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　　◎この情報は発行日前の１週間分の求人一覧です。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、ハローワークの来所者端末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。

職種 賃金形態 求人者名 加入保険等
雇用期間 年齢 就業時間 必要な免許資格

採用人数 時給 所在地 休日

時給 (1)5時00分～9時00分

他
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）

1人 40120-26608021 宮崎県日向市
ホームヘルパー２級

時給 介護職員初任者研修修了者

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- 4962521 宮崎県東臼杵郡門川町

時給 (1)7時30分～13時00分

他
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

1人 45030- 4968021 宮崎県日向市
交替制あり

時給 (1)16時00分～21時00分

(2)21時00分～6時30分

(3)6時30分～9時30分 他
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

1人 45030- 4969721 宮崎県日向市

時給 (1)9時00分～15時30分

日他 普通自動車運転免許
雇用期間の定めなし

1人 45030- 4970521 宮崎県日向市

時給 (1)13時00分～18時30分

他
雇用期間の定めなし

1人 45030- 4972321 宮崎県日向市

時給 (1)6時30分～9時30分

他
雇用期間の定めなし

1人 45030- 4973621 宮崎県日向市
保育士

時給

土日祝他
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

1人 45030- 4932921 宮崎県日向市
准看護師

時給 看護師

他 普通自動車運転免許
雇用期間の定めなし

2人 45030- 4934021 宮崎県日向市
交替制あり

時給 (1)7時00分～12時00分

(2)8時00分～12時00分

日他
雇用期間の定めなし

1人 45030- 4937221 宮崎県日向市
交替制あり 看護師

時給 (1)8時30分～12時30分 准看護師
(2)13時00分～16時30分

(3)9時00分～16時45分 日他
雇用期間の定めなし

1人 45030- 4940921 宮崎県東臼杵郡門川町
交替制あり

時給 (1)9時30分～13時00分

(2)12時30分～16時30分

(3)9時00分～17時00分 日他 普通自動車運転免許
雇用期間の定めなし

1人 45030- 4941121 宮崎県東臼杵郡門川町
交替制あり ホームヘルパー２級

時給 (1)8時30分～13時00分 介護職員初任者研修修了者
(2)9時00分～13時00分

日他
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）

1人 45030- 4942021 宮崎県日向市

時給 (1)7時30分～13時30分

(2)10時00分～16時00分

(3)12時00分～18時00分 土日他 普通自動車運転免許
雇用期間の定めなし

1人 45030- 4944821 宮崎県日向市
交替制あり

時給 (1)6時30分～11時00分

(2)15時30分～19時30分

他
雇用期間の定めなし

1人 45030- 4945221 宮崎県日向市

時給 (1)10時00分～14時00分

(2)18時00分～22時00分

火他
雇用期間の定めなし

2人 45030- 4948321 宮崎県日向市
介護職員初任者研修修了者

時給 (1)8時00分～17時00分 ホームヘルパー２級

土日他
雇用期間の定めなし

1人 45030- 4950021 宮崎県日向市

雇用・労災

64歳以下

900円～1,000円
宮崎県日向市竹島町１番地
４７

860円～1,000円
宮崎県日向市原町３丁目３
－１

介護職員（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』において
　利用者の介護業務全般。
　利用者の生活介助（入浴、排泄、食事
等）
　その他、付随する業務。

