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　　◎この情報は上記の作成日時点で有効中の求人一覧です。安定所では、随時紹介を行っていますので、すでに採用決定済みの場合もあります。ご了承ください。
　　◎面接には安定所の紹介状が必要です。直接の応募は紹介就職になりませんのでご注意ください。
　　◎この情報誌の「仕事内容」欄等については、全てを掲載できていないところがあります。紙面の都合上、可能な限りの掲載となりますのでご了承ください。
　　　 なお、求人内容の詳細については、ハローワークの求人検索機で求人番号を入力することにより、表示・印刷することができますので、求人票にてご確認ください。

年齢・ 賃金形態 求人者名 加入保険
職種 年齢制限 就業時間 必要な免許資格

該当事由 月給 所在地・就業場所 休日
変形（1ヶ月単位） ホームヘルパー２級

月給 (1)6時30分～15時30分 介護福祉士
(2)10時30分～19時30分 介護職員初任者研修修了者
(3)15時00分～0時00分 他

雇用期間の定めなし
2人 45030- 4984721 宮崎県日向市

変形（1ヶ月単位） ホームヘルパー２級
月給 (1)15時00分～0時00分 介護福祉士

(2)0時00分～9時00分 介護職員初任者研修修了者

他
雇用期間の定めなし

1人 45030- 4985821 宮崎県日向市
看護師

月給 (1)8時30分～17時30分 准看護師

日他 普通自動車運転免許
雇用期間の定めなし

1人 45030- 4963421 宮崎県東臼杵郡門川町
変形（1ヶ月単位） 社会福祉士

月給 (1)8時30分～17時30分

(2)8時30分～12時30分

日祝他
雇用期間の定めなし

1人 45030- 4964321 宮崎県日向市
変形（1ヶ月単位） 看護師

月給 (1)8時30分～17時15分

(2)13時00分～22時00分

(3)21時30分～9時30分 他
雇用期間の定めなし

3人 45030- 4966921 宮崎県日向市
変形（1ヶ月単位） ホームヘルパー２級

月給 (1)7時00分～16時00分 介護職員初任者研修修了者
(2)8時30分～17時30分

(3)8時30分～12時30分 他
雇用期間の定めなし

3人 45030- 4967121 宮崎県日向市
変形（1ヶ月単位）

月給 (1)8時00分～17時00分

日他
雇用期間の定めなし

1人 45030- 4971421 宮崎県日向市
変形（1ヶ月単位）

月給 (1)6時30分～15時30分

(2)9時00分～18時30分

(3)16時30分～9時30分 他
雇用期間の定めあり（４ヶ月
以上） 2人 45030- 4922621 宮崎県東臼杵郡椎葉村

変形（1ヶ月単位） 准看護師
月給 (1)7時30分～17時00分 看護師

(2)9時00分～18時30分

(3)9時30分～19時00分 他
雇用期間の定めあり（４ヶ月
以上） 2人 45030- 4923921 宮崎県東臼杵郡椎葉村

変形（1年単位） 保育士
月給 (1)6時45分～16時00分

(2)8時00分～17時15分

(3)8時45分～18時00分 日他
雇用期間の定めなし

2人 45030- 4931621 宮崎県日向市
介護福祉士

月給 (1)8時30分～17時30分

他 普通自動車運転免許
雇用期間の定めなし

2人 45030- 4935721 宮崎県日向市
介護福祉士

月給 (1)8時30分～17時30分 社会福祉士

土日他 普通自動車運転免許
雇用期間の定めなし

1人 45030- 4949621 宮崎県日向市
変形（1年単位） 保育士

月給 (1)8時30分～17時30分

(2)7時00分～16時00分

(3)10時00分～19時00分 日祝他
雇用期間の定めなし

1人 45030- 4880821 宮崎県日向市
看護師

月給 (1)8時30分～17時30分

他 普通自動車運転免許
雇用期間の定めなし

1人 45030- 4893621 宮崎県日向市
変形（1ヶ月単位） 保育士

日給 (1)8時00分～17時00分

（月給換算） (2)8時30分～17時30分

(3)9時00分～18時00分 日祝他
雇用期間の定めなし

1人 45030- 4907921 宮崎県日向市
変形（1年単位）

月給 (1)8時30分～17時00分

(2)8時00分～12時30分

日祝他 普通自動車運転免許
雇用期間の定めなし

1人 45030- 4833321 宮崎県日向市
変形（1年単位） 介護福祉士

月給 (1)8時00分～17時00分

日他
雇用期間の定めなし

1人 45030- 4867421 宮崎県日向市

仕事内容

介護職（ひむかの郷） 社会福祉法人　博陽会 『ひむかの郷』において、入居者（６０
名程度）の介護全般
　食事介助、入浴介助、排泄介助等。
　夜勤は１階～３階に合計３名の職員で
担当。

