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高原町役場

① 株式会社アコー 工場・技術研究所

② 九州エス・エム・シー 株式会社

③ 農業生産法人 四位農園 高原工場

④ 株式会社 芝田スプリング製作所

⑤ 株式会社 高嶺木材

⑥ 有限会社 富永精密

⑦ 株式会社 ミートインフォメーションネットワーク 宮崎工場 高度加工センター

⑧ 株式会社 西輝物流

⑨ 有限会社 ユタカ商会

⑩ 九州山河料理 極楽温泉 匠の宿

⑪ 株式会社 たかはるゴルフクラブ

⑫ 障害者支援施設 あさひの里

⑬ 報謝会（ミューズの介護）

⑭ 株式会社 エイコー建設

⑮ 株式会社 高山建設

⑯ 株式会社 ビッグハウス

⑰ 有限会社 山口鉄筋

⑱ 有限会社 クリンシア

掲載企業一覧
※業種別、順不同

〔事業所位置図〕
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高原町長 高妻経信

自然豊かな町「高原町」。小さい町ながら

も、多くの業種、多くの人々が働いています。

高原町においても、出生率の低下、転出超

過により人口減少が進んでいますが、地域資

源を生かした産業の振興を進めています。

このガイドブックは、町内の魅力あふれる

元気な企業の中から１8社の紹介をさせてい

ただき、町の未来を担う若い世代の人達に広

く知ってもらい、高原町で働いていただきた

いとの思いで作成いたしました。

このガイドブックを手にした皆さまに活用

され、地元企業への認知度、理解度が深まり、

人材の定着や高原町の産業振興と地方創生に

繋がる事を期待しています。

高原町には、あなたが持っている知識、経

験が活躍する場が沢山あります。

私たちは、あなたの活躍を待っています。

高原町の概要

高原町は、宮崎県の西南部、国立公園霧島山を境に鹿児

島県と接する静かな山あいに位置しています。

町の面積は85.39k㎡。およそ50％を山林原野が占

めています。また、霧島山系からの豊富な水が大小河川

として町内を流れていることから、水と緑に富んだ自然

豊かな町としても知られています。

町の主幹産業は農業であり、中でも畜産業の割合が高

く、農業粗生産額の約８割は畜産で占められています。

とりわけ、肉用牛の生産が盛んで、その肉質の良さは県

内外でも高く評価されています。

主要な交通網としては国道221号線、223号線のほ

か、県道５本が通っています。また、九州縦貫自動車道

えびの・宮崎間の全線開通に伴い、町内にインターチェ

ンジが設置され、宮崎県内はもとより九州各地との時間

距離が大幅に短縮されるなど、交通網の整備が進んでい

ます。

このほか、JR吉都線があり、都城市と鹿児島県・湧

水町を結んでいます。

宮崎県

高原町は
ココ！

面積：85.39k㎡
世帯数：3,807世帯
人口：8,543人

〔令和2年12月１日現在〕



創 業 昭和47年７月
代表者 代表取締役 寺薗 信一
従業員 50名
業 種 音響・振動センサー

音響・振動用計測器製造販売
所在地 高原町大字蒲牟田１－８

製造業

音響・振動機器製造業

株式会社アコー 工場・技術研究所

🏢会社DATA 🏢会社PR

💼採用DATA

👏求める人材

わが社では、生活環境での計測を基に各種デバイスや
装置の製造を行っております。医療や自動車産業、
建設とあらゆる部門で活躍しています。
社会への貢献・生活向上、環境改善に寄与する為、
私達と一緒に新しい開発・製造に挑戦しませんか。

音響や振動に関する各種センサー
や測定器の設計から製造までを
行う専門メーカーです。
国内外で「センサーのアコー」
として高い評価を受けています。
世界初のゼロデシベルから測定可
能な補正機能付き精密騒音計など
を開発し、オンリーワンの製品や
技術により産業を支えている点が
評価され、
『平成28年度宮崎中小企業大賞』
を受賞しました。

・何事にも興味を抱く、探求心旺盛で行動力のある方

・新しい開発・製造に意欲的な方

・資格無し、未経験者でも意欲のある方

職 種：製造職
給 与：月給220,000円～
勤務時間：8:30～17:30 ※時間外勤務有
休 日：週休２日制。但し、祝日がある週は土曜日出勤。
待 遇：昇給（年１回）／賞与（年２回）／定期健診

有給・慶弔・産前産後・育児休暇
【採用担当】岩 崎

▶住所 高原町大字蒲牟田1-8
▶☎ 0984-42-4499 ▶📠 0984-42-0344 

▶URL http://www.aco-japan.co.jp

一言PR 明日のニーズに挑戦し続ける。打てば響く会社です。

🎤 先輩の声

会社ロゴ 社名は、音響学の「ACOUSTICS」を
由来に創業者により命名されました。
音響学を追究する上で大きなテーマであ
る音の高精度な測定を目指し、マークに
は社名であり、アルファベットの最初の
文字である「a」に永遠の広がりを象徴
する星を配し、常に原点から最先端を見
据える姿勢を表しています。

