
職種
年齢

雇用形態・採用人数

時給制 (1)10時00分～16時30分
2,400円

～
（年齢：　不問　） 2,800円
パート労働者（1人） 12090- 7738621

月給制 (1)9時00分～18時00分
220,000円

～
（年齢：　不問　） 220,000円
正社員（1人） 47040- 1722821

時給制 (1)9時00分～18時00分
1,200円

～
（年齢：　不問　） 1,200円
パート労働者（1人） 47040- 1723221

時給制
820円

～
（年齢：　不問　） 900円 9時00分～17時30分
パート労働者（2人） 47040- 1707221 の間の4時間以上

月給制 (1)7時00分～16時00分
179,000円 (2)8時00分～17時00分

～ (3)10時00分～19時00分
（年齢：　18歳～59歳　） 185,500円
正社員（1人） 47040- 1717421

時給制 (1)8時45分～17時45分
850円 (2)8時45分～12時45分

～
（年齢：　不問　） 850円
正社員以外（1人） 47040- 1709421

月給制 (1)8時30分～17時30分
160,000円

～
（年齢：　69歳以下　） 200,000円
正社員（1人） 47040- 1727621

時給制
900円

～ 【勤務時期は相談可】
（年齢：　59歳以下　） 1,200円 9時00分～17時00分
パート労働者（1人） 47040- 1730821 の間の3時間以上

月給制 (1)10時00分～19時00分
220,000円

～
（年齢：　30歳以下　） 220,000円
正社員（1人） 27010-24328821

大洋開発
月給制 (1)8時00分～17時00分

200,000円
～ 就業場所:宮古島市

（年齢：　不問　） 250,000円
正社員（6人） 47040- 1705721 （就業場所：従業員数　7　人）

支援員 一般社団法人
富山型デイサービスまんまる
【指定通所介護　まんまる】

沖縄県宮古島市下地字
川満８８１－２ 介護職員初任者研修修了者

ホームヘルパー２級
介護福祉士

就業場所:宮古島市

（就業場所：従業員数　13　人）

調剤事務
【産休・育休代替】

たいら薬局 沖縄県宮古島市平良字
久貝１０６４－１０－２

医療事務資格
調剤事務管理士就業場所:宮古島市

（就業場所：従業員数　4　人）

クレーンオペレーター、
大型運転手、現場作業員

一般事務・経理事務 有限会社　ＫＴリンクス
【あたらかレンタカー】

沖縄県宮古島市平良字
下里２１３９

就業場所:宮古島市

（就業場所：従業員数　2　人）

移動式クレーン運転士
大型特殊自動車免許
大型自動車免許

沖縄県宮古島市平良
西仲宗根１５９８－１

介護支援専門員 特定非営利活動法人
いけま福祉支援センター
【小規模多機能型居宅介護事業所
きゅーぬふから舎】

沖縄県宮古島市平良字
池間９０－６

介護支援専門員
（ケアマネージャー）就業場所:宮古島市

（就業場所：従業員数　23　人）

一般事務 株式会社　久仲工建 沖縄県宮古島市平良字
松原２３６

就業場所:宮古島市

（就業場所：従業員数　14　人）

入所ケアワーカー 医療法人　アカシア会
介護老人保健施設シルバ－ケア悠悠

沖縄県宮古島市下地字
嘉手苅６６０－１ 介護福祉士

ホームヘルパー２級
介護職員初任者研修修了者

就業場所:宮古島市

（就業場所：従業員数　85　人）

介護支援専門員 特定非営利活動法人
いけま福祉支援センター
【小規模多機能型居宅介護事業所
きゅーぬふから舎】

沖縄県宮古島市平良字
池間９０－６

介護支援専門員
（ケアマネージャー）就業場所:宮古島市

（就業場所：従業員数　23　人）

電話発信業務
★服装自由！
事業拡大の為の増員募集！

株式会社　ライチェ 大阪府大阪市中央区徳井町
２丁目４－１４

就業場所:宮古島市

（就業場所：従業員数　3　人）

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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診療放射線技師 医療法人社団　心和会
新八千代病院

千葉県八千代市米本２１６７

診療放射線技師
就業場所:宮古島市

（就業場所：従業員数　16　人）
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令和４年５月１７日 発行