168,000円～
190,000円

宮崎県日向市大字日知屋６
２２番地１１６

正・准看護師（生活介護
にっこり）

特定非営利活動法人ふれあ
い

『生活介護にっこり』において
　利用者への看護および介護業務全般。
　看護業務（健康管理、バイタルチェッ
ク等）
　生活介護業務（食事介助、排泄介助、

雇用・労災・健
康・厚生

64歳以下

160,000円～
190,000円

宮崎県日向市大字日知屋６
２２番地１１６ 又は7時00分～19時00分の

間の8時間

介護職（ひむかの郷）＜
夜勤専門＞

社会福祉法人　博陽会 『ひむかの郷』において、入居者（６０
名程度）の介護全般
　食事介助、入浴介助、排泄介助等。
　夜勤は１階～３階に合計３名の職員で
担当。

雇用・労災・健
康・厚生

64歳以下

185,000円～
215,000円

宮崎県日向市大字日知屋古
田町８８

正看護師 社会医療法人　泉和会　千
代田病院

　看護業務全般。
　透析室、外来、手術室、病棟、検診担
当。

　

雇用・労災・健
康・厚生

64歳以下

185,000円～
195,000円

宮崎県東臼杵郡門川町南町
１丁目５

社会福祉士 社会医療法人　泉和会　千
代田病院

・医療相談業務
・地域連携業務
・カルテ作成業務
・その他不随する業務

雇用・労災・健
康・厚生

59歳以下

149,500円～
149,500円

宮崎県日向市大字日知屋古
田町８８

介護スタッフ（デイサー
ビス）

株式会社　だんらん デイサービス利用者（１８名程度）の介
護業務全般。
　入浴介助、食事介助、排泄・トイレ介
助等。
　その他、付随する業務。

雇用・労災・健
康・厚生

59歳以下

193,900円～
235,000円

宮崎県日向市大字日知屋古
田町８８

看護助手 社会医療法人　泉和会　千
代田病院

病棟における看護助手業務全般。
　入院患者の介助業務（食事、入浴介助
等）
　ベッドメイキング。
　その他、付随する業務。

雇用・労災・健
康・厚生

59歳以下

152,000円～
152,000円

宮崎県東臼杵郡椎葉村大字
下福良５４－３３７

看護職員 社会福祉法人清風会　特別
養護老人ホーム　平寿園

『特別養護老人ホーム平寿園』におい
て、
　利用者様の健康管理と日常生活動作全
般。
　看護業務及び介護業務にも従事してい

雇用・労災・健
康・厚生

69歳以下

146,800円～
146,800円

宮崎県日向市大字日知屋３
３８９番地１５

介護職員 社会福祉法人清風会　特別
養護老人ホーム　平寿園

『特別養護老人ホーム平寿園』において
　利用者様の介護業務全般。
　入浴、食事、排泄介助他生活支援全
般。


雇用・労災・健
康・厚生

不問

190,000円～
190,000円

宮崎県日向市江良町４丁目
１０８番地２

介護職 有限会社　楽閑人 ＊介護業務全般。（食事介助、入浴介
助、排泄介助）

＊病院への受診付添い業務。
　病院の付添いには社用車を使用。

雇用・労災・健
康・厚生

不問

166,000円～
176,000円

宮崎県東臼杵郡椎葉村大字
下福良５４－３３７

