
職種
年齢

雇用形態・採用人数
看護師

月給制 (1)8時50分～17時50分
185,000円

～ 就業場所:宮古島市
（年齢：　65歳以下　） 185,000円
正社員（1人） 09030- 2427611 （就業場所：従業員数　3　人）

航空自衛隊　宮古島分屯基地 栄養士
月給制 (1)8時15分～17時00分 管理栄養士

151,000円
～ 就業場所:宮古島市

（年齢：　不問　） 244,500円
正社員以外（1人） 47040- 1093811 （就業場所：従業員数　160　人）
心理療法担当職員 社会福祉事業団　漲水学園 臨床心理士

月給制 (1)9時00分～18時00分 公認心理師
198,200円

～ 就業場所:宮古島市
（年齢：　不問　） 198,200円
正社員以外（1人） 47040- 1117411 （就業場所：従業員数　22　人）

株式会社　和 介護職員初任者研修修了者
月給制 (1)7時00分～16時00分 ホームヘルパー２級

202,600円 (2)8時30分～17時30分 介護福祉士
～ 就業場所:宮古島市 (3)9時00分～18時00分

（年齢：　18歳以上　） 301,200円 (4)17時00分～9時00分
正社員（1人） 47040- 1113711 （就業場所：従業員数　31　人）

特定非営利活動法人　エンカレッジ
時給制
900円

～ 就業場所:宮古島市
（年齢：　不問　） 900円 18時00分～21時00分の
パート労働者（1人） 47020- 5913411 （就業場所：従業員数　4　人） 間の2～3時間勤務

沖縄県立　宮古病院
月給制 (1)8時30分～17時00分

129,700円
～ 就業場所:宮古島市

（年齢：　不問　） 149,400円
正社員以外（1人） 47040- 1122811 （就業場所：従業員数　327　人）

沖縄県立　宮古病院
月給制 (1)8時30分～17時00分

129,700円
～ 就業場所:宮古島市

（年齢：　不問　） 149,400円
正社員以外（1人） 47040- 1084711 （就業場所：従業員数　327　人）
広報スタッフ

月給制 (1)8時00分～17時00分
180,000円

～ 就業場所:宮古島市
（年齢：　59歳以下　） 250,000円
正社員（1人） 47040- 1108511 （就業場所：従業員数　10　人）
広報スタッフ

時給制
900円

～ 就業場所:宮古島市
（年齢：　不問　） 900円 8時00分～17時00分の
パート労働者（1人） 47040- 1110611 （就業場所：従業員数　10　人） 間の4時間以上
レンタカー貸渡スタッフ

時給制
900円

～ 就業場所:宮古島市
（年齢：　59歳以下　） 900円 9時00分～17時00分の
パート労働者（2人） 47040- 1102611 （就業場所：従業員数　8　人） 間の3時間以上

時給制
900円

～ 就業場所:宮古島市
（年齢：　不問　） 900円 8時00分～19時00分の
パート労働者（3人） 47040- 1109411 （就業場所：従業員数　10　人） 間の3時間以上

沖縄県宮古島市平良
西里１４５５番地３

沖縄県宮古島市平良字
下里４２７－１

オーシャントラベル　株式会社
【パインレンタカー】

洗車スタッフ
【短期アルバイト／７～８月】

5

6

8

9

特定非営利活動法人
ハートフルふきあげ

オーシャントラベル　株式会社
【パインレンタカー】

オーシャントラベル　株式会社
【パインレンタカー】

オーシャントラベル　株式会社
【パインレンタカー】

看護師（支援員）みやこ事業所

介護職員＜夜勤あり＞
【介護付有料老人ホーム】

居場所サポーター
（中学生対象）【宮古教室】

事務部事務補助 （臨床研修管理
センタ）  　【会計年度任用職員】
＊令和３年６月１日付任用＊

看護部　事務補助
（地域連携室窓口）
【会計年度任用職員】

必要資格賃 金 求人者名 所在地・就業場所 就業時間

栃木県栃木市都賀町富張２５５－１

沖縄県宮古島市上野字
野原１１９０－１８９

沖縄県宮古島市平良字
西仲宗根７４５－５

沖縄県宮古島市平良字
下里２７９３番地１

沖縄県中頭郡北中城村字
渡口９８１－２

沖縄県宮古島市平良字
下里４２７－１

沖縄県宮古島市平良
西里１４５５番地３

沖縄県宮古島市平良
西里１４５５番地３

沖縄県宮古島市平良
西里１４５５番地３

No.

