◆宮崎労働局（ハローワーク）

◆宮崎県

H29.11月号

みやざきの若者就職前線！
～必見！知って得する県内高卒求人速報～
平成２９年度 宮崎県内企業の高卒求人受理状況
（平成29年9月30日現在）確定値
ハローワーク
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ご存知ですか？
農 業・漁 業
(一社）みやざき公園協会（宮崎市）
（有）尾鈴ミート（高鍋町）
黒瀬水産（株）（日南市)
(株)アグリさいと（西都市）
(有)河野木材（西都市）

建 設 業
江坂設備工業（株）（宮崎市）
原田建設（株）（宮崎市）
（株）増田工務店（宮崎市）
（株）キサヌキ（延岡市）
西南電気（株）（延岡市）
チトセホーム（株）（日向市）
（株）内山建設（日向市）
（株）河北（高鍋町）
（株）山口鉄工建設（児湯郡高鍋町）
吉原建設（株）（都城市）
富岡建設（株）（日南市）
（株）谷口重機建設（日南市）
（株）サンホーム（宮崎市）
（有）総設（宮崎市）
（有）一政設備（宮崎市）
旭建設（株）（日向市）
向陽鉄工株式会社（延岡市）
（株）志多組（宮崎市）
大和開発（株）（宮崎市）
（株）アブニール（東諸県郡門川町）
河野建設（株）（日南市）
（株）竹井建設（日南市）
（有）東栄空調（東諸県郡門川町）
（株）キサヌキ（延岡市）
坂口建設（株）（小林市）
（株）トーエイ電設（都城市）
（株）アーム（宮崎市）
日興建設（株）（宮崎市）
（株）小田工業（延岡市）
（株）南電工（延岡市）

宮崎には、若者が安心して、安定した働きやすい環境づくりを推進している
「ユースエール認定企業」が6社、 「若者応援宣言企業」が 124社あります！
製 造 業
★(株)日本剣道具製作所（西都市）
★南九州化学工業(株)（高鍋町）
（株）豊中ホット研究所（宮崎市）
（株）岡﨑組（宮崎市）
（株）ニチワ（日南市）
（株）ダーバン宮崎ソーイング（日南市）
（株）高嶺木材（日南市）
（株）ミヤザキ九州工場（小林市）
菅公アパレル（株）崎田工場（串間市）
菅公アパレル（株）高城工場（都城市）
勝田被服（株）（児湯郡高鍋町）
（有）南海服装小林工場（小林市）
（株）日向製錬所（日向市）
宮崎サンフーズ（株）（児湯郡新富町）
（有）都農農産加工工場（児湯郡都農町）
(株)都城酒造（都城市）
（株）清本鐵工(延岡市）
持永木材(株)（都城市）
（株）興電舎（延岡市）
（株）あくがれ蒸留所（日向市）
宮崎富士通コンポーネント（株）（日南市）
アリマン乳業（有）（児湯郡川南町）
赤江機械工業（株）（東諸県郡綾町）
（株）キヨモトテックイチ（日向市）
（株）三共（小林市）
（有）イエムラ（延岡市）

金 融 業，保 険 業
（株）宮日商事（宮崎市）
（株）宮崎銀行（宮崎市）

不 動 産 業，物 質 賃 貸 業
（株）宮崎南不動産（宮崎市）
（株）キング（宮崎市）

情報通信業

学術研究，専門・技術サービス業

日本アイティディ（株）（宮崎市）
（株）MJC（宮崎市）
（株）コア・クリエイトシステム（宮崎市）
センコービジネスサポート（株）（延岡市）
スパークジャパン（株）（宮崎市）
（株）オー・エム・シー（宮崎市）
（株）オロ宮崎（宮崎市）
（株）コア・クリエイトシステム（宮崎市）

社会保険労務士 行政書士
杉山晃浩事務所（宮崎市）
（株）東九州コンサルタント（延岡市）
太陽技術コンサルタント（株）（延岡市）
キャデック（株）（宮崎市）
（株）クロスマート（宮崎市）

運 輸 業，郵 便 業
※★印はユースエール認定企業

卸 売 業 ，小 売 業
（株）久保田オートパーツ（宮崎市）
トヨタ部品宮崎共販（株）（宮崎市）
（株）山形屋（宮崎市）
（株）スズキ自販宮崎（宮崎市）
（株）インテリア日向（日向市）
（株）イートスタイル（小林市）
（株）ビー・ビー・シー（宮崎市）
（株）金丸慶蔵商店（東臼杵郡門川町）
（株）ケイディ商事（都城市）
（株）アイティー（延岡市）
（株）キヨナガ（延岡市）
（株）三喜（宮崎市）
トヨタエルアンドエフ（株）（宮崎市）
植松商事（株）（宮崎市）
（株）ハンズマン（宮崎市）
（株）大森淡水（宮崎市）
米良電機産業（株）（宮崎市）