雇用・労災

59歳以下

853円～853円
宮崎県日向市美々津町３８
７０番地

調理補助 お食事処　すすき ・調理補助
・料理の盛り付け
・配膳、皿洗い
・その他雑務


雇用・労災

不問

853円～890円
宮崎県日向市東郷町山陰字
後口原辛８２６－２ 又は7時30分～18時00分の

間の5時間程度

調理補助 医療法人　杏林会　三股病
院

＊簡単な調理補助業務全般。
　食材の切り込み作業。
　食器洗浄作業　等。
＊調理業務は１２名体制で行います。


労災

不問

1,070円～1,200円
宮崎県日向市北町３番２５
号

送迎業務担当兼務介護補
助職員（デイサービスあ
くた東郷店）

株式会社　アワダホーム 『デイサービスあくた東郷店』において
送迎業務全般。
　１０人乗りワゴン車使用（東郷町～美
郷町）
　安全運転・利用者介護・対応・情報収

雇用・労災

64歳以下

853円～900円
宮崎県東臼杵郡門川町大字
門川尾末字アゼ地２５１５

介護職（送迎なし） 合同会社　プラスワン ＊デイサービスでの介護業務全般。
・デイサービス施設に於ける介護業務。
・同業務に於けるケア記録管理等。

＊送迎業務はありません。

雇用・労災

不問

1,100円～1,200円
宮崎県東臼杵郡門川町大字
門川尾末字アゼ地２５１５

デイサービス介護職員 株式会社　プルメリア　デ
イサービス　菜の郷

デイサービス菜の郷に於いて、介護業務
全般。
利用者の健康チェック・入浴介助、見守
り、利用者の送迎（社用車使用）等。
その他一部介護業務を含みます。

雇用・労災

不問

860円～860円
宮崎県日向市東郷町山陰丁
１００７－４

正・准看護師（デイサー
ビス菜の郷）

株式会社　プルメリア　デ
イサービス　菜の郷

『デイサービス菜の郷』において、看護
業務全般。
　利用者の健康チェック、服薬管理、急
変時対応、機能訓練
　など。

労災

不問

1,200円～1,200円
宮崎県日向市大字細島９１
番地１ 又は8時00分～18時00分の

間の5時間程度

包装及び雑務 日吉だんご　有限会社 菓子製品等の包装及び雑務。
商品の包装、箱詰め、梱包。
機械、もろぶた等の洗い物。
材料の洗浄。皮むき、カット。
その他、付随する業務。

雇用・労災

59歳以下

870円～870円
宮崎県日向市江良町４丁目
１０８番地２ 又は8時00分～17時00分の

間の5時間程度

正・准看護師（有料老人
ホームぽかぽか２号館）

有限会社　楽閑人 『有料老人ホームぽかぽか２号館』にお
いて
利用者の健康管理、バイタルチェック、
緊急時の対応等を行う。
その他、入浴や食事等の生活介助及び見

労災

64歳以下

900円～900円
宮崎県日向市都町１５番３
０号

保育士 社会福祉法人　ひまわり会
日知屋保育園

主に０歳～３歳児の保育士業務。
　１名で３名程度の園児を担当。
　各担当の補助業務をしていただきま
す。


雇用・労災

不問

860円～860円
宮崎県日向市大字日知屋３
３８９番地１５

調理作業員（早朝） 医療法人社団　康進会　大
平整形外科内科医院

入院患者様の朝食の調理作成業務。
約１５食分の調理作成を行います。
経験がない方でも研修がありますので安
心です。


雇用・労災

69歳以下

853円～853円
宮崎県日向市大字日知屋３
３８９番地１５

厨房職員（午後） 株式会社　だんらん 有料老人ホームで提供する食事の調理業
務。
　提供数：約３０名程度（献立作成はあ
りません）
　その他、配膳と片付けあり。

雇用・労災

69歳以下

860円～900円
宮崎県日向市大字富高６５
２２番地

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

不問

860円～900円
宮崎県日向市大字財光寺２
８６４－３

世話人（障がい者生活支
援）

社会福祉法人　風舎 グループホームにおける生活支援・夜間
支援業務。
・利用者４～６人分の夕食・朝食作成
・利用者の生活支援（食事その他の家
事、生活等に関する相談及び助言、その

雇用・労災・健
康・厚生

不問

看護助手 医療法人　洋承会　今給黎
医院

＊入院患者の看護業務。
・シーツ交換、室内のベッド回りの環境
整備。
・食事配膳、洗濯（タオル等）※患者の
衣類洗濯なし。

労災

不問

853円～853円
福岡県福岡市東区多の津１
－１２－２

訪問介護員（フリーダ
ム）

株式会社　Ｃｌｅａｒｌｉ
ｆｅ

『ヘルパーステーションフリーダム』に
おいて
利用者宅へ訪問し、家事援助又は身体的
介護業務。
　生活支援：清掃、調理、買い物等。

労災

不問

仕事内容

就業場所（市町村）

早朝担当（４７９日向日
知屋店）

株式会社トライアルスト
アーズ

〔主な業務〕
　＊レジ業務
　＊商品の陳列
　＊商品の補充　など


1,000円～1,500円
宮崎県日向市大字財光寺桃
ノ木４７４番地１ 又は8時00分～18時30分の

間の2時間以上

令和4年11月11日作成

ハローワーク日向週刊求人情報 毎週金曜日発行予定 ハローワーク日向
（日向公共職業安定所）
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職種 賃金形態 求人者名 加入保険等
雇用期間 年齢 就業時間 必要な免許資格