保育士 社会福祉法人　ひまわり会
日知屋保育園

＊日知屋保育園において、保育士業務。
・クラス担当の保育業務を担当していた
だきます。

※「働き方改革関連認定企業」

雇用・労災・健
康・厚生

59歳以下

203,000円～
223,000円

宮崎県日向市竹島町１番地
４７

保育教諭 社会福祉法人　伊勢ヶ浜福
祉会　伊勢ヶ浜保育園

保育業務全般
　担当：０歳児～２歳児
　保育実践及び食事指導等
　その他、付随する業務


雇用・労災・健
康・厚生

不問

160,000円～
180,000円

宮崎県日向市大字細島９１
番地１

生活相談員（デイサービ
ス）

有限会社　ひかり苑　たけ
しま

・竹島デイサービスセンターに於ける、
　利用者・家族・ケアマネージャーとの
相談、連絡調整業務。
・パソコンまたは手書きによる計画書作
成及びモニタリング。

雇用・労災・健
康・厚生

64歳以下

210,000円～
250,000円

宮崎県日向市大字財光寺中
の原１１５８番地７

保育士・幼稚園教諭【正
社員】令和５年４月１日
採用

社会福祉法人ひなた会　認
定こども園　日向なないろ
保育園

保育業務全般。
園児定員１３５名。
０～３歳児の保育担当又は４～５歳児保
育補助。


雇用・労災・健
康・厚生

59歳以下

202,600円～
283,300円

宮崎県日向市中堀町１丁目
１１番地

訪問看護師 株式会社　ゆう 「かかりつけ訪問看護ステーション　ふ
た葉」において
１．訪問看護ステーションからの訪問看
護業務
　・バイタルチェック　・処置　・入浴

雇用・労災・健
康・厚生

不問

159,000円～
169,000円

宮崎県日向市大字塩見７６
９１番地

生活相談員兼介護職員
（デイサービスえん）
（日向）

有限会社　共栄調剤薬局
介護事業部

『デイサービスえん』（日向）において
　利用者及びご家族との相談業務　等。
　最大利用定員：１８名
　記録等の管理（専用ソフトへの入力及
び手書き）

雇用・労災・健
康・厚生

59歳以下

180,600円～
180,600円

宮崎県日向市大字富高６２
８５－５１ 又は7時00分～19時00分の

間の8時間程度

職業指導員 一般社団法人　絹の道 ＊就労継続支援Ａ型事業所において
　施設利用者（障がい者の方）に対する
支援・指導業務（食品の軽　作業の支
援）
・支援記録作成（パソコン入力、手書

雇用・労災・健
康・厚生

64歳以下

雇用・労災・健
康・厚生

64歳以下

165,000円～
200,000円

宮崎県日向市大字日知屋古
田町１１番地１

幼稚園教諭免許（専修・１
種・２種）

幼稚園教諭免許（専修・１
種・２種）

令和4年11月14日 作成 （次回は概ね２週間後の予定です）

ハローワーク日向 求人情報
ハローワーク日向
（日向公共職業安定所）

Tｅｌ．0982-52-4131

看護・介護職 Ｆａｘ．0982-52-413３
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年齢・ 賃金形態 求人者名 加入保険
職種 年齢制限 就業時間 必要な免許資格