騒音計

クリーンルーム



昭和34年 10月 会社設立
昭和46年 12月 九州成形工場落成操業
昭和56年 1月 九州培土工場落成操業
昭和63年 11月 社名を九州エス・エム・シー株式会社

とする
平成19年 6月 肥料製造販売を開始する

製造業

プラスチック成型製造

培土・肥料製造業

九州エス・エム・シー株式会社

🏢会社DATA

一言PR 顧客第一主義

🏢会社PR

💼採用DATA

▶住所 高原町大字蒲牟田1105-1
▶☎ 0984-42-1345 ▶📠 0984-42-3458

▶URL

私が仕事をするにあたり、一番大事にしていることの
一つに『悔しさを知る』ということがあります。
失敗を悔やむことだけで終わらせず、出来るだけ正面
から正直に受け止め、同じ失敗をしないよう気をつけ、
次に生かせるよう心がけています。今日出来なかった
ことを明日出来るようにする。
悔しさというとネガティブに聞こえますが、その失敗
談は数年後には笑い話として、そして後輩への教訓と
したいと思います。会社も仕事も自分も日々改善です。
九州エス・エム・シーとの出会いが、そしてこれまで
の仕事が、私の能力を引きだしてくれたと感じていま
す。九州エス・エム・シーは直感で入社した会社です
が、私の天職だと感じています。

九州エス・エム・シー株式会社は、九州でプラスチック成形・
培土・肥料を製造し西日本・九州を中心に販売するメーカーで
す。より良い製品を市場に提供し、農家の皆様のお役に立てる
よう努力を続けております。
農業技術は人類の歴史の中でも、最も古くから受け継がれ続け
ていると言っても過言ではないと思います。
その多様化するニーズにお応えする事が弊社の目標です。

【製造】
知らない知識や技能は会社へ入ってから身に着ければよいこ
とです。望む人間像としては、ひとことでいうと
「ものづくりが好きな」人。

【営業】
学歴問わず、やる気のある人、そして対人関係で成り立って
いる仕事ですので、人が好きな方です。やる気があり、常に
元気で前向きに取り組むことができる人材、立ちふさがった
壁に対して自ら果敢にアタックをできる人。

【全体】
「積極性」「柔軟性」「外向性」
「決められた仕事を遂行できる」ことも大事ですが「組織目
標を達成するために、自身は何ができるかを柔軟な思考と広
い視野で考え実行できる」人。

成形製造員
培土製造員

詳しくは下記までお問い合わせください。
【電話 080-9057-8644 人事担当 宇藤 】

👏求める人材
🎤営業部若手の声



製造業

冷凍野菜加工製造業

設 立 昭和57年
代表者 代表取締役 四位 栄介
資本金 5010万円
従業員 132名
業 種 冷凍野菜加工製造業
所在地 小林市野尻町三ケ野山3028番地（本社）

高原町大字広原4881番地17（高原工場）

高原工場

🏢会社DATA

一言PR 人が食べるものをつくるということ 私達は真剣に考えています

🏢会社PR

💼採用DATA

工場内での品質管理の仕事をしています。
仕事の一つに微生物検査があります。野菜が安全に作られた
かを調べる、目に見えない微生物が相手の細やかな仕事です。
生産の現場では仲間とつくり上げる喜びがありますが、品質
管理には原因を追究する面白さがあります。
お客様に安全な野菜を届ける上でも、とても大切な仕事です。

▶住所 高原町大字広原4881番地17
▶☎ 0984-42-5525 ▶📠 050-3153-2464

▶URL http://www.shii.co.jp

わが社の自慢
野菜はすべて露地栽培です。
適地適作、適期適作で作られた
野菜は本来の美味しさを持って
います。おいしくて安全な野菜
作りのために大切にしているの
が、土つくり。肥料は自社の堆
肥舎で作った完熟堆肥を使用し
ています。野菜のほかに、有機
栽培のお茶も栽培しています。
自然相手の仕事なので大変な面
もたくさんありますが、自信を
持って作った野菜をたくさんの
人に食べてもらう喜びがそこに
はあります。

霧島の麓にある広大な農場でほうれん草やえだまめ、
ケールなど10種類の野菜を栽培。収穫後は直ぐに
自社工場で冷凍加工します。これらは全国のスーパー
で販売。学校給食にも使用されています。
栽培から加工まで一貫して自社で行うことが強みで、
冷凍ほうれん草の製造量は日本一を自認しています。

・冷凍野菜に興味のある方
・最新製造設備のメンテに興味のある方
・品質管理業務に興味のある方
・責任感があり物事に真剣に取り組む方
・トラクタ作業に興味経験のある方

募集職種：事務職、品質管理、製造職
給 与：137,460円～ 賞与：年２回
勤務時間：8:00～17:00 ※時間外勤務あり
休 日：年間87日（年間カレンダーによる）
福利厚生：社会保険、労働保険、雇用保険

