
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

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- 1161711 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- 1162811 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- 1163211 就業場所 宮崎県えびの市

日給(時給換算）

不問 (1)8時30分～16時30分

1,087円～1,180円

TEL 0984-35-1111 （従業員数 300人 ）

パート労働者 45070- 1144111 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- 1145711 就業場所 宮崎県えびの市

時給

59歳以下 (1)14時30分～17時45分

850円～950円 (2)8時15分～13時15分

TEL 0984-21-3100 （従業員数 7人 ）

パート労働者 45070- 1150611 就業場所 宮崎県えびの市

月給

59歳以下 (1)8時15分～17時45分

160,000円～160,000円 (2)8時15分～12時45分

(3)8時15分～13時15分

TEL 0984-21-3100 （従業員数 7人 ）

正社員 45070- 1152111 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- 1130511 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

170,000円～170,000円

TEL 0984-33-3618 （従業員数 15人 ）

正社員 45070- 1138811 就業場所 宮崎県えびの市

時給

不問 (1)8時00分～17時00分

1,000円～1,500円

TEL 0984-23-3011 （従業員数 3人 ）

パート労働者 45070- 1120811 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- 1122511 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

169,700円～201,800円 (2)8時00分～12時00分

TEL 0984-37-1220 （従業員数 55人 ）

正社員 45070- 1124011 就業場所 宮崎県えびの市

時給 交替制あり

59歳以下 8時30分～17時00分までの間の

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- 1104711 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- 1088611 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- 1089911 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- 1091811 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

202,460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- 1094411 就業場所 宮崎県えびの市 厚生

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

所在地・就業場所

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

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

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

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

運転手（建設課） 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

大型自動車免許

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あり（４ヶ月以

上）
不問

医療事務及び看護補助業務 杉原耳鼻咽喉科 宮崎県えびの市大字原田３２３６ 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

医療事務及び看護補助業務 杉原耳鼻咽喉科 宮崎県えびの市大字原田３２３６ 労災

雇用期間の定めなし 定年を上限

事務員 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

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

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

農業作業員 株式会社　霧島グリーンファー
ム

宮崎県小林市堤２９５４－１３ 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めあり（４ヶ月未
満）

不問

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

常勤ヘルパー／事務補助 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

ホームヘルパー２級

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・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

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

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

◎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

ハローワーク小林 令和3年4月号

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４月２日
（次回発行日：５／７）



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

ハローワーク小林 令和3年4月号

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４月２日
（次回発行日：５／７）

時給

18歳以上 (1)6時30分～10時00分

793円～793円 (2)7時00分～13時00分

(3)17時00分～0時00分

TEL 0984-37-1875 （従業員数 10人 ）

パート労働者 45070- 1096311 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- 1100311 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- 1101611 就業場所 宮崎県えびの市

時給

不問 (1)11時00分～14時00分

793円～850円 (2)18時00分～21時00分

TEL 0984-37-0139 （従業員数 2人 ）

パート労働者 45070- 1068511 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～300,000円

TEL 0984-33-3336 （従業員数 16人 ）

正社員 45070- 1074811 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- 1075211 就業場所 宮崎県えびの市

日給(時給換算）

不問 (1)8時00分～15時00分

926円～984円

TEL 0984-35-1111 （従業員数 29人 ）

パート労働者 45070- 1081711 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

176,000円～176,000円

TEL 0984-27-4165 （従業員数 30人 ）

正社員 45070- 1086011 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- 1053311 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

169,900円～225,000円 (2)12時30分～21時30分

TEL 0984-33-5777 （従業員数 24人 ）

正社員 45070- 1058811 就業場所 宮崎県えびの市

時給 交替制あり

不問 7時00分～20時20分までの間の

840円～840円 7時間程度

TEL 0984-35-3441 （従業員数 26人 ）

パート労働者 45070- 1061311 就業場所 宮崎県えびの市

日給(月額見込） 変形（1ヶ月単位）

64歳以下 (1)6時00分～14時00分

174,300円～201,690円

TEL 0984-33-2739 （従業員数 6人 ）

正社員 45070- 1063911 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- 1066811 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

140,000円～140,000円

TEL 0984-27-4165 （従業員数 78人 ）

正社員 45070- 1027511 就業場所 宮崎県えびの市

時給

18歳以上 (1)9時00分～15時00分

830円～880円 (2)11時00分～17時00分

(3)18時00分～0時00分

TEL 0984-25-3171 （従業員数 14人 ）

パート労働者 45070- 1032711 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

134,972円～147,600円

TEL 0984-37-2159 （従業員数 210人 ）

正社員 45070- 1033811 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- 1035511 就業場所 宮崎県えびの市

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

販売員（セブンイレブンえびの
京町温泉店）

株式会社　淵上 宮崎県えびの市大字向江６０１ 雇用・労災

雇用期間の定めなし 法令の規定によ
り年齢制限があ

る

レストラン接客 レストラン＆工房　プティ　ヘ
イロー

宮崎県えびの市大字向江９４１－６ 労災

雇用期間の定めなし 不問

大型トラック運転業務【就職氷
河期限定求人】

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

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

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

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

雇用期間の定めなし 定年を上限

学校事務補助：学校教育課（会
計年度任用職員）

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

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

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

バルク運転手 有限会社　ラプター 宮崎県えびの市大字末永３７０３－１ 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

調理及び販売 西日本高速道路リテール株式会
社　九州支店　えびの（上り・
下り）売店

宮崎県えびの市大字東川北７６０－１ 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めあり（４ヶ月以
上）

