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ハローワーク小林　No.30－10

毎月発行

小林公共職業安定所

℡　０９８４－２３－２１７１

平成30年10月5日

宮崎県えびの市大字亀沢３７
変形（１ヶ月単位） 雇用・労災・健

康・厚生移動式クレーンオペレーター

30歳以
下

月給 有限会社　南九クレーン (1) 8時00分～17時00分

160,000円～250,000
円

普通自動車免許一種
　　TEL 0984-37-0315

雇用期間の定めなし （従業員数 6人 ） 休日
正社員 45070- 3645181 就業場所 宮崎県えびの市 日他

宮崎県えびの市大字大明司１０６１番地１
変形（１ヶ月単位） 雇用・労災・健

康・厚生給油所作業員（飯野給油所）

不問

日給（月額見込） えびの市農業協同組合 (1) 7時30分～16時30分

144,050円～165,550
円

普通自動車免許一種
　　TEL 0984-33-3100 (2) 8時00分～17時00分

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） （従業員数 3人 ） 休日
正社員以外 45070- 3650781 就業場所 宮崎県えびの市

(3)10時30分～19時30分 他

宮崎県えびの市大字大明司１０６１番地１
変形（１ヶ月単位） 雇用・労災・健

康・厚生給油所作業員（加久藤給油所）

不問

日給（月額見込） えびの市農業協同組合 (1) 7時30分～16時30分

144,050円～165,550
円

普通自動車免許一種
　　TEL 0984-33-3100 (2) 8時00分～17時00分

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） （従業員数 3人 ） 休日
正社員以外 45070- 3652281 就業場所 宮崎県えびの市

(3)10時30分～19時30分 他

宮崎県えびの市大字原田２１５３－６
変形（１ヶ月単位） 雇用・労災・健

康・厚生介護職

62歳以
下

月給 医療法人武雄会　グループホ
ームあおい（葵）

(1) 7時30分～16時30分

135,000円～152,000
円

普通自動車免許ＡＴ
　　TEL 0984-25-3778 (2) 8時30分～17時30分

雇用期間の定めなし （従業員数 17人 ） 休日
正社員 45070- 3655381 就業場所 宮崎県えびの市

(3)12時00分～21時00分 他

宮崎県えびの市大字原田３２１６－１８
特定曜日のみ(2)(3) 雇用・労災・健

康歯科衛生士

64歳以
下

月給 はまだ歯科医院 (1) 9時00分～19時00分

170,000円～210,000
円

歯科衛生士
　　TEL 0984-33-5647 (2) 9時00分～17時00分

雇用期間の定めなし （従業員数 3人 ） 休日
正社員 45070- 3660281 就業場所 宮崎県えびの市

(3) 9時00分～13時00分 日祝他

宮崎県えびの市大字原田３２１６－１８
雇用・労災

歯科衛生士

64歳以
下

時給 はまだ歯科医院 9時00分 ～ 19時00分 

900円～1,250円

歯科衛生士
　　TEL 0984-33-5647 の間の 4 時間 以上

雇用期間の定めなし （従業員数 3人 ） 休日
パート労働者 45070- 3661181 就業場所 宮崎県えびの市 日祝他

宮崎県えびの市大字原田３２１６－１８
特定曜日のみ(2)(3) 雇用・労災・健

康歯科助手

64歳以
下

月給 はまだ歯科医院 (1) 9時00分～19時00分

150,000円～170,000
円

　　TEL 0984-33-5647 (2) 9時00分～17時00分
雇用期間の定めなし （従業員数 3人 ） 休日
正社員 45070- 3662081 就業場所 宮崎県えびの市