レクリエーション（お花見、紅葉狩り）
各種手当：通勤手当

【担 当】総務部 大山 0984-44-0109

🎤 先輩の声

👏求める人材



線加工品 （拡大）

創 業 １９７１年１０月
資本金 5000万円
従業員 48名（2019年度）
敷地面積 本社工場・30,000㎡

めっき工場・6000㎡
設備台数 総計150台
〔業務内容〕
ばね、線加工品、プレス品などの製造及び販売

〔主要納入先〕
ホンダ・トヨタ・ダイハツ・日産・キヤノン・
ビニールハウスメーカー等

製造業

ばね・スプリング加工業

株式会社芝田スプリング製作所

🏢会社DATA 🏢会社PR

💼採用DATA

👏求める人材

自動車部品の製造に興味を持ち、入社しました。
最初は何も分からない状態でしたが、先輩に教育し
て頂き、今では部品の図面を一目すればどのような
プログラムを組めば加工できるか、すぐに判断でき
るまでになりました。大変おもしろい仕事です。

当社では、【最新のNC加工機】を使用して、ばねや線
加工品などの商品を、製造・販売しております。
その部品は、自動車・家電・事務用品・農業資材など、
多くの製品の中に使用されております。
※ＮＣ・・・・数値制御のこと

NC加工機の操作方法などは、全員が入社後の教育により習得
しておりますので、ご心配いりません。
丁寧な教育をさせていただいております。
なにより「モノづくり」に興味があって、楽しみながら根気強
く取り組むことの出来る方。

【ばね製品】 【線加工品】

職 種 機械オペレーター、検査員など
初任給 月給160,000円～（職種・経験による）
勤務時間 8:00～17:10 （実働８時間）
休 日 土日祝祭日
諸手当： 通勤手当・皆勤手当ほか
必要資格 特になし

【採用担当】 総務・芝田 0984-42-4161

ばね加工 （拡大）

▶住所 高原町大字蒲牟田1097-1
▶☎ 0984-42-4161 ▶📠 0984-42-4067 

▶URL

一言PR 多種多様の部品製造を通じて、広く社会に貢献します！

🎤 先輩の声



製造業

製材・建築資材小売業

会社概要
■所在地 本社 宮崎県日南市伊比井173-1
■設 立 1943年４月
■拠 点 本社（日南市）／都城工場／鹿児島支店

東京営業所／鹿屋営業所
■従業員 １２５名
■部 署 営業部／製材部／

ＫＤ部（乾燥材加工）／プレカット部

株式会社 高嶺木材

🏢会社DATA

一言PR 人と自然との共存を大切に
TAKAMINEは優良材料（木材）を造り続けていきます。

🏢会社PR

💼採用DATA

👏求める人材

製材部の主任をしています。木は生き物なので切って
どのように製材し加工していくかが勝負。
それが難しさであり、面白さでもありますよ。
仕事ではどこまで自分でできるかチャレンジ精神が大切。
何事にもあきらめずに挑戦し、バランスを取りながら
進んでいくといいと思います。

本県は杉の生産量日本一を誇ります。その、県内の良質
な原木を仕入（主に飫肥杉）、本社、都城工場、さらに
令和２年３月に竣工した高原工場にて製材・乾燥加工し、
住宅メーカーや工務店等の施工業者へ住宅の構造材やプ
レカット材を販売しております。
近年、「宮崎県成長期待企業」､「地域未来牽引企業」に
認定され、若い人材も増え、エネルギー溢れる会社と
なっております。

当社では、業務をスムーズに進めるための
「報告・連絡・相談（ホウレンソウ）」ができる方、
およびチームワークや他者との連携を大事にし、協調性
がある方を求めます。
入社後、業務の対応力を見ながら適材適所で配属配置を
しております。