採用人数 時給 所在地 休日
交替制あり

時給 (1)7時30分～16時30分

(2)8時30分～17時30分

他
雇用期間の定めなし

1人 45030- 4951721 宮崎県日向市
交替制あり

時給

他
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）

1人 07021- 4956921 宮崎県日向市
交替制あり

時給

他
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

1人 07021- 4960521 宮崎県日向市
交替制あり

時給

他
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）

1人 07021- 4961421 宮崎県日向市
理容師

時給 (1)9時00分～18時00分 美容師

土日祝他 普通自動車運転免許
雇用期間の定めなし

2人 40010-71297021 宮崎県西臼杵郡五ヶ瀬町
理容師

時給 (1)9時00分～18時00分 美容師

土日祝他 普通自動車運転免許
雇用期間の定めなし

2人 40010-71298721 宮崎県延岡市
理容師

時給 (1)9時00分～18時00分 美容師

土日祝他 普通自動車運転免許
雇用期間の定めなし

2人 40010-71299821 宮崎県日向市

時給 (1)12時45分～17時00分

他
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）

1人 40030-10339521 宮崎県日向市

時給 (1)8時45分～13時00分

他
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）

1人 40030-10341621 宮崎県日向市

時給 (1)16時45分～20時00分

他
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）

1人 40030-10342921 宮崎県日向市

時給 (1)8時45分～13時00分

他
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）

1人 40030-10344021 宮崎県日向市

時給 (1)8時00分～12時30分

他
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

1人 45030- 4879121 宮崎県日向市

時給 (1)8時15分～12時00分

日祝他
雇用期間の定めなし

1人 45030- 4882521 宮崎県日向市

時給 (1)13時00分～15時00分

日祝他
雇用期間の定めなし

1人 45030- 4883421 宮崎県日向市
視能訓練士

時給 (1)8時15分～12時00分

日祝他
雇用期間の定めなし

1人 45030- 4885621 宮崎県日向市
視能訓練士

時給 (1)13時00分～15時00分

日祝他
雇用期間の定めなし

1人 45030- 4887121 宮崎県日向市

時給 (1)9時00分～17時00分

他
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

1人 45030- 4889721 宮崎県日向市

時給 (1)8時00分～12時00分

他
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

1人 45030- 4890521 宮崎県日向市

時給 (1)8時00分～13時00分

他
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

1人 45030- 4891421 宮崎県日向市
890円～890円

宮崎県日向市江良町４丁目
１１０－３

雇用・労災

不問

890円～890円
宮崎県日向市江良町４丁目
１１０－３

海産係（大王店） 株式会社　マルイチ 『マルイチ大王店』鮮魚部門において、
鮮魚の調理加工。
　盛り付け。
　パック詰め、商品の陳列など。　
　慣れてきたら刺身加工。

雇用・労災

不問

890円～890円
宮崎県日向市江良町４丁目
１１０－３

惣菜係（大王店） 株式会社　マルイチ 『マルイチ大王店』惣菜部門において
　惣菜製造業務。
　パック詰め、商品の陳列など。　

　ダブルワーク可能です。

労災

64歳以下

920円～1,000円
宮崎県日向市原町４丁目２
－５

品出し手直し（大王店） 株式会社　マルイチ 『マルイチ大王店』において
　品出し、商品陳列の手直し等。
　混む時間帯は稀にレジ業務も有り。
　飲料物の簡単な移動（多少力が必要）


