
　　　　（８月１６日から８月２２日までの最新の求人です。）

普通自動車免許一種

(1) 8時30分～17時30分

（従業員数 2人 ）
就業場所 宮崎県日南市

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） 大型自動車免許一種
小型移動式クレーン

(1) 8時00分～16時50分 玉掛技能者

（従業員数 49人 ）
就業場所 宮崎県日南市

変形（１ヶ月単位） 普通自動車免許二種

(1) 7時00分～17時00分
(2)18時00分～ 6時00分

（従業員数 18人 ）
就業場所 宮崎県日南市

変形（１ヶ月単位） 看護師
准看護師

(1) 8時15分～18時15分
(2)16時30分～ 9時30分

（従業員数 44人 ）
就業場所 宮崎県日南市

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 8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) 7時45分～17時00分

（従業員数 17人 ）
就業場所 宮崎県日南市

中型一種（８ｔ限定）

(1) 8時00分～17時00分

（従業員数 38人 ）
就業場所 宮崎県串間市

簿記検定（日商３級）
簿記検定（全経３級）

(1) 8時15分～17時15分 簿記検定（全商３級）

（従業員数 38人 ）
就業場所 宮崎県串間市

保育士
幼稚園教諭免許

（従業員数 25人 ）
就業場所 宮崎県日南市

看護師
准看護師

（従業員数 25人 ）
就業場所 宮崎県日南市

変形（１年単位）

(1) 6時00分～14時50分
(2)14時30分～23時20分

（従業員数 210人 ）
就業場所 宮崎県日南市

普通自動車免許ＡＴ

(1)13時00分～17時00分

（従業員数 8人 ）
就業場所 宮崎県日南市

美容師
普通自動車免許一種
普通自動車免許ＡＴ

（従業員数 3人 ）
就業場所 宮崎県串間市

美容師
普通自動車免許ＡＴ
普通自動車免許一種

（従業員数 3人 ）
就業場所 宮崎県串間市

※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

ルート配送（日南
営業所）

株式会社　マスヤマ 宮崎県都城市大王町４－２３ 雇用・労災・
健康・厚生39歳

以下 192,600円～
192,600円

正社員 45040- 9066491

職種 年齢 賃金 求人者名 所在地・就業場所 就業時間

ホールスタッフ
（寿司虎串間本
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

正社員以外 45040- 8972991

加入保険等

ユニック車運転手
／荷揃え作業員

株式会社　高嶺木材 宮崎県日南市大字伊比井１７
３－１

雇用・労災・
健康・厚生40歳

以下 200,000円～
200,000円

正社員 45050- 2239191

キッチンスタッフ
（寿司虎串間本
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

正社員以外 45040- 8973491

看護師（正・准） 小玉共立外科 宮崎県日南市吾田東十丁目４
番１号

雇用・労災・
健康・厚生59歳

以下 210,000円～
250,000円

正社員 45050- 2241991

タクシー乗務員
【養成可】

株式会社　美登タク
シー　日南営業所

宮崎県日南市上平野町２丁目
３－２

雇用・労災・
健康・厚生64歳

以下 140,000円～
200,000円

正社員 45050- 2240691

建築現場作業員／
宮崎・熊本

株式会社　ロビン
フッド

宮崎県日南市北郷町郷之原乙
５０４－１

雇用・労災・
健康・厚生59歳

以下 200,000円～
300,000円

正社員 45050- 2244891

訪問介護員 株式会社　ふきのとう
（訪問介護支援ふきの
とう）

宮崎県日南市南郷町中村乙７
０５１－４０１

労災
不問

1,100円～1,200
円

パート労働者 45050- 2242491

8時00分～18時00分の間
の4時間程度

事務職 株式会社　保全　串
間支店

宮崎県串間市南方字新浜２２
１９番地３５

雇用・労災・
健康・厚生・
財形

不問
153,360円～
204,480円

正社員以外 45050- 2246591

廃棄物収集運搬及
び作業

株式会社　保全　串
間支店

宮崎県串間市南方字新浜２２
１９番地３５

雇用・労災・
健康・厚生・
財形

不問
153,360円～
204,480円

正社員以外 45050- 2245291

看護師／パート 社会福祉法人　育友会
幼保連携型認定こども
園　飫肥こども園

宮崎県日南市飫肥１０丁目２
－２

雇用・労災
不問

950円～1,000円

パート労働者 45050- 2248091

保育教諭／パート 社会福祉法人　育友会
幼保連携型認定こども
園　飫肥こども園

宮崎県日南市飫肥１０丁目２
－２

雇用・労災
不問

880円～880円

パート労働者 45050- 2247191

7時00分～19時00分の間
の8時間程度

7時00分～19時00分の間