【製材作業員】
月給、賞与（年2回）、通勤手当、子供手当
勤務時間／ 8:30 ～ 16:50 （休憩７０分）
休日／会社カレンダー９６日（月８日、２月は７日）

【ボイラー監視員】
（パート） 時給、通勤手当
勤務時間／ 8:00～17:00

17:00～22:00
22:00～7:00 
週１～２日勤務（週３０時間以内）

※事前に履歴書・ハローワーク紹介状を本社宛に郵送。
書類選考後面接日時を連絡。
郵送先：〒887-0111

宮崎県日南市伊比井173-1  ㈱高嶺木材
電話：0987-29-1234

▶住所 高原町大字広原4876-25
▶☎ 0984-21-2455 ▶📠 0984-21-2456

▶URL http://www.taka-moku.co.jp

山林（丸太）

製 材

お客様

乾燥加工

工務店様

募集職場。

「プレカット」とは、建築に必要な
柱・桁などの部材をあらかじめ
加工する事です。

プレカット加工

🎤先輩

の声
お客様



創 業 平成10年5月
代表者 代表取締役 富永 和久
資本金 300万円
従業員 6名
業 種 産業用ロボット部品制作、各種金属加工

製造業

金属加工

産業用ロボット部品制作業

🏢会社DATA 🏢会社PR

💼採用DATA

▶住所 高原町大字広原5634-2
▶☎ 0984-25-6233 ▶📠 0984-25-6234

▶URL https://www.tominaga-s.co.jp/

一言PR ミリ単位の正確な技術を大切にしています

当社では常に、高精度の研削加工をモットーとし、１コ
からの多品種少ロットニーズに対応出来るような社内体制
を整えています。産業用ロボットの精密部品を中心に様々
な素材の成形研磨加工、各種金属加工、また試作品の加工
にも対応しております。納品までの流れとしましては、図
面を頂いた後、材料手配を行い、ミーリング加工～研磨加
工、そしてワイヤーカットによる仕上げ迄、社内にて一貫
して対応しています。

設備紹介

NCワイヤーカット放電加工機
成形研削盤

製品紹介

詳しくは下記までお問い合わせください。

【電話】0984-25-6233



製造業

食肉処理業

設 立 平成９年３月
平成２４年10月（宮崎工場）

代表者 代表取締役社長 黒川富夫
資本金 1,000万円
従業員 15人（宮崎工場）
業 種 食肉処理業
所在地 東京都江戸川区東葛西（本社）

宮崎県西諸県郡高原町
大字広原4888—29（宮崎工場）

株式会社 ミートインフォメーションネットワーク
宮崎工場 高度加工センター

🏢会社DATA

一言PR 売り上げを追うより安全を売りたい。

🏢会社PR

💼採用DATA

👏求める人材

弊社では、本県産の牛肉の加工をしております。
（枝肉から部分肉を製造する仕事です。）
もとより牛肉は人体の貴重なエネルギーとなる動物性
タンパク質に富んだ栄養豊富な食品であります。
製品の製造に当たっては、作業環境とその工程の衛生
管理にこだわり、食品事故の発生防止には特に気配り
をしております。それが、ＨＡＣＣＰシステムです。

アットホームな職場です。
やる気、元気、根気、仕事に対する情熱・意欲ある人材
を求めております。特に地元の方は大歓迎です。

詳しくは、下記までお問い合わせ下さい。
経験者は経歴を踏まえ考慮します。

☎ 0984-42-2329

▶住所 高原町大字広原4888-29
▶☎ 0984-42-2329 ▶📠 0984-42-2299

▶URL https://meat-miyazakigyu.jp/

HACCPの法制化に伴う諸条件の整備
（施設の整備と従業員教育の充実）

HACCP（ハサップ）とは、製造工程での食の安全・
安心を担保するシステムの事です。
また新たな事業も行っております。それは鶏肉の加工
事業であります。

現在の会社の取組

とろける旨さと最高の品質
宮崎の恵まれた環境と職人が育み丹精込めた逸品
この素晴らしい製品を届ける仕事をこの高原町で行っ
ております。
高原町のふるさと納税返礼品にも採用されております。

和牛のオリンピックで
３回連続
内閣総理大臣賞受賞

世界にはばたく宮崎牛
を国内に広く販売



創 業 平成24年9月
代表者 代表取締役 中西 司
従業員 23名
所在地 熊本県宇土市松山町1858番地2（本社）

高原町大字広原4876番地45（宮崎営業所）
事業概要 １．牧草販売及び配達

２．A資料（牛資料）配達
３．発酵肥料運搬
４．その他、大中小貨物
５．輸送一時保管倉庫

運送業

一般貨物自動車運送業

株式会社 西輝物流

🏢会社DATA 🏢会社PR

💼採用DATA

運送車両
大型トレーラー、大型増ｔトラック、８ｔトラック、
７ｔユニック車
仕事にあたっては、従業員全力投球、魂入れて元気良
いあいさつで頑張っています。

▶住所 高原町大字広原4876番地45
▶☎ 0984-25-6380 ▶📠 0984-25-6850

▶URL

一言PR 

仕事全般、前向きな発想で
責任をもって取り組んでくれる人材。

求人情報は下記までお問い合わせ下さい

【 電 話 】0984-25-6380

株式会社 西輝物流、創立6年 創業当時、車両５台、従業員７名
でのスタート。私は平成27年２月に入社いたしました。
平成31年３月現在は、総従業員25名になり、車両も32台。
僅か５年で17名の増員、高原町出身者はもとより、近隣の小林市、
都城市の社員も増えました。入社３年の私が申し上げたいのは、
なぜ僅か５年でこれだけの規模へ成長したのか？・・・それは、
会社の雰囲気も良く、社員はもとより、何といっても社長の人柄
と仕事に対しての熱意だと思います。気軽に声がかけられ何でも
相談できます。これからも多くの社員を雇用し、地域発展の為、
努力進展し続ける会社であると思います。

