
職種
年齢

雇用形態・採用人数

時給制 (1)8時30分～17時30分
1,100円
～

（年齢：　不問　） 1,300円
パート労働者（1人） 47040- 3615521

月給制 (1)8時30分～17時00分
157,800円

～
（年齢：　不問　） 181,700円
正社員以外（1人） 47040- 3610121

月給制 (1)8時30分～17時00分
148,000円

～
（年齢：　不問　） 170,000円
正社員以外（1人） 47010-27248121

時給制 (1)13時00分～17時00分
900円 (2)17時00分～21時00分
～

（年齢：　不問　） 900円
パート労働者（2人） 47010-26995621

年俸制 (1)8時30分～17時30分
2,400,000円

～
（年齢：　不問　） 2,400,000円 又は8時30分～12時30分
有期雇用派遣労働者（1人） （月額=年俸÷12） 27060-33577021

月給制 (1)8時00分～17時00分
200,000円 (2)8時30分～15時00分

～
（年齢：　不問　） 304,000円
正社員以外（2人） 47010-27115421

月給制 (1)7時30分～17時30分
182,300円

～
（年齢：　59歳以下　） 253,400円
正社員（1人） 47040- 3613821 【実働８時間勤務】

（就業場所：従業員数　39　人）
病院受付業務（救急）

（株）Ｍサポートセンター
【沖縄県立宮古病院】

（就業場所：従業員数　1　人）
ＳＫＧ　株式会社
（宮古事務所）

就業場所:宮古島市

（就業場所：従業員数　3　人）

（就業場所：従業員数　39　人）

（株）Ｍサポートセンター
【沖縄県立宮古病院】

（就業場所：従業員数　2　人）

大型自動車免許

沖縄県糸満市西崎町３丁目
３７５番地　シンコウビル１Ｆ

就業場所:宮古島市

沖縄県宮古島市平良字
久貝８７０－１

就業場所:宮古島市

就業場所:宮古島市

（就業場所：従業員数　5　人）

株式会社　ことぶき福祉会
【デイサービス　ことぶきの里】

就業場所:宮古島市

大阪府大阪市淀川区
西中島５丁目１４番５号
ニッセイ新大阪南口ビル６階

株式会社Ｍｅｄｉｃａｌ　Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ
Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ
【宮古島リハビリ温泉病院】

沖縄県浦添市字大平
４９９番地８

就業場所:宮古島市

沖縄県浦添市字大平
４９９番地８

就業時間

就業場所:宮古島市

（就業場所：従業員数　327　人）

沖縄県立　宮古病院
（総務課　設備・調達係）

沖縄県宮古島市平良字
下里４２７－１

必要資格賃 金 求人者名・求人番号 所在地・就業場所

・看護師
・准看護師

沖縄県宮古島市平良字
西仲宗根５６３番地１３

事務補助
*会計年度任用職員*

医療事務資格

7

製造スタッフ
（雪塩ばうむクーヘン）

6

株式会社パラダイスプラン

トラック運転手
及び資材管理

1

正又は准看護師
★急募★

3

医療事務（入院係）

No.