の8時間程度

保険事務全般／日
南営業所

有限会社　トータラ
イフ小野

宮崎県小林市細野３８９－１ 雇用・労災
不問

900円～900円

パート労働者 45070- 3245591

製造技能職（金型
成形）

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18歳

以上 126,188円～
126,188円

正社員以外 45050- 2236891

又は 9時00分～18時00
分の間の4時間以上

スタイリスト・ア
シスタント （串間
店）

株式会社　トレピ
ウーノ

鹿児島県志布志市志布志町帖
４３７１番地

雇用・労災
不問

800円～1,000円

パート労働者 46080- 3551491

スタイリスト、ア
シスタント （串間
店）

株式会社　トレピ
ウーノ

鹿児島県志布志市志布志町帖
４３７１番地

雇用・労災・
健康・厚生不問

150,000円～
250,000円

正社員 46080- 3549091

9時00分～19時00分の間
の6時間程度

9時00分～19時00分の間
の7時間程度

℡ ０９８７－２３－８６０９ 令和元年８月２６日 

ハローワーク日南 

   （日南公共職業安定所） 
◎ スペースの都合により全ての項目を掲載できない場合がありますので、必ず求人票にて内容確認をお願いします。 

◎ 詳しい内容を知りたい方、面接を希望される方はハローワークの紹介窓口へお問い合わせください。 

◎ 面接にはハローワークが発行する紹介状が必要です。 

◎ パートタイム求人の場合、賃金は時間給です。また、労働時間によって記載されている各種社会保険に加入できない場合があります。 

◎ ハローワークでは随時紹介を行っておりますので、この求人の中でもすでに決定済となっている場合があります。 

   その際はあしからずご了承下さい。 

※求人情報に掲載されていない契約期間、試用期間、休憩時間、休日、時間外労働については、ハローワーク窓口又は、求人票でご確認ください。
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　　　　（８月１６日から８月２２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 令和元年８月２６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） ボイラー技士（１級）
電気工事士（第１種）

(1) 8時00分～ 7時59分 消防設備士（甲種）

（従業員数 12人 ）
就業場所 宮崎県日南市

変形（１ヶ月単位） 普通自動車免許ＡＴ

(1) 8時00分～17時30分

（従業員数 5人 ）
就業場所 宮崎県日南市

看護師
准看護師

(1) 9時00分～15時00分

（従業員数 8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
普通自動車免許二種

(1)18時00分～ 4時00分
(2)12時00分～ 1時00分

（従業員数 74人 ）(3) 9時00分～22時00分
就業場所 宮崎県日南市

変形（１ヶ月単位） 普通自動車免許一種
普通自動車免許二種

(1)19時00分～ 5時00分

（従業員数 74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) 8時00分～16時00分 普通自動車免許二種

（従業員数 74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
普通自動車免許二種

(1)18時00分～ 4時00分
(2)12時00分～ 1時00分

（従業員数 74人 ）(3) 9時00分～22時00分
就業場所 宮崎県日南市

変形（１ヶ月単位） 普通自動車免許一種
普通自動車免許二種

(1) 7時00分～16時00分
(2)10時00分～22時30分

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

変形（１ヶ月単位） 普通自動車免許一種
普通自動車免許二種

(1)19時00分～ 7時00分
(2)17時00分～ 1時00分

（従業員数 14人 ）(3) 9時00分～22時00分
就業場所 宮崎県日南市

変形（１ヶ月単位） 普通自動車免許一種
普通自動車免許二種

(1) 8時00分～17時00分

（従業員数 74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
(2)17時00分～ 2時00分

（従業員数 49人 ）
就業場所 宮崎県日南市

介護福祉士
普通自動車免許一種

(1) 8時30分～17時30分 普通自動車免許ＡＴ

（従業員数 146人 ）
就業場所 宮崎県日南市

普通自動車免許一種

(1) 8時00分～17時00分

（従業員数 1人 ）
就業場所 宮崎県串間市

普通自動車免許一種

(1) 8時00分～17時00分

（従業員数 3人 ）
就業場所 宮崎県日南市

(1) 8時00分～12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） 普通自動車免許ＡＴ
普通自動車免許一種