雇用・労災・健
康・厚生

不問

920円～1,000円
宮崎県日向市原町４丁目２
－５

視能訓練士 たかはし眼科 眼科検査全般。
　手術手伝い。
　その他、院内業務。



労災

64歳以下

860円～920円
宮崎県日向市原町４丁目２
－５

視能訓練士 たかはし眼科 眼科検査全般。
　手術手伝い。
　その他、院内業務。



雇用・労災

64歳以下

860円～920円
宮崎県日向市原町４丁目２
－５

受付医療事務及び医療秘
書

たかはし眼科 受付医療事務及び医療秘書業務。
　受付、医療事務、医療秘書、手術前の
準備、検査。
（患者様の案内、眼科の一般検査など）
　その他の院内業務。

労災

不問

880円～880円
宮崎県日向市亀崎１丁目２
８番地

受付医療事務及び医療秘
書

たかはし眼科 受付医療事務及び医療秘書業務。
　受付、医療事務、医療秘書、手術前の
準備、検査。
（患者様の案内、眼科の一般検査など）
　その他の院内業務。

雇用・労災

64歳以下

880円～880円
福岡県大牟田市四箇新町１
丁目９番　大牟田テクノ

清掃員（コープみやざき
財光寺店）

株式会社　グローバル・ク
リーン

＊コープみやざき財光寺店内において、
日常清掃業務全般。
・男女トイレと店内及び通路清掃。
・その他付随する業務。


労災

不問

950円～950円
福岡県大牟田市四箇新町１
丁目９番　大牟田テクノ

品出し担当（コメリ日向
店）〈アルバイト〉

株式会社コメリ　九州スト
アサポートセンター

品出し・接客・レジ業務などを行いま
す。
・ハンディスキャナーを行いながら、レ
ジを行います
・入荷した商品の陳列や売り場の整理整

労災

不問

880円～880円
福岡県大牟田市四箇新町１
丁目９番　大牟田テクノ

レジ担当（コメリ日向
店）〈アルバイト〉１
６：４５～

株式会社コメリ　九州スト
アサポートセンター

レジでの会計業務を担当していただきま
す。
・スキャナーで商品バーコードを読み取
り、現金またはカード等で
　の代金受け取りです。

労災

不問

900円～900円
福岡県大牟田市四箇新町１
丁目９番　大牟田テクノ

レジ担当（コメリ日向
店）〈アルバイト〉８：
４５～

株式会社コメリ　九州スト
アサポートセンター

レジでの会計業務を担当していただきま
す。
・スキャナーで商品バーコードを読み取
り、現金またはカード等で
　の代金受け取りです。

労災

不問

1,300円～2,500円
福岡県福岡市中央区荒戸２
丁目１－１ 又は9時00分～18時00分の

間の2時間以上

レジ担当（コメリ日向
店）〈アルバイト〉１
２：４５～

株式会社コメリ　九州スト
アサポートセンター

レジでの会計業務を担当していただきま
す。
・スキャナーで商品バーコードを読み取
り、現金またはカード等で
　の代金受け取りです。

労災

不問

1,300円～2,500円
福岡県福岡市中央区荒戸２
丁目１－１ 又は9時00分～18時00分の

間の2時間以上

福祉理容師　福祉美容師 株式会社　シルバーサポー
トジャパン

個人宅・病院・デイサービスセンター・
老人保健施設・福祉施設などに訪問し、
理美容サービスを提供する社会貢献度の
高いお仕事です。

労災

不問

1,300円～2,500円
福岡県福岡市中央区荒戸２
丁目１－１ 又は9時00分～18時00分の

間の2時間以上

福祉理容師　福祉美容師 株式会社　シルバーサポー
トジャパン

個人宅・病院・デイサービスセンター・
老人保健施設・福祉施設などに訪問し、
理美容サービスを提供する社会貢献度の
高いお仕事です。

労災

不問

900円～900円
福島県いわき市鹿島町走熊
字七本松２７－１ 又は9時30分～21時15分の

間の2時間以上

福祉理容師　福祉美容師 株式会社　シルバーサポー
トジャパン

個人宅・病院・デイサービスセンター・
老人保健施設・福祉施設などに訪問し、
理美容サービスを提供する社会貢献度の
高いお仕事です。

労災

不問

900円～900円
福島県いわき市鹿島町走熊
字七本松２７－１ 又は9時30分～21時15分の

間の5時間程度

婦人服販売員（ハニーズ
日向店）

株式会社　ハニーズ ＊上記店舗でのカジュアル婦人服の販売
　接客、販売、レジ、在庫補充などの商
品管理等
　販売ノルマは有りません。


雇用・労災・健
康・厚生

不問

900円～900円
福島県いわき市鹿島町走熊
字七本松２７－１ 又は9時30分～21時15分の

間の7時間

婦人服販売員（ハニーズ