不問

一般事務（調理部門） 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

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

総務事務 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

雇用期間の定めなし 定年を上限

接客（ジョイフルえびの店 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 労災

雇用期間の定めなし 法令の規定によ
り年齢制限があ

る

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



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

ハローワーク小林 令和3年4月号

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４月２日
（次回発行日：５／７）

時給

18歳以上 (1)9時00分～15時00分

830円～830円 (2)11時00分～17時00分

(3)18時00分～0時00分

TEL 0984-25-3171 （従業員数 14人 ）

パート労働者 45070- 1037011 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

176,000円～186,000円

TEL 0984-27-4165 （従業員数 31人 ）

正社員 45070- 1044011 就業場所 宮崎県えびの市

時給

不問 (1)15時00分～18時30分

850円～1,000円

TEL 0984-37-0111 （従業員数 4人 ）

パート労働者 45070- 1046611 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- 1047911 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

160,000円～190,000円

TEL 0984-33-0144 （従業員数 34人 ）

正社員 45070- 1048111 就業場所 宮崎県えびの市

時給

不問 (1)15時00分～18時30分

900円～1,500円

TEL 0984-37-0111 （従業員数 4人 ）

パート労働者 45070- 1049711 就業場所 宮崎県えびの市

月給 変形（1年単位）

45歳以下 (1)8時00分～17時15分

175,000円～210,000円

TEL 0984-33-0144 （従業員数 34人 ）

正社員 45070- 1050511 就業場所 宮崎県えびの市

月給

59歳以下 (1)9時00分～19時00分

180,000円～250,000円 (2)9時00分～13時30分

TEL 0984-37-0111 （従業員数 4人 ）

正社員 45070- 1051411 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

170,800円～170,800円

TEL 0984-25-4466 （従業員数 1人 ）

正社員 45070- 1015111 就業場所 宮崎県えびの市

月給 変形（1年単位）

45歳以下 (1)8時00分～17時00分

160,000円～180,000円

TEL 0984-27-2103 （従業員数 9人 ）

正社員 45070- 1018211 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30分

235,400円～288,900円

TEL 0984-33-3455 （従業員数 0人 ）

正社員 45070-  994211 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-  997011 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-  999611 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- 1000211 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

157,000円～157,000円

TEL 0984-27-4165 （従業員数 30人 ）

正社員 45070- 1001511 就業場所 宮崎県えびの市

時給 交替制あり

不問 (1)5時00分～9時00分

850円～850円 (2)17時00分～21時00分

TEL 0984-33-2245 （従業員数 13人 ）

パート労働者 45070- 1006911 就業場所 宮崎県えびの市

時給 交替制あり

不問 (1)8時00分～13時00分

820円～820円 (2)9時00分～15時00分

TEL 0984-27-4165 （従業員数 80人 ）

パート労働者 45070- 1010411 就業場所 宮崎県えびの市

調理係（ジョイフルえびの店） 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 労災

雇用期間の定めなし 法令の規定によ
り年齢制限があ

る

歯科助手 松田歯科医院 宮崎県えびの市大字向江８５２ 雇用・労災

雇用期間の定めなし 不問

相談員（養護老人ホーム　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

社会福祉士

介護支援専門員（ケアマネー
ジャー）雇用期間の定めなし 定年を上限

製材工場作業 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

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

営業 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 キャリア形成

歯科衛生士 松田歯科医院 宮崎県えびの市大字向江８５２ 雇用・労災 歯科衛生士

雇用期間の定めなし 不問

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

歯科衛生士 松田歯科医院 宮崎県えびの市大字向江８５２ 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

建築塗装及びリフォーム きりしま建装 宮崎県えびの市大字上江３５８－１ 雇用・労災

雇用期間の定めなし 不問

機械オペレーター 有限会社　マルサ工業 宮崎県小林市南西方７６９６ 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし キャリア形成

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

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

准看護職：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

准看護師

雇用期間の定めなし 定年を上限

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

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

世話人 特定非営利活動法人　えびの福
祉作業所

宮崎県えびの市大字大明司４５５－３ 労災

雇用期間の定めなし 不問



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

ハローワーク小林 令和3年4月号

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４月２日
（次回発行日：５／７）

月給

59歳以下 (1)8時30分～17時30分

190,000円～190,000円 (2)8時30分～17時00分

(3)8時30分～13時00分

TEL 0984-37-3007 （従業員数 8人 ）

正社員 45070- 1011011 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- 1012311 就業場所 宮崎県えびの市

時給 交替制あり

不問 (1)9時00分～15時30分

850円～850円 (2)12時00分～15時30分

(3)9時00分～12時00分

TEL 0984-48-0808 （従業員数 7人 ）

パート労働者 45070-  972311 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

200,000円～300,000円

TEL 0984-37-1637 （従業員数 2人 ）

正社員 45070-  973611 就業場所 宮崎県えびの市

時給 変形（1ヶ月単位）

18歳～59歳 (1)9時00分～17時00分

1,000円～1,100円 (2)16時30分～0時00分

TEL 0984-27-3660 （従業員数 17人 ）

パート労働者 45070-  988411 就業場所 宮崎県えびの市

日給(月額見込） 変形（1年単位）

35歳以下 (1)8時00分～17時00分

185,600円～197,200円

TEL 0984-33-2045 （従業員数 3人 ）

正社員 45070-  960211 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

232,000円～301,600円

TEL 0984-33-2045 （従業員数 3人 ）

正社員 45070-  961511 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15分～17時00分

136,904円～136,904円

TEL 0984-33-1444 （従業員数 38人 ）

正社員 45070-  967111 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-  924111 就業場所 宮崎県えびの市

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-  925711 就業場所 宮崎県えびの市

月給

45歳以下 (1)8時00分～17時00分

150,000円～200,000円

TEL 0984-33-5186 （従業員数 17人 ）

正社員 45070-  939311 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-  892911 就業場所 宮崎県えびの市