(1) 8時20分～17時10分

（従業員数 2人 ）
就業場所 宮崎県日南市

変形（１ヶ月単位） 普通自動車免許ＡＴ
普通自動車免許一種

(1) 8時00分～17時00分

（従業員数 8人 ）
就業場所 宮崎県日南市

商品管理（袋詰め、連
絡業務等）・管理職候
補／日南市

株式会社　ネイバー
フッド

宮崎県宮崎市江平東１丁目１
０－２５

雇用・労災・
健康・厚生不問

146,880円～
198,720円

正社員以外 45010-20038691

冷暖房設備管理技
術者（正）／日南
市

宮崎総合ビル管理
株式会社

宮崎県宮崎市村角町長山２８
３５－５

雇用・労災・
健康・厚生・
財形160,000円～

180,000円
正社員 45010-20110491

18歳
～
39歳

タクシー乗務員（日
南）【会社説明会　毎
月開催】

宮崎第一交通　株式
会社　日南営業所

宮崎県日南市吾田東８丁目８
番３５号

雇用・労災・
健康・厚生64歳

以下 141,377円～
141,377円

正社員 45050- 2224691

看護師（正・准） 井手胃腸科肛門科ク
リニック

宮崎県日南市大字戸高４丁目
２－２

雇用・労災
不問

1,200円～1,400
円

パート労働者 45050- 2223391

タクシー乗務員／養成
乗務員　【会社説明会
毎月開催】

宮崎第一交通　株式
会社　日南営業所

宮崎県日南市吾田東８丁目８
番３５号

雇用・労災・
健康・厚生64歳

以下 144,000円～
144,000円

正社員 45050- 2226491

タクシー乗務員（日
南：夜勤）【会社説明
会　毎月開催】

宮崎第一交通　株式
会社　日南営業所

宮崎県日南市吾田東８丁目８
番３５号

雇用・労災・
健康・厚生64歳

以下 135,014円～
135,014円

正社員 45050- 2225991

タクシー乗務員（北
郷）【会社説明会　毎
月開催】

宮崎第一交通　株式
会社　日南営業所

宮崎県日南市吾田東８丁目８
番３５号

雇用・労災・
健康・厚生64歳

以下 133,298円～
133,298円

正社員 45050- 2228891

タクシー乗務員（飫
肥）【会社説明会　毎
月開催】

宮崎第一交通　株式
会社　日南営業所

宮崎県日南市吾田東８丁目８
番３５号

雇用・労災・
健康・厚生64歳

以下 141,377円～
141,377円

正社員 45050- 2227791

女性タクシー乗務員
【会社説明会　毎月開
催】

宮崎第一交通　株式
会社　日南営業所

宮崎県日南市吾田東８丁目８
番３５号

雇用・労災・
健康・厚生64歳

以下 134,680円～
134,680円

正社員 45050- 2230091

タクシー乗務員（南
郷）【会社説明会　毎
月開催】

宮崎第一交通　株式
会社　日南営業所

宮崎県日南市吾田東８丁目８
番３５号

雇用・労災・
健康・厚生64歳

以下 137,337円～
137,337円

正社員 45050- 2229291

サービス提供責任
者

社会福祉法人　徳栄会
特別養護老人ホーム
はまゆうの里

宮崎県日南市楠原１８４０番
地

雇用・労災・
健康・厚生64歳

以下 177,280円～
177,280円

正社員 45050- 2233991

成型員（梱包作業
員）

株式会社　南郷包装 宮崎県日南市南郷町谷之口１
４８３番地

雇用・労災・
健康・厚生

133,000円～
170,000円

正社員 45050- 2231391

18歳
～
40歳

土木作業員 株式会社　舟見組 宮崎県日南市今町２丁目２番
２３号

雇用・労災・
健康・厚生59歳

以下 162,400円～
220,400円

正社員 45050- 2235791

