
年齢・

職種 年齢制限該当事由 賃金 求人者名 就業時間 加入保険等 必要な免許資格

時給

59歳以下 (1)8時30分～15時00分

795円～795円

TEL 0984-33-2730 （従業員数 20人 ）

パート労働者 45070-   33511 就業場所 宮崎県えびの市

月給 変形（1ヶ月単位）

59歳以下 (1)8時15分～17時15分

167,000円～186,000円

TEL 0984-27-4165 （従業員数 78人 ）

正社員 45070-   41511 就業場所 宮崎県えびの市

月給 変形（1ヶ月単位）

59歳以下 (1)8時00分～17時00分

200,000円～210,000円 (2)9時30分～18時30分

TEL 0984-27-4165 （従業員数 41人 ）

正社員 45070-   42411 就業場所 宮崎県えびの市

月給 変形（1年単位）

64歳以下 (1)8時00分～17時00分

230,000円～270,000円

TEL 0984-27-3312 （従業員数 10人 ）

正社員 45070-   51011 就業場所 宮崎県えびの市

時給 変形（1年単位）

59歳以下 (1)7時45分～17時00分

800円～950円

TEL 0984-35-3636 （従業員数 47人 ）

パート労働者 45070-   52311 就業場所 宮崎県えびの市

時給

59歳以下 (1)10時00分～15時00分

800円～800円

TEL 0984-33-4129 （従業員数 190人 ）

パート労働者 45070-    3911 就業場所 宮崎県えびの市

月給

64歳以下 (1)8時00分～17時00分

146,000円～260,000円

TEL 0984-22-2185 （従業員数 20人 ）

正社員 45070-    4111 就業場所 宮崎県えびの市

月給

64歳以下 (1)8時00分～17時00分

146,000円～260,000円

TEL 0984-22-2185 （従業員数 20人 ）

正社員 45070-    5711 就業場所 宮崎県えびの市

月給 交替制あり

64歳以下 (1)9時00分～19時00分

160,000円～190,000円 (2)9時00分～17時00分

(3)9時00分～13時00分

TEL 0984-33-5647 （従業員数 3人 ）

正社員 45070-    6811 就業場所 宮崎県えびの市

時給 9時00分～19時00分の間の

64歳以下 4時間以上

900円～1,350円

TEL 0984-33-5647 （従業員数 3人 ）

パート労働者 45070-    7211 就業場所 宮崎県えびの市

日給(時給換算） 交替制あり

不問 (1)12時30分～18時30分

925円～983円

TEL 0984-35-1111 （従業員数 12人 ）

パート労働者 45070-    9411 就業場所 宮崎県えびの市

日給(時給換算） 交替制あり

不問 (1)12時30分～18時30分

1,180円～1,251円

TEL 0984-35-1111 （従業員数 12人 ）

パート労働者 45070-   10611 就業場所 宮崎県えびの市

時給 変形（1ヶ月単位）

不問 5時00分～21時30分の間の6時間

866円～866円

TEL 0984-33-5060 （従業員数 129人 ）

パート労働者 45070-   18011 就業場所 宮崎県えびの市

月給 変形（1ヶ月単位）

59歳以下 (1)8時00分～17時30分

161,500円～202,600円 (2)9時00分～18時30分

(3)17時00分～8時00分

TEL 0984-37-1220 （従業員数 55人 ）

正社員 45070-   21711 就業場所 宮崎県えびの市

月給 変形（1ヶ月単位）

59歳以下 (1)8時00分～17時30分

161,500円～202,600円 (2)9時00分～18時30分

(3)17時00分～8時00分

TEL 0984-37-1220 （従業員数 55人 ）

正社員 45070- 4217801 就業場所 宮崎県えびの市

雇用・労災

雇用期間の定めなし 定年を上限

所在地・就業場所

自動車用ゴム部品の検査 新光ゴム九州株式会社 宮崎県えびの市大字大河平琵琶池４４７０番地
１８

看護師（あけぼの園） 社会福祉法人　えびの明友会 宮崎県えびの市大字原田１４０３－２７ 雇用・労災・健
康・厚生

看護師

雇用期間の定めなし 定年を上限

機能訓練指導員（八幡の里） 社会福祉法人　えびの明友会 宮崎県えびの市大字原田１４０３－２７ 雇用・労災・健
康・厚生

看護師

准看護師

雇用期間の定めなし 定年を上限

柔道整復師

プラスチック成形　製品検品業
務

ゴールド工業　株式会社　九州
工場

宮崎県えびの市大字永山７１２－１ 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

土木技術者 株式会社　ゆう・ひがし 宮崎県えびの市大字大河平２５８３ 雇用・労災・健
康・厚生

１級土木施工管理技士

２級土木施工管理技士

雇用期間の定めなし 定年を上限

機械整備士 株式会社　松田林業 宮崎県えびの市大字上江７００－１３ 雇用・労災・健
康・厚生・その他

雇用期間の定めなし 定年を上限

洗浄作業 株式会社　丸正フーズ 宮崎県えびの市大字大河平４６３３ 雇用・労災

雇用期間の定めなし 定年を上限

歯科助手 はまだ歯科医院 宮崎県えびの市大字原田３２１６－１８ 雇用・労災・健康

雇用期間の定めなし 定年を上限

伐出・造林・運送作業 株式会社　松田林業 宮崎県えびの市大字上江７００－１３ 雇用・労災・健
康・厚生・その他

雇用期間の定めなし 定年を上限

放課後児童クラブ補助員 えびの市役所 宮崎県えびの市大字栗下１２９２番地 雇用・公災・健
康・厚生

雇用期間の定めあり（４ヶ月以
上）

不問

歯科衛生士 はまだ歯科医院 宮崎県えびの市大字原田３２１６－１８ 雇用・労災 歯科衛生士

雇用期間の定めなし 定年を上限

配送助手（パート／本社） えびの電子工業　株式会社 宮崎県えびの市大字上江６７０ 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めあり（４ヶ月以
上）

不問

放課後児童クラブ支援員 えびの市役所 宮崎県えびの市大字栗下１２９２番地 雇用・公災・健
康・厚生

小学校教諭免許（専修・１種・
２種）

保育士

雇用期間の定めあり（４ヶ月以
上）

不問

社会福祉士

介護職員（老人ホーム） 社会福祉法人　慈愛会　えびの
涼風園

宮崎県えびの市大字岡松１番地 雇用・労災・健
康・厚生

介護福祉士

雇用期間の定めなし 定年を上限

介護職員（老人ホーム） 社会福祉法人　慈愛会　えびの
涼風園

宮崎県えびの市大字岡松１番地 雇用・労災・健
康・厚生

介護福祉士

雇用期間の定めなし 定年を上限

◎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

ハローワーク小林 No.3－1

毎月第１金曜日発行（祝日を除く）

小林公共職業安定所

℡ ０９８４－２３－２１７１

令和3年1月8日
（次回発行日：2／5）
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日給(月額見込）

