
　　　　（２月１５日から２月２１日までの最新の求人です。）

(1) 8時30分～17時00分

（従業員数 0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

ホームヘルパー２級
介護職員初任者研修
普通自動車免許ＡＴ

（従業員数 4人 ）
就業場所 宮崎県日南市

（従業員数 8人 ）
就業場所 宮崎県日南市

変形（１ヶ月単位） 看護師

(1) 7時00分～16時00分
(2) 8時30分～17時30分

（従業員数 195人 ）(3)10時30分～19時30分
就業場所 宮崎県日南市

変形（１ヶ月単位） 介護福祉士

(1) 8時30分～17時30分
(2) 7時00分～16時00分

（従業員数 63人 ）(3)11時00分～20時00分
就業場所 宮崎県日南市

(1) 9時00分～17時00分

（従業員数 31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) 9時00分～16時00分

（従業員数 43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30分

（従業員数 35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30分
(2) 8時30分～12時30分

（従業員数 53人 ）
就業場所 宮崎県日南市

(1) 8時00分～13時00分

（従業員数 25人 ）
就業場所 宮崎県日南市

（従業員数 0人 ）
就業場所 宮崎県串間市

保育士
普通自動車免許ＡＴ
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

介護福祉士
ホームヘルパー２級

(1) 8時00分～17時00分 介護職員初任者研修

（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
普通自動車免許ＡＴ

(1) 4時30分～13時30分
(2) 9時30分～18時30分

（従業員数 4人 ）
就業場所 宮崎県日南市

普通自動車免許ＡＴ
(1)19時00分～22時00分 原動機付自転車免許
(2)20時00分～22時00分
(3)18時00分～22時00分

（従業員数 10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。

必要な免許資格

清掃係／南郷ハー
トフルセンター

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
不問

762円～800円

パート労働者 45050-  571091

職種 年齢 賃金 求人者名 所在地・就業場所 就業時間

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-  572391

加入保険等

訪問介護員／パー
ト

合同会社　Ｐａｌｍ
Ｃｉｃｅｌｙ

宮崎県日南市南郷町中村甲３
１６０－１６

雇用・労災
不問

850円～1,200円

パート労働者 45050-  573691

7時30分～20時30分の間
の4時間程度

正看護師 社会福祉法人　愛泉
会　日南病院

宮崎県日南市大字風田３６４
９番地２

雇用・労災・
健康・厚生59歳

以下 187,300円～
211,300円

正社員 45050-  575491

積込作業員 アイゼンライン　株
式会社

宮崎県日南市大字平野字大節
８３３８－５

労災
64歳
以下 1,000円～1,500円

パート労働者 45050-  574991

13時00分～ 0時00分の
間の3時間程度

介護職／デイサー
ビス

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
64歳
以下 800円～850円

パート労働者 45050-  577891

介護福祉士 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 146,000円～
221,000円

正社員 45050-  576791

看護職 社会福祉法人　愛泉会
養護老人ホーム清風園

宮崎県日南市北郷町郷之原乙
３６５５－５

雇用・労災・
健康・厚生不問

147,040円～
168,340円

正社員以外 45050-  568791

一般事務／パート 株式会社　宮崎警備
システム

宮崎県日南市上平野町１丁目
３番地１１

雇用・労災
59歳
以下 800円～800円

パート労働者 45050-  567491

レジ担当（午前）
／パート

有限会社　太陽スー
パー戸村

宮崎県日南市南郷町中村乙２
４５７

雇用・労災
59歳
以下 762円～762円

パート労働者 45050-  570191

正・准看護師 医療法人　慶心会
川越整形外科

宮崎県日南市吾田東１１丁目
９－１８

雇用・労災・
健康・厚生64歳

以下 172,000円～
230,000円

正社員 45050-  569891

パート／店舗スタッフ
／串間店／１０７１／
急募

株式会社　ヤマダ電
機

群馬県高崎市栄町１番１号 雇用・労災・
健康・厚生不問

825円～1,050円

パート労働者 10020- 4744991

10時00分～20時00分の
間の7時間程度

保育士／チャイル
ドハウスさくらん
ぼ

株式会社　マタウマ
リンサービス

宮崎県日南市戸高４丁目６番
１０

雇用・労災
64歳
以下 800円～1,000円

パート労働者 45050-  563091

7時00分～20時00分の間
の4時間程度

パンの製造・販売
【有期実習型訓
練】

手作りパン工房　ふ
わり

宮崎県日南市戸高２丁目３－
１

雇用・労災

139,000円～
139,000円

正社員 45050-  565691

18歳
～
64歳

介護サービススタッフ
【有期実習型訓練】

株式会社　あゆむ
（ホームヘルプサービ
スあゆむ）

宮崎県串間市大字西方２６４
７－１

雇用・労災
不問

140,000円～
200,000円

正社員 45050-  564391

家庭教師（日南市
及び近郊）

株式会社　九州教育
研修センター

熊本市中央区大江１丁目２－
１９　Ｋビル１Ｆ

雇用・労災
不問

1,500円～2,000円

パート労働者 43010- 7516691
又は18時00分～22時00分の

間の2時間程度

℡ ０９８７－２３－８６０９ 平成３１年２月２５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１５日から２月２１日までの最新の求人です。）