ハローワーク宮古
☎：０９８０-７２-３３２９

＊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、

詳細は相談窓口でご確認お願いします。

公式ＬＩＮＥから最新求人情報に

いつでも簡単にアクセス！



職種
年齢

雇用形態・採用人数

月給制 (1)8時30分～17時00分
175,000円

～
（年齢：　59歳以下　） 210,000円
正社員（1人） 47040- 1720021

月給制 (1)8時30分～17時00分
175,000円

～
（年齢：　59歳以下　） 210,000円
正社員（1人） 47040- 1735621

時給制
870円

～
（年齢：　59歳以下　） 870円 8時30分～16時30分
パート労働者（2人） 47040- 1721721 の間の4時間以上

月給制 (1)8時00分～17時00分
167,900円

～
（年齢：　不問　） 210,000円 又は5時00分～18時00分
正社員以外（1人） 47010-12345021 の間の8時間

時給制 (1)10時00分～19時00分
1,025円

～
（年齢：　不問　） 1,025円 又は10時00分～19時00分
パート労働者（1人） 47040- 1728921 の間の5時間以上

時給制
1,025円

～
（年齢：　44歳以下　） 1,025円 11時00分～20時00分
パート労働者（2人） 47040- 1716521 の間の6時間程度

時給制 (1)10時00分～19時00分
1,300円

～
（年齢：　不問　） 1,300円
有期雇用派遣労働者（1人） 47010-11670521

時給制 (1)10時00分～15時00分
1,000円

～
（年齢：　不問　） 1,200円
パート労働者（5人） 47040- 1731221

年俸制
2,530,000円

～
（年齢：　18歳～59歳　） 3,844,000円 6時00分～22時30分
正社員（1人） 47040- 1725421 の間の8時間程度

時給制
1,100円

～
（年齢：　不問　） 1,100円 8時00分～21時00分
パート労働者（1人） 47040- 1724521 の間の4時間以上

時給制
1,000円

～
（年齢：　不問　） 1,000円 又は16時00分～1時00分
正社員（2人） 47040- 1711121 （月４回程度）

時給制
1,100円

～
（年齢：　不問　） 1,200円 6時00分～0時00分の間
パート労働者（3人） 47040- 1714821 の4時間以上

時給制
1,100円

～
（年齢：　18歳以上　） 1,200円
パート労働者（3人） 47040- 1715221
庭園清掃

時給制 (1)9時00分～18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- 1713721 （就業場所：従業員数　78　人）