該当事由 月給 所在地・就業場所 休日
変形（1年単位） ホームヘルパー２級

月給 (1)8時00分～17時00分 介護職員初任者研修修了者

日他 普通自動車運転免許
雇用期間の定めなし

1人 45030- 4868321 宮崎県日向市
変形（1ヶ月単位） 保育士

月給 (1)8時30分～17時00分

(2)9時30分～18時30分

(3)7時00分～15時30分 日祝他
雇用期間の定めあり（４ヶ月
以上） 1人 45030- 4869621 宮崎県東臼杵郡門川町

交替制あり 看護師
月給 (1)7時00分～16時00分 准看護師

(2)8時00分～17時00分

(3)9時00分～18時00分 他 普通自動車運転免許
雇用期間の定めなし

1人 45030- 4872821
交替制あり 介護福祉士

月給 (1)7時00分～16時00分

(2)9時00分～18時00分

(3)14時30分～23時30分 他
雇用期間の定めなし

1人 45030- 4873221
変形（1ヶ月単位）

月給 (1)8時00分～17時00分

(2)9時00分～18時00分 介護福祉士
(3)10時00分～19時00分 他 普通自動車運転免許

雇用期間の定めなし
2人 45030- 4797121 宮崎県日向市

変形（1ヶ月単位） 准看護師
月給 (1)8時00分～17時00分 看護師

(2)9時00分～18時00分

(3)10時00分～19時00分 他 普通自動車運転免許
雇用期間の定めなし

2人 45030- 4798021 宮崎県日向市
変形（1ヶ月単位） 准看護師

月給 (1)8時15分～17時00分 看護師
(2)8時15分～12時00分

日祝他
雇用期間の定めなし

1人 45030- 4804721 宮崎県日向市
変形（1ヶ月単位） 看護師

月給 (1)8時30分～17時30分 保健師

他 普通自動車運転免許
雇用期間の定めなし

1人 45030- 4811021 宮崎県日向市
ホームヘルパー２級

月給 (1)8時00分～17時00分 介護職員初任者研修修了者
介護職員実務者研修修了者

日祝他
雇用期間の定めなし

1人 45030- 4812721 宮崎県日向市
変形（1ヶ月単位）

月給 (1)8時30分～17時30分

他 普通自動車運転免許
雇用期間の定めなし

1人 45030- 4813821 宮崎県日向市
変形（1ヶ月単位） 介護福祉士

月給 (1)7時00分～16時00分 介護職員初任者研修修了者
(2)8時00分～17時00分 ホームヘルパー２級

他 普通自動車運転免許
雇用期間の定めなし

2人 45030- 4819921 宮崎県日向市
変形（1ヶ月単位）

月給 (1)8時00分～17時00分

(2)9時00分～19時00分

(3)15時30分～8時00分 他 普通自動車運転免許
雇用期間の定めあり（４ヶ月
以上） 1人 45030- 4703621 宮崎県東臼杵郡諸塚村

変形（1ヶ月単位）

月給 (1)8時00分～17時00分

(2)9時00分～19時00分

(3)15時30分～8時00分 他 普通自動車運転免許
雇用期間の定めなし

2人 45030- 4704921 宮崎県東臼杵郡諸塚村
変形（1ヶ月単位） 看護師

月給 (1)8時00分～17時00分 准看護師
(2)8時30分～18時00分

他 普通自動車運転免許
雇用期間の定めなし

1人 45030- 4705121 宮崎県東臼杵郡諸塚村
変形（1ヶ月単位） 介護福祉士

月給 (1)7時00分～16時30分

(2)7時30分～17時00分

(3)8時00分～17時30分 他
雇用期間の定めなし

2人 45030- 4711921 宮崎県東臼杵郡門川町
変形（1ヶ月単位） ホームヘルパー２級

月給 (1)16時00分～9時00分 介護職員初任者研修修了者
介護福祉士

他
雇用期間の定めなし

1人 45030- 4713021 宮崎県日向市
変形（1ヶ月単位） 看護師

月給 (1)8時30分～17時00分

(2)8時30分～18時30分

(3)8時30分～12時00分 他 普通自動車運転免許
雇用期間の定めなし

1人 45030- 4719321 宮崎県日向市
社会福祉士

月給 (1)8時30分～17時15分

土日祝他 普通自動車運転免許
雇用期間の定めあり（４ヶ月
以上） 1人 45030- 4725521 宮崎県東臼杵郡門川町

変形（1ヶ月単位） 准看護師
月給 (1)7時30分～16時30分 看護師

(2)8時00分～17時00分

(3)9時30分～18時30分 日祝他 普通自動車運転免許
雇用期間の定めなし

1人 45030- 4764021 宮崎県日向市

155,000円～
180,000円

宮崎県日向市大字日知屋古
田町１１番地１

保育士 社会福祉法人　誠育会　草
川保育園

０～５歳児（複数担任クラス）のクラス
担任。

※保育補助導入により業務負担軽減を
図っています。

介護職員（デイサービス
えん）【正社員】

有限会社　共栄調剤薬局
介護事業部

『デイサービスえん』における、高齢者
介護業務
・高齢者の生活介助（入浴・食事・排泄
等）。
・利用者送迎（範囲：日向市内）

雇用・労災・健
康・厚生

64歳以下

181,900円～
202,900円

宮崎県日向市大字塩見８０
２６番地

介護職員 社会福祉法人　しおみ福祉
会
障害者支援施設　しおみの

『障害者支援施設　しおみの里』におい
て
　施設入所者と、短期入所サービスなど
を利用する在宅の利用者に
　対し、看護やリハビリ、調理や相談支

雇用・労災・健
康・厚生

不問

212,352円～
212,352円

宮崎県東臼杵郡門川町庵川
西１丁目６９番地

看護職員 社会福祉法人　しおみ福祉
会
障害者支援施設　しおみの

障害者支援施設「しおみの里」において
受診を含む健康管理全般を行う。
　施設入所（５１名）
　短期入所（２名）
　通所（５名）

雇用・労災・健
康・厚生

64歳以下

169,000円～
200,400円

宮崎県日向市美々津町４０
７４番地

准看護師・看護師（グ
ループホーム静妙庵）

社会福祉法人　立縫会　特
別養護老人ホーム立縫の里

『認知症対応型施設グループホーム静妙
庵』において
１ユニット９名のご利用者の看護業務
（内服管理、バイタルチェック）及び身
体介護生活支援全般（食事、入浴、排せ