日向店）

株式会社　ハニーズ ＊上記店舗でのカジュアル婦人服の販売
　接客、販売、レジ、在庫補充などの商
品管理等
　販売ノルマは有りません。


雇用・労災・健
康・厚生

不問

900円～900円
宮崎県日向市竹島町１番地
４７

婦人服販売員（ハニーズ
日向店）

株式会社　ハニーズ ＊上記店舗でのカジュアル婦人服の販売
　接客、販売、レジ、在庫補充などの商
品管理等
　販売ノルマは有りません。


介護職員（有料老人ホー
ム）【日勤】

有限会社　ひかり苑　たけ
しま

『有料老人ホーム竹島』において
　利用者の介護業務全般。
　利用者の生活介助（入浴、排泄、食事
等）
　その他、付随する業務。

雇用・労災

64歳以下

仕事内容

就業場所（市町村）
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職種 賃金形態 求人者名 加入保険等
雇用期間 年齢 就業時間 必要な免許資格

採用人数 時給 所在地 休日

時給 (1)7時30分～12時00分

(2)13時00分～16時30分

他
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

2人 45030- 4892321 宮崎県日向市

時給 (1)8時00分～13時00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- 4895121 宮崎県日向市

時給

土日祝他
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）

3人 45030- 4897721 宮崎県日向市

時給 (1)23時00分～6時00分

他
雇用期間の定めなし

1人 45030- 4898821 宮崎県日向市
準中型自動車免許

月給 (1)9時00分～15時00分

（時給換算）

土日祝他
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

1人 45030- 4903521 宮崎県日向市
交替制あり

時給 (1)6時30分～11時00分

(2)15時00分～18時00分

他
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

1人 45030- 4904421 宮崎県日向市
保育士

時給 (1)13時00分～17時30分

土日祝他
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

1人 45030- 4908121 宮崎県日向市

時給 (1)8時45分～15時30分

(2)8時45分～12時30分

(3)8時45分～17時00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- 4911521 宮崎県日向市
交替制あり

時給 (1)5時30分～12時00分

(2)8時30分～13時30分

(3)11時30分～16時30分 他
雇用期間の定めなし

1人 45030- 4916121 宮崎県日向市

時給

木他
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）

1人 45030- 4917021 宮崎県日向市

時給 (1)9時00分～14時00分

(2)11時00分～16時00分

(3)17時00分～22時00分 他
雇用期間の定めなし

2人 45030- 4918721 宮崎県日向市

時給 (1)18時00分～23時00分

他
雇用期間の定めなし

2人 45030- 4919821 宮崎県日向市

時給 (1)6時00分～11時00分

(2)15時00分～19時00分

他
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）

2人 40090- 6078221 宮崎県日向市
交替制あり

時給 (1)7時00分～10時00分

(2)7時00分～13時00分

木他
雇用期間の定めなし

1人 45030- 4845021 宮崎県日向市
交替制あり 大型自動車第二種免許

時給 (1)6時00分～10時30分 大型自動車免許
(2)10時30分～14時30分

(3)14時30分～19時30分 日他 普通自動車運転免許
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