（株）西輝物流事務所

発酵肥料

Ａ飼料

運送車両

牧 草

🎤 先輩の声

👏求める人材



創 業 平成元年8月
代表者 代表取締役 原田 豊
従業員 ２０名
業 種 観光土産品の卸・小売業

卸売業

観光土産品卸・小売業

有限会社 ユタカ商会

🏢会社DATA 🏢会社PR

💼採用DATA

宮崎県の観光地、ホテル、道の駅等に観光お土産品の
卸販売を行っております。
宮崎県の特産物、鶏炭火焼きをはじめ、マンゴー・日
向夏・クリームチーズなどを使用したお菓子や食品の
開発を製造メーカー様と共に取り組んでおります。

▶住所 高原町大字広原1421-1
▶☎ 0984-42-4741 ▶📠 0984-42-4800

▶URL

一言PR 

詳しくは下記までお問い合わせください。

【担当】大出水 0984-42-4741
宮崎県の特産品を生かしたおいしいお菓子などを

一緒に企画してみませんか。

新しいお土産の開発・販売に興味のある方

🎤 先輩の声

👏求める人材



サービス業

温泉宿泊・サービス業

九州山河料理 極楽温泉 匠の宿

🏢会社DATA 🏢会社PR

💼採用DATA

昭和初期の風情を感じて頂ける佇まいであり、九州山
河の恵みをお客様に提供しています。

▶住所 高原町大字蒲牟田7449
▶☎ 0984-42-3326 ▶📠 0984-42-3780

▶URL https://gokuraku-sanga.com/

一言PR 

仲居、厨房、掃除、受付

※詳しくはお問い合わせください。

【九州山河料理 極楽温泉匠の宿 女将
TEL  0984-42-3326】

厨房でお料理の手伝いをしています。朝食や番台の総菜
はまかされていますので、責任のある仕事です。先輩方
が優しく接してくれますので、疲れも吹き飛びます。
入社１年が経ちこれから、活魚のお料理も覚えていか

なくてはなりません。先輩の指導を仰ぎながら努めてゆ
きます。

素直で謙虚な方、協調性のある方

1976年 ４月 創業開始
2004年 リニューアルオープン

極楽温泉匠の宿とする
2013年 12月より和洋室24畳かんなさつきを改装

🎤 先輩の声

👏求める人材



サービス業

ゴルフ場・サービス業

株式会社 たかはるゴルフクラブ

🏢会社DATA 🏢会社PR

💼採用DATA

ＦＷには緩やかな起伏があり、グリーンには目に見え
ないアンジュレーションがあり、慎重さと頭脳的なプ
レーが要求されます。
グリーンはベント２グリーンでアウト・インに分けて
使用しています。
県内外からビギナーから上級者
までそれぞれのニーズで楽しめ
るコースとしてご愛顧頂いてい
ます。

▶住所 高原町大字広原6017
▶☎ 0984-42-0376 ▶📠 0984-42-4454

▶URL http://takaharugc.com

一言PR 常に最高のグリーンコンディションの提供に努めています。

たかはるゴルフクラブ内のレストランでフロア係をして
います。お客様に料理のご提供だけでなく、ちょっとし
た会話も楽しみながら働いています。そして整えられた
グリーンの芝生を眺めるととても気持ちがいいです！人
と関わることが好きな方はもちろん、ゴルフに興味があ
る方もこの会社は向いていると思います。

・自然の中で仕事をしたい人
・物事に対して常に追求心があり、

チャレンジ精神旺盛な人
・人と接することが大好きな人
・何よりゴルフに興味があり、

上達を目指す方は大歓迎です！

県内9番目に開場した歴史と風格のある本格9ホールの
ゴルフ場です。霧島連山の裾野に位置し、高原ＩＣと
小林ＩＣの中間点。両ＩＣから車で１０分程度で到着

できます。１９７７年開場で樹木の大きさでその歴
史を感じます。

・採用職種：①コース管理 ②レストラン、フロント接客係
③レストラン調理係

・初任給：職種、経験等により異なります。
詳しくはお問い合わせください。

・休 日：①当社カレンダーによる ②、③平日週休２日制
・諸手当：通勤手当他 ・必要資格：普通免許（①はAT不可）

休日、パート勤務等相談の上対応できます。
お気軽にお問い合わせください。

【採用担当：増田 ０９８４－４２－０３７６】

🎤 先輩の声

👏求める人材



介護・福祉業

障がい者支援・介護福祉業

障害者支援施設 あさひの里

🏢会社DATA 🏢会社PR

💼採用DATA

業務内容 生活相談、支援企画、健康管理、
日誌等の記録、管理、送迎等

▶住所 高原町大字広原3845番地18
▶☎ 0984-42-0200 ▶📠 0984-42-3223
▶URL http://www.asahinosato.net/

一言PR より質の高い支援をする努力はもとより、地域に親しまれ信頼される適正かつ
活力のある施設運営に努め、感性豊かな人づくりに励みます

福祉の仕事に就きたいと思い、あさひの里に入社しまし
た。現在は、生活支援員として勤めております。主に、
利用者の皆さんと作業をしたり、食事や入浴介助などを
しています。人と関わる仕事なので、毎日新鮮な出来事
にあふれ、日々の関わりの中から学ぶ事もたくさんあり、
充実した日々を送っております。また、園での祭りや旅
行などもあり、利用者の皆さんと一緒に楽しく過ごせる
職場です。