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 加入保険等

℡ ０９８７－２３－８６０９ 平成３１年２月２５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ＡＴ
普通自動車免許一種

(1) 7時30分～16時15分

（従業員数 7人 ）
就業場所 宮崎県日南市

(1) 8時00分～17時15分

（従業員数 1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 2人 ）
就業場所 宮崎県日南市 厚生年金基金

変形（１ヶ月単位） 精神保健福祉士
普通自動車免許ＡＴ
普通自動車免許一種

（従業員数 210人 ）
就業場所 宮崎県日南市

変形（１ヶ月単位） 精神保健福祉士
普通自動車免許ＡＴ
普通自動車免許一種

（従業員数 210人 ）
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

（従業員数 37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

(1) 8時15分～17時15分 普通自動車免許一種
(2) 9時30分～18時30分

（従業員数 210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15分～12時15分 普通自動車免許一種
(2)13時15分～17時15分

（従業員数 210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

(1) 8時15分～17時00分 普通自動車免許一種
(2)16時00分～ 9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） 准看護師
普通自動車免許ＡＴ

(1) 8時15分～17時00分 普通自動車免許一種
(2)16時00分～ 9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）

(1) 8時15分～17時00分
(2) 0時00分～ 9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） 介護福祉士

(1) 8時15分～17時00分
(2)15時30分～ 0時30分

（従業員数 210人 ）(3) 0時00分～ 9時00分
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 48人 ）
就業場所 宮崎県日南市

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 3人 ）
就業場所 宮崎県日南市

変形（１年単位） 中型一種（８ｔ限定）
中型自動車免許一種

(1) 8時00分～17時00分

（従業員数 16人 ）
就業場所 宮崎県日南市

変形（１ヶ月単位）

(1) 7時30分～16時30分
(2) 8時30分～17時30分

（従業員数 56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） 看護師
准看護師

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

（従業員数 56人 ）(3) 9時30分～18時30分
就業場所 宮崎県日南市

交通安全指導員（臨
時）／日南支部・宮崎
県交通安全協会

一般財団法人　宮崎
県交通安全協会

宮崎県宮崎市広島１丁目１３
番１０号

雇用・労災・
健康・厚生不問

130,200円～
130,200円

正社員以外 45010- 4940991

営業 東洋プロパン瓦斯株
式会社

宮崎県日向市大字日知屋字亀
川１７３３０番地

雇用・労災・
健康・厚生不問

154,500円～
196,800円

正社員 45030-  914591

部品の検査業務／
日南市

株式会社　フジワー
ク　宮崎事業所

宮崎県宮崎市西高松町１－３
５　西高松店舗１階

雇用・労災・
健康・厚生不問

167,200円～
167,200円

有期雇用派遣 45010- 4978891

精神保健福祉士 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 176,000円～
210,000円

正社員 45050-  534491

7時30分～18時30分の間
の8時間程度

養生・出荷作業員 有限会社　テクノ 宮崎県日南市北郷町郷之原乙
２５６３－１１

雇用・労災・
健康・厚生64歳

以下 135,000円～
180,000円

正社員 45050-  536891

精神保健福祉士
（訪問）

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 176,000円～
210,000円

正社員 45050-  535791

7時30分～18時30分の間
の8時間程度

正看護師（訪問看
護）

医療法人同仁会　谷
口病院

宮崎県日南市大字風田３８６
１

労災
59歳
以下 1,000円～1,200円

パート労働者 45050-  538591

正看護師（訪問看
護）

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 183,000円～
251,000円

正社員 45050-  537291

准看護師（２交替
制）

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

147,300円～
208,500円

正社員 45050-  540691

18歳
～
59歳

正看護師（２交替
制）

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

146,000円～
252,000円

正社員 45050-  539191

18歳
～
59歳

介護福祉士 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

135,000円～
145,000円

正社員 45050-  542491

18歳
～
59歳

看護補助　【急
募】

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

131,826円～
131,826円

正社員 45050-  541991

18歳
～
59歳

介護支援専門員 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 203,500円～
238,500円

正社員 45050-  544891

看護職／パート 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
59歳
以下 1,000円～1,500円