1

2

3

4

管理栄養士又は栄養士
≪育休代替≫
＊令和３年６月１日付任用＊

11

7

10

令和３年 ４月 ２７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
法律事務 宮古島総合法律事務所

月給制 (1)9時30分～17時30分
150,000円

～ 就業場所:宮古島市
（年齢：　64歳以下　） 250,000円
正社員（1人） 47040- 1107211 （就業場所：従業員数　3　人）
広報スタッフ オーシャンフロント　株式会社

月給制 (1)8時00分～17時00分
180,000円

～ 就業場所:宮古島市
（年齢：　59歳以下　） 250,000円
正社員（1人） 47040- 1111911 （就業場所：従業員数　11　人）
広報スタッフ オーシャンフロント　株式会社

時給制
900円

～ 就業場所:宮古島市
（年齢：　不問　） 900円 8時00分～17時00分の
パート労働者（1人） 47040- 1112111 （就業場所：従業員数　11　人） 間の4時間以上
宿泊施設の受付業務等 オーシャンフロント　株式会社

月給制
180,000円

～ 就業場所:宮古島市
（年齢：　59歳以下　） 250,000円 8時00分～21時00分の
正社員（3人） 47040- 1100011 （就業場所：従業員数　11　人） 間の8時間勤務
宿泊施設の受付業務等 オーシャンフロント　株式会社

時給制
900円

～ 就業場所:宮古島市
（年齢：　不問　） 900円 8時00分～21時00分の
パート労働者（3人） 47040- 1099611 （就業場所：従業員数　11　人） 間の4時間以上

オーシャンフロント　株式会社
時給制
900円

～ 就業場所:宮古島市
（年齢：　不問　） 900円 10時00分～18時00分の
パート労働者（3人） 47040- 1101311 （就業場所：従業員数　11　人） 間の4時間以上
総務及び事務 株式会社　奥浜組

月給制 (1)8時30分～17時30分
150,000円

～ 就業場所:宮古島市
（年齢：　64歳以下　） 180,000円
正社員（1人） 47040- 1090911 （就業場所：従業員数　18　人）

（株）Ｍサポートセンター 沖縄県浦添市字大平４９９番地８
月給制 (1)8時30分～17時00分

145,000円
～ 就業場所:宮古島市

（年齢：　不問　） 160,000円
正社員以外（1人） 47010- 9245411 （就業場所：従業員数　39　人）

株式会社　まるちく
時給制 (1)18時00分～0時00分
920円

～ 就業場所:宮古島市
（年齢：　不問　） 920円
パート労働者（1人） 47040- 1105711 （就業場所：従業員数　65　人）
訪問介護スタッフ 介護職員実務者研修修了者

時給制 ホームヘルパー１級
1,000円 介護福祉士

～ 就業場所:宮古島市
（年齢：　64歳以下　） 1,500円 8時00分～19時00分の
パート労働者（1人） 47040- 1120111 （就業場所：従業員数　7　人） 間の4時間程度

株式会社リゾートライフ
月給制 (1)9時00分～18時00分

190,000円
～

（年齢：　45歳以下　） 350,000円 就業場所:宮古島市
正社員（1人） 47040- 1088411 （就業場所：従業員数　25　人）
ホテルスタッフ【パートタイム】 株式会社リゾートライフ

時給制 (1)9時00分～17時00分
950円

～
（年齢：　64歳以下　） 1,050円 就業場所:宮古島市
パート労働者（1人） 47040- 1089011 （就業場所：従業員数　25　人）
ホテル　清掃スタッフ 株式会社　南西楽園リゾート