雇用・労災・健
康・厚生

18歳～64歳

180,500円～
198,000円

宮崎県日向市大字塩見８０
２６番地

介護支援専門員（グルー
プホーム静妙庵）

社会福祉法人　立縫会　特
別養護老人ホーム立縫の里

『認知症対応型施設グループホーム静妙
庵』において
１ユニット９名の介護支援専門員全般業
務。
本人、家族の相談業務、ケアプラン作

雇用・労災・健
康・厚生

59歳以下

160,000円～
210,000円

宮崎県日向市原町４丁目２
－５

保健師・看護師（日向市
南部地域包括支援セン
ター）

社会福祉法人　立縫会　特
別養護老人ホーム立縫の里

日向市南部地域包括支援センター（事業
所所在地）にて
・在宅ケア業務全般。
・利用者及びその家族との相談業務。
（自宅訪問相談あり：社用車使用）

雇用・労災・健
康・厚生

59歳以下

169,000円～
200,400円

宮崎県日向市美々津町４０
７４番地

正、准看護師 たかはし眼科 ＊看護業務、検査。
・手術介助、その他の院内業務。

＊電子カルテの為、パソコン操作が出来
る方を希望。

雇用・労災・健
康・厚生

64歳以下

165,000円～
210,000円

宮崎県日向市大字富高３１
８番地　山本アパート西の

介護支援専門員（特別養
護老人ホーム立縫の里）

社会福祉法人　立縫会　特
別養護老人ホーム立縫の里

『特別養護老人ホーム立縫の里』におい
て介護支援専門員業務全般
本人、家族の相談業務、ケアプラン作
成。（パソコン操作は規定の様式への入
力ができれば良い）

雇用・労災・健
康・厚生

59歳以下

181,200円～
217,300円

宮崎県日向市美々津町４０
７４番地

訪問介護 ヘルパーステーション虹の
色

・居宅において身体介護（排せつ、入浴
などの支援）
・家事援護（調理、掃除など）
・同行援護（視覚障がい者の外出と代
読、代筆など）

雇用・労災・健
康・厚生

不問

151,000円～
190,400円

宮崎県日向市美々津町４０
７４番地

介護職員 社会福祉法人　諸塚村社会
福祉協議会　特別養護老人
ホーム　もろつかせせらぎ

『特別養護老人ホームもろつかせせらぎ
の里』又は同敷地内にある『もろつかデ
イサービスセンター』において定員４９
名の施設利用者の生活介護業務全般。
　入浴、食事、排泄介助等の生活介助。

雇用・労災・健
康・厚生

59歳以下

168,000円～
230,000円

宮崎県日向市美々津町４０
７４番地

介護職（日勤）（特別養
護老人ホーム立縫の里）

社会福祉法人　立縫会　特
別養護老人ホーム立縫の里

『特別養護老人ホーム立縫の里』におい
て長期入院５５名、短期入所１５名の利
用者様の身体介護生活支援（食事、入
浴、排せつ等）の業務になります。入浴
は、リフト浴・機械浴・個別浴がありま

雇用・労災・健
康・厚生

59歳以下

167,800円～
180,800円

宮崎県東臼杵郡諸塚村大字
七ツ山５４番地

看護師又は准看護師 社会福祉法人　諸塚村社会
福祉協議会　特別養護老人
ホーム　もろつかせせらぎ

『特別養護老人ホームもろつかせせらぎ
の里』又は同敷地内にある『もろつかデ
イサービスセンター』においての看護業
務全般。
　バイタルチェック、服薬管理、病院受

雇用・労災・健
康・厚生

不問

160,900円～
167,500円

宮崎県東臼杵郡諸塚村大字
七ツ山５４番地

介護職員 社会福祉法人　諸塚村社会
福祉協議会　特別養護老人
ホーム　もろつかせせらぎ

『特別養護老人ホームもろつかせせらぎ
の里』又は同敷地内にある『もろつかデ
イサービスセンター』において定員４９
名の施設利用者の生活介護業務全般。
　入浴、食事、排泄介助等の生活介助。

