
　　　　（１２月２０日から１２月２６日までの最新の求人です。）

(1) 9時00分～18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） 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

（従業員数 40人 ）
就業場所 宮崎県串間市

変形（１年単位）

(1) 8時00分～17時00分

（従業員数 73人 ）
就業場所 宮崎県日南市 確定拠出年金

１級土木施工管理技士
２級土木施工管理技士

(1) 8時30分～17時15分 普通自動車免許

（従業員数 41人 ）
就業場所 宮崎県日南市

変形（１ヶ月単位）

(1) 5時00分～14時00分
(2) 9時00分～17時00分

（従業員数 100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
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 9人 ）
就業場所 宮崎県串間市

変形（１ヶ月単位） 介護職員実務者研修修了者
介護福祉士

(1) 7時00分～14時00分 准看護師
(2) 8時30分～17時30分

（従業員数 15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） 介護福祉士
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

（従業員数 8人 ）
就業場所 宮崎県日南市

変形（１ヶ月単位） 普通自動車第二種免許
普通自動車免許

(1) 8時00分～17時00分 普通自動車免許（ＡＴ限定）

(2)12時00分～ 0時00分
（従業員数 39人 ）(3)18時00分～ 3時00分

就業場所 宮崎県日南市
変形（１ヶ月単位）

(1) 8時00分～18時00分
(2) 8時00分～13時00分

（従業員数 7人 ）
就業場所 宮崎県日南市

変形（１ヶ月単位）

(1) 8時00分～18時00分
(2) 8時00分～13時00分

（従業員数 7人 ）
就業場所 宮崎県日南市

普通自動車免許

(1) 7時00分～17時00分

（従業員数 15人 ）
就業場所 宮崎県日南市

交替制あり
(1) 5時00分～ 9時00分
(2)12時00分～16時00分
(3)18時00分～21時00分

（従業員数 11人 ）
就業場所 宮崎県日南市

普通自動車免許
普通自動車免許（ＡＴ限定）

(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

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 8人 ）
就業場所 宮崎県日南市

(1) 8時00分～12時00分

（従業員数 11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。

一般事務 三浦商事　株式会社 宮崎県日南市上平野町１丁目
－１１

雇用・労災
不問

850円～900円

パート労働者 45050- 3332991

一般事務／嘱託職
員

一般社団法人　日南
市観光協会

宮崎県日南市材木町１番１３
号

雇用・労災・
健康・厚生不問

159,000円～
159,000円

正社員以外 45050- 3331691

介護職　【急募】 医療法人　弘和会
松田整形外科医院

宮崎県日南市中央通２丁目３
－５

雇用・労災
不問

800円～1,000円

パート労働者 45050- 3330391

調理師（まかな
い）／パート

学校法人　日南学園 宮崎県日南市吾田東３丁目５
－１

雇用・労災
不問

1,000円～1,000
円

パート労働者 45050- 3329591

林業作業員 久嶋林業　合同会社 宮崎県日南市大字吉野方２４
１４番地

雇用・労災・
健康・厚生不問

200,000円～
250,000円

正社員 45050- 3327891

又は 5時00分～21時00分の
間の4時間程度

受付事務／正社員 医療法人　倉元歯科
診療所　倉元歯科医
院

宮崎県日南市大字星倉１－５
－６

雇用・労災・
健康・厚生・
財形

40歳
以下 151,041円～

151,041円
正社員 45050- 3343891

歯科助手／正社員 医療法人　倉元歯科
診療所　倉元歯科医
院

宮崎県日南市大字星倉１－５
－６

雇用・労災・
健康・厚生・
財形

59歳
以下 151,041円～

151,041円
正社員 45050- 3342791

タクシー乗務員／
養成乗務員

有限会社　南光タク
シー

宮崎県日南市春日町２番１１
号

雇用・労災・