パート労働者 45050-  543791

9時00分～16時00分の間
の5時間程度

介護職 社会福祉法人善興会
障害者支援施設　北郷
荘

宮崎県日南市北郷町大藤甲３
６５５

雇用・労災・
健康・厚生18歳

以上 147,000円～
180,000円

正社員以外 45050-  546591

通信工事作業員 有限会社日南光通信 日南市大字下方５８７－５ 雇用・労災・
健康・厚生

201,000円～
226,000円

正社員 45050-  545291

18歳
～
61歳

看護師／日勤のみ 社会福祉法人善興会
障害者支援施設　北郷
荘

宮崎県日南市北郷町大藤甲３
６５５

雇用・労災・
健康・厚生59歳

以下 173,000円～
223,000円

正社員 45050-  547191

※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１５日から２月２１日までの最新の求人です。）

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 加入保険等

℡ ０９８７－２３－８６０９ 平成３１年２月２５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) 6時30分～15時30分
(2) 8時00分～17時00分

（従業員数 56人 ）(3)10時00分～19時00分
就業場所 宮崎県日南市

交替制あり
(1) 6時30分～12時30分
(2) 8時30分～12時30分
(3)13時30分～17時30分

（従業員数 56人 ）
就業場所 宮崎県日南市

変形（１ヶ月単位）

(1) 7時00分～15時00分
(2) 9時00分～17時00分

（従業員数 85人 ）(3)14時00分～22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
普通自動車免許一種

(1) 7時00分～15時00分
(2) 9時00分～17時00分

（従業員数 85人 ）(3)11時00分～19時00分
就業場所 宮崎県日南市

変形（１ヶ月単位） 普通自動車免許一種

(1) 6時45分～15時45分

（従業員数 85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) 9時00分～18時00分
(2)17時00分～ 9時00分

（従業員数 85人 ）(3) 7時00分～15時00分
就業場所 宮崎県日南市

交替制あり ホームヘルパー２級
介護職員初任者研修

(1) 6時30分～12時30分 介護福祉士
(2) 7時00分～14時00分

（従業員数 30人 ）(3)14時00分～19時00分
就業場所 宮崎県日南市

交替制あり 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
(2) 9時00分～17時30分

（従業員数 4人 ）(3) 9時30分～18時00分
就業場所 宮崎県日南市

変形（１ヶ月単位） 看護師
准看護師

(1) 8時30分～17時30分

（従業員数 30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) 7時00分～16時00分 介護福祉士
(2)10時00分～19時00分