雇用・労災・健
康・厚生

64歳以下

172,000円～
210,000円

宮崎県東臼杵郡門川町大字
庵川字桜井２５９６番地２

夜勤専門介護職員（有料
老人ホーム望山荘）

医療法人社団望山会
有料老人ホーム　望山荘

『有料老人ホーム望山荘』において、夜
間の介護業務全般。
コール対応、食事介助、パット交換、ト
イレ介助、見守り、起床・臥床介助、巡
回業務等。

雇用・労災・健
康・厚生

64歳以下

184,100円～
211,700円

宮崎県東臼杵郡諸塚村大字
七ツ山５４番地

介護職員（特別養護老人
ホーム大地：介護福祉
士）

社会福祉法人ひまわり会
特別養護老人ホーム大地

入社一時金１００，０００円～２００，
０００円支給（条件あり）
（例）県外からの移住者２０万円　　事
業所から３０ｋｍ以上の　
　　　住まいから１０ｋｍ以内に転居

雇用・労災・健
康・厚生

64歳以下

地域福祉コーディネー
ター

社会福祉法人　門川町社会
福祉協議会

ボランティアセンター業務
　ボランティアのコーディネーター業務
　相談、派遣調整など
福祉団体（高齢者クラブ　等）業務
　行事の企画、運営業務　等

雇用・労災・健
康・厚生

64歳以下

199,200円～
219,200円

宮崎県日向市東郷町山陰辛
２６４番地２

看護師 医療法人　望洋会　鮫島病
院

病棟・外来においての看護業務全般

＊日勤と夜勤の二交代勤務
　日勤のみの勤務も可能です。
（勤務については、相談に応じます。）

雇用・労災・健
康・厚生

59歳以下

不問

143,000円～
143,000円

宮崎県東臼杵郡門川町庵川
西６丁目６０番地

正・准看護職（ひむかの
郷）

社会福祉法人　博陽会 介護付有料老人ホーム『ひむかの郷』
（特定施設入所者生活介護）
における看護業務全般。
　バイタルチェック（検温、脈拍、血圧
測定）

雇用・労災・健
康・厚生

64歳以下

仕事内容

介護支援専門員（ケアマネー
ジャー）

介護支援専門員（ケアマネー
ジャー）

185,000円～
215,000円

宮崎県日向市大字日知屋６
２２番地１１６

雇用・労災・健
康・厚生

178,500円～
208,500円

宮崎県日向市大字塩見１４
１６８番地
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該当事由 月給 所在地・就業場所 休日
変形（1ヶ月単位） 准看護師

月給 (1)8時30分～17時30分

(2)8時30分～12時30分

(3)11時00分～20時00分 日祝他
雇用期間の定めなし

1人 45030- 4769421 宮崎県日向市
変形（1ヶ月単位） 看護師

年俸制 (1)8時00分～17時00分 准看護師
（月給換算） (2)9時00分～18時00分

(3)10時00分～19時00分 他
雇用期間の定めなし

1人 45030- 4784521 宮崎県日向市
看護師

月給 (1)8時30分～17時30分

他 普通自動車運転免許
雇用期間の定めなし

2人 45030- 4788921 宮崎県東臼杵郡門川町
看護師

月給 (1)8時30分～17時30分

他 普通自動車運転免許
雇用期間の定めなし

1人 45030- 4690921 宮崎県日向市

59歳以下

170,000円～
180,000円

宮崎県日向市大字財光寺１
６０番地

正・准看護師（天生堂医
院）（日勤）

医療法人　天生堂　天生堂
医院

『天生堂医院』において
外来病棟の看護業務全般。
　医師の診察・診療の補助業務。
　問診、バイタルチェック、患者の見守
り業務等。

雇用・労災・健
康・厚生

59歳以下

准看護師 医療法人社団　明和会　か
い外科整形外科

外来の看護業務全般。
・小学校検診（年１～２回）：医師の補
助、車の運転
・検査補助（年２回）：振動病の検査補
助

61歳以下

202,400円～
230,000円

宮崎県東臼杵郡門川町南町
４丁目１２８

正看護師（訪問看護） 株式会社　ロクジ 訪問看護業務全般。
健康管理、服薬管理。
簡単なリハビリ業務。
記録管理（専用ソフトへ入力）ご家族と
の相談業務。

雇用・労災・健
康・厚生

64歳以下

正看護師（訪問看護ス
テーション）

社会福祉法人　恩賜財団
宮崎県済生会　日向病院

当院に隣接する訪問看護ステーション
（日向病院敷地内）において
訪問看護業務全般。
　範囲：日向市～門川町を中心とした利
用者宅

仕事内容

220,000円～
240,000円

宮崎県日向市大字富高６３
２３番地３６

雇用・労災・健
康・厚生

190,000円～
250,000円

宮崎県日向市亀崎西１丁目
２５番地

雇用・労災・健
康・厚生