時給

不問 (1)8時00分～15時00分

800円～800円

TEL 0984-33-1610 （従業員数 13人 ）

パート労働者 45070-  907911 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

162,000円～181,000円

TEL 0984-35-2575 （従業員数 12人 ）

正社員 45070-  864411 就業場所 宮崎県えびの市 給付

月給 変形（1年単位）

45歳以下 (1)8時00分～17時00分

186,000円～228,000円

TEL 0984-35-2575 （従業員数 12人 ）

正社員 45070-  865011 就業場所 宮崎県えびの市 給付

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-  866311 就業場所 宮崎県えびの市

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-  867611 就業場所 宮崎県えびの市

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

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・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

土木施工管理技術者 株式会社　吉元組 宮崎県えびの市大字島内７２８ 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

車両系建設機械（基礎工事用）運
転技能者

介護福祉士（えびの） 株式会社　ＯＴ－Ｒｏａｄ 宮崎県えびの市大字大明司５０－７ 労災 介護福祉士

雇用期間の定めあり（４ヶ月以
上）

不問

電工・配管工（見習い） 株式会社　福元電設 宮崎県えびの市大字大明司１１５４－１ 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし キャリア形成

ホール・カウンタースタッフ 桜　エンタープライズ　株式会
社　ベガ・えびの店

宮崎県えびの市大字大明司１１７９番地 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

縫製工 株式会社　シャンティ　宮崎工
場

宮崎県えびの市大字上江２０００ 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

電工・配管工（技術者） 株式会社　福元電設 宮崎県えびの市大字大明司１１５４－１ 雇用・労災・健
康・厚生

２級配管技能士

第二種電気工事士

雇用期間の定めなし 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

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

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

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

作業員（正社員） 稲尾リース　株式会社　小林営
業所

宮崎県小林市水流迫字松原２１７番地１ 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

野菜の収穫・選別及び荷造り 株式会社　本坊農園 宮崎県えびの市大字原田９５６ 雇用・労災

雇用期間の定めなし 不問

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

営業職 稲尾リース　株式会社　小林営
業所

宮崎県小林市水流迫字松原２１７番地１ 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし キャリア形成

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



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

ハローワーク小林 令和3年4月号

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４月２日
（次回発行日：５／７）

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-  882311 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-  887811 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-  888211 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-  889511 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-  848011 就業場所 宮崎県えびの市

時給

不問 (1)10時00分～15時00分

900円～1,000円

TEL 0984-33-5477 （従業員数 0人 ）

パート労働者 45070-  849311 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-  850111 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-  851711 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

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-  852811 就業場所 宮崎県えびの市

時給 変形（1ヶ月単位）

59歳以下 (1)16時00分～9時00分

820円～820円

TEL 0984-37-3132 （従業員数 9人 ）

パート労働者 45070-  807011 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-  808311 就業場所 宮崎県えびの市

時給

59歳以下 (1)9時00分～13時00分

820円～820円

TEL 0984-37-3132 （従業員数 9人 ）

パート労働者 45070-  809611 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-  810811 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-  817911 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-  818111 就業場所 宮崎県えびの市

時給 9時00分～16時30分までの間の

59歳以下 5時間程度

850円～850円

TEL 0984-27-4165 （従業員数 78人 ）

パート労働者 45070-  820511 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

166,000円～220,000円

TEL 0984-27-4165 （従業員数 78人 ）

正社員 45070-  821411 就業場所 宮崎県えびの市

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

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

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

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

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

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

牛の飼育作業員 前原畜産 宮崎県えびの市大字末永３７１２ その他 フォークリフト運転技能者

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 不問

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

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

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

介護職（夜勤のみ） 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

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

介護職（日勤） 株式会社　えいわ 宮崎県えびの市大字浦３６５－８３ 雇用・労災

雇用期間の定めなし 定年を上限

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

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

管理栄養士 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

管理栄養士

雇用期間の定めなし 定年を上限

一般事務（調理部門） 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

ハローワーク小林 令和3年4月号

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４月２日
（次回発行日：５／７）

時給

61歳以下 (1)8時30分～12時30分

860円～900円

TEL 0984-37-1109 （従業員数 38人 ）

パート労働者 45070-  822011 就業場所 宮崎県えびの市

日給(月額見込）

64歳以下 (1)8時00分～17時00分

250,320円～309,200円

TEL 0984-35-0708 （従業員数 7人 ）

正社員 45070-  823311 就業場所 宮崎県えびの市

時給 9時00分～16時30分までの間の

59歳以下 5時間

1,100円～1,100円

TEL 0984-27-4165 （従業員数 78人 ）

パート労働者 45070-  824611 就業場所 宮崎県えびの市

時給 9時00分～16時30分までの間の

59歳以下 5時間程度

900円～900円

TEL 0984-27-4165 （従業員数 78人 ）

パート労働者 45070-  825911 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

146,000円～210,000円

TEL 0984-27-4165 （従業員数 78人 ）

正社員 45070-  826111 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

155,352円～182,700円

TEL 0984-33-5060 （従業員数 129人 ）

正社員 45070-  830011 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

145,000円～180,000円 (2)8時30分～17時00分

(3)8時30分～12時30分

TEL 0984-37-3007 （従業員数 8人 ）

正社員 45070-  792411 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-  805511 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）

35歳以下 (1)8時00分～17時00分

176,000円～220,000円

TEL 0984-35-1516 （従業員数 8人 ）

正社員 45070-  768011 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～180,000円

TEL 0984-35-1516 （従業員数 8人 ）

正社員 45070-  769311 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-  770111 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-  771711 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-  777311 就業場所 宮崎県えびの市