時給制 (1)9時00分～17時00分
950円 (2)17時00分～20時00分

～ (3)14時00分～20時00分
（年齢：　不問　） 950円
パート労働者（3人） 47040- 1719621

時給制 (1)10時00分～18時00分
900円

～
（年齢：　不問　） 1,000円 又は12時00分～18時00分
パート労働者（1人） 47040- 1732521 の間の3時間以上

時給制 (1)8時00分～16時00分
890円

～
（年齢：　不問　） 890円
パート労働者（3人） 47010-12243321

日給制 (1)9時00分～17時00分
6,544円

～
（年齢：　不問　） 6,844円
パート労働者（1人） 47040- 1726321

No. 賃 金 求人者名 所在地・就業場所 就業時間

菊之露酒造　株式会社 沖縄県宮古島市平良字
西里２９０

配送・船舶給油
（宮古物流センター）

株式会社　バックスグループ
沖縄支店

沖縄県那覇市久米２丁目４－１６
大樹生命那覇ビル５階

就業場所:宮古島市

（就業場所：従業員数　0　人）

（株）りゅうせき　陸上輸送事業部 沖縄県浦添市西洲２－２－３

大型自動車免許
危険物取扱者（乙種）就業場所:宮古島市

（就業場所：従業員数　23　人）

営業・配達

必要資格

泡盛製造作業員 菊之露酒造　株式会社 沖縄県宮古島市平良字
西里２９０

就業場所:宮古島市

（就業場所：従業員数　15　人）

ルームスタッフ 株式会社　邦企画開発
【Ｙ’ＲＩＳＥ　ＴＯ　ＨＯＴＥＬ／
ＣＯＺＹ　ＳＴＡＹ　トゥリバー】

沖縄県宮古島市平良字西里83
Ｙ’ＲＩＳＥ ＴＯ ＨＯＴＥＬ宮古島

就業場所:宮古島市

（就業場所：従業員数　8　人）

ホテルレストランスタッフ 森トラストホテルズ＆リゾーツ株式会社
【イラフＳＵＩラグジュアリー
コレクションホテル沖縄宮古】

沖縄県宮古島市伊良部字
伊良部８１８－５

就業場所:宮古島市

（就業場所：従業員数　78　人）
フロントスタッフ 森トラストホテルズ＆リゾーツ株式会社

【イラフＳＵＩラグジュアリー
コレクションホテル沖縄宮古】

沖縄県宮古島市伊良部字
伊良部８１８－５

就業場所:宮古島市

（就業場所：従業員数　78　人）

泡盛製造・製品管理 菊之露酒造　株式会社 沖縄県宮古島市平良字
西里２９０

就業場所:宮古島市

（就業場所：従業員数　48　人）

調理スタッフ 沖縄ＵＤＳ株式会社
【ＨＯＴＥＬ　ＬＯＣＵＳ／ｔｈｅ　ｒｅｓｃａｐｅ】

沖縄県宮古島市平良字
下里３３８－４０

就業場所:宮古島市

（就業場所：従業員数　34　人）

（就業場所：従業員数　6　人）

ガソリンスタンドの店舗スタッフ
※整備・洗車なし

有限会社　豊見山石油 沖縄県宮古島市伊良部字
長浜１４１３－５

携帯販売
（ワイモバイル宮古）

フロントスタッフ
★急　募★

株式会社　南西リゾート 沖縄県宮古島市伊良部字
池間添１１９５ー１

就業場所:宮古島市

（就業場所：従業員数　23　人）

沖縄ＵＤＳ株式会社
【ＨＯＴＥＬ　ＬＯＣＵＳ／ｔｈｅ　ｒｅｓｃａｐｅ】

沖縄県宮古島市平良字
下里３３８－４０

就業場所:宮古島市

（就業場所：従業員数　12　人）

7時00分～22時00分
の間の8時間程度

空港内飲食店
カウンタースタッフ
★急募★

調理補助 （株）オーディフ
（宮古島市平良学校給食共同調理場）

沖縄県浦添市内間１－７－１２

就業場所:宮古島市

（就業場所：従業員数　33　人）

森トラストホテルズ＆リゾーツ株式会社
【イラフＳＵＩラグジュアリー
コレクションホテル沖縄宮古】

沖縄県宮古島市伊良部字
伊良部８１８－５

マンゴーの加工販売 すくばり農園 沖縄県宮古島市平良
東仲宗根添１２１０－１

就業場所:宮古島市

（就業場所：従業員数　4　人）

0時00分～23時59分
の間の4～5時間程度

ファストフード店スタッフ 有限会社　宮古フォーカンパニー
（Ａ＆Ｗ宮古下里通り店）

沖縄県宮古島市平良字
下里５７１－１１共和ビル１Ｆ

就業場所:宮古島市

（就業場所：従業員数　14　人）

就業場所:宮古島市

（就業場所：従業員数　33　人）

就業場所:宮古島市

（就業場所：従業員数　9　人）

事務補助
＊会計年度任用職員＊
～令和5年3月31日

宮古島市教育委員会
【生涯学習振興課】

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　90　人）
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販売・接客スタッフ ｍｉｃ２１沖縄宮古店 沖縄県宮古島市平良字
西里８４０ビジュー八城１Ｆ

就業場所:宮古島市
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職種
年齢

雇用形態・採用人数

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- 1736921

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- 1737121

日給制
3,849円

～
（年齢：　不問　） 3,849円 8時00分～17時30分
パート労働者（1人） 47040- 1734321 の間の4時間程度

日給制 (1)8時00分～16時30分
7,328円

～
（年齢：　不問　） 7,328円
パート労働者（1人） 47040- 1733421

日給制 (1)9時00分～17時00分
6,545円

～
（年齢：　不問　） 6,748円
パート労働者（1人） 47040- 1729121

用務員補助
＊会計年度任用職員＊
令和4年6月1日任用予定

宮古島市役所
【上野こども園】

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　6　人）
調理員
＊会計年度任用職員＊
令和4年6月1日任用予定

宮古島市役所
【上野こども園】

沖縄県宮古島市平良字
西里１１４０

調理師
就業場所:宮古島市

（就業場所：従業員数　6　人）

就業場所:宮古島市

（就業場所：従業員数　790　人）

一般事務補助員
＊会計年度任用職員
～令和4年9月30日

宮古島市役所
【高齢者支援課】

一般事務補助員
＊会計年度任用職員＊
令和4年6月1日任用予定

宮古島市水道事業
＜水道会計課＞

沖縄県宮古島市平良
西里１１４０

就業場所:宮古島市

（就業場所：従業員数　43　人）

一般事務補助員
＊会計年度任用職員
～令和4年9月30日

宮古島市役所
【福祉政策課】

沖縄県宮古島市平良字
西里１１４０

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）

就業時間 必要資格賃 金 求人者名 所在地・就業場所
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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。

《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：5月25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。