3人 45030- 4861121 宮崎県日向市
交替制あり

時給 (1)17時45分～22時30分

(2)17時45分～20時30分

(3)20時00分～22時30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）

2人 45030- 4863721 宮崎県日向市

時給 (1)5時30分～12時00分

他
雇用期間の定めなし

1人 45030- 4865221 宮崎県日向市

調理スタッフ『介護付有
料老人ホームほそしま』

有限会社　共栄調剤薬局
介護事業部

『介護付有料老人ホームほそしま』の施
設内において
提供する食事の調理業務全般。
　４０食分程度の調理作成（朝・昼・お
やつ・夕）

雇用・労災

不問

1,000円～1,000円
宮崎県日向市大字日知屋１
４８１９番地

清掃員（日本ハム惣菜） 株式会社　グローバル・ク
リーン

『日本ハム惣菜（株）宮崎工場』におい
て
生産作業終了後の工場内清掃及び機械洗
浄作業全般。
　作業場所によっては、高圧洗浄機を使

労災

18歳以上

ぷらっとバス及びスクー
ルバス運転手

有限会社　ＨＩＭＡＷＡＲ
Ｉ

日向市より委託を受けているぷらっとバ
スの運転業務になります。
運行範囲は日向市内。
スクールバス運転業務もあり。
稀にマイクロバスの運転業務も有り。

雇用・労災

64歳以下

860円～900円
宮崎県日向市大字日知屋古
田町１１番地１

1,250円～1,250円
宮崎県日向市亀崎１丁目２
８番地

ゴルフ練習場 本谷Ｇｒｅｅｎ ｃａｆｅ業務（コーヒー、軽食程度を提
供）。
接客及び電話応対業務。
レジ業務。
ボール出し業務（１０Ｋｇ程度）。

雇用・労災

不問

870円～1,070円
宮崎県日向市上町７－３

惣菜担当（日向店　４８
３）

株式会社　明治屋 ＜スーパーセンタートライアル　日向店
内スタッフ＞

〇生鮮部門において「惣菜」コーナーを
担当していただきます。

853円～853円
宮崎県日向市大字富高３８
９８ー２

労災

不問

900円～1,100円
福岡県田川市大字伊田２４
１２－９

学生服・体操服類の販売 有限会社　カクマツヤ 店内において新入学時の制服のセット
（組み合わせる）業務。
段ボールからの商品品だし業務。

繁忙期の臨時アルバイト求人募集です。

雇用・労災

不問

宮崎県日向市美々津町２２
５５番地

厨房裏方（夜間） 株式会社　ベルフォート日
向

『ベルフォート日向』において
　厨房内（宴会式場等）の調理補助業務
全般。
　食材の仕込み。
　下ごしらえ　等。

雇用・労災

18歳以上

900円～900円
宮崎県日向市上町３－２２

又は10時00分～18時30分
の間の5時間程度

キッチンスタッフ（調理
補助）

株式会社ベルフォート日向
美々津支店　いけすレスト
ラン大漁丸

『いけすレストラン大漁丸』において
　調理補助業務。
　食材の仕込み、下ごしらえ等。
　食器、食材類の洗い作業。
　その他、清掃などの雑務。

雇用・労災

不問

870円～1,070円

860円～900円
宮崎県日向市原町１丁目２
番地１－１０２

調理スタッフ『介護付有
料老人ホームほそしま』

有限会社　共栄調剤薬局
介護事業部

『介護付有料老人ホームほそしま』の施
設内において
提供する食事の調理業務全般。
　４０食分程度の調理作成（朝・昼・お
やつ・夕）

雇用・労災

不問

950円～950円
宮崎県日向市中町５－２４

調剤薬局事務 株式会社　三良 『つばき薬局』において、調剤事務業務
全般。
　処方箋受付事務。
　調剤補助業務。
　来客・電話応対、レジ。

雇用・労災

不問

雇用・労災

64歳以下

860円～900円
宮崎県日向市大字日知屋古
田町１１番地１

880円～880円
宮崎県日向市亀崎１丁目２
８番地

保育士（午後） 社会福祉法人心光会　正念
寺保育園

・園児（定員９０名）の保育業務。
（担当する園児の年齢は面接時に説明致
します。）

＊月～金曜日までの週５日勤務。

雇用・労災

不問

1,150円～1,300円
宮崎県日向市上町１７番７
号

清掃員（ミスターマック
ス）

株式会社　グローバル・ク
リーン

※ミスターマックス内における清掃全般
・機械を使用しての清掃
・フロアー内とトイレ（男女）清掃
・外の除草作業
・駐車場のチリ取り

雇用・労災・そ
の他

不問

1,075円～1,200円
宮崎県日向市上町７－３

学校給食配送員（運転
手）

上日向自動車　株式会社 ＊日向市学校給食センターにおいて
・学校給食配送及び回収業務。
・範囲：日向市内の小中学校（東郷町を
含む）。
・使用車両：２ｔトラック（車両総重量