時給制
1,000円

～ 就業場所:宮古島市
（年齢：　不問　） 1,000円 8時00分～18時00分の
パート労働者（5人） 47040- 1104111 （就業場所：従業員数　750　人） 間の4時間以上
ホテル　清掃スタッフ 株式会社　南西楽園リゾート

時給制
172,000円

～ 就業場所:宮古島市
（年齢：　不問　） 172,000円 8時00分～18時00分の
正社員以外（5人） 47040- 1094211 （就業場所：従業員数　750　人） 間の8時間程度
ホテル　レジャースタッフ 株式会社　南西楽園リゾート 沖縄県宮古島市上野字宮国７７５－１

時給制 (1)7時30分～16時30分
258,000円 (2)8時00分～17時00分

～ 就業場所:宮古島市 (3)9時00分～18時00分
（年齢：　不問　） 344,000円
正社員以外（5人） 47040- 1073611 （就業場所：従業員数　750　人）

株式会社　三栄ファーム 沖縄県豊見城市字真玉橋１７４－１ 第二種電気工事士
月給制 (1)8時00分～17時30分

141,000円
～ 就業場所:宮古島市

（年齢：　64歳以下　） 290,000円
正社員（2人） 47010- 9306811 （就業場所：従業員数　1　人）

二級自動車整備士
月給制 (1)9時00分～18時00分 三級自動車整備士

180,000円
～ 就業場所:宮古島市

（年齢：　不問　） 200,000円
正社員（1人） 47040- 1103911 （就業場所：従業員数　3　人）

株式会社　Ｓ＆Ｋみやこ島 車両系建設機械（整地・運搬
日給制 (1)8時30分～17時30分 　・積込用及び掘削用）運転技能者

170,800円 ８トン限定中型自動車免許
～ 就業場所:宮古島市 中型自動車免許

（年齢：　59歳以下　） 195,200円
正社員（2人） 47040- 1095511 （就業場所：従業員数　6　人）
運転管理【堆肥製造】 株式会社　Ｓ＆Ｋみやこ島 車両系建設機械（整地・運搬

時給制 (1)8時30分～17時30分 　・積込用及び掘削用）運転技能者
800円 ８トン限定中型自動車免許

～ 就業場所:宮古島市 中型自動車免許
（年齢：　59歳以下　） 900円
パート労働者（2人） 47040- 1096411 （就業場所：従業員数　6　人）

沖縄県宮古島市平良
西里１４５５番地３

就業時間 必要資格
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No.
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沖縄県宮古島市平良字
東仲宗根８２１－１０

沖縄県宮古島市上野字
宮国７７５－１

沖縄県宮古島市上野字
宮国７７５－１

沖縄県宮古島市平良字
西里１３３１番地２

沖縄県宮古島市平良字
東仲宗根８２１－１０

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

沖縄県宮古島市平良
西里１４５５番地３

沖縄県宮古島市平良
西里１４５５番地３

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

株式会社　Ａ．Ｓ．Ｋ
【オートステーション　ＫＡＮＳＡＩ
／レンタリースＫＡＮＳＡＩ宮古島店】

沖縄県宮古島市平良
西里１４５５番地３

沖縄県宮古島市伊良部字
佐和田１４８６

沖縄県宮古島市平良字
久貝６８６－７

沖縄県宮古島市城辺字
福里５６７番地６

求人者名 所在地・就業場所

運転管理【堆肥製造】
＊正社員＊

宿泊施設内外清掃業務
及びレンタカー洗車

医療事務
／沖縄県立宮古病院

配車オペレーター＜１８～０時＞
★急　募★

ホテルスタッフ【正社員】
リーダー候補

農業及び太陽光設備の
保守管理業務

板金塗装工及び自動車整備士

21

22

13

株式会社　ＦＵＫＵＫＵＧＩ
【らいくゆー訪問看護ステーション
・訪問介護事業所】

賃 金

16

14

12

15

沖縄県宮古島市平良
西里１４５５番地３

沖縄県宮古島市平良字
東仲宗根２５０

17

26

27

23

18

19

20



職種
年齢

雇用形態・採用人数
スクールバス運行業務 極東警備センター　株式会社 大型自動車免許

月給制 (1)6時00分～9時30分
230,000円 (2)13時00分～17時30分

～ 就業場所:宮古島市
（年齢：　不問　） 250,000円
正社員以外（1人） 47020- 5719811 （就業場所：従業員数　1　人）
タクシー乗務員【深夜帯専従】 合名会社　新生タクシー 普通自動車第二種免許