時給

不問 (1)9時00分～16時00分

925円～925円

TEL 0984-35-3744 （従業員数 6人 ）

パート労働者 45070-  779911 就業場所 宮崎県えびの市

時給 7時00分～16時00分までの間の

不問 5時間程度

795円～795円

TEL 0984-27-3577 （従業員数 14人 ）

パート労働者 45070-  755711 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

200,000円～350,000円

TEL 0984-33-0141 （従業員数 10人 ）

正社員 45070-  737911 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

250,000円～350,000円

TEL 0984-33-0141 （従業員数 10人 ）

正社員 45070-  738111 就業場所 宮崎県えびの市

豚の飼育作業員／正社員 農業生産法人　有限会社　井園
ファーム

宮崎県えびの市大字西長江浦５４９－２ 雇用・労災・健
康・厚生

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

栄養士 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 栄養士

雇用期間の定めなし 定年を上限

管理栄養士 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 管理栄養士

雇用期間の定めなし 定年を上限

システム開発技術者およびプロ
グラマー（えびの本社）

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

雇用期間の定めなし 定年を上限

栄養士 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

栄養士

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

医療事務 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・健
康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

経理事務 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・健
康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

造園土木作業員 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・健
康・厚生

雇用期間の定めなし キャリア形成

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

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

一般事務 えびの市農業再生協議会 宮崎県えびの市大字栗下１２９２番地 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めあり（４ヶ月以
上）

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

水道工事技術者 築建設株式会社 宮崎県えびの市大字原田１４０１－１ 雇用・労災・健
康・厚生

１級配管技能士

２級配管技能士

雇用期間の定めなし 定年を上限

２級管工事施工管理技士

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

土木施工管理技士又は舗装施工
管理技士

築建設株式会社 宮崎県えびの市大字原田１４０１－１ 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

その他の土木・舗装・線路工事関
係資格



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

ハローワーク小林 令和3年4月号

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４月２日
（次回発行日：５／７）

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

176,800円～243,100円

TEL 0984-33-0141 （従業員数 10人 ）

正社員 45070-  741411 就業場所 宮崎県えびの市

時給

不問 (1)10時00分～14時30分

950円～950円

TEL 0984-33-3815 （従業員数 6人 ）

パート労働者 45070-  745911 就業場所 宮崎県えびの市

月給

不問 (1)8時30分～17時30分

140,000円～140,000円

TEL 0984-33-2245 （従業員数 13人 ）

正社員 45070-  746111 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

253,380円～274,495円 (2)17時00分～1時00分

TEL 0984-35-2011 （従業員数 35人 ）

正社員 45070-  754111 就業場所 宮崎県えびの市

時給(月額見込） 変形（1ヶ月単位）

59歳以下 (1)9時00分～17時00分

136,303円～136,303円 (2)13時00分～21時00分

TEL 0984-27-3660 （従業員数 17人 ）

正社員以外 45070-  725511 就業場所 宮崎県えびの市

時給

18歳～59歳 (1)22時30分～0時00分

800円～800円

TEL 0984-27-3660 （従業員数 17人 ）

パート労働者 45070-  726411 就業場所 宮崎県えびの市

時給(月額見込） 変形（1ヶ月単位）

18歳～59歳 (1)9時00分～17時00分

137,160円～154,305円 (2)16時30分～0時00分

TEL 0984-27-3660 （従業員数 17人 ）

正社員以外 45070-  727011 就業場所 宮崎県えびの市

時給(月額見込） 変形（1ヶ月単位）

18歳～59歳 (1)9時00分～17時00分

171,450円～188,595円 (2)16時30分～0時00分

TEL 0984-27-3660 （従業員数 17人 ）

正社員以外 45070-  728311 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

222,200円～308,600円

TEL 0984-48-0555 （従業員数 1人 ）

正社員 45070-  718411 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

164,800円～164,800円 (2)8時00分～17時00分

(3)9時00分～18時00分

TEL 0984-37-2063 （従業員数 27人 ）

正社員 45070-  721111 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

800円～850円

TEL 0984-33-4188 （従業員数 17人 ）

パート労働者 45070-  684811 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00分～17時20分

131,321円～132,480円

TEL 0984-33-0038 （従業員数 42人 ）

正社員以外 45070-  655311 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-  656611 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-  658111 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-  659711 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-  666111 就業場所 宮崎県えびの市

時給 8時30分～17時00分までの間の

不問 6時間程度

853円～853円

TEL 0984-35-2800 （従業員数 5人 ）

パート労働者 45070-  670011 就業場所 宮崎県えびの市

特殊運転手・技能工 築建設株式会社 宮崎県えびの市大字原田１４０１－１ 雇用・労災・健
康・厚生

大型特殊自動車免許

大型自動車免許

雇用期間の定めなし 定年を上限

車両系建設機械（整地・運搬・積
込用及び掘削用）運転技能者

職業指導員 特定非営利活動法人　えびの福
祉作業所

宮崎県えびの市大字大明司４５５－３ 雇用・労災・健
康・厚生

介護福祉士

雇用期間の定めなし 不問

ホール・洗い場・調理補助（日
曜日限定）

有限会社　チャオハッピーフー
ズ

宮崎県えびの市大字杉水流８３－１ 労災

雇用期間の定めなし 不問

清掃業務 桜　エンタープライズ　株式会
社　ベガ・えびの店

宮崎県えびの市大字大明司１１７９番地 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

大型トラック運転手 有限会社　扶桑物流　えびの営
業所

宮崎県えびの市大字小田１３０４ 雇用・労災・健
康・厚生

大型自動車免許

フォークリフト運転技能者

雇用期間の定めなし 定年を上限

一般事務員 桜　エンタープライズ　株式会
社　ベガ・えびの店

宮崎県えびの市大字大明司１１７９番地 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

清掃業務（夜間） 桜　エンタープライズ　株式会
社　ベガ・えびの店

宮崎県えびの市大字大明司１１７９番地 労災

雇用期間の定めなし 法令の規定によ
り年齢制限があ

る

重機オペレーター 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（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