(3) 9時00分～13時00分 日祝他

宮崎県えびの市大字西長江浦１７２９－１
雇用・労災・健
康・厚生農業作業員

不問

日給（月額見込） 有限会社　ながえ村生産組合 (1) 8時00分～17時00分

170,800円～170,800
円

普通自動車免許一種
　　TEL 0984-25-4466

雇用期間の定めなし （従業員数 1人 ） 休日
正社員 45070- 3663381 就業場所 宮崎県えびの市 他

宮崎県えびの市大字大河平４３２７－３７
変形（１ヶ月単位） 雇用・労災・健

康・厚生施設管理（さくら苑）

64歳以
下

時給（月額見込） 医療法人社団　公佑会 (1) 8時00分～17時00分

127,800円～127,800
円

普通自動車免許ＡＴ
　　TEL 0984-33-2127

雇用期間の定めなし （従業員数 83人 ） 休日
正社員以外 45070- 3625481 就業場所 日他

宮崎県えびの市大字向江８１２－１
変形（１年単位） 雇用・労災・健

康・厚生水道配管・空調設備工

不問

月給 株式会社　オーム工業 (1) 8時00分～17時00分

170,000円～300,000
円

普通自動車免許一種
　　TEL 0984-37-1631 厚生年金基金 管工事施工技士１級

雇用期間の定めなし （従業員数 15人 ） 休日 管工事施工技士２級
正社員 45070- 3629181 就業場所 宮崎県えびの市 日祝他

宮崎県えびの市大字向江８１２－１
変形（１年単位） 雇用・労災・健

康・厚生土木施工管理者

不問

月給 株式会社　オーム工業 (1) 8時00分～17時00分

170,000円～300,000
円

土木施工管理技士２級
　　TEL 0984-37-1631 厚生年金基金 普通自動車免許一種

雇用期間の定めなし （従業員数 15人 ） 休日
正社員 45070- 3630681 就業場所 宮崎県えびの市 日祝他

宮崎県えびの市大字向江８１２－１
変形（１年単位） 雇用・労災・健

康・厚生電気工事士

不問

月給 株式会社　オーム工業 (1) 8時00分～17時00分

170,000円～300,000
円

普通自動車免許一種
　　TEL 0984-37-1631 厚生年金基金 電気工事施工管理２級

雇用期間の定めなし （従業員数 15人 ） 休日 電気工事士（第１種）
正社員 45070- 3631981 就業場所 宮崎県えびの市 日祝他

宮崎県えびの市大字小田６３－１
雇用・労災

運転手（ゴミ収集車）

不問

時給 株式会社　浜川産業 (1) 8時00分～12時00分

800円～875円

中型自動車免許一種
　　TEL 0984-35-0150

雇用期間の定めなし （従業員数 4人 ） 休日
パート労働者 45070- 3639381 就業場所 宮崎県えびの市 土日祝他

宮崎県えびの市大字原田１４０３番地１８８ 変形（１年単位） 雇用・労災・健
康・厚生製材作業員

45歳以
下

月給 立石林業　株式会社　飯野出
張所

(1) 7時45分～17時00分

155,000円～190,000
円

普通自動車免許一種
　　TEL 0984-33-0144

雇用期間の定めなし （従業員数 41人 ） 休日
正社員 45070- 3641481 就業場所 宮崎県えびの市 日祝他
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宮崎県えびの市大字坂元１５４４－２
雇用・労災

支援員補助／えびの支援センター　
びーだま 59歳以

下

時給 株式会社　祐脩 (1) 9時00分～13時00分

800円～1,000円

普通自動車免許ＡＴ
　　TEL 0984-27-3270 (2)13時45分～17時45分

雇用期間の定めなし （従業員数 5人 ） 休日
パート労働者 45070- 3579481 就業場所 宮崎県えびの市 日他

宮崎県えびの市大字栗下１２９２番地
雇用・公災・健
康・厚生特定健康診査等事務補助（健康保

険課）
不問

日給（月額見込） えびの市役所 (1) 8時30分～17時15分

133,250円～139,400
円

看護師
　　TEL 0984-35-1111 准看護師

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） （従業員数 479人 ） 休日
正社員以外 45070- 3586581 就業場所 宮崎県えびの市 土日祝