不問 (1)8時00分～17時00分

170,800円～170,800円

TEL 0984-25-4466 （従業員数 1人 ）

正社員 45070- 4218201 就業場所 宮崎県えびの市

月給 変形（1ヶ月単位）

59歳以下 (1)8時00分～17時00分

187,200円～218,500円 (2)8時00分～12時00分

TEL 0984-37-1220 （従業員数 55人 ）

正社員 45070- 4225801 就業場所 宮崎県えびの市

月給

45歳以下 (1)8時00分～17時30分

160,000円～200,000円

TEL 0984-35-1603 （従業員数 16人 ）

正社員 45070- 4228001 就業場所 宮崎県えびの市

時給

59歳以下 (1)9時30分～17時00分

880円～1,000円

TEL 0984-48-1590 （従業員数 7人 ）

パート労働者 45070- 4213901 就業場所 宮崎県えびの市

月給

不問 (1)8時00分～17時00分

130,000円～130,000円

TEL 0984-37-2123 （従業員数 27人 ）

正社員以外 45070- 4214101 就業場所 宮崎県えびの市

月給 変形（1ヶ月単位）

59歳以下 (1)8時30分～19時30分

230,000円～280,000円

TEL 0984-35-2638 （従業員数 6人 ）

正社員 45070- 4177401 就業場所 宮崎県えびの市

月給 変形（1ヶ月単位）

59歳以下 (1)8時30分～19時30分

159,000円～220,000円

TEL 0984-35-2638 （従業員数 6人 ）

正社員 45070- 4178701 就業場所 宮崎県えびの市

月給 変形（1ヶ月単位）

59歳以下 (1)8時30分～19時30分

159,000円～210,000円

TEL 0984-35-2638 （従業員数 6人 ）

正社員 45070- 4179801 就業場所 宮崎県えびの市

時給(月額見込） 変形（1年単位）

不問 (1)8時15分～17時00分

138,260円～138,260円

TEL 0984-37-0014 （従業員数 18人 ）

正社員以外 45070- 4181601 就業場所 宮崎県えびの市

月給

35歳～54歳 (1)8時00分～17時00分

175,500円～175,500円

TEL 0984-33-4129 （従業員数 190人 ）

正社員 45070- 4182901 就業場所 宮崎県えびの市

月給

35歳～54歳 (1)8時00分～17時00分

175,500円～175,500円

TEL 0984-33-4129 （従業員数 190人 ）

正社員 45070- 4183101 就業場所 宮崎県えびの市

月給

35歳～54歳 (1)8時00分～17時00分

182,500円～224,500円

TEL 0984-33-4129 （従業員数 190人 ）

正社員 45070- 4184401 就業場所 宮崎県えびの市

月給 変形（1ヶ月単位）

59歳以下 (1)8時00分～17時30分

177,200円～200,500円 (2)7時00分～16時10分

(3)7時00分～11時00分

TEL 0984-37-1220 （従業員数 55人 ）

正社員 45070- 4188501 就業場所 宮崎県えびの市

時給

不問 (1)9時00分～12時00分

850円～900円 (2)14時00分～17時00分

(3)14時30分～17時30分

TEL 0984-35-3003 （従業員数 12人 ）

パート労働者 45070- 4168101 就業場所 宮崎県えびの市

日給(月額見込） 変形（1年単位）

59歳以下 (1)8時00分～17時00分

162,750円～206,150円

TEL 0984-33-3336 （従業員数 16人 ）

正社員 45070- 4141901 就業場所 宮崎県えびの市

訪問介護サービス提供責任者 社会福祉法人　慈愛会　えびの
涼風園

宮崎県えびの市大字岡松１番地 雇用・労災・健
康・厚生

介護福祉士

雇用期間の定めなし 定年を上限

農業作業員 有限会社　ながえ村生産組合 宮崎県えびの市大字西長江浦１７２９－１ 雇用・労災・健
康・厚生

大型特殊自動車免許

雇用期間の定めなし 不問

福祉用具のレンタル及び営業補
助

ユタカホームプランニング　合
同会社

宮崎県えびの市大字原田１７８１番地 雇用・労災・健
康・厚生

福祉用具専門相談員

介護福祉士

雇用期間の定めなし 定年を上限

看護師

焼酎製造業 明石酒造　株式会社 宮崎県えびの市大字栗下６１－１ 雇用・労災・健
康・厚生

フォークリフト運転技能者

雇用期間の定めなし キャリア形成

歯科衛生士 医療法人　ＭＥＤＩＣＡＬ　Ｓ
ＣＩＥＮＣＥ　ＫＮＳ（西田歯
科医院）

宮崎県えびの市大字小田３８－１ 雇用・労災・健
康・厚生

歯科衛生士

雇用期間の定めなし 定年を上限

【障】飼育管理・場内作業員
（えびの種豚場又は大口農場）

株式会社　ファームテック 宮崎県えびの市大字向江１００５ 雇用・労災・健
康・厚生

フォークリフト運転技能者

雇用期間の定めあり（４ヶ月以
上）

不問

消毒専門スタッフ 医療法人　ＭＥＤＩＣＡＬ　Ｓ
ＣＩＥＮＣＥ　ＫＮＳ（西田歯
科医院）

宮崎県えびの市大字小田３８－１ 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

受付・医療事務 医療法人　ＭＥＤＩＣＡＬ　Ｓ
ＣＩＥＮＣＥ　ＫＮＳ（西田歯
科医院）

宮崎県えびの市大字小田３８－１ 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

食品製造（食肉製品：ハム・
ベーコン他・加工食品）

株式会社　丸正フーズ 宮崎県えびの市大字大河平４６３３ 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし 高齢者等の特定
年齢層の雇用促

進

縫製工　兼　検査員（契約社
員）

株式会社　宮崎カジュアル 宮崎県えびの市大字向江１３４－１ 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めあり（４ヶ月以
上）

不問

大型トラック運転業務 株式会社　丸正フーズ 宮崎県えびの市大字大河平４６３３ 雇用・労災・健
康・厚生

大型自動車免許

雇用期間の定めなし 高齢者等の特定
年齢層の雇用促

進

食品製造（食肉製品） 株式会社　丸正フーズ 宮崎県えびの市大字大河平４６３３ 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし 高齢者等の特定
年齢層の雇用促