健康・厚生不問

147,400円～
200,000円

正社員 45050- 3341491

生活支援員 社会福祉法人　大樹会
Ｓｏｃｉａｌ　Ｗｏｒ
ｋ日南

宮崎県日南市南郷町中村甲３
５２８番地２

雇用・労災・
健康・厚生64歳

以下 164,000円～
188,000円

正社員 45050- 3340991

介護職：正社員／
グループホーム

医療法人　和真会 日南市上平野町３丁目８番地
８

雇用・労災・
健康・厚生59歳

以下 165,000円～
220,000円

正社員 45050- 3339091

清掃作業員【管理職候
補】　　／一般汲取・
浄化槽の維持管理

有限会社　西部衛生
公社

宮崎県串間市大字南方２５３
５－３０

雇用・労災・
健康・厚生50歳

以下 170,000円～
210,000円

正社員 45050- 3338191

調理師／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

147,739円～
173,810円

正社員以外 45050- 3337591

土木技術者（日南国道
維持出張所）【経験者
優遇】（派遣）

西薗技術　株式会社 鹿児島県鹿屋市古里町２３５
番地１

雇用・労災・
健康・厚生64歳

以下 290,000円～
480,000円

無期雇用派遣 46030-10240991

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59歳

以下 210,000円～
260,000円

正社員 45050- 3346191

惣菜係（準社員）
／本店

有限会社　スーパー
ほりぐち

宮崎県串間市大字西方３９３
３－１

雇用・労災・
健康・厚生59歳

以下 136,640円～
136,640円

正社員以外 45050- 3345591

加入保険等 必要な免許資格

プログラマー／日
南市

サクシード株式会社 東京都中央区新川１－８－６
秩父ビル

　

雇用・労災・
健康・厚生・
財形

59歳
以下 158,000円～

209,460円
正社員 13010-64957892

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２年１月６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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　　　　（１２月２０日から１２月２６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２年１月６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)21時00分～ 7時00分

（従業員数 8人 ）
就業場所 宮崎県日南市

看護師
普通自動車免許（ＡＴ限定）

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

（従業員数 7人 ）
就業場所 宮崎県日南市

変形（１年単位） 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

変形（１ヶ月単位）

(1) 9時00分～17時30分

（従業員数 28人 ）
就業場所 宮崎県日南市

調理師

(1) 8時30分～14時00分

（従業員数 22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00分
(2)10時00分～18時00分

（従業員数 27人 ）
就業場所 宮崎県日南市

交替制あり

（従業員数 27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00分
(2)10時00分～18時00分

（従業員数 27人 ）
就業場所 宮崎県日南市

交替制あり

（従業員数 27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) 7時00分～15時30分
(2) 8時00分～16時30分

（従業員数 27人 ）(3) 9時00分～17時30分
就業場所 宮崎県日南市

(1)19時00分～ 1時00分
(2)19時00分～ 0時00分

（従業員数 4人 ）(3)21時00分～ 1時00分
就業場所 宮崎県日南市

変形（１ヶ月単位） 栄養士

(1)10時00分～19時00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) 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） 栄養士