ホール・カウンタースタッフ 桜　エンタープライズ　株式会
社　ベガ・えびの店

宮崎県えびの市大字大明司１１７９番地 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

事務員 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

雇用期間の定めなし 定年を上限

保育士（正社員） 社会福祉法人　協和福祉会　な
かよし認定こども園

宮崎県えびの市大字向江９８ 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

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

栗甘露煮の選別、加工 中利缶詰　株式会社　霧島工場 宮崎県えびの市大字上江７９６－３ 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めあり（４ヶ月以
上）

不問

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

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

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

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



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

ハローワーク小林 令和3年4月号

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４月２日
（次回発行日：５／７）

時給 変形（1ヶ月単位）

不問 7時30分～21時00分までの間の

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-  635811 就業場所 宮崎県えびの市

時給 変形（1ヶ月単位）

不問 (1)16時30分～9時30分

795円～890円

TEL 0984-25-3778 （従業員数 18人 ）

パート労働者 45070-  637511 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-  640911 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-  641111 就業場所 宮崎県えびの市

月給

64歳以下 (1)8時30分～17時30分

141,000円～161,000円 (2)8時30分～12時30分

TEL 0984-35-3003 （従業員数 12人 ）

正社員 45070-  613011 就業場所 宮崎県えびの市

月給

40歳以下 (1)8時30分～17時30分

163,000円～183,000円 (2)8時30分～12時30分

TEL 0984-35-3003 （従業員数 12人 ）

正社員 45070-  614311 就業場所 宮崎県えびの市 厚生

月給

64歳以下 (1)8時30分～17時30分

143,000円～163,000円 (2)8時30分～12時30分

TEL 0984-35-3003 （従業員数 12人 ）

正社員 45070-  615611 就業場所 宮崎県えびの市 厚生

時給 9時00分～18時00分までの間の

不問 2時間以上

1,000円～1,200円

TEL 0984-37-2100 （従業員数 2人 ）

パート労働者 45070-  625111 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-  578111 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-  588811 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 29人 ）

正社員 45070-  591311 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-  603511 就業場所 宮崎県えびの市

月給 変形（1年単位）

64歳以下 (1)7時45分～16時45分

173,250円～184,800円

TEL 0984-33-5656 （従業員数 8人 ）

正社員 45070-  610211 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-  611511 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-  616911 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 25人 ）

パート労働者 45070-  555811 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-  570811 就業場所 宮崎県えびの市

介護職：夜勤専従（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（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

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

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

看護師又は准看護師 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 雇用・労災・健
康・厚生

看護師

准看護師

雇用期間の定めなし キャリア形成

眼科検査助手 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 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

牛の飼育作業員 株式会社　前園ファーム 宮崎県えびの市大字島内７８７ 雇用・労災

雇用期間の定めなし 不問

医療受付事務 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 雇用・労災・健
康・厚生

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

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

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

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

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

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

入浴介助（グループホーム顔な
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ヶ月以
上）

不問

大型トラック運転業務（３４歳
以下募集）

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



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

ハローワーク小林 令和3年4月号

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４月２日
（次回発行日：５／７）

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-  571211 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-  531511 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

180,000円～250,000円

TEL 0984-35-3636 （従業員数 47人 ）

正社員 45070-  532411 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-  533011 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-  519911 就業場所 宮崎県えびの市

時給 交替制あり

59歳以下 (1)9時45分～19時15分

920円～920円 (2)9時45分～13時15分

TEL 0984-25-4011 （従業員数 8人 ）

パート労働者 45070-  498111 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

200,000円～226,000円

TEL 0984-48-0808 （従業員数 8人 ）

正社員 45070-  504811 就業場所 宮崎県えびの市

時給

63歳以下 (1)9時00分～15時00分

800円～800円

TEL 0984-35-1332 （従業員数 30人 ）

パート労働者 45070-  469511 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-  470311 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～160,000円

TEL 090-9405-0518（従業員数 0人 ）

正社員 45070-  475811 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～180,000円

TEL 090-9405-0518（従業員数 0人 ）

正社員 45070-  476211 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-  425211 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-  426511 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-  428011 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-  429311 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-  431711 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

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-  432811 就業場所 宮崎県えびの市

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

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

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

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

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

理学療法士又は作業療法士 株式会社　ＯＴ－Ｒｏａｄ 宮崎県えびの市大字大明司５０－７ 雇用・労災・健
康・厚生

作業療法士

理学療法士

雇用期間の定めなし 定年を上限

販売員 株式会社　しまむら　ファッ
ションセンターしまむら　えび
の店

宮崎県えびの市大字大明司２２０２－１ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

雇用期間の定めなし 定年を上限

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

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

雇用期間の定めなし 定年を上限

サービス管理責任者 就労継続支援Ａ型事業所　ド
リームサポート

宮崎県えびの市大字坂元１１９－６ その他

雇用期間の定めなし 不問

職業指導員・生活支援員 就労継続支援Ａ型事業所　ド
リームサポート

宮崎県えびの市大字坂元１１９－６ その他

雇用期間の定めなし 不問

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

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（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

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



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
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◎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。
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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

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-  434511 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-  436011 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-  438611 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-  439911 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-  450211 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-  451511 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-  453011 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-  456911 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-  400511 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

195,000円～221,000円

TEL 0984-33-2737 （従業員数 3人 ）

正社員 45070-  405911 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-  412611 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-  413911 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-  421911 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-  422111 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-  423711 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-  424811 就業場所 宮崎県えびの市

月給

45歳以下 (1)9時00分～18時00分

160,000円～200,000円

TEL 0984-35-1716 （従業員数 4人 ）

正社員 45070-  390411 就業場所 宮崎県えびの市

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

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

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

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

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

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

牛の飼育作業員 株式会社　坊野ファーム 宮崎県えびの市大字末永３７２８－２ 雇用・労災・健
康・厚生

大型自動車免許

大型特殊自動車免許

雇用期間の定めなし 不問

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

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

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

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

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

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

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

食肉加工 株式会社　ＢＥＢＵＹＡ 宮崎県えびの市大字大河平１０６３ 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし キャリア形成