進

小児科受付補助・診察、診療補
助

医療法人　美芳会　えびの眼科
こだま小児科医院

宮崎県えびの市大字大明司１０２３番地 労災

雇用期間の定めあり（４ヶ月未
満）

不問

看護職（特別養護老人ホーム） 社会福祉法人　慈愛会　えびの
涼風園

宮崎県えびの市大字岡松１番地 雇用・労災・健
康・厚生

看護師

雇用期間の定めなし 定年を上限

大型トラック運転手 株式会社　マルキ運輸 宮崎県えびの市大字大河平４６５４－１０９ 雇用・労災・健
康・厚生

大型自動車免許

小型移動式クレーン運転技能者

雇用期間の定めなし 定年を上限

牽引免許
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月給 変形（1年単位）

59歳以下 (1)8時00分～17時00分

180,000円～300,000円

TEL 0984-33-3336 （従業員数 16人 ）

正社員 45070- 4144701 就業場所 宮崎県えびの市

時給 8時00分～20時00分の間の5時間

不問

793円～793円

TEL 0984-21-7022 （従業員数 26人 ）

パート労働者 45070- 4114301 就業場所 宮崎県えびの市

時給(月額見込）

45歳以下 (1)8時00分～17時00分

150,280円～176,800円

TEL 0984-33-5186 （従業員数 17人 ）

正社員以外 45070- 4117101 就業場所 宮崎県えびの市

月給 交替制あり

45歳以下 (1)7時00分～15時00分

145,000円～350,000円 (2)15時00分～22時00分

TEL 0984-37-0930 （従業員数 7人 ）

正社員 45070- 4121001 就業場所 宮崎県えびの市

時給 9時00分～22時30分の間の

不問 3時間以上

793円～850円

TEL 0984-37-0930 （従業員数 7人 ）

パート労働者 45070- 4122301 就業場所 宮崎県えびの市

月給 変形（1ヶ月単位）

59歳以下 (1)8時30分～17時00分

174,580円～210,260円 (2)8時30分～12時00分

(3)16時30分～9時00分

TEL 0984-37-1011 （従業員数 91人 ）

正社員 45070- 4126401 就業場所 宮崎県えびの市 厚生

月給 変形（1ヶ月単位）

59歳以下 (1)8時30分～17時00分

176,300円～225,260円 (2)8時30分～12時00分

TEL 0984-37-1011 （従業員数 91人 ）

正社員 45070- 4130001 就業場所 宮崎県えびの市 厚生

月給 変形（1ヶ月単位）

59歳以下 (1)8時30分～17時00分

148,300円～197,260円 (2)8時30分～12時00分

(3)16時30分～9時00分

TEL 0984-37-1011 （従業員数 91人 ）

正社員 45070- 4131301 就業場所 宮崎県えびの市 厚生

時給 交替制あり

59歳以下 8時30分～17時00分の間の

1,000円～1,200円 6時間程度

TEL 0984-37-1011 （従業員数 91人 ）

パート労働者 45070- 4132601 就業場所 宮崎県えびの市

日給(月額見込） 変形（1年単位）

59歳以下 (1)8時00分～17時00分

169,260円～217,000円

TEL 0984-35-2370 （従業員数 3人 ）

正社員 45070- 4133901 就業場所 宮崎県えびの市

月給 変形（1ヶ月単位）

59歳以下 (1)8時30分～17時00分

190,780円～231,960円 (2)8時30分～12時00分

TEL 0984-37-1011 （従業員数 91人 ）

正社員 45070- 4135401 就業場所 宮崎県えびの市 厚生

日給(月額見込） 変形（1ヶ月単位）

59歳以下 (1)8時00分～17時00分

170,800円～195,200円

TEL 0984-35-3616 （従業員数 7人 ）

正社員 45070- 4092001 就業場所 宮崎県えびの市

日給(月額見込） 変形（1ヶ月単位）

59歳以下 (1)8時00分～17時00分

195,200円～244,000円

TEL 0984-35-3616 （従業員数 7人 ）

正社員 45070- 4093301 就業場所 宮崎県えびの市

月給 変形（1ヶ月単位）

59歳以下 (1)8時00分～17時00分

190,000円～270,000円

TEL 0984-35-3616 （従業員数 7人 ）

正社員 45070- 4094601 就業場所 宮崎県えびの市

月給 変形（1年単位）

69歳以下 (1)8時00分～17時00分

300,000円～330,000円

TEL 0984-33-3618 （従業員数 15人 ）

正社員 45070- 4099801 就業場所 宮崎県えびの市

運行管理者（配車係） 株式会社　マルキ運輸 宮崎県えびの市大字大河平４６５４－１０９ 雇用・労災・健
康・厚生

運行管理者（貨物）

雇用期間の定めなし 定年を上限

飼育管理（えびの農場） 有限会社　ホクサツえびの
ファーム

宮崎県えびの市大字原田１６７８番地２ 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし キャリア形成

販売 株式会社　大和　プラッセえび
の店

宮崎県えびの市大字向江５５４―１ 雇用・労災

雇用期間の定めあり（４ヶ月以
上）

不問

ホールスタッフ・清掃・その他
業務

株式会社　赤川商事 宮崎県えびの市大字向江７３６
「京町の湯　周山」「湯の宿　周山」「和料理
周山」

労災

雇用期間の定めなし 不問

調理スタッフ（見習い希望可） 株式会社　赤川商事 宮崎県えびの市大字向江７３６
「京町の湯　周山」「湯の宿　周山」「和料理
周山」

雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし キャリア形成

看護師・准看護師（透析室） 医療法人　芳徳会　京町共立病
院

宮崎県えびの市大字向江５０８番地 雇用・労災・健
康・厚生

准看護師

看護師

雇用期間の定めなし 定年を上限

看護師（外来・病棟） 医療法人　芳徳会　京町共立病
院

宮崎県えびの市大字向江５０８番地 雇用・労災・健
康・厚生

看護師

雇用期間の定めなし 定年を上限

看護師・准看護師（透析室） 医療法人　芳徳会　京町共立病
院

宮崎県えびの市大字向江５０８番地 雇用・労災 看護師

准看護師

雇用期間の定めなし 定年を上限

准看護師（外来・病棟） 医療法人　芳徳会　京町共立病
院

宮崎県えびの市大字向江５０８番地 雇用・労災・健
康・厚生

准看護師

雇用期間の定めなし 定年を上限

臨床工学技士 医療法人　芳徳会　京町共立病
院

宮崎県えびの市大字向江５０８番地 雇用・労災・健
康・厚生

臨床工学技士

雇用期間の定めなし 定年を上限

土木・造園作業員 コスモ緑化建設　有限会社 宮崎県えびの市大字池島４９９ 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

重機オペレーター くろき工業　株式会社 宮崎県えびの市大字小田６３２－１ 雇用・労災・健
康・厚生

車両系建設機械（整地・運搬・
積込用及び掘削用）運転技能者

雇用期間の定めなし 定年を上限

土木作業員 くろき工業　株式会社 宮崎県えびの市大字小田６３２－１ 雇用・労災・健
康・厚生

中型自動車免許

車両系建設機械（基礎工事用）
運転技能者雇用期間の定めなし 定年を上限

土木技術者 株式会社　児玉組 宮崎県えびの市大字大河平１６４９－１ 雇用・労災・健
康・厚生

１級土木施工管理技士

２級土木施工管理技士

雇用期間の定めなし 定年を上限

主任技術者 くろき工業　株式会社 宮崎県えびの市大字小田６３２－１ 雇用・労災・健
康・厚生

１級土木施工管理技士

２級土木施工管理技士

雇用期間の定めなし 定年を上限

中型自動車免許
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月給 変形（1年単位）

40歳以下 (1)8時00分～17時00分

180,000円～200,000円

TEL 0984-35-1201 （従業員数 9人 ）

正社員 45070- 4107601 就業場所 宮崎県えびの市

日給(月額見込） 変形（1ヶ月単位）

不問 (1)7時00分～16時00分

141,900円～161,250円 (2)8時00分～17時00分

(3)9時00分～18時00分

TEL 0984-33-3100 （従業員数 10人 ）

正社員以外 45070- 4080701 就業場所 宮崎県えびの市

月給 変形（1年単位）

59歳以下 (1)8時00分～17時15分

175,000円～200,000円

TEL 0984-33-0144 （従業員数 34人 ）

正社員 45070- 4085301 就業場所 宮崎県えびの市

時給

不問 (1)10時00分～15時00分

1,500円～1,500円

TEL 0984-27-4165 （従業員数 27人 ）

パート労働者 45070- 4078601 就業場所 宮崎県えびの市

月給 変形（1ヶ月単位）

59歳以下 (1)8時30分～17時30分

149,900円～215,000円 (2)12時30分～21時30分

TEL 0984-33-5777 （従業員数 24人 ）

正社員 45070- 4065801 就業場所 宮崎県えびの市

月給 変形（1年単位）

59歳以下 (1)8時00分～17時00分

200,000円～300,000円

TEL 0984-37-0234 （従業員数 7人 ）

正社員 45070- 4066201 就業場所 宮崎県えびの市

月給 変形（1ヶ月単位）

61歳以下 (1)8時30分～17時00分

150,000円～170,000円 (2)8時30分～12時30分

TEL 0984-37-1109 （従業員数 38人 ）

正社員 45070- 4067501 就業場所 宮崎県えびの市

月給 変形（1年単位）

59歳以下 (1)8時00分～17時00分

200,000円～300,000円

TEL 0984-37-0234 （従業員数 7人 ）

正社員 45070- 4068001 就業場所 宮崎県えびの市

月給 変形（1年単位）

59歳以下 (1)8時00分～17時00分

200,000円～300,000円

TEL 0984-37-0234 （従業員数 7人 ）

正社員 45070- 4069301 就業場所 宮崎県えびの市

月給

34歳以下 (1)8時00分～17時00分

175,500円～175,500円

TEL 0984-33-4129 （従業員数 190人 ）

正社員 45070- 4044901 就業場所 宮崎県えびの市

月給

64歳以下 (1)8時00分～17時00分

400,000円～400,000円

TEL 0984-33-0358 （従業員数 7人 ）

正社員 45070- 4048801 就業場所 宮崎県えびの市

日給(月額見込）

不問 (1)8時00分～18時00分

172,720円～177,800円

TEL 0984-35-2213 （従業員数 10人 ）

正社員 45070- 4055401 就業場所 宮崎県えびの市

月給

59歳以下 (1)9時00分～18時00分

143,000円～175,500円

TEL 0984-33-3444 （従業員数 8人 ）

正社員 45070- 4061901 就業場所 宮崎県えびの市

時給 9時00分～17時30分の間の

65歳以下 6時間程度

793円～793円

TEL 0984-33-0323 （従業員数 17人 ）

パート労働者 45070- 4016501 就業場所 宮崎県えびの市

時給

59歳以下 (1)8時30分～14時30分

1,000円～1,400円

TEL 0984-35-2345 （従業員数 22人 ）

パート労働者 45070- 4020401 就業場所 宮崎県えびの市

レジ係（道の駅えびの） えびの市農業協同組合 宮崎県えびの市大字大明司１０６１番地１ 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めあり（４ヶ月未
満）

