
職種
年齢

雇用形態・採用人数

時給制 (1)8時30分～17時30分
850円 (2)8時15分～17時15分

～
（年齢：　不問　） 950円
正社員以外（2人） 47040- 1464121

月給制 (1)7時30分～16時15分
166,700円 (2)8時30分～17時15分

～ (3)8時45分～17時30分
（年齢：　不問　） 179,700円
正社員以外（1人） 47040- 1473121

時給制 (1)9時00分～16時00分
980円

～
（年齢：　不問　） 980円
パート労働者（1人） 47040- 1474021

月給制 (1)9時00分～18時00分
180,000円

～
（年齢：　不問　） 230,000円 又は8時30分～21時00分
正社員（1人） 47040- 1487421 の間の8時間程度

月給制 (1)10時00分～19時00分
200,000円

～
（年齢：　59歳以下　） 260,000円
正社員（1人） 47010-10943021

月給制 8時00分～20時00分
160,000円 の間の8時間程度

～
（年齢：　59歳以下　） 220,000円
正社員（2人） 47040- 1484821

時給制
900円

～
（年齢：　59歳以下　） 920円
正社員（1人） 47040- 1486521

時給制
1,200円

～
（年齢：　不問　） 1,200円
有期雇用派遣パート（3人） 47020- 6590421

時給制 (1)7時30分～16時30分
900円 (2)12時00分～21時00分

～ (3)16時00分～23時00分
（年齢：　18歳～64歳　） 900円
正社員（2人） 47040- 1468221

時給制 (1)8時00分～13時00分
900円 (2)9時00分～14時00分

～ (3)16時00分～21時00分
（年齢：　64歳以下　） 900円 又は7時30分～21時00分
パート労働者（2人） 47040- 1469521 の間の5時間程度