☆人と関わることが好きな人

☆笑顔の方 ☆福祉に興味のある方

当法人は、障がい者支援施設と介護施設です。奉仕と
思いやりの心で利用者の方やご家族の支えとなること
に、自覚と、責任をもって接する事ができ、知識と経
験を積み重ね、安心して仕事に取り組む事が出来るよ
うに能力開発や、必要な知識の習得、人材育成サポー
トに取り組んでいます。支援が初めてという方も、
入社してからの
資格取得が可能
です。
研修も充実して
いますので、
安心して働いて
いただけます。

🎤 先輩の声

採用職種：生活支援員
基本給等：大卒162,000円＋資格手当

一般141,000円～190,000円＋資格手当
勤務時間：8時間勤務（変動有）
休日休暇：週休２日（シフト制）
諸手当 ：通勤手当
加入保険：雇用・労災・健康・厚生・育休

【採用担当】0984-42-0200   原 田

（三大行事）
・体育祭
・盆踊り大会
・あさひ祭り

委託作業

音楽療法👏求める人材



介護・福祉業

介護・福祉サービス業

社会福祉法人 報謝会（ミューズの介護）

🏢会社DATA 🏢会社PR

💼採用DATA

「ミューズ」の名称で高原町に４施設
地域に密着した介護施設を県内に18施設
運営しています

▶住所 高原町大字蒲牟田7348番地2【事業部】
▶☎ 0984-42-5001 ▶📠 0984-42-5003

▶URL http://hoshakai.com/

一言PR ～ より良い地域づくりへの貢献、そして挑戦 ～

緊張と不安で迎えた初出勤。先輩介護職員から、丁寧に
教えていただいた事で、半年たった今では、自分にでき
る業務が増えていると感じます。ご利用者様に名前を呼
んでいただく喜び、介助させていただける事、介護業務
を通じて一日一日が勉強です。そして楽しい毎日です。

初任者研修の養成校を運営していますので、無資格で
も働きながら資格取得が可能です。（初任者研修、喀
痰吸引資格取得の奨学金制度あり）介護福祉士・ケア
マネを目指す方には、資格を持つ職員が指導します。
ブラザーシスター制度を導入し、新入職員が働きやす
い環境作りをしています。先輩職員がマンツーマンで
指導しますので安心です。また、やる気次第で全員が
管理職になるチャンスがあり、女性も活躍しています。
明るい職場で、忙しいながらも楽しく働いています。

🎤 先輩の声

住宅型有料老人ホーム ミューズの朝高原

ブラザーシスター制度
（先輩職員のマンツーマン指導）

地域清掃活動

・特別養護老人ホーム ミューズの虹 高原
・グループホーム ミューズの空 高原
・住宅型有料老人ホーム ミューズの朝 高原
・住宅型有料老人ホーム ミューズの朝 高原二番館

他 小林地区 1施設
都城地区 9施設
宮崎地区 4施設

業務内容

【介護職】
介護施設での介護業務
・食事・入浴・排泄の介助、ご
利用者様の身の回りの生活援助
【調理員】
事業部セントラルキッチンでの
調理業務、施設厨房業務
・最新システムのクックチル
（急速冷蔵・真空パック処理）
による調理業務及び施設での
食事提供

◇ ミ 未来を切り開ける人

◇ ュー 豊かな心を持っている人

◇ ズ ずっと成長し続ける人

【介護職】正職員：給与191,000円～245,137円
勤務：8：30～17：20他 夜勤を含むシフト制
パート：時給922円～993円

（月15日～月23日勤務の場合）
勤務：日数・時間はご相談ください 夜勤なし
※別途、通勤手当・各種手当あり

【栄養士・管理栄養士】

正職員：給与170,000円～、190,000円～
※別途、通勤手当あり
勤務：8：30～17：20他 シフト制

【採用担当】平野 文乃

活動情報、イベント情報配信中！

https://www.facebook.com/care.of.muse

千ちゃん 万くん

👏求める人材



建設・建築業

建設工事・土木工事業

株式会社 エイコー建設

🏢会社DATA 🏢会社PR

💼採用DATA

私たちの会社は、平成２年８月より小林市立病院近くに
本社事務所を置き、小林市を中心にえびの市、高原町な
どで、住宅新築・改修工事及び造成・外構工事などを
行っています。創業以来「身土不二（その土地、その季
節にさまざまな環境でとれたものは体に良い）の考え」
を会社理念に、皆様の地域、風土に根ざした家づくりを
行い、快適な住まいづくりを推進しています。今後も、
県産材にこだわった施工、安心・安全に人に自然にやさ
しい家。特に、夏涼しく、冬暖かい自然の法則を利用し
た「エアサイクルの家」を推奨し住む人の健康、自然浄
化にも力を入れ「お客様に喜んでいただける家が造りた
い」そのような気持ちで、快適な家づくりを行っている
企業です。