不問

生コンクリート品質管理 宮崎生コン株式会社　えびの工
場

宮崎県えびの市大字今西６８２－５ 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし キャリア形成

看護師（顔なじみ） 社会福祉法人　えびの明友会 宮崎県えびの市大字原田１４０３－２７ 労災 看護師

雇用期間の定めあり（４ヶ月未
満）

不問

山林管理作業 立石林業　株式会社　飯野出張
所

宮崎県えびの市大字原田１４０３番地１８８ 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

土木工事技術者 松下総合設備　株式会社 宮崎県えびの市大字島内６３７－８ 雇用・労災・健
康・厚生

２級土木施工管理技士

雇用期間の定めなし 定年を上限

看護師 医療法人　えびのセントロクリ
ニック

宮崎県えびの市大字上江１００７－４ 雇用・労災・健
康・厚生

看護師

准看護師

雇用期間の定めなし 定年を上限

水道工事技術者 松下総合設備　株式会社 宮崎県えびの市大字島内６３７－８ 雇用・労災・健
康・厚生

２級管工事施工管理技士

雇用期間の定めなし 定年を上限

医療事務 医療法人　渡辺医院 宮崎県えびの市大字向江９２９ 雇用・労災・健
康・厚生

医療事務資格

医療保険請求事務者（医科・歯
科）雇用期間の定めなし 定年を上限

診療情報管理士

食品製造（食肉製品：ハム・
ベーコン他・加工食品）

株式会社　丸正フーズ 宮崎県えびの市大字大河平４６３３ 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし キャリア形成

電気工事技術者 松下総合設備　株式会社 宮崎県えびの市大字島内６３７－８ 雇用・労災・健
康・厚生

２級電気工事施工管理技士

第一種電気工事士

雇用期間の定めなし 定年を上限

第二種電気工事士

農業作業員 株式会社　森茂農場 宮崎県えびの市大字東長江浦１６５０－３ 雇用・労災・健
康・厚生

大型特殊自動車免許

ショベルローダー等運転技能者

雇用期間の定めなし 不問

１級土木施工管理技士 有限会社　竹下建設 宮崎県えびの市大字上江６２７ 雇用・労災・健
康・厚生

１級土木施工管理技士

雇用期間の定めなし 定年を上限

卵パック詰め・出荷作業員 有限会社　東康夫養鶏場 宮崎県えびの市大字坂元１６４０ 雇用・労災

雇用期間の定めなし 定年を上限

栄養士 株式会社　ライフサポート 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

雇用期間の定めなし 定年を上限

受付総合事務 株式会社　えびの高原ドライビ
ングスクール

宮崎県えびの市大字大明司１００７番地 雇用・労災

雇用期間の定めなし 定年を上限



年齢・

職種 年齢制限該当事由 賃金 求人者名 就業時間 加入保険等 必要な免許資格所在地・就業場所

◎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

ハローワーク小林 No.3－1

毎月第１金曜日発行（祝日を除く）

小林公共職業安定所

℡ ０９８４－２３－２１７１

令和3年1月8日
（次回発行日：2／5）

時給 11時00分～18時00分の間の

不問 4時間程度

830円～830円

TEL 0984-25-3171 （従業員数 14人 ）

パート労働者 45070- 4024501 就業場所 宮崎県えびの市

時給 7時30分～01時00分の間の

不問 5時間程度

830円～880円

TEL 0984-25-3171 （従業員数 14人 ）

パート労働者 45070- 4025001 就業場所 宮崎県えびの市

月給

59歳以下 (1)8時30分～17時30分

152,000円～176,000円

TEL 0984-27-4165 （従業員数 30人 ）

正社員 45070- 4026301 就業場所 宮崎県えびの市

月給 変形（1年単位）

不問 (1)7時00分～16時00分

156,880円～169,282円 (2)8時00分～17時00分

(3)9時00分～18時00分

TEL 0984-37-0228 （従業員数 15人 ）

正社員以外 45070- 4027601 就業場所 宮崎県えびの市

時給 交替制あり

不問 (1)13時00分～18時00分

900円～900円 (2)8時30分～13時30分

(3)9時00分～18時00分

TEL 0984-37-0228 （従業員数 2人 ）

パート労働者 45070- 4029101 就業場所 宮崎県えびの市

時給

不問 (1)9時00分～17時00分

900円～900円 (2)13時00分～17時00分

TEL 0984-37-0228 （従業員数 15人 ）

パート労働者 45070- 4030801 就業場所 宮崎県えびの市

月給 変形（1ヶ月単位）

59歳以下 (1)8時00分～17時00分

200,000円～210,000円 (2)9時30分～18時30分

TEL 0984-27-4165 （従業員数 80人 ）

正社員 45070- 4031201 就業場所 宮崎県えびの市

月給 交替制あり

59歳以下 (1)7時00分～16時00分

155,000円～225,000円 (2)8時00分～17時00分

(3)10時00分～19時00分

TEL 0984-27-4165 （従業員数 80人 ）

正社員 45070- 4032501 就業場所 宮崎県えびの市

時給 交替制あり

不問 8時00分～17時00分の間の

820円～820円 5時間程度

TEL 0984-27-4165 （従業員数 80人 ）

パート労働者 45070- 4033001 就業場所 宮崎県えびの市

時給

59歳以下 (1)7時00分～13時00分

820円～820円 (2)12時30分～18時30分

TEL 0984-37-3132 （従業員数 9人 ）

パート労働者 45070- 3987101 就業場所 宮崎県えびの市

月給 変形（1ヶ月単位）

59歳以下 (1)8時30分～17時30分

152,000円～210,000円 (2)16時00分～9時00分

TEL 0984-37-3132 （従業員数 9人 ）

正社員 45070- 3989701 就業場所 宮崎県えびの市

日給(月額見込）

59歳以下 (1)7時00分～17時00分

156,780円～220,400円 (2)8時00分～17時00分

TEL 0984-37-1366 （従業員数 11人 ）

正社員 45070- 4015201 就業場所 宮崎県えびの市

月給

40歳以下 (1)8時00分～17時15分

185,000円～185,000円

TEL 0984-33-4169 （従業員数 34人 ）

正社員 45070- 3962401 就業場所 宮崎県えびの市

日給(月額見込）

69歳以下 (1)8時00分～16時10分

145,200円～242,000円

TEL 0984-33-0905 （従業員数 16人 ）

正社員 45070- 3929901 就業場所 宮崎県えびの市

日給(月額見込） 変形（1年単位）

不問 (1)8時00分～17時00分

162,400円～185,600円

TEL 0984-22-7876 （従業員数 51人 ）

正社員以外 45070- 3936601 就業場所 宮崎県えびの市

調理係 株式会社　ジョイフルえびの店 宮崎県えびの市大字大明司４６－６ 雇用・労災

雇用期間の定めなし 不問

看護職：日勤（真幸園） 社会福祉法人　えびの明友会 宮崎県えびの市大字原田１４０３－２７ 雇用・労災・健
康・厚生

看護師

准看護師

雇用期間の定めなし 定年を上限

接客係 株式会社　ジョイフルえびの店 宮崎県えびの市大字大明司４６－６ 雇用・労災

雇用期間の定めなし 不問

児童クラブ職員（真幸小児童ク
ラブ）

学校法人　泉都学園（京町こど
も園）

宮崎県えびの市大字向江８５６ 雇用・労災 小学校教諭免許（専修・１種・
２種）

中学校教諭免許（専修・１種・
２種）雇用期間の定めあり（４ヶ月以

上）
不問

保育士

保育教諭（臨時） 学校法人　泉都学園（京町こど
も園）

宮崎県えびの市大字向江８５６ 雇用・労災・健
康・厚生

保育士

幼稚園教諭免許（専修・１種・
２種）雇用期間の定めあり（４ヶ月以

上）
不問

看護師（特別養護老人ホーム
八幡の里）

社会福祉法人　えびの明友会 宮崎県えびの市大字原田１４０３－２７ 雇用・労災・健
康・厚生

看護師

雇用期間の定めなし 定年を上限

保育教諭補助（有資格者） 学校法人　泉都学園（京町こど
も園）

宮崎県えびの市大字向江８５６ 雇用・労災 保育士

幼稚園教諭免許（専修・１種・
２種）雇用期間の定めあり（４ヶ月以

上）
不問

介護職員（八幡の里）夜勤なし 社会福祉法人　えびの明友会 宮崎県えびの市大字原田１４０３－２７ 雇用・労災

雇用期間の定めあり（４ヶ月未
満）

不問

介護福祉士（八幡の里）日勤
交代制

社会福祉法人　えびの明友会 宮崎県えびの市大字原田１４０３－２７ 雇用・労災・健
康・厚生

介護福祉士

雇用期間の定めなし 定年を上限

介護職 株式会社　えいわ 宮崎県えびの市大字浦３６５－８３ 雇用・労災・健
康・厚生

ホームヘルパー２級

介護福祉士

雇用期間の定めなし 定年を上限

調理及び介護業務（午前・午
後）

株式会社　えいわ 宮崎県えびの市大字浦３６５－８３ 雇用・労災 ホームヘルパー２級

介護職員初任者研修修了者

雇用期間の定めなし 定年を上限

畜産作業員 株式会社　ナニワランチ 宮崎県えびの市大字坂元１６６６番地２１０ 雇用・労災・健
康・厚生

準中型自動車免許

８トン限定中型自動車免許

雇用期間の定めなし キャリア形成

ワクチン卵業務スタッフ 株式会社　イシイ 宮崎県えびの市大字内竪９９０－１ 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