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
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◎ 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

ハローワーク小林 令和3年4月号

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４月２日
（次回発行日：５／７）

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 0984-37-2159 （従業員数 210人 ）

正社員 45070-  392311 就業場所 宮崎県えびの市

日給(月額見込） 変形（1年単位）

18歳～59歳 (1)8時00分～17時00分

134,972円～155,800円 (2)20時00分～5時00分

TEL 0984-37-2159 （従業員数 210人 ）

正社員 45070-  393611 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

149,000円～183,000円

TEL 0984-25-3311 （従業員数 33人 ）

正社員 45070-  383011 就業場所 宮崎県えびの市

時給 交替制あり

64歳以下 (1)9時00分～12時00分

1,000円～1,000円 (2)13時00分～14時30分

(3)13時00分～15時30分

TEL 0984-33-2127 （従業員数 83人 ）

パート労働者 45070-  384311 就業場所 宮崎県えびの市

時給(月額見込） 変形（1年単位）

59歳以下 (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 45070-  364511 就業場所 宮崎県えびの市

時給 変形（1ヶ月単位）

不問 8時00分～17時00分の間の

1,150円～1,150円 3時間程度

TEL 0984-37-1220 （従業員数 55人 ）

パート労働者 45070-  347211 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

181,500円～251,500円

TEL 0984-35-1292 （従業員数 57人 ）

正社員 45070-  326611 就業場所 宮崎県えびの市

月給 変形（1ヶ月単位）

18歳～59歳 (1)17時00分～2時00分

162,500円～211,500円

TEL 0984-35-1292 （従業員数 57人 ）

正社員 45070-  327911 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30分

149,100円～255,600円

TEL 0984-48-0557 （従業員数 2人 ）

正社員 45070-  328111 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)17時00分～2時00分

149,000円～164,000円 (2)8時00分～17時00分

TEL 0984-35-1292 （従業員数 57人 ）

正社員 45070-  332011 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

163,000円～200,000円 (2)8時30分～17時30分

(3)10時00分～19時00分

TEL 0984-25-3311 （従業員数 33人 ）

正社員 45070-  307511 就業場所 宮崎県えびの市

時給 交替制あり

65歳以下 (1)8時00分～12時30分

793円～793円 (2)8時00分～15時00分

TEL 0984-33-0323 （従業員数 17人 ）

パート労働者 45070-  312711 就業場所 宮崎県えびの市

時給(月額見込）

65歳以下 (1)8時00分～17時00分

156,600円～156,600円

TEL 0984-33-0323 （従業員数 17人 ）

正社員 45070-  313811 就業場所 宮崎県えびの市

時給 9時00分～17時00分の間の

64歳以下 2時間以上

1,000円～1,300円

TEL 0984-37-2233 （従業員数 40人 ）

パート労働者 45070-  314211 就業場所 宮崎県えびの市

月給 変形（1ヶ月単位）

64歳以下 (1)7時30分～16時30分

200,000円～250,000円 (2)8時00分～17時00分

(3)9時00分～18時00分

TEL 0984-33-2127 （従業員数 17人 ）

正社員 45070-  285411 就業場所 宮崎県えびの市

月給 変形（1ヶ月単位）

64歳以下 (1)7時30分～16時30分

160,000円～210,000円 (2)8時00分～17時00分

(3)9時00分～18時00分

TEL 0984-33-2127 （従業員数 17人 ）

正社員 45070-  287311 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

196,350円～196,350円

TEL 0984-37-2288 （従業員数 6人 ）

正社員以外 45070-  295011 就業場所 宮崎県えびの市

電子部品の検査／えびの本社 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

雇用期間の定めなし 定年を上限

介護職＜デイサービス＞ 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

宮崎県えびの市大字原田２２１６－１０ 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

セラミックの研削・加工／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

雇用期間の定めなし 定年を上限

縫製工　兼　検査員 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

雇用期間の定めなし 定年を上限

入浴介助【介護老人保健施設
さくら苑】

医療法人社団　公佑会 宮崎県えびの市大字大河平４３２７－３７ 労災

雇用期間の定めなし 定年を上限

集配運転手 南九州福山通運株式会社　えび
の営業所

宮崎県えびの市大字湯田４３４－１ 雇用・労災・健
康・厚生

準中型自動車免許

フォークリフト運転技能者

雇用期間の定めなし 定年を上限

ホームヘルパー（非常勤） 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 労災 ホームヘルパー２級

介護福祉士

雇用期間の定めなし 不問

電気水道工事技術者又は見習い 株式会社　ハラヤマ 宮崎県えびの市大字小田４０２番地６ 雇用・労災・健
康・厚生

第二種電気工事士

雇用期間の定めなし 不問

大型トラック運転手 南九州福山通運株式会社　えび
の営業所

宮崎県えびの市大字湯田４３４－１ 雇用・労災・健
康・厚生

大型自動車免許

フォークリフト運転技能者

雇用期間の定めなし 定年を上限

看護職（ショートステイ） 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

宮崎県えびの市大字原田２２１６－１０ 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

大型トラック運転手（ＦＬ運転
手）

南九州福山通運株式会社　えび
の営業所

宮崎県えびの市大字湯田４３４－１ 雇用・労災・健
康・厚生

大型自動車免許

フォークリフト運転技能者

雇用期間の定めなし 定年を上限

養鶏管理又は農場管理 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・健
康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

集卵作業 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

看護師【丹医院】 医療法人社団　公佑会 宮崎県えびの市大字大河平４３２７－３７ 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

