
　　　　（２月２２日から２月２８日までの最新の求人です。）

(1) 8時15分～13時00分

（従業員数 84人 ）
就業場所 宮崎県日南市

医療事務士

(1) 8時00分～16時00分

（従業員数 5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) 8時30分～17時30分

（従業員数 5人 ）
就業場所 宮崎県日南市

(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

変形（１年単位）

(1) 8時00分～17時15分

（従業員数 170人 ）
就業場所 宮崎県日南市

変形（１ヶ月単位）

(1) 6時45分～18時30分
(2) 6時45分～12時45分

（従業員数 3人 ）(3)12時30分～18時30分
就業場所 宮崎県日南市

変形（１年単位） 准看護師
看護師

（従業員数 36人 ）
就業場所 宮崎県日南市

変形（１ヶ月単位） 保育士
(1) 8時30分～17時00分 幼稚園教諭免許
(2) 7時00分～15時30分 小学校教諭免許
(3) 9時30分～19時00分

（従業員数 26人 ）
就業場所 宮崎県日南市

保育士
幼稚園教諭免許

(1) 8時30分～17時00分 小学校教諭免許

（従業員数 26人 ）
就業場所 宮崎県日南市

（従業員数 22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 3人 ）
就業場所 宮崎県日南市

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

看護師
准看護師

(1) 9時00分～16時00分 普通自動車免許ＡＴ

（従業員数 376人 ）
就業場所 宮崎県串間市

変形（１年単位）

(1) 8時30分～17時15分

（従業員数 74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
中型一種（８ｔ限定）

(1) 8時00分～17時00分 中型自動車免許一種

（従業員数 28人 ）
就業場所 宮崎県日南市

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

※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。

石油販売／正社員 津曲石油店 宮崎県串間市大字串間１１２
３番地１

雇用・労災・
健康・厚生64歳

以下 153,600円～
192,000円

正社員 45050-  607791

配達員（トラック
運転手）

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45歳

以下 135,000円～
180,000円

正社員 45050-  606491

7時00分～19時00分の間
の8時間程度

養豚作業員 有限会社　三浦畜産 宮崎県日南市北郷町北河内７
７９６－７

雇用・労災・
健康・厚生59歳

以下 162,500円～
237,500円

正社員 45050-  625291

生産作業員（常
勤）

株式会社　エスエヌ
シー

宮崎県日南市大字東弁分甲２
８０番地２

雇用・労災・
健康・厚生59歳

以下 133,640円～
150,000円

正社員 45050-  628091

看護師／福祉事務
所

串間市役所 宮崎県串間市大字西方５５５
０

雇用・公災・
健康・厚生不問

141,200円～
141,200円

正社員以外 45050-  627191

8時00分～17時00分の間
の4時間以上

養豚作業補助 有限会社　三浦畜産 宮崎県日南市北郷町北河内７
７９６－７

雇用・労災
59歳
以下 800円～1,000円

パート労働者 45050-  626591

事務補助 宮崎南部森林管理署 宮崎県日南市飫肥５丁目３－
４５

公災
不問

890円～1,230円

パート労働者 45050-  622491

保育士／パート 社会福祉法人　仁和
福祉会

宮崎県日南市上平野町３－４
－１

雇用・労災
不問

950円～1,000円

パート労働者 45050-  621991

9時00分～16時00分の間
の5時間

保育士／契約職員 社会福祉法人　仁和
福祉会

宮崎県日南市上平野町３－４
－１

雇用・労災・
健康・厚生不問

177,000円～
177,000円

正社員以外 45050-  620691

看護師（正・准） 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

165,000円～
165,000円

正社員以外 45050-  619191

7時00分～19時00分の間
の8時間程度

又は 7時00分～19時00分の
間の7時間程度

ＪＲ油津駅臨時職
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
不問

787円～1,062円

パート労働者 45050-  618591

設備保全（電気） 株式会社　ニチワ 宮崎県日南市大字上方字大内
田１７６５番地

雇用・労災・
健康・厚生59歳

以下 140,000円～
196,500円

正社員 45050-  617291

外来受付業務（医療事
務）／県立日南病院

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

雇用・労災・
健康・厚生不問

125,000円～
175,000円

正社員以外 45010- 5644791

外来受付（医療事
務）／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

雇用・労災・
健康・厚生不問

125,000円～
140,000円

正社員以外 45010- 5643491

医療事務（外来受
付）／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

770円～850円

パート労働者 45010- 5640391

加入保険等 必要な免許資格

フロアーマネー
ジャー／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

雇用・労災
不問

950円～1,000円

パート労働者 45010- 5611891

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３０年３月４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２２日から２月２８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３０年３月４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

（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 7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 7人 ）
就業場所 宮崎県串間市

