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　　◎この情報は発行日前の２週間分の求人の一部です。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 仕事内容 加入保険等

採用人数 時給 所在地 就業場所（市町村） 休日
雇用期間 就業時間

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

児童クラブ担当職員
（パート） 時給

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、
週の勤務日数が最大で６日勤務となる場合あり。

労災
(1)14時00分～18時00分
(2)8時00分～11時00分

900円～900円
宮崎県東臼杵郡門川町庵川西１丁
目６９番地

雇用期間の定めなし 又は5時00分～18時00分
の間の3時間以上

他
1人 45030- 4997321 宮崎県日向市

調理補助
時給

有限会社　三樹商事 『民宿　山の茶屋』において
朝食業務。
　朝食の調理。
夕食業務
　夕食の調理。

労災

1,000円～1,000円
宮崎県日向市原町２－７－３　民
宿山の茶屋１Ｆ

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 他
1人 45030- 4879121 宮崎県日向市

清掃員（コープみや
ざき　財光寺店） 時給

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
(1)8時00分～12時30分

880円～880円
宮崎県日向市亀崎１丁目２８番地

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 他
1人 45030- 4891421 宮崎県日向市

海産係（大王店）
時給

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
(1)8時00分～13時00分

890円～890円
宮崎県日向市江良町４丁目１１０
－３

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 他
2人 45030- 4892321 宮崎県日向市

清掃係（大王店）
時給

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）

労災
(1)7時30分～12時00分
(2)13時00分～16時30分

853円～853円
宮崎県日向市江良町４丁目１１０
－３

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 他
1人 45030- 4904421 宮崎県日向市

清掃員（ミスター
マックス） 時給

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

交替制あり 雇用・労災・そ
の他(1)6時30分～11時00分

(2)15時00分～18時00分

880円～880円
宮崎県日向市亀崎１丁目２８番地

職種 賃金形態 求人者名 仕事内容 加入保険等

ハローワーク日向
（日向公共職業安定所）

Tｅｌ．0982-52-4131

Ｆａｘ．0982-52-4133

令和4年11月14日作成 次回の発行は概ね２週間後の予定です。
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(3)11時30分～16時30分
雇用期間の定めなし 他

1人 45030- 4916121 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』

時給
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）
（職員３～４名体制で対応）
　調理の他に洗浄、片づけ、清掃等も有り。

交替制あり 雇用・労災
(1)5時30分～12時00分
(2)8時30分～13時30分

860円～900円
宮崎県日向市大字日知屋古田町１
１番地１

雇用期間の定めなし 他
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』

時給
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）
（職員３～４名体制で対応）
　調理の他に洗浄、片づけ、清掃等も有り。

雇用・労災
(1)5時30分～12時00分

860円～900円
宮崎県日向市大字日知屋古田町１
１番地１

雇用期間の定めなし 他
1人 45030- 4806221 宮崎県東臼杵郡門川町

青果部店員【ダイ
レックス門川店』
（８：００～１１：
００）

時給
有限会社　まるさ 『ダイレックス門川店』において、

市場から戻ってきたトラックの青果物の荷下ろし、台車
に乗せて売り場まで運び、陳列までの一連の作業です。
青果物によっては１箱２０ｋｇ程度の重量物もありま
す。

労災
(1)8時00分～11時00分

860円～860円
宮崎県東臼杵郡門川町加草４丁目
３５番地

(3)18時00分～0時00分
雇用期間の定めなし 又は9時00分～0時00分の

間の3時間以上
他

3人 45030- 4746121 宮崎県日向市

接客及び調理スタッ
フ 時給

株式会社　ジョイフル東九州
日向江良店

＊ジョイフル日向江良店において
・接客サービス業務全般。
（オーダー伺い、配膳下膳、レジ会計　等）
・調理業務全般。
（調理、仕込み、盛付け、食器洗い　等）

労災
(1)9時00分～15時00分
(2)12時00分～16時00分

853円～853円
宮崎県日向市江良町４－２６

雇用期間の定めなし 他
2人 45030- 4777421 宮崎県日向市

清掃業務【Ｐｌｅａ
ｓａｎｔ日向】 時給

民宿　みやこ家 お倉ヶ浜が一望できるホテル『Ｐｌｅａｓａｎｔ日向』
観光・ビジネス・サーフィン・スポーツ団体、合宿など
様々な宿泊プランに対応できるホテルです。

客室、浴場等の清掃業務全般。

雇用・労災
(1)9時30分～14時30分

900円～900円
宮崎県日向市大字幸脇３６７ー１

雇用期間の定めなし 他
1人 45030- 4791221 宮崎県日向市

配膳雑務（土日祝の
み）（１１時～１４
時）『民宿みやこ
家』

時給
民宿　みやこ家 配膳、皿洗い、片付け、清掃　等。

レジ業務はありません。

＊土日祝日のみの勤務となります。
＊立ち仕事なので体力が必要です。

労災
(1)11時00分～14時00分

860円～860円
宮崎県日向市大字幸脇３６７ー１

雇用期間の定めなし 他
1人 45030- 4792521 宮崎県日向市

配膳雑務（土日祝の
み）（１１時～１５
時）「民宿みやこ
家」

時給
民宿　みやこ家 配膳、皿洗い、片付け、清掃　等。

レジ業務はありません。

＊土日祝日のみの勤務となります。
＊立ち仕事なので体力が必要です。

労災
(1)11時00分～15時00分

860円～860円
宮崎県日向市大字幸脇３６７ー１

宮崎県日向市大字日知屋字亀川１
７３１５番１

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 他
1人 45030- 4692021 宮崎県東臼杵郡門川町

清掃スタッフ（日向
病院） 時給

株式会社　文化コーポレー
ション　日向営業所

『日向病院』において
病室内の清掃
個室（トイレ・浴室・洗面台）
床の掃き拭き（個室・大部屋）


雇用・労災・健
康・厚生(1)8時00分～17時00分

(2)8時00分～15時00分

853円～853円
宮崎県日向市大字日知屋字亀川１
７３１５番１

雇用期間の定めあり（４ヶ月未満） 土日祝他
1人 45030- 4693721 宮崎県東臼杵郡門川町

清掃スタッフ（南町
保育園・いすず保育
園）

時給
株式会社　文化コーポレー
ション　日向営業所

『南町保育園』及び『いすず保育園』において
清掃業務全般。
　トイレ清掃業務。
　床の掃き拭き。
　カーペットの掃除機がけ。

労災
(1)13時30分～15時00分
(2)15時30分～17時30分

853円～853円

採用人数 時給 所在地 就業場所（市町村） 休日
雇用期間 就業時間


