
職種
年齢

雇用形態・採用人数
有限会社　多幸会 看護師

月給制 (1)8時00分～17時00分
280,000円 (2)17時00分～0時00分

～ 就業場所:宮古島市 (3)0時00分～8時00分
（年齢：　18歳以上　） 340,000円
正社員（1人） 47040- 1062411 （就業場所：従業員数　11　人）
診療放射線技師 くらはし整形外科クリニック 診療放射線技師

時給制 (1)9時00分～18時00分
1,300円 (2)9時00分～13時00分

～ 就業場所:宮古島市
（年齢：　59歳以下　） 1,300円
パート労働者（1人） 47040- 1069811 （就業場所：従業員数　25　人）
介護主任 有限会社　新正クリーンサービス 介護職員初任者研修修了者

月給制 (1)8時00分～14時00分 ホームヘルパー２級
215,000円 (2)8時30分～17時30分 介護福祉士

～ 就業場所:宮古島市 (3)12時00分～21時00分
（年齢：　不問　） 215,000円
正社員以外（1人） 47040- 1079511 （就業場所：従業員数　11　人）
デイサービス介護員 介護職員初任者研修修了者

時給制 (1)8時00分～17時30分 ホームヘルパー２級
153,000円 (2)8時00分～13時00分

～ 就業場所:宮古島市
（年齢：　69歳以下　） 153,000円
正社員以外（1人） 47040- 1065611 （就業場所：従業員数　35　人）

介護職員初任者研修修了者
時給制 (1)8時00分～13時00分 ホームヘルパー２級
900円

～ 就業場所:宮古島市
（年齢：　69歳以下　） 900円
パート労働者（1人） 47040- 1066911 （就業場所：従業員数　35　人）
保育士　＜産休代替＞ 保育士

月給制 (1)7時30分～16時30分
160,000円 (2)8時30分～17時30分

～ 就業場所:宮古島市 (3)9時30分～18時30分
（年齢：　不問　） 180,000円 下地診療所隣り
正社員以外（1人） 47040- 1077811 （就業場所：従業員数　15　人）

有限会社　富建
月給制 (1)8時30分～17時30分

148,000円
～ 就業場所:宮古島市

（年齢：　59歳以下　） 160,000円
正社員（1人） 47040- 1080311 （就業場所：従業員数　16　人）
一般事務【宮古営業所】 （株）くみき

月給制 (1)8時30分～17時30分
135,340円

～ 就業場所:宮古島市
（年齢：　不問　） 192,500円
正社員以外（1人） 47010- 8729011 （就業場所：従業員数　9　人）
金融事務 沖縄県労働金庫 沖縄県那覇市旭町１番地９
＊５/６付任用＊ 月給制 (1)8時40分～17時00分

155,000円
～ 就業場所:宮古島市

（年齢：　不問　） 201,000円
正社員以外（1人） 47010- 8480311 （就業場所：従業員数　8　人）
介護職 介護職員初任者研修修了者

時給制 ホームヘルパー２級
900円 介護福祉士

～ 就業場所:宮古島市
（年齢：　不問　） 1,000円 7時00分～21時00分の
パート労働者（1人） 47040- 1078211 （就業場所：従業員数　11　人） 間の6時間以上

必要資格賃 金 求人者名 所在地・就業場所 就業時間

9

正看護師
【ナーシングホーム
　及び訪問看護】　　★急　募★

デイサービス介護員
【８～１３時】
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有限会社ひまわり
うるまじま介護保険事業部