▶住所 小林市細野2268-6
▶☎ 0984-22-7201 ▶📠 0984-23-6661
▶URL http;//eiko-home.com/

一言PR 家も家族です。
住まいの環境・安全・健康をモットーに地域貢献を目指す企業です。

・建物建築の経験者
（出来れば建築士又は建築施工管理技士の免許保有者）

・やる気満々で行動的な方
・住宅のデザイン、構造に興味がある方
・車が運転できる方、パソコンの使える方

・採用職種 現場監督（建築技術者又は補助）
・初任給 200,000円～350,000円
・諸手当 通勤手当他
・勤務時間 ８：００～１７：００（時間外勤務あり）
・待遇 昇給、賞与、有給、定期健診他

【採用担当】 0984-22-7201

以前勤めていたのは医療事務でしたが、学生時代
建築科で学んだことを生かしたく、一年半前に入
社しました。全く違う職種ということもあり不安
も大きかったですが、優しく指導していただき住
宅設計などの仕事を行っています。今後も何でも
チャレンジをモットーに頑張っていきます。

🎤 先輩の声

設 立 平成２年８月１７日
代表者 代表取締役 原田 武寛
従業員 ２０名（大工含む）
業 種 総合建設業
所在地 小林市細野2268-6（本店）

高原町大字広原3846-3（高原支店）

１．地球をシンボライズ（楕円形）
２．三角は家庭・住まいのデザイン

化及び、天（上部）へ向かう
三角矢印は未来へ向かって躍進
する企業を意味します。

３．サックスブルーは信頼と誠実を
意味します。カーマィン（赤）
は活気・情熱を意味します。

シンボルマークの意味

👏求める人材



創 業 １９７１年１０月
設 立 １９７８年 ４月
代表者 代表取締役 高山三郎
資本金 2,000万円
従業員 ２１名

建築士 ８名、建築施工管理技士１０名
土木施工管理技士１３名

業 種 総合建設業
・建設業許可 宮崎県知事（特－２８）第４４８２号
・不動産業許可 宮崎県知事（３）第４４９６号
・設計事務所許可 宮崎県知事 第６６９０号

建設・建築業

建設工事・土木工事業

株式会社 高山建設

🏢会社DATA 🏢会社PR

💼採用DATA

創業以来３８年間地域に根付いた
経営、事業を行って参りました。
地域の皆様から信頼を得て安定し
た受注ができているお陰で経営状
態も良好です。
建設業は、地図に残る規模の物造
りをする業種です。

▶住所 高原町大字広原152番地

▶☎ 0984-42-2601 ▶📠 0984-42-4331

▶URL http://www.tk-m.co.jp

一言PR 未来予想図を共に考え、夢をかたちに・・・

物造りが好きな方、根気がある方、
一緒に地域の方から感謝される仕事を
しましょう。
当社は若手技術者を育てることに注力
して取り組んでいます。
やる気のある若い力を大募集中です！

・採用職種 土木・建築施工管理技士、重機オペレーター兼
土木工事作業、土木作業員、営業、設計士

・勤務時間 ８：００～１７：００
・休日 日曜日、祝日、第3土曜日、会社の指定する日
・諸手当 技術手当、通勤手当、休日出勤手当他

【担当】 高山常務 0984-42-2601

会社への入社志望動機は、家造りに携わる仕事をやってみたい
という突発的なもので、異業種からやってきた自分を会社は快
く受け入れてくれました。仕事に慣れない自分に先輩方は優し
く分かりやすく教えてくださいます。仕事への妥協はなく、熱
心に指導してくださり、時には笑いありの職場雰囲気です。覚
えるのが難しいこともありますが、地域等に貢献できるやりが
いある仕事です。ぜひ自分や優しく頼れる先輩方と社会に貢献
できるお仕事を一緒にしていきましょう！

🎤 先輩の声

👏求める人材



設 立 平成25年5月
代表者 代表取締役 立箱 尚登
資本金 500万円
従業員 44名
業 種 建築業・木材製造加工業
所在地 高原町大字広原4881番地18
範 囲 南九州一帯

建設・建築業

建築・加工生産業

株式会社 ビッグハウス

🏢会社DATA 🏢会社PR

💼採用DATA

弊社は、建設会社様・工務店様よりご依頼頂いた工事図面
をもとに、2×４パネルの加工組み立てを行っています。
現在では本格的木造大型構造物にも参入しており、木質化
（大規模・大空間・多用途・多層階）そしてコスト削減を
目標に、オーナー様と共同した建物づくりを目指しており
ます。

▶住所 高原町大字広原字荒迫4881-18
▶☎ 0984-42-4666 ▶📠 0984-42-4680

▶URL https://bighouse-miyazaki.jp/

一言PR お客様の夢のお手伝いさせて頂きます。

・木材加工に興味のある方

・やる気に満ち溢れている方

・とにかく明るく、
元気のある方

職種 営業アシスタント
給与 160,000円～
勤務時間 8：00～17：00
休日 年間87日（年間カレンダーによる）
待遇 社・労・雇保険、国内外研修
必要資格 運転免許