(1) 7時30分～16時10分
(2) 9時00分～17時30分

（従業員数 17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） 管理栄養士

(1) 7時30分～16時10分
(2) 9時00分～17時30分

（従業員数 22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）

(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

変形（１ヶ月単位）

(1) 7時00分～15時30分

（従業員数 6人 ）
就業場所 宮崎県日南市

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

雇用・労災・
健康・厚生不問

134,400円～
142,800円

正社員以外 45010-30065891

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

雇用・労災・
健康・厚生不問

134,400円～
159,600円

正社員以外 45010-30064791

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 45010-30061691

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 45010-30059591

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 45010-30058291

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

155,000円～
180,000円

正社員以外 45010-30049891

フロント接客
（夜）／日南店

株式会社　すもも組 宮崎県串間市東町５－４ 雇用・労災
18歳
以上 790円～790円

パート労働者 45050- 3319891

運営スタッフ／正
職員

南郷漁業　協同組合 宮崎県日南市南郷町中村乙４
６１４－３

雇用・労災・
健康・厚生39歳

以下 145,000円～
197,500円

正社員 45050- 3318791

ホールスタッフ（パー
ト）／港の駅「めい
つ」

南郷漁業　協同組合 宮崎県日南市南郷町中村乙４
６１４－３

雇用・労災
不問

800円～900円

パート労働者 45050- 3317491

ホールスタッフ／
港の駅「めいつ」

南郷漁業　協同組合 宮崎県日南市南郷町中村乙４
６１４－３

雇用・労災・
健康・厚生不問

123,200円～
138,600円

正社員以外 45050- 3316991

8時00分～15時00分の間
の4時間程度

キッチンスタッフ
（パート）／港の駅
「めいつ」

南郷漁業　協同組合 宮崎県日南市南郷町中村乙４
６１４－３

雇用・労災
不問

800円～900円

パート労働者 45050- 3315691

キッチンスタッフ
／港の駅「めい
つ」

南郷漁業　協同組合 宮崎県日南市南郷町中村乙４
６１４－３

雇用・労災・
健康・厚生不問

123,200円～
138,600円

正社員以外 45050- 3314391

8時00分～15時00分の間
の4時間程度

調理職／パート 学校法人　立正学園 宮崎県日南市南郷町東町９－
８

雇用・労災
不問

850円～950円

パート労働者 45050- 3313091

事務員 株式会社サンメッセ
日南

宮崎県日南市大字宮浦２６５
０番地

雇用・労災・
健康・厚生45歳

以下 130,000円～
160,000円

正社員 45050- 3324991

印刷工 株式会社　おび印刷 宮崎県日南市飫肥三丁目２番
１６号

雇用・労災・
健康・厚生59歳

以下 135,090円～
135,090円

正社員 45050- 3321091

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- 3334791

世話人（夜勤専
従）／１号館

社会福祉法人　サンス
マイル（障害福祉サー
ビス事業所　サンスマ
イル）

宮崎県日南市大字星倉２３０
８番地

労災
18歳
以上 790円～790円

パート労働者 45050- 3333491

※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



　　　　（１２月２０日から１２月２６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２年１月６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)10時30分～19時30分

（従業員数 17人 ）
就業場所 宮崎県日南市

(1)16時00分～19時30分

（従業員数 29人 ）
就業場所 宮崎県日南市

（従業員数 12人 ）
就業場所 宮崎県串間市

（従業員数 12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修了者

(1) 7時00分～15時30分 普通自動車免許（ＡＴ限定）

(2) 8時30分～17時00分
（従業員数 20人 ）(3)10時30分～19時00分

就業場所 宮崎県日南市
変形（１ヶ月単位）

(1) 6時00分～10時00分
(2) 6時00分～12時00分

（従業員数 35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） 介護福祉士
ホームヘルパー２級

(1) 6時00分～15時00分 介護職員初任者研修修了者
(2) 8時00分～17時00分

（従業員数 9人 ）(3)12時00分～21時00分
就業場所 宮崎県日南市

介護福祉士
ホームヘルパー２級
介護職員初任者研修修了者

（従業員数 9人 ）
就業場所 宮崎県日南市

変形（１ヶ月単位）

(1) 6時00分～10時00分
(2) 6時00分～12時00分

（従業員数 35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） 介護福祉士
ホームヘルパー２級

(1) 6時00分～15時00分 介護職員初任者研修修了者
(2) 8時00分～17時00分

（従業員数 9人 ）(3)12時00分～21時00分
就業場所 宮崎県日南市

（従業員数 5人 ）
就業場所 宮崎県日南市

変形（１ヶ月単位）

（従業員数 29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) 7時30分～16時30分 普通自動車免許（ＡＴ限定）

(2) 8時30分～17時30分
（従業員数 54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） 介護職員初任者研修修了者