宮崎県えびの市大字原田２２１６－１０
変形（１ヶ月単位） 雇用・労災・健

康・厚生看護職（ショートステイ）

不問

月給 社会福祉法人　慶和会　シル
バーケアステーション　ほうよう

(1) 7時00分～16時00分

147,000円～209,000
円

准看護師
　　TEL 0984-25-3311 (2) 8時30分～17時30分

看護師
雇用期間の定めなし （従業員数 31人 ） 休日 普通自動車免許ＡＴ
正社員 45070- 3589881 就業場所 宮崎県えびの市

(3)10時00分～19時00分 他

宮崎県えびの市大字原田２２１６－１０
変形（１ヶ月単位） 雇用・労災・健

康・厚生介護職員（ショートステイ）

不問

月給 社会福祉法人　慶和会　シル
バーケアステーション　ほうよう

(1) 7時00分～16時00分

138,000円～173,000
円

普通自動車免許ＡＴ
　　TEL 0984-25-3311 (2) 8時30分～17時30分

雇用期間の定めなし （従業員数 29人 ） 休日
正社員 45070- 3590181 就業場所 宮崎県えびの市

(3)10時00分～19時00分 他

宮崎県えびの市大字原田１４０３－２７
変形（１ヶ月単位） 雇用・労災・健

康・厚生支援員（介護職）日勤～真幸園

59歳以
下

月給 社会福祉法人　えびの明友会 (1) 7時30分～16時30分

138,000円～157,000
円

ホームヘルパー２級
　　TEL 0984-27-4165 (2) 8時30分～17時30分

介護職員初任者研修
雇用期間の定めなし （従業員数 28人 ） 休日
正社員 45070- 3600481 就業場所 宮崎県えびの市

(3) 9時15分～18時15分 他

宮崎県えびの市大字原田１４０３－２７
変形（１ヶ月単位） 雇用・労災・健

康・厚生准看護師（あけぼの園）

不問

月給 社会福祉法人　えびの明友会 (1) 8時00分～17時00分

180,000円～190,000
円

准看護師
　　TEL 0984-27-4165 (2) 9時30分～18時30分

雇用期間の定めなし （従業員数 40人 ） 休日
正社員 45070- 3601781 就業場所 宮崎県えびの市 他

宮崎県えびの市大字原田１４０３－２７
雇用・労災

入浴介助（八幡の里）

不問

時給 社会福祉法人　えびの明友会 (1) 9時30分～15時30分

1,200円～1,200円
　　TEL 0984-27-4165

雇用期間の定めあり（4ヶ月未満） （従業員数 88人 ） 休日
パート労働者 45070- 3603281 就業場所 宮崎県えびの市 土日祝他

宮崎県えびの市大字原田１４０３－２７
変形（１ヶ月単位） 雇用・労災・健

康・厚生看護師（特別養護老人ホーム　八
幡の里） 59歳以

下

月給 社会福祉法人　えびの明友会 (1) 7時00分～16時00分

200,000円～210,000
円

看護師
　　TEL 0984-27-4165 (2) 8時00分～17時00分

普通自動車免許ＡＴ
雇用期間の定めなし （従業員数 90人 ） 休日
正社員 45070- 3604181 就業場所 宮崎県えびの市

(3)10時00分～19時00分 他

宮崎県えびの市大字大河平４６３３
雇用・労災・健
康・厚生食品製造（食肉製品）

40歳以
下

月給 株式会社　丸正フーズ (1) 8時00分～17時00分

134,635円～134,635
円

　　TEL 0984-33-4129
雇用期間の定めなし （従業員数 200人 ） 休日
正社員 45070- 3605081 就業場所 宮崎県えびの市 土日他

宮崎県えびの市大字島内６３７－８
変形（１年単位） 雇用・労災・健

康・厚生水道工事技術者

59歳以
下

月給 松下総合設備株式会社 (1) 8時00分～17時00分

200,000円～300,000
円

普通自動車免許一種
　　TEL 0984-37-0234 管工事施工技士２級

雇用期間の定めなし （従業員数 4人 ） 休日
正社員 45070- 3563881 就業場所 宮崎県えびの市 日他

宮崎県えびの市大字島内６３７－８
変形（１年単位） 雇用・労災・健

康・厚生電気工事技術者

59歳以
下

月給 松下総合設備株式会社 (1) 8時00分～17時00分

200,000円～300,000
円

普通自動車免許一種