介護職 医療法人社団　さつき会（京町
温泉クリニック）

宮崎県えびの市大字亀沢３９１－１ 労災

雇用期間の定めなし 定年を上限

ダンプ運転手（契約社員） 岡元砕石　有限会社 宮崎県えびの市大字浦８９８－５ 雇用・労災・健
康・厚生

大型自動車免許

雇用期間の定めあり（４ヶ月未
満）

不問

准看護師【丹医院】 医療法人社団　公佑会 宮崎県えびの市大字大河平４３２７－３７ 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
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令和3年４月２日
（次回発行日：５／７）

月給 変形（1ヶ月単位）

64歳以下 (1)8時00分～17時00分

136,000円～150,000円 (2)9時30分～18時30分

(3)10時00分～19時00分

TEL 0984-33-2127 （従業員数 140人 ）

正社員 45070-  273711 就業場所 宮崎県えびの市

月給

不問 (1)8時00分～17時00分

160,000円～210,000円

TEL 0984-37-0025 （従業員数 5人 ）

正社員 45070-  298911 就業場所 宮崎県えびの市

日給(月額見込）

18歳～40歳 (1)8時00分～17時00分

179,200円～224,000円

TEL 0984-27-4800 （従業員数 0人 ）

正社員 45070-  256111 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

174,000円～208,800円

TEL 0984-33-5689 （従業員数 25人 ）

正社員 45070-  260011 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

174,000円～208,800円

TEL 0984-33-5689 （従業員数 25人 ）

正社員 45070-  261311 就業場所 宮崎県えびの市

月給 変形（1ヶ月単位）

35歳以下 (1)8時00分～17時00分

160,000円～250,000円

TEL 0984-33-2835 （従業員数 5人 ）

正社員 45070-  262611 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分までの間の

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-  264111 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

175,000円～220,000円

TEL 0984-48-0808 （従業員数 8人 ）

正社員 45070-  208711 就業場所 宮崎県えびの市

月給 変形（1ヶ月単位）

64歳以下 (1)8時30分～17時30分

205,000円～230,000円 (2)17時00分～9時00分

TEL 0984-37-2233 （従業員数 40人 ）

正社員 45070-  215111 就業場所 宮崎県えびの市

時給 変形（1年単位）

59歳以下 (1)17時00分～20時00分

900円～1,000円 (2)5時00分～8時00分

TEL 0984-35-3636 （従業員数 47人 ）

パート労働者 45070-  222911 就業場所 宮崎県えびの市

時給 変形（1年単位）

18歳～59歳 (1)19時45分～5時00分

1,000円～1,100円

TEL 0984-35-3636 （従業員数 47人 ）

パート労働者 45070-  223111 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

900円～1,000円

TEL 0984-35-3636 （従業員数 47人 ）

パート労働者 45070-  224711 就業場所 宮崎県えびの市

月給 変形（1ヶ月単位）

64歳以下 (1)8時30分～17時30分

215,000円～240,000円 (2)17時00分～9時00分

TEL 0984-37-2233 （従業員数 40人 ）

正社員 45070-  192111 就業場所 宮崎県えびの市

月給 変形（1ヶ月単位）

64歳以下 (1)8時30分～17時30分

210,000円～235,000円 (2)17時00分～9時00分

TEL 0984-37-2233 （従業員数 40人 ）

正社員 45070-  193711 就業場所 宮崎県えびの市

月給 変形（1ヶ月単位）

64歳以下 (1)8時30分～17時30分

195,000円～215,000円 (2)17時00分～9時00分

TEL 0984-37-2233 （従業員数 40人 ）

正社員 45070-  195211 就業場所 宮崎県えびの市

時給(月額見込）

不問 (1)8時30分～17時30分

131,200円～131,200円

TEL 0984-21-7010 （従業員数 6人 ）

正社員以外 45070-  199311 就業場所 宮崎県えびの市

月給 変形（1年単位）

35歳以下 (1)8時00分～17時00分

160,000円～250,000円

TEL 0984-33-2835 （従業員数 5人 ）

正社員 45070-  205611 就業場所 宮崎県えびの市

現場管理（技術者）（土日週休
２日制）

有限会社　末原建設 宮崎県えびの市大字島内２０００番地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 不問

介護職【介護老人保健施設　さ
くら苑】

医療法人社団　公佑会 宮崎県えびの市大字大河平４３２７－３７ 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

木材伐出作業員 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

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

鉄工溶接・組立作業 株式会社　アイワークス 宮崎県えびの市大字大明司９番地９ 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

金網組立 有限会社　フラップ　えびの 宮崎県えびの市大字末永２３３８－１ 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし キャリア形成

重機整備士 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

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

介護福祉士：正社員（えびの） 株式会社　ＯＴ－Ｒｏａｄ 宮崎県えびの市大字大明司５０－７ 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／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

プラスチック成形　製品検品業
務（短時間）

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 労災

雇用期間の定めなし 定年を上限

介護職（介護初任者研修修了
者）

医療法人社団　さつき会（京町
温泉クリニック）

宮崎県えびの市大字亀沢３９１－１ 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

プラスチック成形　製品検品業
務（日勤）

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

プラスチック成形　製品検品業
務（夜勤専従）

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

介護職（介護実務者研修修了
者）

医療法人社団　さつき会（京町
温泉クリニック）

宮崎県えびの市大字亀沢３９１－１ 雇用・労災・健
康・厚生

介護職員実務者研修修了者

雇用期間の定めなし 定年を上限

介護福祉士 医療法人社団　さつき会（京町
温泉クリニック）

宮崎県えびの市大字亀沢３９１－１ 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

軽作業員 株式会社　丸嘉　えびの工場 宮崎県えびの市大字島内２０４４番地１２　大嘉
産業（株）内

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

介護職（無資格者） 医療法人社団　さつき会（京町
温泉クリニック）

宮崎県えびの市大字亀沢３９１－１ 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

金網組立・井型機（スペースタ
イ）オペレーター

有限会社　フラップ　えびの 宮崎県えびの市大字末永２３３８－１ 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