有限会社ひまわり
うるまじま介護保険事業部

医療法人　下地診療所
たけあら保育園

有限会社　新正クリーンサービス
グループホーム　みなみ
　・　デイサービス　みなみ

沖縄県宮古島市平良字
下里１２０１－１０

沖縄県宮古島市平良字
西里７８２－１

沖縄県宮古島市平良字
下里３１０７－３６４

沖縄県宮古島市平良字
下里２１７－２０

沖縄県宮古島市平良字
下里２１７－２０

沖縄県宮古島市下地字
上地６３４－５

沖縄県宮古島市平良字
西仲宗根３９５－１

沖縄県与那原町字
上与那原４３９番地

沖縄県宮古島市平良字
下里３１０７－３６４

一般事務兼販売
★急募★

令和３年 ４月 ２０日 発行

ハローワーク宮古の紹介窓口利用で ※平成31年4月～令和元年12月

６割以上の皆さんが就職を勝ち取りました！
＊＊ハローワーク宮古の相談窓口を是非ご利用ください＊＊

(注)掲載している求人情報は条件の一部になります。掲載していない

条件もありますので、詳細は相談窓口でご確認お願いします。

ハローワーク宮古
☎：０９８０－７２－３３２９

《ハローワーク宮古》 ◆ＴＥＬ⇒７２－３３２９ ◆ハローワークインターネットサービス⇒ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｈｅｌｌｏｗｏｒｋ．ｍｈｌｗ．ｇｏ．ｊｐ／



職種
年齢

雇用形態・採用人数
有限会社　豊見山石油

時給制 (1)9時30分～15時00分
1,000円

～ 就業場所:宮古島市
（年齢：　不問　） 1,000円
パート労働者（1人） 47040- 1063011 （就業場所：従業員数　9　人）

有限会社　豊見山石油
月給制 (1)7時00分～16時00分

170,000円 (2)8時00分～17時00分
～ 就業場所:宮古島市 (3)10時00分～19時00分

（年齢：　不問　） 170,000円
正社員以外（1人） 47040- 1064311 （就業場所：従業員数　9　人）
介護員【入浴専従】 介護職員初任者研修修了者

時給制 (1)9時00分～16時00分 ホームヘルパー２級
850円

～ 就業場所:宮古島市
（年齢：　不問　） 900円
パート労働者（1人） 47040- 1059111 （就業場所：従業員数　43　人）
介護員【夜勤専従】 介護職員初任者研修修了者

時給制 (1)15時00分～9時00分 ホームヘルパー２級
850円 (2)15時00分～0時00分 介護福祉士

～ 就業場所:宮古島市 (3)0時00分～9時00分
（年齢：　18歳以上　） 900円
パート労働者（1人） 47040- 1061511 （就業場所：従業員数　43　人）
調理員（青潮園） 日清医療食品（株）沖縄支店

時給制 (1)6時00分～15時00分
152,064円 (2)10時00分～19時00分

～ 就業場所:宮古島市
（年齢：　不問　） 164,160円
正社員以外（2人） 47010- 8859311 （就業場所：従業員数　7　人）
経理事務

月給制 (1)8時30分～17時00分
176,000円 (2)9時00分～17時30分

～ 就業場所:宮古島市
（年齢：　64歳以下　） 184,000円
正社員（2人） 47040- 1057611 （就業場所：従業員数　21　人）

調理師
時給制
880円

～ 就業場所:宮古島市
（年齢：　不問　） 950円 10時00分～16時00分の
パート労働者（2人） 47040- 1086211 （就業場所：従業員数　21　人） 間の5時間程度

調理師
時給制 (1)5時30分～11時00分
880円

～ 就業場所:宮古島市
（年齢：　不問　） 950円
パート労働者（2人） 47040- 1087511 （就業場所：従業員数　21　人）

株式会社リゾートライフ
月給制

190,000円
～

（年齢：　18歳～64歳　） 300,000円 就業場所:宮古島市 10時00分～22時00分の
正社員（1人） 47040- 1053511 （就業場所：従業員数　25　人） 間の8時間程度

株式会社リゾートライフ
時給制 (1)10時00分～14時00分
950円

～
（年齢：　64歳以下　） 1,000円 就業場所:宮古島市 又は17時15分～22時00分
パート労働者（1人） 47040- 1054411 （就業場所：従業員数　25　人） の間の4時間程度
マリンガイド