林業作業員（造林・伐採） 西諸地区森林組合　山林部 宮崎県小林市細野２５１番地１ 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めあり（４ヶ月未
満）

不問

梱包資材加工工員 遠目塚木材工業　株式会社 宮崎県えびの市大字原田７８６－１ 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限
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時給(月額見込） 変形（1年単位）

59歳以下 (1)8時30分～17時10分

155,925円～164,588円

TEL 0984-33-5128 （従業員数 41人 ）

正社員以外 45070- 3940201 就業場所 宮崎県えびの市

月給 変形（1年単位）

不問 (1)8時00分～17時00分

150,000円～300,000円

TEL 0984-37-1631 （従業員数 10人 ）

正社員 45070- 3914701 就業場所 宮崎県えびの市 厚生

月給 変形（1年単位）

不問 (1)8時00分～17時00分

150,000円～300,000円

TEL 0984-37-1631 （従業員数 10人 ）

正社員 45070- 3915801 就業場所 宮崎県えびの市 厚生

月給 変形（1ヶ月単位）

61歳以下 (1)8時30分～17時00分

170,000円～200,000円 (2)8時30分～12時30分

(3)16時30分～9時30分

TEL 0984-37-1109 （従業員数 38人 ）

正社員 45070- 3916201 就業場所 宮崎県えびの市

月給 変形（1ヶ月単位）

61歳以下 (1)8時30分～17時00分

140,000円～150,000円 (2)9時30分～18時30分

(3)8時30分～12時30分

TEL 0984-37-1109 （従業員数 38人 ）

正社員 45070- 3917501 就業場所 宮崎県えびの市

時給

不問 (1)15時00分～18時00分

850円～850円 (2)9時00分～18時00分

TEL 0984-37-1495 （従業員数 24人 ）

パート労働者 45070- 3928601 就業場所 宮崎県えびの市

月給 変形（1ヶ月単位）

62歳以下 (1)7時30分～16時30分

144,800円～204,500円 (2)8時30分～17時30分

(3)12時00分～21時00分

TEL 0984-25-3778 （従業員数 18人 ）

正社員 45070- 3886501 就業場所 宮崎県えびの市

時給 8時00分～17時00分の間の

不問 4時間程度

800円～800円

TEL 0984-35-3255 （従業員数 40人 ）

パート労働者 45070- 3899101 就業場所 宮崎県えびの市

日給(月額見込） 変形（1年単位）

64歳以下 (1)8時00分～17時00分

185,600円～208,800円

TEL 0984-33-5689 （従業員数 25人 ）

正社員 45070- 3874401 就業場所 宮崎県えびの市

日給(月額見込） 変形（1年単位）

64歳以下 (1)7時45分～16時45分

173,250円～173,250円

TEL 0984-33-5656 （従業員数 8人 ）

正社員 45070- 3844201 就業場所 宮崎県えびの市

月給 変形（1年単位）

59歳以下 (1)8時00分～17時15分

230,000円～350,000円

TEL 0984-35-3636 （従業員数 47人 ）

正社員 45070- 3846001 就業場所 宮崎県えびの市

月給 変形（1年単位）

18歳～45歳 (1)7時45分～17時00分

160,000円～250,000円 (2)19時45分～5時00分

TEL 0984-35-3636 （従業員数 47人 ）

正社員 45070- 3849901 就業場所 宮崎県えびの市

月給 変形（1年単位）

18歳～45歳 (1)19時45分～5時00分

160,000円～250,000円

TEL 0984-35-3636 （従業員数 47人 ）

正社員 45070- 3850701 就業場所 宮崎県えびの市

時給

不問 (1)8時30分～15時30分

853円～853円

TEL 0984-35-2800 （従業員数 5人 ）

パート労働者 45070- 3822601 就業場所 宮崎県えびの市

時給

59歳以下 (1)9時00分～16時00分

1,000円～1,200円 (2)9時00分～17時00分

TEL 0984-37-3007 （従業員数 8人 ）

パート労働者 45070- 3806901 就業場所 宮崎県えびの市

電気工事士又は見習い 株式会社　オーム工業 宮崎県えびの市大字向江８１２－１ 雇用・労災・健
康・厚生

第一種電気工事士

２級電気工事施工管理技士

雇用期間の定めなし 不問

１級電気工事施工管理技士

製造作業員 サンライズ株式会社 宮崎県えびの市大字大河平４４７０－３９ 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

正看護師または准看護師 医療法人　渡辺医院 宮崎県えびの市大字向江９２９ 雇用・労災・健
康・厚生

看護師

准看護師

雇用期間の定めなし 定年を上限

土木施工管理者又は見習い 株式会社　オーム工業 宮崎県えびの市大字向江８１２－１ 雇用・労災・健
康・厚生

２級土木施工管理技士

１級土木施工管理技士

雇用期間の定めなし 不問

学童保育 社会福祉法人　協和福祉会　真
幸認定こども園

宮崎県えびの市大字向江１０４０－１ 雇用・労災 保育士

社会福祉士

雇用期間の定めあり（４ヶ月未
満）

不問

介護職（病棟：日勤） 医療法人　渡辺医院 宮崎県えびの市大字向江９２９ 雇用・労災・健
康・厚生

介護職員初任者研修修了者

ホームヘルパー２級

雇用期間の定めなし 定年を上限

キャベツ　ほうれん草の収穫・
選別作業

株式会社　立久井農園 宮崎県えびの市大字西長江浦１３４５－１ 雇用・労災

雇用期間の定めなし 不問

介護職（グループホームあお
い：葵）

医療法人武雄会　グループホー
ムあおい（葵）

宮崎県えびの市大字原田２１５３－６
　グループホームあおい（葵）

雇用・労災・健
康・厚生

介護福祉士

介護職員初任者研修修了者

雇用期間の定めなし 定年を上限

准看護師

ミキサー車運転手 宮崎味岡生コンクリート株式会
社
　第二工場えびの

宮崎県えびの市大字大明司８８１－３ 雇用・労災・健
康・厚生

大型自動車免許

雇用期間の定めなし 定年を上限

造林作業員 前田木材　有限会社 宮崎県えびの市大字末永７６４－１ 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

プラスチック成形　製品検品業
務（交替制）

ゴールド工業　株式会社　九州
工場

宮崎県えびの市大字永山７１２－１ 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし キャリア形成

生産管理事務（生産計画立案）
幹部候補

ゴールド工業　株式会社　九州
工場

宮崎県えびの市大字永山７１２－１ 雇用・労災・健
康・厚生

ビジネス・キャリア検定（生産
管理）

雇用期間の定めなし 定年を上限

栄養士 社会福祉法人　えびの市社会福
祉協議会

宮崎県えびの市大字栗下６７ 雇用・労災・健
康・厚生

栄養士

雇用期間の定めあり（４ヶ月以
上）

不問

プラスチック成形　製品検品業
務（夜勤専属）

ゴールド工業　株式会社　九州
工場

宮崎県えびの市大字永山７１２－１ 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし キャリア形成

看護師　准看護師 医療法人　弘良会　井尻眼科医
院

宮崎県えびの市大字向江２６１ 雇用・労災 看護師

准看護師

雇用期間の定めなし 定年を上限
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月給 変形（1ヶ月単位）