ガソリンスタンド
店員

有限会社　片平石油 宮崎県串間市大字西方７３０
９－８番地

雇用・労災・
健康・厚生不問

160,000円～
160,000円

正社員 45050- 2234491

生活支援員・就労
支援員

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

165,000円～
165,000円

正社員以外 45050- 2213191

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

雇用・労災
不問

900円～900円

パート労働者 45050- 2212591

普通作業員 日郷建設　有限会社 宮崎県日南市北郷町郷ノ原乙
２６１１－２

雇用・労災・
健康・厚生64歳

以下 209,700円～
233,000円

正社員 45050- 2214091

※求人情報に掲載されていない契約期間、試用期間、休憩時間、休日、時間外労働については、ハローワーク窓口又は、求人票でご確認ください。
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　　　　（８月１６日から８月２２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 令和元年８月２６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。 

交替制あり

(1) 6時00分～15時00分
(2) 9時00分～18時00分

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

（従業員数 8人 ）
就業場所 宮崎県日南市

(1)10時00分～18時00分
(2)11時00分～19時00分

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

変形（１ヶ月単位）

(1)10時00分～20時00分

（従業員数 8人 ）
就業場所 宮崎県日南市

変形（１ヶ月単位）

(1)10時00分～20時00分

（従業員数 8人 ）
就業場所 宮崎県日南市

(1)16時45分～21時30分

（従業員数 17人 ）
就業場所 宮崎県日南市

(1) 8時00分～12時30分

（従業員数 0人 ）
就業場所 宮崎県日南市

フレックス

(1)10時00分～19時00分
(2) 8時00分～22時00分

（従業員数 2人 ）(3)11時00分～16時00分
就業場所 宮崎県日南市

変形（１年単位） 簿記検定（日商２級）
簿記検定（全経２級）

(1) 8時00分～17時00分 簿記検定（全商２級）

（従業員数 8人 ）
就業場所 宮崎県日南市

普通自動車免許一種
普通自動車免許ＡＴ

(1) 8時00分～12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）

(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） 介護福祉士
介護職員初任者研修

(1) 6時00分～15時00分 ホームヘルパー２級
(2) 8時00分～17時00分

（従業員数 26人 ）(3)11時00分～20時00分
就業場所 宮崎県日南市

変形（１ヶ月単位） 介護福祉士

(1) 7時00分～16時00分
(2)10時00分～19時00分

（従業員数 146人 ）(3)17時30分～ 9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
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 宮崎県日南市