時給制 (1)6時00分～12時00分
900円 (2)7時00分～15時00分

～
（年齢：　64歳以下　） 1,000円 又は15時00分～21時00分
パート労働者（1人） 47040- 1463921 の間の5時間以上

物品賃貸人 株式会社　アソシエ
【トヨタレンタカー宮古島空港】

就業場所:宮古島市
（就業場所：従業員数　0　人）

ホテルレストラン接客サービス
調理補助スタッフ

株式会社ノザワワールド
ホテルキャッスルヴィレッジ宮古島

沖縄県宮古島市平良字
東仲宗根添１７５３－１３７

就業場所:宮古島市

（就業場所：従業員数　18　人）

沖縄県宜野湾市字大山
７－１０－２５
プロト宜野湾ビル１階

フロント【パート】 株式会社　ホテル共和
【ホテル　フィオマーレ】

沖縄県宮古島市平良字
松原６４９番地１

就業場所:宮古島市

（就業場所：従業員数　18　人）

フロント【正社員】 株式会社　ホテル共和
【ホテル　フィオマーレ】

沖縄県宮古島市平良字
松原６４９番地１

就業場所:宮古島市

（就業場所：従業員数　18　人）

スマホアドバイザー
（接客、販売）

株式会社ウィルオブ・ワーク沖縄支店 沖縄県那覇市久茂地１－３－１
久茂地セントラルビル５階

就業場所:宮古島市

（就業場所：従業員数　300　人）

販売員（空港売店） 株式会社　すなやま 沖縄県宮古島市平良字
西里１１３５－１

就業場所:宮古島市

（就業場所：従業員数　5　人）

レンタカー会社運営スタッフ オーシャントラベル　株式会社
【パインレンタカー】

沖縄県宮古島市平良西里
１４５５番地３

就業場所:宮古島市

（就業場所：従業員数　10　人）

受付事務
及び予約管理業務

株式会社　はやて
【ベイクルーズ　モンブラン／
食彩亭　むつ美】

沖縄県宮古島市平良字下里
１０８－１１　マリンターミナル２階

就業場所:宮古島市

（就業場所：従業員数　28　人）

保育士 一般社団法人　ちゅうりっぷ保育園 沖縄県宮古島市平良字
東仲宗根８８５

保育士
就業場所:宮古島市

（就業場所：従業員数　10　人）

保育士
＊産休代替＊

一般社団法人　ちゅうりっぷ保育園 沖縄県宮古島市平良字
東仲宗根８８５

保育士
就業場所:宮古島市

（就業場所：従業員数　10　人）

介護職 合同会社にぬふぁぶし
（デイサービスはねじ　パイパイ）
【若年性および高齢者初期認知症施設】

沖縄県宮古島市平良字
下里８１８－１

介護福祉士
就業場所:宮古島市

（就業場所：従業員数　5　人）
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必要資格賃 金 求人者名 所在地・就業場所 就業時間
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(1)8時30分～19時00分
の間の８時間勤務

(1)8時00分～20時00分
の間の８時間勤務
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令和４年 ４月 26日 発行