30歳以下 (1)6時30分～15時15分

165,600円～232,000円 (2)8時30分～17時15分

(3)10時45分～19時30分

TEL 0984-35-1111 （従業員数 67人 ）

正社員 45070- 3811001 就業場所 宮崎県えびの市

月給

35歳以下 (1)8時30分～17時15分

211,900円～272,500円

TEL 0984-35-1111 （従業員数 67人 ）

正社員 45070- 3812301 就業場所 宮崎県えびの市

時給 8時00分～18時30分の間の

59歳以下 4時間以上

800円～950円

TEL 0984-33-1438 （従業員数 6人 ）

パート労働者 45070- 3813601 就業場所 宮崎県えびの市

時給 変形（1ヶ月単位）

不問 7時30分～21時00分の間の

795円～890円 4時間以上

TEL 0984-25-3778 （従業員数 18人 ）

パート労働者 45070- 3814901 就業場所 宮崎県えびの市

時給 変形（1ヶ月単位）

62歳以下 7時30分～21時00分の間の

795円～890円 4時間以上

TEL 0984-25-3778 （従業員数 18人 ）

パート労働者 45070- 3815101 就業場所 宮崎県えびの市

月給 変形（1ヶ月単位）

不問 (1)7時30分～16時30分

144,800円～204,500円 (2)8時30分～17時30分

(3)12時00分～21時00分

TEL 0984-27-3338 （従業員数 16人 ）

正社員以外 45070- 3797201 就業場所 宮崎県えびの市

時給 交替制あり

62歳以下 7時30分～21時00分の間の

795円～890円 4時間以上

TEL 0984-27-3338 （従業員数 16人 ）

パート労働者 45070- 3798501 就業場所 宮崎県えびの市

時給 交替制あり

不問 7時30分～21時00分の間の

795円～890円 4時間以上

TEL 0984-27-3338 （従業員数 16人 ）

パート労働者 45070- 3799001 就業場所 宮崎県えびの市

日給(月額見込） 変形（1ヶ月単位）

59歳以下 (1)8時00分～17時00分

134,972円～141,040円

TEL 0984-25-4522 （従業員数 127人 ）

正社員 45070- 3759301 就業場所 宮崎県えびの市

日給(月額見込） 変形（1ヶ月単位）

18歳～59歳 (1)8時00分～17時00分

134,972円～141,040円 (2)17時00分～5時00分

TEL 0984-25-4522 （従業員数 127人 ）

正社員 45070- 3760101 就業場所 宮崎県えびの市

時給 変形（1年単位）

59歳以下 (1)8時00分～14時30分

819円～860円 (2)9時00分～15時30分

TEL 0984-25-4522 （従業員数 127人 ）

パート労働者 45070- 3761401 就業場所 宮崎県えびの市

日給(月額見込） 変形（1ヶ月単位）

18歳～59歳 (1)8時00分～17時00分

166,776円～185,880円 (2)22時00分～7時00分

TEL 0984-37-2159 （従業員数 210人 ）

正社員 45070- 3763801 就業場所 宮崎県えびの市

月給 変形（1ヶ月単位）

59歳以下 (1)8時30分～17時00分

218,000円～238,000円

TEL 0984-25-3002 （従業員数 5人 ）

正社員 45070- 3766001 就業場所 宮崎県えびの市

月給 変形（1ヶ月単位）

59歳以下 (1)8時30分～17時00分

147,000円～196,000円

TEL 0984-25-3002 （従業員数 5人 ）

正社員 45070- 3767301 就業場所 宮崎県えびの市

日給(月額見込） 変形（1ヶ月単位）

59歳以下 (1)8時00分～17時00分

195,500円～230,000円

TEL 0984-37-2201 （従業員数 11人 ）

正社員 45070- 3749501 就業場所 宮崎県えびの市

看護師（えびの市立病院） えびの市役所 宮崎県えびの市大字栗下１２９２番地 公災・健康・厚
生・その他

看護師

雇用期間の定めなし キャリア形成

クリニックの受付及び医療事務 いしざわ循環器内科 宮崎県えびの市大字原田２１４３－１ 雇用・労災 医療事務資格

雇用期間の定めなし 定年を上限

診療放射線技師（えびの市立病
院）

えびの市役所 宮崎県えびの市大字栗下１２９２番地 公災・健康・厚
生・その他

診療放射線技師

雇用期間の定めなし キャリア形成

介護職／グループホームあおい
（葵）

医療法人武雄会　グループホー
ムあおい（葵）

宮崎県えびの市大字原田２１５３－６
　グループホームあおい（葵）

雇用・労災 介護福祉士

介護職員初任者研修修了者

雇用期間の定めなし 定年を上限

准看護師

介護職（年齢不問）／グループ
ホームあおい（葵）

医療法人武雄会　グループホー
ムあおい（葵）

宮崎県えびの市大字原田２１５３－６
　グループホームあおい（葵）

雇用・労災 介護福祉士

介護職員初任者研修修了者

雇用期間の定めあり（４ヶ月以
上）

不問

准看護師

介護職（グループホームもみの
木）

医療法人　武雄会　グループ
ホーム　もみの木

宮崎県えびの市大字原田２１９９－１
グループホーム　もみの木

雇用・労災 介護福祉士

介護職員初任者研修修了者

雇用期間の定めなし 定年を上限

准看護師

介護職（グループホームもみの
木／年齢不問）

医療法人　武雄会　グループ
ホーム　もみの木

宮崎県えびの市大字原田２１９９－１
グループホーム　もみの木

雇用・労災・健
康・厚生

介護福祉士

介護職員初任者研修修了者

雇用期間の定めあり（４ヶ月以
上）

不問

准看護師

電子部品検査／加久藤工場 昭南ハイテックス株式会社　加
久藤工場

宮崎県えびの市大字東川北１０９８－２ 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

介護職（グループホームもみの
木）（年齢不問）

医療法人　武雄会　グループ
ホーム　もみの木

宮崎県えびの市大字原田２１９９－１
グループホーム　もみの木

雇用・労災 介護福祉士

介護職員初任者研修修了者

雇用期間の定めあり（４ヶ月以
上）

不問

准看護師

電子部品検査／加久藤工場 昭南ハイテックス株式会社　加
久藤工場

宮崎県えびの市大字東川北１０９８－２ 雇用・労災

雇用期間の定めなし 定年を上限

電子部品機械オペレーター／加
久藤工場

昭南ハイテックス株式会社　加
久藤工場

宮崎県えびの市大字東川北１０９８－２ 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

自動車検査員 有限会社　ジュンモータース 宮崎県えびの市大字上江１００１－８ 雇用・労災・健
康・厚生

自動車検査員

雇用期間の定めなし 定年を上限

製品の運搬業務（本社工場） 昭南ハイテックス株式会社 宮崎県えびの市大字岡松４４５－２ 雇用・労災・健
康・厚生

８トン限定中型自動車免許

中型自動車免許

雇用期間の定めなし 定年を上限

土木作業員 原工業　株式会社 宮崎県えびの市大字向江２９６－４ 雇用・労災・健
康・厚生

車両系建設機械（整地・運搬・
積込用及び掘削用）運転技能者

雇用期間の定めなし 定年を上限

自動車整備士 有限会社　ジュンモータース 宮崎県えびの市大字上江１００１－８ 雇用・労災・健
康・厚生

二級自動車整備士

三級自動車整備士

雇用期間の定めなし 定年を上限
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日給(月額見込） 変形（1年単位）