変形（１ヶ月単位） 看護師

(1) 8時00分～17時00分
(2) 8時25分～17時30分

（従業員数 123人 ）(3) 8時25分～12時25分
就業場所 宮崎県日南市

製造管理 江川ブロック工業
株式会社

宮崎県日南市大字平山５３５
－１

雇用・労災・
健康・厚生30歳

以下 154,700円～
184,700円

正社員 45050- 2199591

正看護師 医療法人春光会　春
光会記念病院

宮崎県日南市大字星倉４６０
０－１

雇用・労災・
健康・厚生59歳

以下 191,600円～
260,000円

正社員 45050- 2181591

介護職【花みずき
（住宅型）】

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 144,280円～
153,280円

正社員 45050- 2203291

介護福祉士【はま
ゆうの里（ホー
ム）】

社会福祉法人　徳栄会
特別養護老人ホーム
はまゆうの里

宮崎県日南市楠原１８４０番
地

雇用・労災・
健康・厚生64歳

以下 176,280円～
195,280円

正社員 45050- 2204591

調理職 社会福祉法人慶明会
住宅型有料老人ホーム
日南けいめい館

宮崎県日南市飫肥６丁目６番
３号

雇用・労災・
健康・厚生64歳

以下 145,000円～
150,920円

正社員 45050- 2216691

ホールスタッフ／
契約

株式会社　まんりょ
う

宮崎県日南市南郷町東町１４
－４

雇用・労災・
健康・厚生不問

126,000円～
140,000円

正社員以外 45050- 2218491

ホールスタッフ／
パート【短期可】

株式会社　まんりょ
う

宮崎県日南市南郷町東町１４
－４

雇用・労災
不問

900円～900円

パート労働者 45050- 2217991

10時00分～21時00分の
間の4時間程度

ホールスタッフ 株式会社　まんりょ
う

宮崎県日南市南郷町東町１４
－４

雇用・労災・
健康・厚生不問

190,645円～
350,222円

正社員 45050- 2221191

調理スタッフ 株式会社　まんりょ
う

宮崎県日南市南郷町東町１４
－４

雇用・労災・
健康・厚生不問

190,645円～
350,222円

正社員 45050- 2220591

クリーンスタッフ
（日南学園）

つやげん九州　株式
会社

宮崎県都城市宮丸町３０４８
－１

労災
不問

762円～800円

パート労働者 45040- 8926891

販売員 有限会社　ファース
ト・アクト　ユニクロ
日南店

宮崎県日南市吾田西４丁目７
－２８

労災
64歳
以下 850円～850円

パート労働者 45050- 2222091

一般事務 江川ブロック工業
株式会社

宮崎県日南市大字平山５３５
－１

雇用・労災・
健康・厚生45歳

以下 156,768円～
173,808円

正社員以外 45050- 2207391

カスタマーサクセ
ス（管理者）／日
南市

株式会社　スタディ
スト

東京都千代田区神田錦町１丁
目６　住友商事錦町ビル９Ｆ

雇用・労災・
健康・厚生不問

268,662円～
487,560円

正社員 13010- 4523892

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- 2209991

介護員／ほりかわ苑デ
イサービス【急募】

有限会社　よこやま 宮崎県日南市春日町５－２２ 雇用・労災
不問

762円～762円

パート労働者 45050- 2208691

設計業務 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 170,000円～
300,000円

正社員 45050- 2211291

加工作業員 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 140,000円～
180,000円

正社員 45050- 2210891

※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。
3



　　　　（８月１６日から８月２２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 令和元年８月２６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） 准看護師

(1) 8時00分～17時00分
(2) 8時25分～17時30分

（従業員数 123人 ）(3) 8時25分～12時25分
就業場所 宮崎県日南市

変形（１ヶ月単位） 看護師

(1) 8時25分～17時30分
(2) 8時25分～12時25分

（従業員数 123人 ）
就業場所 宮崎県日南市

変形（１ヶ月単位）

(1) 8時25分～17時30分
(2) 8時25分～12時25分

（従業員数 123人 ）
就業場所 宮崎県日南市

交替制あり

(1) 6時30分～14時20分
(2) 8時30分～16時20分

（従業員数 450人 ）(3) 9時00分～16時50分
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 450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15分
(2)16時30分～ 1時15分

（従業員数 450人 ）(3) 0時30分～ 9時15分
就業場所 宮崎県日南市

看護補助員／夜勤
専従

宮崎県立　日南病院 宮崎県日南市木山１丁目９番
５号

雇用・労災・
健康・厚生18歳

以上 161,100円～
161,100円

正社員以外 45050- 2191091

正・准看護師／病
棟

宮崎県立　日南病院 宮崎県日南市木山１丁目９番
５号

雇用・労災・
健康・厚生不問

173,159円～
210,308円

正社員以外 45050- 2192391

医療事務／正社員 医療法人春光会　春
光会記念病院

宮崎県日南市大字星倉４６０
０－１

雇用・労災・
健康・厚生35歳

以下 134,000円～
165,000円

正社員 45050- 2187491

看護補助員 宮崎県立　日南病院 宮崎県日南市木山１丁目９番
５号

雇用・労災・
健康・厚生不問

149,400円～
149,400円

正社員以外 45050- 2190191

准看護師 医療法人春光会　春
光会記念病院

宮崎県日南市大字星倉４６０
０－１

雇用・労災・
健康・厚生59歳

以下 160,550円～
190,000円

正社員 45050- 2182191

看護師長 医療法人春光会　春
光会記念病院

宮崎県日南市大字星倉４６０
０－１

雇用・労災・
健康・厚生59歳

以下 270,000円～
360,000円

正社員 45050- 2183091

※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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