　　TEL 0984-37-0234 電気工事施工管理２級

雇用期間の定めなし （従業員数 4人 ） 休日
正社員 45070- 3564281 就業場所 宮崎県えびの市 日他

宮崎県えびの市大字島内６３７－８
変形（１年単位） 雇用・労災・健

康・厚生土木工事技術者

59歳以
下

月給 松下総合設備株式会社 (1) 8時00分～17時00分

200,000円～300,000
円

土木施工管理技士２級
　　TEL 0984-37-0234 普通自動車免許一種

雇用期間の定めなし （従業員数 4人 ） 休日
正社員 45070- 3565181 就業場所 宮崎県えびの市 日他

宮崎県えびの市大字向江７４５－１
労災

ホールスタッフ

不問

時給 株式会社　赤川商事 9時00分 ～ 22時30分 

765円～800円
　　TEL 0984-37-0930 の間の 3 時間 以上

雇用期間の定めなし （従業員数 6人 ） 休日
パート労働者 45070- 3572281 就業場所 宮崎県えびの市 月他

宮崎県えびの市大字向江７４５－１
雇用・労災・健
康・厚生調理スタッフ（見習い）

不問

月給 株式会社　赤川商事 (1) 7時00分～15時00分

145,000円～350,000
円

　　TEL 0984-37-0930 (2)15時00分～22時00分
雇用期間の定めなし （従業員数 9人 ） 休日
正社員 45070- 3573181 就業場所 宮崎県えびの市 月他
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宮崎県えびの市大字上江６７０
変形（１ヶ月単位） 雇用・労災・健

康・厚生総務　管理職（責任者候補）

45歳以
下

月給 えびの電子工業　株式会社 (1) 8時00分～17時00分

177,100円～225,500
円

普通自動車免許ＡＴ
　　TEL 0984-33-5060

雇用期間の定めなし （従業員数 137人 ） 休日
正社員 45070- 3543981 就業場所 宮崎県えびの市 日祝他

宮崎県えびの市大字大明司１０２４－５
労災

調剤補助業務

不問

時給 有限会社　あい薬局 (1) 8時30分～12時00分

850円～850円
　　TEL 0984-35-2822

雇用期間の定めなし （従業員数 5人 ） 休日
パート労働者 45070- 3547881 就業場所 宮崎県えびの市 日祝他

宮崎県えびの市大字原田１４０３－２７
変形（１ヶ月単位） 雇用・労災・健

康・厚生准看護師（特別養護老人ホーム　
八幡の里） 59歳以

下

月給 社会福祉法人　えびの明友会 (1) 7時00分～16時00分

180,000円～190,000
円

准看護師
　　TEL 0984-27-4165 (2) 8時00分～17時00分

普通自動車免許ＡＴ
雇用期間の定めなし （従業員数 90人 ） 休日
正社員 45070- 3529581 就業場所 宮崎県えびの市

(3)10時00分～19時00分 他

宮崎県えびの市大字原田１９０５－２
雇用・労災・健
康・厚生牛の飼育作業員

59歳以
下

日給（月額見込） 株式会社　千春畜産 (1) 7時00分～17時00分

197,000円～236,000
円

普通自動車免許一種
　　TEL 0984-33-5640

雇用期間の定めなし （従業員数 4人 ） 休日
正社員 45070- 3500381 就業場所 宮崎県えびの市 他

宮崎県えびの市大字向江１３４－１
変形（１年単位） 雇用・労災・健

康・厚生保全プレス

59歳以
下

月給 株式会社　宮崎カジュアル (1) 8時15分～17時00分

160,000円～160,000
円

　　TEL 0984-37-0014
雇用期間の定めなし （従業員数 19人 ） 休日
正社員 45070- 3519681 就業場所 宮崎県えびの市 日祝他

宮崎県えびの市大字岡松１番地
変形（１ヶ月単位） 雇用・労災・健

康・厚生介護職員（老人ホーム）

18歳～
59歳

月給 社会福祉法人　慈愛会　えび
の涼風園

(1) 8時00分～17時30分

161,500円～202,600
円

　　TEL 0984-37-1220 (2)17時00分～ 8時00分
雇用期間の定めなし （従業員数 48人 ） 休日
正社員 45070- 3481481 就業場所 宮崎県えびの市 他