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

ハローワーク小林 令和3年4月号

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４月２日
（次回発行日：５／７）

時給 8時00分～17時00分までの間の

69歳以下 6時間程度

850円～850円

TEL 0984-33-2835 （従業員数 5人 ）

パート労働者 45070-  206911 就業場所 宮崎県えびの市

時給

64歳以下 (1)9時00分～13時00分

1,000円～1,200円

TEL 0984-35-0708 （従業員数 7人 ）

パート労働者 45070-  179211 就業場所 宮崎県えびの市

月給

64歳以下 (1)8時30分～17時30分

180,000円～230,000円

TEL 0984-37-2233 （従業員数 40人 ）

正社員 45070-  180011 就業場所 宮崎県えびの市

月給 変形（1ヶ月単位）

64歳以下 (1)8時30分～17時30分

265,000円～265,000円 (2)17時00分～9時00分

TEL 0984-37-2233 （従業員数 40人 ）

正社員 45070-  182611 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～350,000円

TEL 0984-37-0315 （従業員数 6人 ）

正社員 45070-  183911 就業場所 宮崎県えびの市

月給 変形（1ヶ月単位）

64歳以下 (1)8時30分～17時30分

250,000円～250,000円 (2)17時00分～9時00分

TEL 0984-37-2233 （従業員数 40人 ）

正社員 45070-  184111 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

190,000円～190,000円 (2)8時30分～17時00分

(3)8時30分～13時00分

TEL 0984-37-3007 （従業員数 8人 ）

正社員 45070-  132311 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)9時00分～17時00分

200,000円～200,000円

TEL 0984-35-2011 （従業員数 35人 ）

正社員 45070-  142911 就業場所 宮崎県えびの市

時給

64歳以下 (1)9時30分～13時00分

1,300円～1,300円

TEL 0984-37-2233 （従業員数 40人 ）

パート労働者 45070-  147511 就業場所 宮崎県えびの市

時給

69歳以下 (1)9時00分～14時00分

830円～850円

TEL 0984-44-0818 （従業員数 6人 ）

パート労働者 45070-  104511 就業場所 宮崎県えびの市

時給

不問 (1)9時00分～12時30分

850円～850円 (2)9時20分～16時00分

TEL 0984-33-3672 （従業員数 21人 ）

パート労働者 45070-  109911 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30分～17時30分

178,100円～178,100円

TEL 0984-33-3691 （従業員数 30人 ）

正社員 45070-  114411 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

TEL 0984-37-1495 （従業員数 24人 ）

パート労働者 45070-  120211 就業場所 宮崎県えびの市

日給(月額見込）

不問 (1)7時30分～17時15分

180,000円～200,000円

TEL 0984-37-0576 （従業員数 2人 ）

正社員 45070-   59511 就業場所 宮崎県えびの市

月給 変形（1年単位）

40歳以下 (1)8時45分～17時30分

165,000円～300,000円

TEL 0984-35-2000 （従業員数 50人 ）

正社員 45070-   93311 就業場所 宮崎県えびの市

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

井型取付作業 有限会社　フラップ　えびの 宮崎県えびの市大字末永２３３８－１ 雇用・労災

雇用期間の定めなし 定年を上限

受付事務 医療法人社団　さつき会（京町
温泉クリニック）

宮崎県えびの市大字亀沢３９１－１ 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

豚舎清掃作業員（パート） 農業生産法人　有限会社　井園
ファーム

宮崎県えびの市大字西長江浦５４９－２ 雇用・労災

雇用期間の定めなし 定年を上限

移動式クレーンオペレーター 有限会社　南九クレーン 宮崎県えびの市大字亀沢３７ 雇用・労災・健
康・厚生

大型特殊自動車免許

移動式クレーン運転士

雇用期間の定めなし 定年を上限

正看護師 医療法人社団　さつき会（京町
温泉クリニック）

宮崎県えびの市大字亀沢３９１－１ 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

視能訓練士 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・健
康・厚生

視能訓練士

雇用期間の定めなし 定年を上限

准看護師 医療法人社団　さつき会（京町
温泉クリニック）

宮崎県えびの市大字亀沢３９１－１ 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

入浴介助員 医療法人社団　さつき会（京町
温泉クリニック）

宮崎県えびの市大字亀沢３９１－１ 労災

雇用期間の定めなし 定年を上限

整備士 有限会社　扶桑物流　えびの営
業所

宮崎県えびの市大字小田１３０４ 雇用・労災・健
康・厚生

三級自動車ジーゼル・エンジン整
備士

大型自動車免許

雇用期間の定めなし 定年を上限

店員（えびの店） 有限会社　スミちゃんラーメン 宮崎県小林市野尻町東麓２３３０－１ 雇用・労災

雇用期間の定めなし 定年を上限

大型トラック運転手／１０ｔ車 倉本運送　株式会社 宮崎県えびの市大字大明司９番地８ 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

保育士補助（和光保育園又は飯
野保育園）

社会福祉法人　慈光福祉会　和
光保育園

宮崎県えびの市大字原田３２３０－４ 雇用・労災 保育士

雇用期間の定めあり（４ヶ月以
上）

不問

牛の飼育作業員 有限会社　立山畜産 宮崎県えびの市大字浦３１５ 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし 不問

清掃業務 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 労災

雇用期間の定めあり（４ヶ月未
満）

不問

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１
８

雇用・労災

雇用期間の定めなし 定年を上限

オークション業務及び事務処理 株式会社　マルエイ（ＫＣＡＡ
南九州）

宮崎県えびの市大字湯田３７２（えびのＩＣ横） 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし キャリア形成



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

ハローワーク小林 令和3年4月号

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４月２日
（次回発行日：５／７）

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

250,000円～300,000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

900円～1,000円 (2)19時45分～5時00分

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

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分までの間の

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

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（交替制勤務）

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

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

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

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

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