（従業員数 30人 ）(3)16時00分～10時00分
就業場所 宮崎県日南市

大型自動車免許一種

（従業員数 85人 ）
就業場所 宮崎県日南市

（従業員数 85人 ）
就業場所 宮崎県日南市

変形（１ヶ月単位）

(1) 6時00分～15時00分
(2)11時00分～20時00分

（従業員数 85人 ）(3)13時00分～22時00分
就業場所 宮崎県日南市

(1) 8時15分～12時15分
(2)14時15分～18時15分

（従業員数 5人 ）(3) 8時15分～12時45分
就業場所 宮崎県日南市

変形（１ヶ月単位） ホームヘルパー２級
介護職員初任者研修

(1)16時00分～10時00分 介護福祉士

（従業員数 30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ＡＴ

(1) 8時00分～16時30分

（従業員数 15人 ）
就業場所 宮崎県日南市

調理職 社会福祉法人善興会
障害者支援施設　北郷
荘

宮崎県日南市北郷町大藤甲３
６５５

雇用・労災・
健康・厚生不問

147,000円～
147,000円

正社員以外 45050-  548091

調理補助 社会福祉法人善興会
障害者支援施設　北郷
荘

宮崎県日南市北郷町大藤甲３
６５５

雇用・労災
不問

800円～800円

パート労働者 45050-  549391
又は 6時30分～19時00分の

間の4時間程度

ゴルフ場フロント業務
／ジェイズカントリー
クラブ日南コース

ジェイズ北郷リゾー
ト　株式会社

宮崎県日南市北郷町郷之原甲
２８２１－１

雇用・労災・
健康・厚生不問

135,000円～
200,000円

正社員以外 45050-  551891

フロント・予約業
務

ジェイズ北郷リゾー
ト　株式会社

宮崎県日南市北郷町郷之原甲
２８２１－１

雇用・労災・
健康・厚生不問

150,000円～
250,000円

正社員以外 45050-  550791

ホテル設備の保
守・メンテナンス
業務

ジェイズ北郷リゾー
ト　株式会社

宮崎県日南市北郷町郷之原甲
２８２１－１

雇用・労災・
健康・厚生18歳

以上 150,000円～
300,000円

正社員以外 45050-  553591

コース管理員／ジェイ
ズカントリークラブ日
南コース

ジェイズ北郷リゾー
ト　株式会社

宮崎県日南市北郷町郷之原甲
２８２１－１

雇用・労災・
健康・厚生不問

135,000円～
200,000円

正社員以外 45050-  552291

受付及びレセプト
請求事務

有限会社　木山調剤
薬局

宮崎県日南市木山１－７－２
２

雇用・労災・
健康・厚生不問

135,000円～
145,000円

正社員 45050-  555091

介護職／ホーム
（日勤のみ）

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
64歳
以下 900円～1,200円

パート労働者 45050-  554191

介護職／ホーム 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・
健康・厚生

148,000円～
168,000円

正社員 45050-  558991

18歳
～
64歳

看護師（正・准） 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・
健康・厚生64歳

以下 210,000円～
250,000円

正社員 45050-  556391

送迎バスドライ
バー【急募】

ジェイズ北郷リゾー
ト　株式会社

宮崎県日南市北郷町郷之原甲
２８２１－１

雇用・労災
不問

1,000円～1,000円

パート労働者 45050-  559491

8時00分～18時00分の間
の5時間程度

レストランのホールス
タッフ／ホテルジェイ
ズ日南リゾート

ジェイズ北郷リゾー
ト　株式会社

宮崎県日南市北郷町郷之原甲
２８２１－１

雇用・労災・
健康・厚生不問

135,000円～
200,000円

正社員以外 45050-  561591

レストランのホールス
タッフ／ホテルジェイ
ズ日南リゾート

ジェイズ北郷リゾー
ト　株式会社

宮崎県日南市北郷町郷之原甲
２８２１－１

雇用・労災
不問

762円～1,000円

パート労働者 45050-  560291

6時00分～22時00分の間
の5時間程度

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・
健康・厚生

140,000円～
154,000円

正社員 45050-  566991

18歳
～
64歳

医療事務／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

762円～850円

パート労働者 45050-  562191

販売（ダイソー日
南吾田店）

株式会社　大創産業
（ＤＡＩＳＯ／ダイ
ソー）

広島県東広島市西条吉行東１
丁目４番１４号

労災
不問

800円～900円

パート労働者 34020- 3068591

8時30分～20時40分の間
の3時間以上

学校環境整備業務
／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

950円～950円

パート労働者 40010-15685791

※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１５日から２月２１日までの最新の求人です。）

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 加入保険等

℡ ０９８７－２３－８６０９ 平成３１年２月２５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) 8時15分～17時15分

（従業員数 84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 30人 ）
就業場所 宮崎県日南市

（従業員数 3人 ）
就業場所 宮崎県日南市

(1) 8時00分～17時10分

（従業員数 3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 16人 ）
就業場所 宮崎県日南市

（従業員数 10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) 7時00分～16時00分
(2) 8時30分～17時30分

（従業員数 12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
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

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

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） 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

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） 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

医療事務（病棟ク
ラーク）／　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

労災
不問

762円～770円

パート労働者 45010- 4844791

一般事務／パート 公益財団法人　宮崎県
健康づくり協会　日南
駐在

宮崎県日南市吾田西１丁目５
－１０　日南保健所内

労災
不問

768円～768円

パート労働者 45050-  527791

8時30分～17時15分の間
の4時間程度

切花栽培作業員／
パート

歌津農園 宮崎県日南市大字平山２２２
０－１不問

762円～850円

パート労働者 45050-  528891

8時00分～17時00分の間
の7時間程度

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-  530091

切花栽培作業員 歌津農園 宮崎県日南市大字平山２２２
０－１不問

132,893円～
148,240円

正社員以外 45050-  529291

介護職員 社会福祉法人慶明会
デイサービスセンター
日南ふれあいホーム

宮崎県日南市飫肥６丁目６番
６２号

雇用・労災・
健康・厚生64歳

以下 152,000円～
203,490円

正社員 45050-  532691

放課後児童クラブ
支援員

社会福祉法人　森と
風の郷

宮崎県日南市大字東弁分甲８
７１－１

労災
不問

920円～960円

パート労働者 45050-  531391

15時00分～18時00分の
間の3時間程度

介護職員／パート 社会福祉法人慶明会
デイサービスセンター
日南ふれあいホーム

宮崎県日南市飫肥６丁目６番
６２号

雇用・労災
不問

765円～800円

パート労働者 45050-  533991

8時30分～17時30分の間
の5時間程度

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

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 180,000円～
200,000円

正社員 45050-  514091

8時00分～20時00分の間
の8時間程度

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

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

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

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

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

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

※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１５日から２月２１日までの最新の求人です。）

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 加入保険等

℡ ０９８７－２３－８６０９ 平成３１年２月２５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

(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

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

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

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

※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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