宮崎県えびの市大字原田９５６
雇用・労災・健
康・厚生農業作業員

不問

時給（月額見込） 株式会社　本坊農園 (1) 8時00分～17時00分

132,660円～135,000
円

普通自動車免許ＡＴ
　　TEL 0984-33-1610

雇用期間の定めなし （従業員数 17人 ） 休日
正社員 45070- 3470681 就業場所 宮崎県えびの市 他

宮崎県えびの市大字原田９５６
雇用・労災・健
康・厚生農業作業員及び管理要員

不問

時給（月額見込） 株式会社　本坊農園 (1) 8時00分～17時00分

132,660円～162,000
円

普通自動車免許一種
　　TEL 0984-33-1610

雇用期間の定めなし （従業員数 17人 ） 休日
正社員 45070- 3471981 就業場所 宮崎県えびの市 他

宮崎県えびの市大字大明司８８１－３
変形（１年単位） 雇用・労災・健

康・厚生配車係

不問

月給 宮崎味岡生コンクリート株式会
社
　第二工場えびの

(1) 7時45分～16時45分

170,000円～170,000
円

　　TEL 0984-33-5656
雇用期間の定めなし （従業員数 6人 ） 休日
正社員 45070- 3475881 就業場所 宮崎県えびの市 日祝他

宮崎県えびの市大字原田１４０３－２７
変形（１ヶ月単位） 雇用・労災・健

康・厚生調理員（特別養護老人ホーム　八
幡の里）

不問

月給 社会福祉法人　えびの明友会 (1) 6時00分～15時00分

141,000円～141,000
円

普通自動車免許ＡＴ
　　TEL 0984-27-4165 (2)10時00分～19時00分

雇用期間の定めなし （従業員数 88人 ） 休日
正社員 45070- 3418881 就業場所 宮崎県えびの市 他

宮崎県えびの市大字大明司字六本原
雇用・労災・健
康・厚生調理及び清掃

不問

時給（月額見込） 電気興業　株式会社　えびの
テクノセンター

9時30分 ～ 18時45分 

126,720円～126,720
円

　　TEL 0984-33-5709 の間の 8 時間
雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） （従業員数 40人 ） 休日
正社員以外 45070- 3420381 就業場所 宮崎県えびの市 土日祝他

宮崎県えびの市大字大河平４６３３－４３
雇用・労災・健
康・厚生栄養士

59歳以
下

月給 株式会社　ライフサポート (1) 9時00分～18時00分

143,000円～175,500
円

栄養士
　　TEL 0984-33-3444

雇用期間の定めなし （従業員数 25人 ） 休日
正社員 45070- 3432481 就業場所 宮崎県えびの市 水日祝他

宮崎県えびの市大字大河平４６３３－４３
雇用・労災・健
康・厚生栄養士

59歳以
下

時給 株式会社　ライフサポート 9時00分 ～ 18時00分 

800円～850円

栄養士
　　TEL 0984-33-3444 の間の 6 時間 程度

雇用期間の定めなし （従業員数 25人 ） 休日
パート労働者 45070- 3433781 就業場所 宮崎県えびの市 水日祝他

宮崎県えびの市大字原田３１４４－２
変形（１年単位） 雇用・労災・健

康・厚生電気工事士

40歳以
下

月給 株式会社　大正水流 (1) 8時00分～17時00分

176,000円～270,000
円

普通自動車免許一種
　　TEL 0984-33-3392

雇用期間の定めなし （従業員数 4人 ） 休日
正社員 45070- 3397181 就業場所 宮崎県えびの市 日祝他



求人者名 所在地・就業場所 就業時間
加入保険　　　

休　日職　　種 年 齢 賃　　金 必要な免許資格
求人番号

◎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。面接後には紹介状は発行できませんので、ご注意ください。