64歳以下 (1)7時45分～16時45分

173,250円～173,250円

TEL 0984-33-5656 （従業員数 8人 ）

正社員 45070- 3732301 就業場所 宮崎県えびの市

時給

不問 (1)9時00分～15時00分

2,000円～2,000円

TEL 0984-35-1516 （従業員数 8人 ）

パート労働者 45070- 3740001 就業場所 宮崎県えびの市

月給 交替制あり

64歳以下 (1)9時00分～19時00分

180,000円～230,000円 (2)9時00分～17時00分

(3)9時00分～13時00分

TEL 0984-33-5647 （従業員数 3人 ）

正社員 45070- 3719101 就業場所 宮崎県えびの市

日給(月額見込） 変形（1ヶ月単位）

69歳以下 (1)8時00分～17時00分

190,400円～226,100円

TEL 0984-48-0555 （従業員数 0人 ）

正社員 45070- 3730501 就業場所 宮崎県えびの市

月給 交替制あり

59歳以下 (1)8時45分～17時45分

150,000円～180,000円 (2)8時30分～17時30分

(3)9時00分～18時00分

TEL 0984-27-3270 （従業員数 5人 ）

正社員 45070- 3712801 就業場所 宮崎県えびの市

月給 交替制あり

59歳以下 (1)8時45分～17時45分

160,000円～180,000円 (2)8時30分～17時30分

(3)9時00分～18時00分

TEL 0984-27-3270 （従業員数 5人 ）

正社員 45070- 3713201 就業場所 宮崎県えびの市

月給 交替制あり

59歳以下 (1)8時45分～17時45分

150,000円～170,000円 (2)8時30分～17時30分

(3)9時00分～18時00分

TEL 0984-27-3270 （従業員数 6人 ）

正社員 45070- 3716301 就業場所 宮崎県えびの市

時給(月額見込）

59歳以下 (1)9時00分～18時00分

138,240円～146,880円

TEL 0984-33-3444 （従業員数 8人 ）

正社員以外 45070- 3661001 就業場所 宮崎県えびの市

時給

不問 (1)9時30分～16時00分

1,120円～1,120円

TEL 0984-27-4165 （従業員数 41人 ）

パート労働者 45070- 3638301 就業場所 宮崎県えびの市

月給 変形（1年単位）

59歳以下 (1)8時00分～17時00分

180,000円～200,000円

TEL 0984-35-1201 （従業員数 9人 ）

正社員 45070- 3623101 就業場所 宮崎県えびの市

時給 変形（1ヶ月単位）

不問 (1)7時00分～13時00分

820円～820円 (2)10時00分～16時00分

(3)13時00分～19時00分

TEL 0984-27-4165 （従業員数 78人 ）

パート労働者 45070- 3583601 就業場所 宮崎県えびの市

月給 変形（1ヶ月単位）

59歳以下 (1)7時00分～16時00分

176,000円～246,000円 (2)8時00分～17時00分

(3)10時30分～19時30分

TEL 0984-27-4165 （従業員数 78人 ）

正社員 45070- 3584901 就業場所 宮崎県えびの市

時給

不問 (1)17時15分～8時30分

923円～923円

TEL 0984-27-4165 （従業員数 30人 ）

パート労働者 45070- 3586401 就業場所 宮崎県えびの市

月給 変形（1ヶ月単位）

59歳以下 (1)7時30分～16時30分

148,000円～164,000円 (2)8時30分～17時30分

(3)9時15分～18時15分

TEL 0984-27-4165 （従業員数 30人 ）

正社員 45070- 3587701 就業場所 宮崎県えびの市

月給 変形（1ヶ月単位）

59歳以下 (1)8時00分～17時00分

176,000円～186,000円

TEL 0984-27-4165 （従業員数 27人 ）

正社員 45070- 3591301 就業場所 宮崎県えびの市

賃貸マンション管理 森岡産業　株式会社 宮崎県えびの市大字大明司２１７９番地１ 雇用・労災 宅地建物取引士（旧：宅地建物
取引主任者）

雇用期間の定めあり（４ヶ月以
上）

不問

生コン製造オペレーター 宮崎味岡生コンクリート株式会
社
　第二工場えびの

宮崎県えびの市大字大明司８８１－３ 雇用・労災・健
康・厚生

大型自動車免許

雇用期間の定めなし 定年を上限

土木作業員 有限会社　黒木重機 宮崎県えびの市大字大河平４３５７－５ 雇用・労災・健
康・厚生

車両系建設機械（基礎工事用）
運転技能者

雇用期間の定めなし 定年を上限

歯科衛生士 はまだ歯科医院 宮崎県えびの市大字原田３２１６－１８ 雇用・労災・健康 歯科衛生士

雇用期間の定めなし 定年を上限

保育士 株式会社　祐脩 宮崎県えびの市大字坂元１５４４－２ 雇用・労災・健
康・厚生

保育士

雇用期間の定めなし 定年を上限

児童指導員 株式会社　祐脩 宮崎県えびの市大字坂元１５４４－２ 雇用・労災・健
康・厚生

社会福祉士

精神保健福祉士

雇用期間の定めなし 定年を上限

保育士

調理員 株式会社　ライフサポート 宮崎県えびの市大字大河平４６３３－４３ 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

生活支援員 株式会社　祐脩 宮崎県えびの市大字坂元１５４４－２ 雇用・労災・健
康・厚生

介護福祉士

ホームヘルパー２級

雇用期間の定めなし 定年を上限

介護職員初任者研修修了者

大型車運転手（コンクリートミ
キサー車）

宮崎生コン株式会社　えびの工
場

宮崎県えびの市大字今西６８２－５ 雇用・労災・健
康・厚生

大型自動車免許

雇用期間の定めなし 定年を上限

入浴介助（あけぼの園） 社会福祉法人　えびの明友会 宮崎県えびの市大字原田１４０３－２７ 雇用・労災・財形

雇用期間の定めあり（４ヶ月以
上）

不問

介護福祉士（八幡の里）夜勤あ
り

社会福祉法人　えびの明友会 宮崎県えびの市大字原田１４０３－２７ 雇用・労災・健
康・厚生

介護福祉士

雇用期間の定めなし 定年を上限

介護福祉士（八幡の里）夜勤な
し

社会福祉法人　えびの明友会 宮崎県えびの市大字原田１４０３－２７ 雇用・労災・財形 介護福祉士

雇用期間の定めあり（４ヶ月以
上）

不問

支援員（介護福祉士）日勤～真
幸園

社会福祉法人　えびの明友会 宮崎県えびの市大字原田１４０３－２７ 雇用・労災・健
康・厚生

介護福祉士

雇用期間の定めなし 定年を上限

介護職員（真幸園）夜勤のみ 社会福祉法人　えびの明友会 宮崎県えびの市大字原田１４０３－２７ 雇用・労災

雇用期間の定めあり（４ヶ月以
上）

不問

看護師（顔なじみ） 社会福祉法人　えびの明友会 宮崎県えびの市大字原田１４０３－２７ 雇用・労災・健
康・厚生

看護師

雇用期間の定めなし 定年を上限
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月給 変形（1ヶ月単位）