(1) 9時00分～18時00分

（従業員数 14人 ）
就業場所 宮崎県日南市

(1) 9時00分～14時00分

（従業員数 40人 ）
就業場所 宮崎県日南市

簿記検定（全商３級）
簿記検定（日商３級）

(1) 8時10分～17時00分 簿記検定（全経３級）

（従業員数 24人 ）
就業場所 宮崎県日南市

(1) 8時00分～16時00分
(2) 8時00分～12時00分

（従業員数 11人 ）
就業場所 宮崎県日南市

(1) 8時00分～13時30分
(2)13時30分～19時30分

（従業員数 5人 ）
就業場所 宮崎県串間市

交替制あり

(1) 8時00分～16時30分
(2) 8時00分～12時00分

（従業員数 0人 ）(3)13時00分～16時30分
就業場所 宮崎県日南市

普通自動車免許一種

(1) 8時30分～17時30分

（従業員数 12人 ）
就業場所 宮崎県日南市

交替制あり

(1) 8時00分～12時00分
(2) 9時00分～13時00分

（従業員数 13人 ）(3)10時00分～14時00分
就業場所 宮崎県日南市

変形（１年単位）

(1) 8時00分～17時15分

（従業員数 170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)13時00分～22時00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

(1) 7時30分～17時00分

（従業員数 5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) 8時30分～14時00分

（従業員数 3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

普通自動車免許一種

(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

自動車整備士【見
習い可】≪急募≫

有限会社　中川車検
クリニック

宮崎県日南市園田３丁目６－
８

雇用・労災・
健康・厚生不問

151,382円～
302,742円

正社員 45050-  596191

鮮魚係／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-  594291

一般事務　【急
募】

株式会社　仁和運送 宮崎県日南市大字平野８０１
９－７

雇用・労災
不問

770円～770円

パート労働者 45050-  593891

農作業員 株式会社　池平農産 鹿児島県志布志市志布志町帖
５８２５

雇用・労災・
健康・厚生不問

165,920円～
195,200円

正社員 46080-  982991

施設管理業務 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

雇用・労災・
健康・厚生18歳

以上 140,000円～
200,000円

正社員以外 45050-  605991

設備保全（機械） 株式会社　ニチワ 宮崎県日南市大字上方字大内
田１７６５番地

雇用・労災・
健康・厚生59歳

以下 140,000円～
196,500円

正社員 45050-  603391

店員（販売・食品
製造補助）

有限会社　山野水産 宮崎県日南市大字風田３８５
０－１０

雇用・労災
59歳
以下 800円～800円

パート労働者 45050-  602091

施設維持管理／串
間市

株式会社　ジェイ
レック　串間支店

宮崎県串間市大字西方５５８
０－２

雇用・労災・
健康・厚生不問

140,000円～
165,000円

正社員以外 45050-  601191

清掃業務／日南市
立中部病院

株式会社　中央ビル
ファシリティーズ

宮崎県宮崎市錦町５番４２号 雇用・労災
不問

780円～780円

パート労働者 45010- 5491491

パン製造と販売
（串間店）

株式会社ＦＢＳ伊藤
（パン工房エピ）

鹿児島県志布志市有明町伊崎
田１２７４－７　　　　
（店舗：サンキュー西志布志
店

雇用・労災
不問

762円～800円

パート労働者 46080-  996191

加工作業員 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59歳

以下 134,550円～
134,550円

正社員 45050-  616891

経理事務員 飫肥造林有限会社 宮崎県日南市飫肥５丁目３－
５２

雇用・労災・
健康・厚生32歳

以下 135,000円～
140,000円

正社員 45050-  613991

レジ／ナフコ日南
店

（株）ナフコ　ホーム
プラザ　ナフコ日南店

宮崎県日南市吾田東７丁目－
９

雇用・労災
不問

780円～840円

パート労働者 45050-  612691

広告配信・運用ス
タッフ

株式会社　オムニバス
日南トレーディングセ
ンター

宮崎県日南市岩崎３丁目５－
１５　Ｉｔｔｅｎパーキング

雇用・労災・
健康・厚生不問

200,000円～
200,000円

正社員以外 45050-  611391

建築技術者（見習
い可）

株式会社　津曲建設 宮崎県串間市大字串間１１２
３－１

雇用・労災・
健康・厚生64歳

以下 163,100円～
256,300円

正社員 45050-  610091

普通作業員（土
木）

株式会社　津曲建設 宮崎県串間市大字串間１１２
３－１

雇用・労災・
健康・厚生64歳

以下 163,100円～
209,700円

正社員 45050-  609291

石油販売／パート 津曲石油店 宮崎県串間市大字串間１１２
３番地１

雇用・労災
64歳
以下 800円～900円

パート労働者 45050-  608891

7時00分～19時00分の間
の5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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　　　　（２月２２日から２月２８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３０年３月４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30分～17時15分