◎労働時間等、実際の雇用契約によっては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いますので、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。その際はご了承ください。

ハローワーク小林　No.30－10

毎月発行

小林公共職業安定所

℡　０９８４－２３－２１７１

平成30年10月5日

宮崎県えびの市大字上江１００１－８
変形（１ヶ月単位） 雇用・労災・健

康・厚生自動車整備士

不問

月給 有限会社　ジュンモータース (1) 8時30分～17時00分

147,000円～196,000
円

普通自動車免許一種
　　TEL 0984-25-3002 自動車整備士（２級）

雇用期間の定めなし （従業員数 5人 ） 休日 自動車整備士（３級）
正社員 45070- 3408781 就業場所 宮崎県えびの市 日祝他

宮崎県えびの市大字上江１００１－８
変形（１ヶ月単位） 雇用・労災・健

康・厚生自動車検査員

59歳以
下

月給 有限会社　ジュンモータース (1) 8時30分～17時00分

218,000円～238,000
円

普通自動車免許一種
　　TEL 0984-25-3002 自動車検査員

雇用期間の定めなし （従業員数 5人 ） 休日
正社員 45070- 3409881 就業場所 宮崎県えびの市 日祝他

宮崎県えびの市大字上江６７０
変形（１年単位） 雇用・労災・健

康・厚生ソフトウェア開発技術者（えびの本
社）

不問

月給 えびの電子工業　株式会社 (1) 8時00分～17時00分

202,500円～263,000
円

　　TEL 0984-33-5060
雇用期間の定めなし （従業員数 135人 ） 休日
正社員 45070- 3367681 就業場所 宮崎県えびの市 日祝他

宮崎県えびの市大字上江６７０
変形（１ヶ月単位） 雇用・労災・健

康・厚生工程管理責任者（えびの本社工
場） 59歳以

下

月給 えびの電子工業　株式会社 (1) 8時00分～17時00分

177,100円～225,500
円

　　TEL 0984-33-5060
雇用期間の定めなし （従業員数 135人 ） 休日
正社員 45070- 3369581 就業場所 宮崎県えびの市 日祝他

宮崎県えびの市大字坂元１６４０
雇用・労災・健
康・厚生養鶏管理又は農場管理

65歳以
下

時給（月額見込） 有限会社　東康夫養鶏場 (1) 8時00分～17時00分

144,855円～144,855
円

普通自動車免許一種
　　TEL 0984-33-0323

雇用期間の定めなし （従業員数 14人 ） 休日
正社員 45070- 3377581 就業場所 宮崎県えびの市 他

宮崎県えびの市大字原田３２３６
労災

看護師又は准看護師

不問

時給 杉原耳鼻咽喉科 (1)14時30分～17時45分

900円～1,200円

看護師
　　TEL 0984-21-3100 准看護師

雇用期間の定めなし （従業員数 5人 ） 休日
パート労働者 45070- 3385481 就業場所 宮崎県えびの市 水土日祝他

宮崎県えびの市大字大河平４３２７－３７
雇用・労災

運転手（介護老人保健施設　さくら
苑） 64歳以

下

時給 医療法人社団　公佑会 (1) 8時00分～10時30分

750円～750円

普通自動車免許ＡＴ
　　TEL 0984-33-2127 (2)15時00分～17時30分

雇用期間の定めなし （従業員数 83人 ） 休日
パート労働者 45070- 3389181 就業場所 宮崎県えびの市 日

宮崎県えびの市大字原田２２３６
特定曜日のみ(2)(3) 雇用・労災

准看護師又は正看護師（外来：日
勤） 62歳以

下

時給 医療法人　武雄会　えびの第
一クリニック

(1) 8時30分～12時30分

900円～1,200円

看護師
　　TEL 0984-33-0148 (2)13時00分～17時00分

准看護師
雇用期間の定めなし （従業員数 17人 ） 休日
パート労働者 45070- 3392581 就業場所 宮崎県えびの市 木日祝他

宮崎県えびの市大字末永３７２８－２
雇用・労災・健
