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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 時給 所在地・就業場所 休日

時給 (1)14時00分～18時00分

(2)8時00分～11時00分

日祝他
雇用期間の定めあり（４ヶ月
以上） 1人 45030- 4991021 宮崎県東臼杵郡門川町

介護職員初任者研修修了者
時給 ホームヘルパー２級

介護福祉士

他 普通自動車運転免許
雇用期間の定めなし

2人 45030- 4998621 宮崎県東臼杵郡門川町
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
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 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
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
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
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

介護福祉士
日給 (1)16時00分～9時00分 介護職員初任者研修修了者

（時給換算） ホームヘルパー２級

他
雇用期間の定めなし

1人 45030- 4714721 宮崎県日向市
変形（1ヶ月単位） 看護師

日給 (1)16時00分～9時00分 准看護師
（時給換算）

他
雇用期間の定めなし

1人 45030- 4715821 宮崎県日向市

仕事内容

児童クラブ担当職員
（パート）

社会福祉法人　誠育会　草
川保育園

児童クラブの見守り、指導（小学１年～
３年生まで）

週３日程度の出勤ですが、長期休暇中
（春・夏・冬休み）は、

1,100円～1,100円
宮崎県東臼杵郡門川町加草
１６２９番地 又は7時00分～19時00分の

間の1時間以上

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

900円～900円
宮崎県東臼杵郡門川町庵川
西１丁目６９番地

訪問介護員 特定非営利活動法人　夢く
らぶ

『夢くらぶ２４介護福祉サービス』にお
いて訪問介護業務。
介護保険事業や障がい福祉サービスにお
いてのホームヘルパー業務
・利用者宅を訪問し、生活援助、身体介

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

労災

不問

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

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。

雇用・労災

不問

853円～853円
宮崎県日向市大字日知屋３
３８９番地１５

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・健
康・厚生

不問

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

69歳以下

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

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。

雇用・労災

不問

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

不問

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

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

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。

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

900円～900円
宮崎県日向市竹島町１番地
４７

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

64歳以下

900円～1,000円
宮崎県日向市竹島町１番地
４７

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

1,150円～1,200円
宮崎県日向市東郷町山陰辛
２６４番地２

夜勤専門看護職員（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』において夜勤
帯の介護業務全般。
夜間帯の利用者の排泄介助、臥床・起床
介助、コール対応、見守り、おむつ交
換、巡回業務等。

雇用・労災

不問

950円～950円
宮崎県日向市中町５－２４

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』において夜勤
帯の介護業務全般。
夜間帯の利用者の排泄介助、臥床・起床
介助、コール対応、見守り、おむつ交
換、巡回業務等。

雇用・労災・健
康・厚生

64歳以下

雇用・労災・健
康・厚生

64歳以下

1,150円～1,200円
宮崎県日向市東郷町山陰辛
２６４番地２

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

令和4年11月14日 作成 （次回は概ね２週間後の予定です）

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 時給 所在地・就業場所 休日
看護師

時給 (1)9時00分～15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- 4747021 宮崎県日向市
交替制あり ホームヘルパー２級

時給 (1)7時00分～12時45分 介護福祉士
(2)13時00分～18時45分 介護職員初任者研修修了者
(3)13時15分～19時00分 他

雇用期間の定めあり（４ヶ月
以上） 1人 45030- 4765721 宮崎県日向市

時給 (1)8時30分～12時30分

(2)13時30分～17時30分

(3)17時30分～19時30分 日祝他
雇用期間の定めなし

1人 45030- 4768521 宮崎県日向市
変形（1ヶ月単位） 看護師

日給 (1)17時00分～8時30分 准看護師
（時給換算）

他
雇用期間の定めなし

1人 45030- 4785421 宮崎県日向市
看護師

時給 (1)17時00分～20時00分 准看護師

水土日祝他
雇用期間の定めなし

1人 45030- 4786321 宮崎県日向市

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、入居者の介護
業務全般。
　入浴。食事、排せつ介助や見守り、そ
の他生活介助。
　軽い体操などのレクレーション等。

（正）（准）看護師 株式会社　だんらん デイサービスにおける、看護師業務全
般。
　入居利用者の健康管理等。
　バイタルチェック。
　喀痰吸引、経管栄養管理、服薬管理。

雇用・労災

69歳以下

看護師・准看護師（天生
堂医院）【週４日】

医療法人　天生堂　天生堂
医院

外来患者様への看護業務全般。
　医師診察、診療の補助業務。
　問診、検温。
　患者誘導。
　処置介助。

労災

59歳以下

860円～900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：夜勤専門）

医療法人　天生堂　天生堂
医院

『天生堂医院』において
夜勤専門の看護業務全般。
　バイタルチェック、患者の見守り業務
等。
　ナースコール対応。

リハビリ助手 医療法人社団　明和会　か
い外科整形外科

＊理学療法士の助手業務。
（理学療法士５名体制。）

＊専門的な支援は理学療法士又が実施。
・患者様への電気治療や温熱治療の施

雇用・労災

不問

1,100円～1,200円
宮崎県日向市亀崎西１丁目
２５番地

仕事内容

労災

18歳～59歳

1,103円～1,103円
宮崎県日向市亀崎西１丁目
２５番地

雇用・労災

不問

960円～1,060円
宮崎県日向市大字日知屋６
２２番地１１６

1,000円～1,000円
宮崎県日向市大字日知屋３
３８９番地１５