（従業員数 0人 ）
就業場所 宮崎県日南市

(1) 8時30分～16時20分

（従業員数 23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 介護職員初任者研修
(2)10時00分～19時00分

（従業員数 16人 ）(3)16時00分～10時00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
普通自動車免許ＡＴ

（従業員数 4人 ）
就業場所 宮崎県日南市

変形（１ヶ月単位） 保育士

（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
(2) 9時00分～18時00分

（従業員数 10人 ）(3)12時00分～21時00分
就業場所 宮崎県日南市

交替制あり 介護福祉士
(1) 9時00分～16時00分 ホームヘルパー２級
(2)12時00分～18時00分 介護職員初任者研修

（従業員数 10人 ）
就業場所 宮崎県日南市

看護師
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 0人 ）
就業場所 宮崎県日南市

看護師
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 0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 0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 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
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

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 10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 10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 10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)13時00分～17時00分

（従業員数 18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) 8時30分～13時30分

（従業員数 18人 ）
就業場所 宮崎県串間市

医療事務／正社員 医療法人　昌浩会
中島医院

宮崎県串間市西浜２丁目７２
４７－７６

雇用・労災・
健康・厚生・
財形

不問
138,000円～
140,000円

正社員 45050-  591491

食器回収及び洗浄
業務

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

雇用・労災
不問

770円～770円

パート労働者 45050-  590991

土木技術者【見習
い可】

青山建設　有限会社 宮崎県日南市吾田東４－３－
１

雇用・労災・
健康・厚生59歳

以下 150,000円～
280,000円

正社員 45050-  589091

建築技術者【見習
い可】

青山建設　有限会社 宮崎県日南市吾田東４－３－
１

雇用・労災・
健康・厚生59歳

以下 180,000円～
280,000円

正社員 45050-  588191

作業員 青山建設　有限会社 宮崎県日南市吾田東４－３－
１

雇用・労災・
健康・厚生50歳

以下 197,200円～
208,800円

正社員 45050-  587591

建築作業員 日南平原工業 宮崎県日南市大字板敷９７３
－２

雇用・労災・
健康・厚生不問

152,500円～
187,000円

正社員 45050-  586291

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 136,800円～
136,800円

正社員 45050-  585891

訪問看護職員／日
勤パート

株式会社　裕富 宮崎県日南市南郷町中村甲４
７２９

雇用・労災
59歳
以下 1,000円～1,000

円
パート労働者 45050-  584791

8時30分～17時30分の間
の5時間程度

訪問看護職員／正
社員

株式会社　裕富 宮崎県日南市南郷町中村甲４
７２９

雇用・労災・
健康・厚生59歳

以下 180,000円～
200,000円

正社員 45050-  583491

訪問看護職員／管
理職

株式会社　裕富 宮崎県日南市南郷町中村甲４
７２９

雇用・労災・
健康・厚生59歳

以下 220,000円～
250,000円

正社員 45050-  582991

介護職員【日勤
パート】

株式会社　裕富 宮崎県日南市南郷町中村甲４
７２９

雇用・労災
59歳
以下 800円～850円

パート労働者 45050-  581691

介護職員【正社
員】

株式会社　裕富 宮崎県日南市南郷町中村甲４
７２９

雇用・労災・
健康・厚生59歳

以下 160,000円～
175,000円

正社員 45050-  580391

又は 9時00分～18時00
分の間の3時間以上

施設長候補／日南
市

株式会社　アイグラ
ン

広島県広島市中区光南２－１
－２０

雇用・労災・
健康・厚生不問

178,000円～
178,000円

正社員 34010-11608191

訪問介護員／正社
員

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・
健康・厚生不問

141,000円～
141,000円

正社員 45050-  600591

7時30分～20時30分の間
の8時間

7時15分～21時15分の間
の8時間程度

介護職員／正社員 株式会社　和顔愛語 宮崎県日南市板敷８３０番地 雇用・労災・
健康・厚生

150,000円～
164,000円

正社員 45050-  599691

一般事務及び電話
交換業務

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

109,600円～
109,600円

正社員以外 45050-  598391

18歳
～
64歳

窓口受付事務／観
光・スポーツ課

日南市役所 宮崎県日南市中央通１丁目－
１－１

雇用・公災
不問

787円～787円

パート労働者 45050-  597091

※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２２日から２月２８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３０年３月４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） 普通自動車免許ＡＴ
中型自動車免許一種

(1) 8時30分～17時00分 準中型自動車免許

（従業員数 46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

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

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

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 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

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

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

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

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

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

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

18歳
～
64歳

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

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

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

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

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

18歳
～
61歳

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

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

18歳
～
64歳

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

配送業務【急募】 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40歳

以下 140,000円～
170,000円

正社員 45050-  592791

※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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