康・厚生牛の飼育作業員

不問

日給（月額見込） 株式会社　坊野ファーム (1) 7時00分～17時00分

195,000円～221,000
円

　　TEL 0984-33-2737
雇用期間の定めなし （従業員数 3人 ） 休日
正社員 45070- 3393481 就業場所 宮崎県えびの市 他

宮崎県えびの市大字杉水流６０８
変形（１年単位） 雇用・労災・健

康・厚生事務員

59歳以
下

日給（月額見込） 有限会社　ヤマチュウ青果 (1) 8時00分～17時00分

150,800円～185,600
円

普通自動車免許ＡＴ
　　TEL 0984-33-0143

雇用期間の定めなし （従業員数 20人 ） 休日
正社員 45070- 3331081 就業場所 宮崎県えびの市 日祝他

宮崎県えびの市大字杉水流６０８
変形（１年単位） 雇用・労災・健

康・厚生作業員

59歳以
下

日給（月額見込） 有限会社　ヤマチュウ青果 (1) 8時00分～17時00分

139,200円～185,600
円

　　TEL 0984-33-0143
雇用期間の定めなし （従業員数 21人 ） 休日
正社員 45070- 3337781 就業場所 宮崎県えびの市 日祝他

宮崎県小林市細野２５１－１
変形（１年単位） 雇用・労災・健

康・厚生作業員

不問

日給（月額見込） 西諸地区森林組合　山林部 (1) 8時00分～17時00分

163,100円～163,100
円

普通自動車免許ＡＴ
　　TEL 0984-22-7876

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） （従業員数 51人 ） 休日
正社員以外 45070- 3342981 就業場所 宮崎県えびの市 日祝他

宮崎県えびの市大字亀沢３９１－１
雇用・労災・健
康・厚生介護支援専門員（ケアマネージャ

ー） 64歳以
下

月給 医療法人社団　さつき会 (1) 8時30分～17時30分

400,000円～400,000
円

介護支援専門員
　　TEL 0984-37-2233 (2) 8時30分～12時30分

普通自動車免許ＡＴ
雇用期間の定めなし （従業員数 40人 ） 休日
正社員 45070- 3360481 就業場所 宮崎県えびの市 日他

宮崎県えびの市大字向江９２９
変形（１ヶ月単位） 雇用・労災・健

康・厚生正看護師または准看護師

64歳以
下

月給 医療法人　渡辺医院 (1) 8時30分～17時00分

170,000円～200,000
円

看護師
　　TEL 0984-37-1109 (2) 8時30分～12時30分

准看護師
雇用期間の定めなし （従業員数 44人 ） 休日
正社員 45070- 3306081 就業場所 宮崎県えびの市

(3)16時30分～ 9時30分 他
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宮崎県えびの市大字浦８９８－５
変形（１年単位） 雇用・労災・健

康・厚生営業

不問

月給 岡元砕石　有限会社 (1) 8時00分～17時00分

184,800円～280,000
円

普通自動車免許ＡＴ
　　TEL 0984-37-2288

雇用期間の定めなし （従業員数 6人 ） 休日
正社員 45070- 3312281 就業場所 宮崎県えびの市 日祝他

宮崎県えびの市大字上江７９６－３
雇用・労災

農産物加工品の製造

不問

時給 中利缶詰　株式会社　霧島工
場

8時00分 ～ 17時20分

737円～737円
　　TEL 0984-33-0038 の間の 5 時間 以上

雇用期間の定めあり（4ヶ月未満） （従業員数 39人 ） 休日
パート労働者 45070- 3324681 就業場所 宮崎県えびの市 日他

宮崎県えびの市大字末永２３３８－１
雇用・労災

井型製造

不問

時給 有限会社　フラップ　えびの 8時00分 ～ 17時00分 

850円～850円

普通自動車免許一種
　　TEL 0984-33-2835 の間の 6 時間 程度

雇用期間の定めなし （従業員数 6人 ） 休日
パート労働者 45070- 3326581 就業場所 宮崎県えびの市 土日祝他