ホームヘルパー２級
(1) 7時00分～16時00分 介護福祉士
(2) 9時30分～18時30分

（従業員数 8人 ）(3)12時00分～21時00分
就業場所 宮崎県日南市

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 35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

８トン限定中型自動車免許
中型自動車免許

(1) 7時30分～16時00分 大型自動車免許

（従業員数 11人 ）
就業場所 宮崎県日南市

訪問介護職／パー
ト

株式会社　にじ 宮崎県日南市大字平山５４１
番地２

雇用・労災
不問

790円～1,000円

パート労働者 45050- 3308991

訪問介護職 株式会社　にじ 宮崎県日南市大字平山５４１
番地２

雇用・労災・
健康・厚生不問

137,144円～
147,560円

正社員以外 45050- 3307691

6時00分～21時00分の間
の5時間程度

調理員 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

132,920円～
143,040円

正社員以外 45050- 3306391

介護職／パート 株式会社　心の里
（住宅型有料老人ホー
ム　心の里）

宮崎県日南市大字楠原１８番
地

雇用・労災
18歳
以上 790円～850円

パート労働者 45050- 3305091

家庭教師／日南市 志成教育グループ株
式会社

福岡県福岡市博多区中洲中島
町２－３　福岡フジランドビ
ル２Ｆ

労災
不問

1,500円～3,000
円

パート労働者 40010-96245591

家庭教師／串間市 志成教育グループ株
式会社

福岡県福岡市博多区中洲中島
町２－３　福岡フジランドビ
ル２Ｆ

労災
不問

1,500円～3,000
円

パート労働者 40010-96164591

16時00分～22時00分の
間の2時間程度

16時00分～22時00分の
間の2時間程度

調理補助（夕方）
／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

労災
不問

800円～1,000円

パート労働者 45010-30091291

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 45010-30078391

調理員 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

132,920円～
143,040円

正社員以外 45050- 3306391

訪問介護職 株式会社　にじ 宮崎県日南市大字平山５４１
番地２

雇用・労災・
健康・厚生不問

137,144円～
147,560円

正社員以外 45050- 3307691

店内販売スタッフ 青山商事株式会社
洋服の青山　日南店

宮崎県日南市上平野町２丁目
３番３号

雇用・労災・
健康・厚生不問

104,160円～
142,135円

正社員以外 45050- 3291391

調理スタッフ ＫＯＳＣＯＩＮＮ　株
式会社　　ホテルシー
ズン日南

宮崎県日南市園田３丁目１１
－１

雇用・労災・
健康・厚生59歳

以下 174,000円～
185,000円

正社員 45050- 3293991

10時00分～21時00分の
間の8時間程度

10時00分～20時00分の
間の6時間以上

看護師（正・准） 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64歳

以下 170,000円～
221,000円

正社員 45050- 3296891

介護職／正社員 社会福祉法人　大樹会
Ｓｏｃｉａｌ　Ｗｏｒ
ｋ日南

宮崎県日南市南郷町中村甲３
５２８番地２

雇用・労災・
健康・厚生64歳

以下 159,000円～
187,200円

正社員 45050- 3297291

事務職／冷凍マグ
ロ部

有限会社　古澤水産 宮崎県日南市南郷町中村乙４
６９０

雇用・労災・
健康・厚生45歳

以下 150,000円～
170,000円

正社員 45050- 3288891

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59歳

以下 173,200円～
188,300円

正社員 45050- 3269991

運転手 有限会社　石井商店 宮崎県日南市字石河５８８－
１４５

雇用・労災・
健康・厚生45歳

以下 150,000円～
150,000円

正社員 45050- 3270891

※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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　　　　（１２月２０日から１２月２６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２年１月６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。 

ホームヘルパー２級
介護福祉士

(1) 8時30分～17時30分 介護職員初任者研修修了者

（従業員数 25人 ）
就業場所 宮崎県日南市

介護職／デイサー
ビス

合同会社　ごんはる
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65歳

以下 155,000円～
165,000円

正社員 45050- 3276691

※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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