宮崎交通（株）（宮崎市）
元明運送（有）（都城市）

宿 泊 業，飲 食 サ ー ビ ス 業
★(株)北諸（都城市）
青島リゾート（株）（宮崎市）
（株）東横イン宮崎駅前店（宮崎市）
（有）サニーガーデン（日向市）

生活関連サービス業，娯楽業
（有）ダスキン佐原（宮崎市）
岩下兄弟(株)（小林市）

教育，学習支援業
学校法人宮崎カトリック学園延岡カトリック幼稚園（延岡市）

医 療 ，福 祉
★（福）エデンの園（国富町）
★（医）養気会（小林市）
★（医）浩然会内村病院（小林市）
（株）アイケア（エリシオン薫る坂）（宮崎市）
（株）アイケア（エリシオン聖陵）（西都市）
（株）春（宮崎市）
（医）慶明会介護老人保健施設おびの里（日南市）
（社）ときわ会（小林市）
（医）相愛会桑原記念病院（小林市）
（医）公佑会（小林市）
（医）暁星会三財病院（西都市）
（医）慶明会おび中央病院（日南市）
（社）常陽社会福祉事業団（都城市）
（医）隆徳会（西都市）
（社）綾康会やすらぎの里（東諸県郡綾町）
（福）大淀福祉会（都城市）
（医）久康会平田東九州病院（延岡市）
（医）晴緑会宮崎医療センター病院（宮崎市）
（社）玉峰会特別養護老人ホーム牧水園（日向市）
（株）こもれび（宮崎市）
（社）常陽社会福祉事業談（都城市）
（医）静雄会藤元上町病院（都城市）
（社）川水流福祉会特別養護老人ホームひえいの郷（延岡市）
（社）敬和福祉会（都城市）

複合サービス業
生活協同組合コープみやざき（宮崎市）

サービス業（他に分類されないもの）
（株）ＮＰＫ（宮崎市）
（株）セキュリティロード（宮崎市）
（株）グローバル・クリーン（日向市）
（株）Ｆ・Ｃガード（宮崎市）

企

業

◆深刻な課題
・少子化で若者の人手不足（高齢化）
・企業の継続が不安（継承者不足）

○企業努力
・職場環境の改善
（働きやすく、やりがいのある職場作り）

・若者の人材育成の強化
（研修制度の充実、先輩との信頼関係）

労働局
宮崎県
市町村

・地域創生
（活性化）
・人口減少
・県外流出

生徒・保護者
◆県内（管内）企業には・・・
・求人が少ない
・どんな求人（仕事）があるか分から
ない
・県外求人よりも賃金が低い
◆県外に出るけど・・・
・将来、地元に戻りたいけど、どんな
企業があるか分からないから迷って
いる（Uターン、進学後）

もっと、地元企業の魅力を知ってもらいたい！
【企業と生徒の出会いの場】

今後のイベントスケジュール
時期

労働局（ハローワーク）

宮崎県

・就職面接会(高校等) 【ハローワーク都城主催】
日 時：11月6日(月) 13：00～16：00
場 所：都城市ウェルネス交流プラザ茶霧茶霧ギャラリー
対象者：平成30年高校・大学等卒業予定者、一般求職者
・就職面接会(高校等) 【ハローワーク日向主催】

11月

日 時：11月15日(水) 14：00～16：00
場 所：ハローワーク日向 2階会議室
対象者：18歳～35歳未満、地元企業6社程度

・就職面接会(高校等) 【ハローワークプラザ宮崎主催】
日 時：11月24日(金) 時間は調整中
場 所：宮崎市民プラザ4階
対象者：宮崎、日南、高鍋所管轄内の高校3年生未内定者、
企業30社程度

・若者就職面接会 【宮崎労働局委託事業】

12月

日 時：詳細調整中
対象者：学卒未内定者、既卒者、45歳未満

・県内就職・進学体験フェア (高校1年生対象キャリア形成支援事業)

～○○ごっご2017～
日 時：12月19日(火)
場 所：シーガイアコンベンションセンター
対象者：高校1年生、教職員、保護者
参加者：大学、専門学校、企業、地域、業界団体等80団体程度

・ミニ面接会 【ハローワーク日南 主催】

1月

日 時：調整中
場 所：ハローワーク日南 2階会議室
対象者：既卒者を含む35歳未満の求職者、企業9社程度

・企業説明会 【ハローワーク都城 主催】
日 時：2月～3月中 調整中
場 所：都城市中央公民館
対象者：平成31年3月高校卒業予定者、企業18社程度

2月

・２０１８ みやざき春フェア ～県内企業の情報満開～

3月

日 時：3月27日(火)
場 所：宮崎市内 調整中
対象者：平成31年3月以降大学等卒業予定者、
平成30年3月大学等・高校卒業者、保護者、学校関係者
一般求職者、公的職業訓練修了(修了予定)者

・企業ガイダンス (高校2年生対象キャリア形成支援事業)
(都城会場：50社予定)
日 時：2月2日(金)
場 所：都城市早水体育文化センター
(宮崎会場：80社予定)
日 時：2月9日(金)
場 所：宮崎市総合体育館
(延岡会場：50社予定)
日 時：2月14日(水)
場 所：延岡市民体育館