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／

＊経済回復を見据えた求人が増えています！！
★先手必勝！履歴書の書き方や面接対応を事前に相談して、魅力的な求人が出た

時に備えましょう。

宮古島で新たに事業展開を予定している事業所も少なくなく、いつ何時ご希望に合った

求人が出ないとも限りません。

条件面で魅力的な求人は応募が殺到して早めに締め切られてしまうことがあります。

ハローワークでは、速やかに応募できるよう皆様の事前準備をお手伝いします！

★その他、お仕事探しに関するご相談もお気軽に！

迷った時や悩んだ時のご相談はもちろん、思いがけない会社とのご縁もあるかもしれませんよ。

(注）掲載している求人情報は最新の求人になります。掲載していない求人もありますので、



職種
年齢

雇用形態・採用人数

月給制 (1)9時00分～18時00分
200,000円

～
（年齢：　不問　） 350,000円 又は6時30分～22時00分
正社員（1人） 47040- 1471621 の間の8時間程度

時給制 (1)9時00分～14時00分
1,000円

～
（年齢：　不問　） 1,200円
パート労働者（2人） 47040- 1472921

月給制 (1)8時00分～17時00分
185,900円

～
（年齢：　59歳以下　） 300,000円
正社員（1人） 47040- 1485221

時給制 (1)4時00分～8時00分
1,300円

～
（年齢：　18歳以上　） 1,400円
パート労働者（1人） 47040- 1477221

時給制 (1)10時00分～15時00分
880円

～
（年齢：　不問　） 880円
パート労働者（1人） 47040- 1467821

時給制 (1)9時00分～14時00分
850円 (2)9時00分～17時00分

～
（年齢：　不問　） 850円
パート労働者（1人） 47040- 1465021

時給制 (1)9時00分～14時00分
850円 (2)9時00分～17時00分

～
（年齢：　不問　） 850円
パート労働者（1人） 47040- 1466721

時給制 (1)5時00分～8時00分
920円 (2)12時00分～17時00分

～ (3)1時00分～6時00分
（年齢：　不問　） 920円
パート労働者（2人） 13080-30787421

時給制 (1)17時30分～20時30分
900円

～
（年齢：　不問　） 900円
パート労働者（2人） 47010-10888121

月給制 (1)8時30分～17時00分
129,700円

～
（年齢：　不問　） 149,400円
正社員以外（1人） 47040- 1489621

時給制 (1)8時30分～17時15分
1,480円

～
（年齢：　不問　） 1,680円
パート労働者（1人） 47040- 1490021

日給制 (1)12時15分～18時15分
6,995円

～
（年齢：　不問　） 7,374円
パート労働者（1人） 47040- 1478521

時給制 (1)8時30分～17時15分
930円

～
（年齢：　不問　） 960円
パート労働者（1人） 47040- 1470321

時給制 (1)8時30分～17時15分
1,470円

～
（年齢：　不問　） 1,470円
パート労働者（1人） 47040- 1475721

日給制 (1)9時00分～17時00分
6,544円

～
（年齢：　不問　） 6,544円
パート労働者（1人） 47040- 1479421

日給制 (1)8時15分～16時15分
6,544円 (2)9時00分～17時00分

～ (3)9時15分～17時15分
（年齢：　不問　） 6,544円
パート労働者（1人） 47040- 1480921

賃 金 求人者名 所在地・就業場所

洗浄（県立宮古病院） 日清医療食品（株）沖縄支店 沖縄県那覇市西１－２２－２
カテーラビル１Ｆ

就業場所:宮古島市

（就業場所：従業員数　24　人）

品だし担当
【食品・雑貨】

株式会社ＪＡおきなわ
Ａコープ城辺店

沖縄県宮古島市城辺字
比嘉１０４１－１

就業場所:宮古島市

（就業場所：従業員数　15　人）

生鮮品だし担当
【精肉・鮮魚】

株式会社ＪＡおきなわ
Ａコープ城辺店

沖縄県宮古島市城辺字
比嘉１０４１－１

就業場所:宮古島市

（就業場所：従業員数　15　人）

客室清掃 株式会社　たびのレシピ
【ヴィラブリゾート】【ブルーコーブテラス】

沖縄県宮古島市伊良部字
伊良部８１７

就業場所:宮古島市

（就業場所：従業員数　17　人）
フェリー船員（甲板員） 合資会社　多良間海運

その他の技術関係資格

就業場所:宮古島市
（就業場所：従業員数　16　人）

沖縄県宮古島市平良字
下里１０８－１１
平良港ターミナルビル１Ｆ

製造作業員
★急募★

株式会社　ハワイ製麺所 沖縄県宮古島市平良字
西里６８０－４

就業場所:宮古島市

（就業場所：従業員数　12　人）

就業時間 必要資格

調理および接客 日本マクドナルド株式会社 東京都新宿区西新宿六丁目
五番一号　新宿アイランドタワー

就業場所:宮古島市

（就業場所：従業員数　65　人）

調理スタッフ
★急　募★

株式会社　たびのレシピ
【ヴィラブリゾート】【ブルーコーブテラス】

沖縄県宮古島市伊良部字
伊良部８１７

調理師
その他の調理等関係資格就業場所:宮古島市

（就業場所：従業員数　17　人）

移動購買車担当
★土日休★

株式会社ＪＡおきなわ
Ａコープ城辺店

沖縄県宮古島市城辺字
比嘉１０４１－１

就業場所:宮古島市

（就業場所：従業員数　15　人）

事務補助
【会計年度任用職員】

沖縄県立　宮古病院（総務課） 沖縄県宮古島市平良字
下里４２７－１

就業場所:宮古島市

（就業場所：従業員数　327　人）

一般事務補助員
【会計年度任用職員】

宮古島市役所
【衛生施設課】

沖縄県宮古島市平良字
西里１１４０

就業場所:宮古島市

（就業場所：従業員数　18　人）

一般事務補助員
【会計年度任用職員】

宮古島市役所
【環境保全課】

沖縄県宮古島市平良字
西里１１４０

就業場所:宮古島市

（就業場所：従業員数　790　人）

指定感染症等対応支援員
【会計年度任用職員】

沖縄県　宮古保健所 沖縄県宮古島市平良字
東仲宗根４７６ 看護師

准看護師
保健師

就業場所:宮古島市

（就業場所：従業員数　43　人）

事務補助
【会計年度任用職員】
*令和4年6月15日採用*

沖縄県宮古農林水産振興センター
※センタースタッフ

沖縄県宮古島市平良字
西里１１２５番地

就業場所:宮古島市

（就業場所：従業員数　94　人）

幼稚園教諭補助 （預かり）
【会計年度任用職員】

宮古島市教育委員会 沖縄県宮古島市平良字
西里１１４０ 幼稚園教諭免許（専修・1種・2種）

保育士
小学校教諭免許（専修・1種・2種）

就業場所:宮古島市

（就業場所：従業員数　0　人）

児童虐待相談専門員
【会計年度任用職員】

沖縄県中央児童相談所宮古分室 沖縄県宮古島市平良字
西里１１２５　２階

社会福祉士
その他の福祉・介護関係資格就業場所:宮古島市

（就業場所：従業員数　6　人）
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◎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。


