員

浜田建設　株式会社 宮崎県日南市大字伊比井２１
７５

雇用・労災・
健康・厚生64歳

以下 209,700円～
233,000円

正社員 45050- 2745791

電気工事 有限会社　河電工 宮崎県日南市上平野町２－２
－１４

雇用・労災・
健康・厚生59歳

以下 170,000円～
300,000円

正社員 45050- 2724091

営業販売（家電製
品）

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 190,000円～
213,000円

正社員 45050- 2749191

一般事務／契約 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・厚生不問

136,694円～
136,694円

正社員以外 45050- 2733391

介護支援専門員／
オープニングス
タッフ

医療法人春光会　介護
付有料老人ホーム　春
光苑

宮崎県日南市園田１丁目４番
２号

雇用・労災・
健康・厚生59歳

以下 190,000円～
230,000円

正社員 45050- 2732091

看護師【のだ小児
科医院】

のだ小児科医院 宮崎県串間市大字西方５３３
７－３

雇用・労災・
健康・厚生59歳

以下 190,000円～
250,000円

正社員 45050- 2719991

運転手（短距離） 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40歳

以下 250,000円～
300,000円

正社員 45050- 2734691

製材工員／正社員 株式会社　河宗本店 宮崎県日南市園田３丁目１－
２８

雇用・労災・
健康・厚生40歳

以下 145,600円～
179,200円

正社員 45050- 2710491

工場作業員（チッ
プ製造・木材加
工）

協栄木材株式会社
日南工場

宮崎県日南市大字松永１２１
９

雇用・労災・
健康・厚生59歳

以下 141,650円～
165,350円

正社員 45050- 2722591

デザイナー、オペ
レーター

株式会社　田中写真
印刷

宮崎県日南市戸高２丁目３番
地５

雇用・労災・
健康・厚生45歳

以下 150,000円～
160,000円

正社員 45050- 2717391

婦人服販売員 有限会社　アキ 宮崎県日南市岩崎１－６－１
２

雇用・労災・
健康・厚生59歳

以下 152,320円～
152,320円

正社員 45050- 2714591

※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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　　　　（１０月１１日から１０月１７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１０月２１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)15時00分～22時00分

（従業員数 25人 ）
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

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 6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 6人 ）
就業場所 宮崎県日南市

交替制あり

(1) 8時00分～17時00分
(2)11時00分～20時00分

（従業員数 10人 ）
就業場所 宮崎県日南市

調理職 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 155,000円～
270,000円

正社員 45050- 2670691

又は 7時00分～22時00
分の間の7時間程度

配管工【正社員】 有限会社　要水道設
備

宮崎県日南市飫肥１丁目２－
３０

雇用・労災・
健康・厚生59歳

以下 200,000円～
300,000円

正社員 45050- 2673791

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～
150,000円

正社員 45050- 2671991

ホールスタッフ
【正社員】

有限会社　ホテルド
ライブイン大海

宮崎県日南市大字宮浦５６８
－１

雇用・労災・
健康・厚生・
財形

59歳
以下 160,000円～

180,000円
正社員 45050- 2699891

配管工【正社員／
経験不問】

有限会社　要水道設
備

宮崎県日南市飫肥１丁目２－
３０

雇用・労災・
健康・厚生35歳

以下 150,000円～
230,000円

正社員 45050- 2674891

※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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