時給制 (1)7時15分～16時15分
900円

～ 就業場所:宮古島市
（年齢：　不問　） 1,000円
パート労働者（3人） 47040- 1056311 （就業場所：従業員数　4　人）

株式会杜　プロモ
時給制 (1)8時30分～16時30分
900円

～ 就業場所:宮古島市
（年齢：　不問　） 1,100円 宮古空港
パート労働者（2人） 13080-22681711 （就業場所：従業員数　0　人）
食品盛り付け

月給制 (1)8時00分～16時30分
160,000円 (2)14時00分～22時30分

～ 就業場所:宮古島市 (3)0時00分～8時30分
（年齢：　18歳～59歳　） 200,000円
正社員（2人） 47040- 1074911 （就業場所：従業員数　63　人）
資材担当

月給制 (1)9時00分～18時00分
160,000円

～ 就業場所:宮古島市
（年齢：　59歳以下　） 200,000円
正社員（2人） 47040- 1075111 （就業場所：従業員数　63　人）
場内整備・試験・検査

月給制 (1)9時00分～17時00分
160,000円

～
（年齢：　28歳以下　） 210,000円 就業場所:宮古島市
正社員（2人） 47040- 1067111 （就業場所：従業員数　8　人）
配管工 株式会社　創機設 車両系建設機械

月給制 (1)8時30分～18時00分  （整地・運搬・積込用及び掘削用）
199,000円  運転技能者

～ 就業場所:宮古島市 大型自動車免許
（年齢：　不問　） 230,000円
正社員（1人） 47040- 1076711 （就業場所：従業員数　2　人）

宮古島市水道事業
日給制 (1)9時00分～17時00分
935円

～ 就業場所:宮古島市
（年齢：　不問　） 964円
パート労働者（1人） 47040- 1071011 （就業場所：従業員数　43　人）

８トン限定中型自動車免許
時給制 (1)8時00分～17時00分 中型自動車免許

146,880円 (2)9時00分～18時00分
～ 就業場所:宮古島市

（年齢：　不問　） 155,520円
正社員以外（1人） 47040- 1082911 （就業場所：従業員数　5　人）
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平日１５時までの店舗スタッフ
※土日祝休み

お水の販売・ガソリンスタンドの
店舗スタッフ

11

12

No.