59歳以下 (1)7時00分～16時00分

166,000円～236,000円 (2)8時30分～17時30分

(3)9時30分～18時30分

TEL 0984-27-4165 （従業員数 27人 ）

正社員 45070- 3593901 就業場所 宮崎県えびの市

月給 変形（1ヶ月単位）

59歳以下 (1)7時00分～16時00分

136,000円～206,000円 (2)8時30分～17時30分

(3)9時30分～18時30分

TEL 0984-27-4165 （従業員数 27人 ）

正社員 45070- 3594101 就業場所 宮崎県えびの市

時給

不問 (1)9時30分～16時00分

820円～870円

TEL 0984-27-4165 （従業員数 27人 ）

パート労働者 45070- 3595401 就業場所 宮崎県えびの市

月給 変形（1ヶ月単位）

59歳以下 (1)8時00分～17時00分

180,000円～190,000円 (2)9時30分～18時30分

TEL 0984-27-4165 （従業員数 41人 ）

正社員 45070- 3596701 就業場所 宮崎県えびの市

時給 変形（1ヶ月単位）

不問 (1)9時30分～16時00分

1,000円～1,100円

TEL 0984-27-4165 （従業員数 41人 ）

パート労働者 45070- 3598201 就業場所 宮崎県えびの市

月給 変形（1ヶ月単位）

59歳以下 (1)7時00分～16時00分

176,000円～246,000円 (2)8時00分～17時00分

(3)9時30分～18時30分

TEL 0984-27-4165 （従業員数 41人 ）

正社員 45070- 3601801 就業場所 宮崎県えびの市

月給 変形（1ヶ月単位）

59歳以下 (1)7時00分～16時00分

146,000円～216,000円 (2)8時00分～17時00分

(3)9時30分～18時30分

TEL 0984-27-4165 （従業員数 41人 ）

正社員 45070- 3602201 就業場所 宮崎県えびの市

日給(月額見込） 変形（1年単位）

63歳以下 (1)8時00分～17時00分

139,200円～185,600円

TEL 0984-35-1332 （従業員数 30人 ）

正社員 45070- 3604001 就業場所 宮崎県えびの市

時給

不問 (1)10時00分～16時30分

820円～870円

TEL 0984-27-4165 （従業員数 41人 ）

パート労働者 45070- 3605301 就業場所 宮崎県えびの市

月給 変形（1年単位）

18歳以上 (1)8時00分～17時00分

180,000円～230,000円

TEL 0984-35-0633 （従業員数 0人 ）

正社員 45070- 3606601 就業場所 宮崎県えびの市

月給 変形（1年単位）

不問 (1)8時00分～17時00分

170,828円～178,628円 (2)8時30分～17時30分

(3)9時00分～18時00分

TEL 0984-35-1219 （従業員数 80人 ）

正社員以外 45070- 3566301 就業場所 宮崎県えびの市

月給

59歳以下 (1)8時00分～17時30分

170,100円～235,000円

TEL 0984-35-0889 （従業員数 26人 ）

正社員 45070- 3567601 就業場所 宮崎県えびの市

月給

59歳以下 (1)5時00分～12時45分

160,000円～160,000円

TEL 0984-33-3481 （従業員数 5人 ）

正社員 45070- 3569101 就業場所 宮崎県えびの市

月給 変形（1ヶ月単位）

59歳以下 (1)8時15分～17時15分

190,000円～190,000円

TEL 0984-27-4165 （従業員数 78人 ）

正社員 45070- 3572501 就業場所 宮崎県えびの市

月給 変形（1ヶ月単位）

59歳以下 (1)8時00分～17時00分

180,000円～190,000円 (2)9時30分～18時30分

TEL 0984-27-4165 （従業員数 80人 ）

正社員 45070- 3575601 就業場所 宮崎県えびの市

介護福祉士（顔なじみ）夜勤あ
り

社会福祉法人　えびの明友会 宮崎県えびの市大字原田１４０３－２７ 雇用・労災・健
康・厚生

介護福祉士

雇用期間の定めなし 定年を上限

介護職または介護福祉士（顔な
じみ）

社会福祉法人　えびの明友会 宮崎県えびの市大字原田１４０３－２７ 雇用・労災・財形

雇用期間の定めあり（４ヶ月未
満）

不問

介護職（顔なじみ）夜勤あり 社会福祉法人　えびの明友会 宮崎県えびの市大字原田１４０３－２７ 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

正看護師または准看護師（あけ
ぼの園）

社会福祉法人　えびの明友会 宮崎県えびの市大字原田１４０３－２７ 雇用・労災・財形 看護師

准看護師

雇用期間の定めあり（４ヶ月未
満）

不問

准看護師（あけぼの園） 社会福祉法人　えびの明友会 宮崎県えびの市大字原田１４０３－２７ 雇用・労災・健
康・厚生

准看護師

雇用期間の定めなし 定年を上限

介護職（あけぼの園）夜勤あ
り：交替制

社会福祉法人　えびの明友会 宮崎県えびの市大字原田１４０３－２７ 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

介護福祉士（あけぼの園）夜勤
あり：交替制

社会福祉法人　えびの明友会 宮崎県えびの市大字原田１４０３－２７ 雇用・労災・健
康・厚生

介護福祉士

雇用期間の定めなし 定年を上限

介護職（あけぼの園）夜勤なし 社会福祉法人　えびの明友会 宮崎県えびの市大字原田１４０３－２７ 雇用・労災・財形

雇用期間の定めあり（４ヶ月未
満）

不問

作業員 株式会社　キュウレイフーズ 宮崎県えびの市大字今西６６０－１ 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

保育士（臨時） 社会福祉法人　えびの福祉会 宮崎県えびの市大字栗下１６０８ 雇用・労災・健
康・厚生

保育士

雇用期間の定めあり（４ヶ月以
上）

不問

内装仕上工（見習い可） 有限会社　えびの装飾 宮崎県えびの市大字栗下１２６２－１ 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし 法令の規定によ
り年齢制限があ

る

調理員（アイショップ　えびの
店）

有限会社　うえのストアー 宮崎県えびの市大字原田２２０４ 雇用・労災・健
康・厚生

調理師

雇用期間の定めなし 定年を上限

農業作業員 株式会社　愛菜 宮崎県えびの市大字東長江浦１６５２－５５１ 雇用・労災・健
康・厚生

大型特殊自動車免許

雇用期間の定めなし 定年を上限

准看護師（特別養護老人ホーム
八幡の里）

社会福祉法人　えびの明友会 宮崎県えびの市大字原田１４０３－２７ 雇用・労災・健
康・厚生

准看護師

雇用期間の定めなし 定年を上限

理学療法士・作業療法士（八幡
の里）

社会福祉法人　えびの明友会 宮崎県えびの市大字原田１４０３－２７ 雇用・労災・健
康・厚生

理学療法士

作業療法士

雇用期間の定めなし 定年を上限
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月給

34歳以下 (1)8時00分～17時00分

175,500円～175,500円

TEL 0984-33-4129 （従業員数 190人 ）

正社員 45070- 3576901 就業場所 宮崎県えびの市

月給 変形（1ヶ月単位）

59歳以下 (1)7時00分～16時00分

146,000円～216,000円 (2)8時00分～17時00分

(3)10時30分～19時30分

TEL 0984-27-4165 （従業員数 78人 ）

正社員 45070- 3577101 就業場所 宮崎県えびの市

時給(月額見込）

59歳以下 (1)8時00分～17時00分

129,480円～132,600円 (2)9時00分～16時00分

(3)8時30分～17時00分

TEL 0984-33-4129 （従業員数 190人 ）

正社員以外 45070- 3578401 就業場所 宮崎県えびの市

月給

34歳以下 (1)8時00分～17時00分

182,500円～224,500円

TEL 0984-33-4129 （従業員数 190人 ）

正社員 45070- 3579701 就業場所 宮崎県えびの市

時給(月額見込） 変形（1ヶ月単位）

不問 (1)8時00分～17時00分

136,200円～136,200円

TEL 0984-27-4165 （従業員数 78人 ）

正社員以外 45070- 3580501 就業場所 宮崎県えびの市

日給(月額見込）

不問 (1)8時00分～17時00分

184,000円～184,000円

TEL 0984-33-0111 （従業員数 7人 ）

正社員以外 45070- 3522201 就業場所 宮崎県えびの市

時給 変形（1ヶ月単位）

不問 7時00分～16時00分の間の

795円～795円 5時間以上

TEL 0984-27-3577 （従業員数 14人 ）

パート労働者 45070- 3524001 就業場所 宮崎県えびの市

月給 変形（1年単位）

18歳～45歳 (1)8時00分～17時00分

188,000円～288,000円

TEL 0984-33-4188 （従業員数 17人 ）

正社員 45070- 3540301 就業場所 宮崎県えびの市

介護職員（八幡の里）夜勤あ
り：交替制

社会福祉法人　えびの明友会 宮崎県えびの市大字原田１４０３－２７ 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

食品製造（食肉製品） 株式会社　丸正フーズ 宮崎県えびの市大字大河平４６３３ 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし キャリア形成

大型トラック運転業務 株式会社　丸正フーズ 宮崎県えびの市大字大河平４６３３ 雇用・労災・健
康・厚生

大型自動車免許

雇用期間の定めなし キャリア形成

食品製造（食肉製品）＜身分は
パート＞

株式会社　丸正フーズ 宮崎県えびの市大字大河平４６３３ 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

農作業員 株式会社　ＪＡアグリランド田
の神さぁ

宮崎県えびの市大字原田２２０６番地 雇用・労災・健
康・厚生

大型特殊自動車免許

牽引免許

雇用期間の定めあり（４ヶ月以
上）

不問

大型自動車免許

介護職員（八幡の里）日勤 社会福祉法人　えびの明友会 宮崎県えびの市大字原田１４０３－２７ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

雇用期間の定めあり（４ヶ月未
満）

不問

建築板金工見習及び職人 加治佐工業　株式会社 宮崎県えびの市大字今西３４０番地 雇用・労災・健
康・厚生・財形

雇用期間の定めなし キャリア形成

施設清掃 一般社団法人こころざし・ふる
さと再生委員会

宮崎県えびの市大字原田３２１３－４－２０２ 雇用・労災

雇用期間の定めあり（４ヶ月以
上）

不問