【採用担当】営業部 久徳 0984-42-4666

入社4年目の時任です。前職は全く違う業種で働い
ており、建築関係の経験・知識は全くなかったので
すが、先輩方に優しく楽しく指導して頂き、今では
製作部門主任を任されております。
年齢に関係なく頑張れば評価してもらえる職場なの
で、とてもやりがいがあります！！！

🎤 先輩の声

👏求める人材



創 業 平成7年１０月
設 立 平成10年１月
資本金 300万円
業 種 建築・土木工事の鉄筋加工組立工事
従業員 13名

（一般技能士９名、登録基幹技能士１名）

建設・建築業

鉄筋工事業

有限会社 山口鉄筋

🏢会社DATA 🏢会社PR

💼採用DATA

鉄筋工事業とは、建物の中に骨組みとなる、かご状の
鉄筋を、工場で加工し、現場で組み立てる仕事です。
外からは見えませんが、建物の基盤となる重要な仕事
です。
また、建物だけではなく、トンネル、橋、高速道路な
どにも用いられます。

一般的に厳しいイメージの職人さんですが、今の時代
は丁寧に教えてくれます。当社の職人さんたちも一か
ら丁寧に教えてくれます。現場でも和気あいあいとし
た雰囲気の中で作業しています。

▶住所 高原町大字西麓3535-5
▶☎ 0984-42-4685 ▶📠 0984-42-4695

▶URL

一言PR ひとつひとつ、確実な仕事を。

基本的にやる気・体力があれば誰でもOKです。

（夏場はかなり暑いので体力が必要です。）

18歳～35歳までの方、若干名募集中です。

【採用担当：0984-42-4685】

入社6年目の山口です。入社する前は全く違う業種で
働いていた為、不安がありましたが、先輩の職人さ
ん達が、丁寧に教えてくださり順調に仕事を覚える
事ができました。まだまだ覚える事が多いですが、
楽しい職場なので、一緒に働ける仲間が増えてくれ
ると嬉しいです。

🎤 先輩の声

👏求める人材



お客様の価値ある暮らしをより豊かにするために様々な
サービスを行っています。お掃除のお仕事を始めて40年。
病院や介護老人施設、一般住宅など多岐にわたってお掃除
をさせてもらっています。汚れたところがきれいになる。
やったことの結果がすぐにでるのでお客様から「すごい！
キレイになった！ありがとう!」と声を掛けられることも多
く、やりがいがある仕事です。さらに上の「きれい」を目
指し、まだ日本では少数しか取り組んでいない新しいシス
テムも導入しました。新しい技術によりさらに高みを目指
す会社でともに頑張りませんか？

清掃業

清掃・クリーニング業

有限会社 クリンシア

🏢会社DATA 🏢会社PR

💼採用DATA

【業務内容】
・ビルメンテナンス

床ワックス管理、ガラスクリーニングなど
・ハウスクリーニング

浴室、換気扇、トイレ、在宅日常清掃
・マットモップ、超音波噴霧器レンタル業務

玄関マット、モップ、芳香剤など
・洗剤、除菌水などの販売業務

アルカリ電解水クリアシュシュなど

▶住所 高原町大字西麓335-2
▶☎ 0984-42-1972 ▶📠 0984-42-1982

▶URL https://cleanxia.jp/

一言PR 

・細かい作業やお掃除が好きな方 ・自分の夢がある方
・向上心をもって取り組める方 ・情熱、探求心のある方
・チームワークを大切にする方 ・SNS発信が好きな方
・未経験者歓迎です♪

・採用職種 作業員、クリーンスタッフ
・初任給 146,000円～
・勤務時間 8:00～17:15
・休日 変形週休二日制
・諸手当 通勤手当、SNS手当他
・勤務地 高原町

【採用担当：中堂薗 090-7468-1803】

入社当初は清掃の事が全くわからなく機械や道具を
覚えるのに必死でした。ですが仕事は面白く、一生
懸命作業をすればお客様も私たちの作業を見てくれ
ており「キレイになりました。ありがとう」と言葉
を頂けます。とても嬉しく、また頑張ろうという気
持ちになります。誠心誠意お客様と向き合えるとて
もやりがいのある仕事です。

🎤 先輩の声

最新の技術でキレイで耐久性の高い
床に仕上げます。

病院や施設などで利用者の方が気持ちよく
過ごせるように丁寧な清掃をしています。

自社オリジナルの洗剤の
製造、販売をしています。

ｲﾝｽﾀｸﾞﾗﾑで
最新の技術を ⇒
紹介しています。
どうぞご覧ください。

👏求める人材



たかはるで
働いてみらんね
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 高原町役場産業創生課産業観光係

TEL0984-42-2128  FAX0984-42-4623

mail　sangyou@town.takaharu.lg.jp

HP　http://www.takaharu.lg.jp