月給制 (1)20時00分～4時00分
180,000円

～ 就業場所:宮古島市
（年齢：　不問　） 180,000円
正社員（3人） 47040- 1114811 （就業場所：従業員数　13　人）

株式会社　沖縄ダイケン 第二種電気工事士
月給制 (1)9時00分～18時00分 ２級ボイラー技士

192,000円
～ 就業場所:宮古島市

（年齢：　64歳以下　） 280,000円
正社員（1人） 47010- 9196211 （就業場所：従業員数　2　人）

株式会社　しもさと商会 液化石油ガス設備士
月給制 (1)9時00分～18時00分 第二種電気工事士

170,000円 その他の設備・内装工事関係資格
～ 就業場所:宮古島市

（年齢：　40歳以下　） 220,000円
正社員（2人） 47040- 1118011 （就業場所：従業員数　13　人）
現場作業員【見習い可】 平良電工株式会社

日給制 (1)8時30分～17時30分
175,600円

～ 就業場所:宮古島市
（年齢：　59歳以下　） 248,500円
正社員（2人） 47040- 1119311 （就業場所：従業員数　9　人）
産業廃棄物処理作業員 有限会社　宮古環境保全センター 大型自動車免許

時給制 (1)8時00分～17時00分
172,080円

～ 就業場所:宮古島市
（年齢：　不問　） 172,080円
正社員（2人） 47040- 1115211 （就業場所：従業員数　20　人）
サービス提供責任者 介護福祉士

月給制
183,000円

～ 就業場所:宮古島市
（年齢：　18歳～64歳　） 233,000円 0時00分～23時59分の
正社員（1人） 47040- 1083111 （就業場所：従業員数　10　人） 間の5時間以上
土木作業員・管理技術者 株式会社　三和建設 車両系建設機械（整地・運搬

月給制 (1)8時00分～17時00分 　・積込用及び掘削用）運転技能者
240,000円 １級土木施工管理技士

～ 就業場所:宮古島市 ２級土木施工管理技士
（年齢：　64歳以下　） 400,000円
正社員（5人） 47040- 1060211 （就業場所：従業員数　16　人）
計量および清掃担当 株式会社　ハワイ製麺所

時給制 (1)5時00分～10時00分
900円 (2)5時00分～11時00分

～ 就業場所:宮古島市
（年齢：　不問　） 1,200円
パート労働者（1人） 47040- 1085811 （就業場所：従業員数　12　人）

沖縄県宮古島市平良字
下里３１０７－２９

沖縄県宮古島市平良字
西里６８０－４

沖縄県宮古島市平良字
東仲宗根８６４－１

沖縄県宮古島市平良字西里１３３７

No. 賃 金 求人者名 所在地・就業場所 就業時間 必要資格

31

沖縄県沖縄市知花１丁目２６‐３
銘苅ビル

沖縄県宮古島市伊良部字
前里添１２７９－１

沖縄県那覇市おもろまち
１丁目１番１２号

沖縄県宮古島市平良字
東仲宗根８８０番地

特定非営利活動法人
ＰＡＩおきなわ宮古島支所「指定居宅
　・重度訪問介護事業所　Ｐａｉみやこ」

沖縄県宮古島市平良字
西里７９０－２　１階

施設管理（ビル設備）
（宮古島市）

ガス機器・住宅設備機器の施工

37

38

39

32

33

34

35

36

★ゴールデンウィーク中の

週間求人情報について

♦５月４日（火）休刊
★５月１１日（火）からの発行となります

ので、何卒ご了承下さい。

◎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／