雇用・労災

不問

1,000円～1,000円
宮崎県日向市鶴町２丁目７
番１３号 又は9時00分～19時00分の

間の4時間以上

警備員 株式会社　ベルフォート日
向

ホテルの施設内警備業務全般
宿泊客など深夜の電話対応等
ホテル内、駐車場の巡回業務
チェック票の記入（手書き）
基本は事務所で待機となります

雇用・労災

18歳～64歳

853円～853円
宮崎県日向市大字富高４４
３番地

日向市コロナワクチン接
種の予約受付コールセン
タースタッフ

株式会社　ジュアルディ ・日向市民からのワクチン接種の予約を
電話で受け付ける業務です
・予約管理システムを使用し、予約の登
録・変更・キャンセルを行　います
・接種会場（医療機関等）の案内、説明

労災

不問

853円～853円
宮崎県日向市江良町４丁目
１１０－３

店員（午前） 鈴木商店 接客業務全般。
　店内販売業務。
　レジ業務。
　商品の品出し業務。
　その他、付随する業務等。

雇用・労災・健
康・厚生

不問

清掃係（大王店） 株式会社　マルイチ 『マルイチ大王店』において
　床・トイレ（男女）・物品倉庫、従業
員の食堂の清掃作業。
（ほうき・モップ、クリーニング機械
（ボタン式で稼働）を使用）

就業場所（市町村）

仕事内容
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ハロートレーニング ～急がば学べ～

● 職業訓練とは？

○ ハローワークに求職申し込みをしている方で、新たに希望する職業へ

の就職を実現するために必要とされる知識・技能等習得するための制度です。

○ 求職者支援訓練制度の条件を満たす方には、職業訓練受講給付金

（月１０万円） ＋通所手当の支給があります。

○ 公的職業訓練は、「公共職業訓練」と「求職者支援訓練」があります。
・「公 共 職 業 訓 練」とは・・・「主に雇用保険を受給している方」を対象とした訓練

・「求職者支援訓練」とは・・・「主に雇用保険を受給していない方（受給が終わった方も含む）」を対象（優先）とした訓練

受講料無料 !
（ただし、テキスト代や資格

受験料など自己負担分あり）

● 現在募集中（開講予定）の職業訓練は？

● 訓練修了生のメッセージ（一部を紹介します）

◆ 申込状況により募集期間が延長されたり、開講が中止になる場合があります。

◆ 詳しい訓練内容は、ハローワークの訓練窓口にお問い合わせ下さい。

【電気設備技術科】

◆別の業種で働いていましたが、安定して働ける

場所がありませんでした。資格と技術を身に付

けて、新たな業種にチャレンジしてみようと決

意し受講。

【住宅リフォーム技術科】
◆仕事を辞めて宮崎に帰郷し、就職できるか不安

でしたが、地元での就職に強いポリテクセンター

のことを知り、長く仕事を続けられるような技術

を身につけたいと思い受講。

① ものづくり
◆次の就職に必要であり、スキルアップが

できると感じたため受講。訓練を通して

よかったことは、資格取得のため受講に

集中し学べたこと。クラスメイト、先生、

事務員の方々の励ましもあり、受講環境

も良く、目標を達成できたことです。

③医療・調剤・歯科事務科

◆福祉の仕事に興味がありましたが、

全く違う業種の仕事に就いていました。

転職を機にハローワークで訓練制度を

紹介され、挑戦してみようと思い受講。

各専門分野の先生方による講義、介護

施設での実習やボランティア活動を通

して専門意識や技術を身に付けられる

カリキュラムでした。先生方による熱

心なご指導、サポートを受けることが

でき、充実した学生生活を送ることが

できました。また幅広い年代の級友達

と切磋琢磨し、互いを高めあうことが

できました。

② 介護福祉士養成科

宮崎労働局ＨＰ

開講(予定)の職業訓練は

こちらでも確認できます!!