株式会社　シンリー
【宮古第一ホテル】

社会福祉法人　大立福祉会
【介護老人福祉施設　しもじ長生園等】

社会福祉法人　大立福祉会
【介護老人福祉施設　しもじ長生園等】

株式会社　シンリー
【宮古第一ホテル】

株式会社　シンリー
【宮古第一ホテル】

宮古島シュノーケル専門店
海ｕｍｉ

株式会社　みなと食品沖縄
宮古工場

一般財団法人
日本ウェザリングテストセンター
宮古島暴露試験場

調理または調理補助
★急募★

朝食調理スタッフ
★急募★

レストランスタッフ
【パートタイム】

シギラベイＣＣ／ゴルフ場での
キャンペーンイベントスタッフ

沖縄県宮古島市平良字西里１９１

沖縄県宮古島市伊良部字
長浜１４１３－５

沖縄県宮古島市伊良部字
長浜１４１３－５

沖縄県宮古島市下地字
嘉手苅６６０－２

沖縄県宮古島市下地字
嘉手苅６６０－２

株式会社　みなと食品沖縄
宮古工場

株式会社　琉球通運航空
宮古営業所

レストランスタッフ
【正社員】

一般技術補助員
【会計年度任用職員】
＊５/６付任用＊

賃 金 求人者名 所在地・就業場所

沖縄県宮古島市平良字
東仲宗根５５５－１　１階

沖縄県宮古島市平良西里１１４０

沖縄県宮古島市平良字
西里６７９－２

沖縄県宮古島市平良字
西仲宗根６４８－１

沖縄県宮古島市平良字
西里１７６番地２
シティライフ宮古ラブニ一ル１Ｆ

沖縄県宮古島市上野宮国６６５

東京都新宿区西新宿　８－２－２０
井上ビル１０号館５０３号室

沖縄県宮古島市平良字
西里６７９－２

沖縄県宮古島市上野字
宮国１３３８－１番地
（本社：東京都港区芝公園１－１－１１）

沖縄県那覇市西１－２２－２
カテーラビル１Ｆ

沖縄県宮古島市平良字西里１９１

沖縄県宮古島市平良字西里１９１

就業時間 必要資格

沖縄県宮古島市平良字
西里１７６番地２
シティライフ宮古ラブニ一ル１Ｆ

ドライバー兼荷役作業
★★急　募★★
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職種
年齢

雇用形態・採用人数

時給制 (1)9時00分～17時00分
1,000円 (2)9時00分～14時00分

～ 就業場所:宮古島市 (3)10時00分～15時00分
（年齢：　不問　） 1,000円
パート労働者（2人） 47040- 1070411 （就業場所：従業員数　23　人）

幼稚園教諭免許
時給制 (1)12時00分～18時30分 　（専修・１種・２種）
850円 (2)14時00分～18時30分 保育士

～ 就業場所:宮古島市
（年齢：　不問　） 850円
パート労働者（1人） 47040- 1045411 （就業場所：従業員数　14　人）
不動産営業事務 宅地建物取引士

月給制 (1)9時30分～18時30分 　（旧：宅地建物取引主任者）
150,000円

～ 就業場所:宮古島市
（年齢：　40歳以下　） 250,000円
正社員（1人） 47040- 1051811 （就業場所：従業員数　4　人）
ルームスタッフ

時給制 (1)10時00分～15時00分
950円

～ 就業場所:宮古島市
（年齢：　不問　） 1,000円
パート労働者（5人） 47040- 1050711 （就業場所：従業員数　8　人）

29

30

31

32

ホテル（ヴィラ）外部清掃業務
★★急　募★★

幼稚園教諭【預かり保育担当】

株式会社　邦企画開発
【Ｙ’ＲＩＳＥ　ＴＯ　ＨＯＴＥＬ宮古島
　／　ＨＯＴＥＬ　Ｆｉｔ　ｉｎ　宮古島】

株式会社　日建ホテルマネジメント
【フェリスヴィラスイート宮古島・上野
　／　伊良部島・佐和田　／　名護】

学校法人　カトリック学園
みつば幼稚園

有限会社　たけちゃんほーむ
宮古島店

沖縄県宮古島市平良字下里１５６

沖縄県宮古島市平良字
下里１２４６－１

沖縄県宮古島市平良字西里８３
Ｙ’ＲＩＳＥ　ＴＯ　ＨＯＴＥＬ宮古島

沖縄県宮古島市上野字
宮国９３５－８

No. 賃 金 求人者名 所在地・就業場所 就業時間 必要資格

◎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下さい。

◎面接にはハローワークが発行する『紹介状』が必要です。

◎パートタイム求人の場合、賃金は時給額で表示しています。また、労働時間によって、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。

◎掲載の内容によっては、求人取消になっている場合があります。ご了承ください。

《ハローワーク宮古》 ◆ＴＥＬ⇒７２－３３２９ ◆ハローワークインターネットサービス⇒ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｈｅｌｌｏｗｏｒｋ．ｍｈｌｗ．ｇｏ．ｊｐ／

『保育士プチ・セミナー』に参加しませんか？

✿日 程：4月28日（水）

✿時 間：10：00～11：30

✿場 所：ハローワーク宮古 2F

【講座内容】保育のお仕事紹介

・保育の現場の今

・「進め!!保育士」ＤＶＤ

・資格取得方法

・保育園紹介

保育士として働きたい方

復職に向けて不安のある方

保育のお仕事に興味のある方

ぜひご参加下さい!!!

＊ハローワーク宮古では「保育のお仕事」マッチングへの取り組み

を実施しています。