医師事務作業補助者

5

4

2

令和４年１１月１日 発行

ハローワーク宮古

住所：平良下里1020
☎：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！

「沖縄労働局ハローワーク公式LINE」 「沖縄労働局公式Twitter・公式YouTubeチャンネル」

が新たに開設されました！

職業訓練の情報やお仕事探しに

役立つ情報を発信しています！

ＹｏｕＴｕｂｅＴｗｉｔｔｅｒ

◆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

月給制
230,000円

～
（年齢：　不問　） 230,000円 6時00分～1時00分
正社員（2人） 47040- 3602121 の間の8時間

時給制
1,100円
～

（年齢：　不問　） 1,500円 9時00分～18時00分
パート労働者（5人） 47040- 3612721 の間の4時間程度

時給制 (1)9時00分～18時00分
1,100円
～

（年齢：　不問　） 1,500円
正社員以外（5人） 47040- 3614221

時給制 (1)8時00分～17時00分
1,100円 (2)9時00分～18時00分
～ (3)12時00分～21時00分

（年齢：　不問　） 1,100円
正社員以外（3人） 47040- 3604721

時給制 (1)8時00分～17時00分
1,000円 (2)9時00分～18時00分
～ (3)12時00分～21時00分

（年齢：　不問　） 1,000円
正社員以外（3人） 47040- 3605821

時給制 (1)17時00分～22時00分
1,300円 (2)18時00分～22時00分
～

（年齢：　不問　） 1,500円 又は15時00分～23時00分
パート労働者（3人） 47040- 3598021 の間の3時間以上

時給制 (1)22時00分～7時00分
1,300円 (2)23時00分～8時00分
～

（年齢：　18歳以上　） 1,500円 又は22時00分～9時00分
パート労働者（5人） 47040- 3599721 の間の8時間程度

時給制 (1)23時00分～8時00分
1,000円
～

（年齢：　18歳以上　） 1,100円
パート労働者（2人） 13010- 8142122

時給制 (1)9時00分～14時00分
900円
～

（年齢：　不問　） 1,100円
パート労働者（3人） 13010- 8137822

時給制
920円
～

（年齢：　不問　） 920円 9時00分～17時00分
パート労働者（2人） 47040- 3609321 の間の4時間程度

合資会社　次郎工業
時給制 【ペンション次郎村】 (1)9時00分～13時00分
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- 3606221 （就業場所：従業員数　3　人）

時給制 (1)9時00分～13時00分
1,000円
～

（年齢：　不問　） 1,000円
パート労働者（2人） 47040- 3601921 【週３日（シフト制）勤務】

（就業場所：従業員数　5　人）

16

就業場所:宮古島市

就業場所:宮古島市

（就業場所：従業員数　21　人）

就業場所:宮古島市

（就業場所：従業員数　180　人）

沖縄県宮古島市下地字
与那覇９１４

就業場所:宮古島市

沖縄県宮古島市上野字
宮国７７５－１

株式会社
宮古島東急ホテル＆リゾーツ

・普通自動車第二種免許
・中型自動車免許
・大型自動車免許

・中型自動車免許
・大型自動車免許

（就業場所：従業員数　5　人）

沖縄県宮古島市城辺字
保良１１４５－１０

就業場所:宮古島市

（就業場所：従業員数　560　人）

沖縄県宮古島市平良字
東仲宗根添１１８６－１

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　5　人）

小型船舶操縦士

沖縄県宮古島市下地字
与那覇９１４

就業場所:宮古島市

（就業場所：従業員数　180　人）

株式会社
宮古島東急ホテル＆リゾーツ

9

送迎ドライバー
★急募★

19

レタス栽培施設
作業スタッフ

14

ホテル　ナイト業務

10

レクサービス部門【受付】

就業場所:宮古島市

（就業場所：従業員数　560　人）

東京都千代田区有楽町１丁目
２－２　東宝日比谷ビル８階

（就業場所：従業員数　7　人）

必要資格

三木リゾート　株式会社
【波癒ｎａｍｙｕ　ｔｈｅ　ｐｌａｃｅ】

株式会社　かたあき
【かたあきの里】

三木リゾート　株式会社
【波癒ｎａｍｙｕ　ｔｈｅ　ｐｌａｃｅ】

フロントスタッフ

株式会社　南西楽園リゾート

12

宮古ガス　株式会社

18

客室内外清掃員
★急　募★

ハウスキーピング サンフロンティアホテル
マネジメント株式会社
【たびのホテルｌｉｔ宮古島】

サンフロンティアホテル
マネジメント株式会社
【たびのホテルｌｉｔ宮古島】

株式会社　南西リゾート
【紺碧　ザ・ヴィラオールスイート】

15

ホテルフロントスタッフ（夜勤）

ホテルレストラン　夕食係
【土日祝お休み相談可】

8

11

レクサービス部門【ビーチ】
＊有資格者＊

送迎ドライバー 株式会社　南西楽園リゾート

沖縄県宮古島市平良字
東仲宗根４９１

No. 賃 金 求人者名・求人番号 所在地・就業場所 就業時間

17

ハウスクリーニング、
家事代行のサポート

就業場所:宮古島市

（就業場所：従業員数　21　人）

沖縄県宮古島市上野字
宮国７７５－１

沖縄県宮古島市城辺字
保良１１４５－１０

（就業場所：従業員数　23　人）

就業場所:宮古島市

沖縄県宮古島市平良字
西仲宗根２－３９

13

東京都千代田区有楽町１丁目
２－２　東宝日比谷ビル８階

就業場所:宮古島市

＊訓練期間【３ヶ月】

令和５年１月５日(木)～令和５年３月３１日(金)

＊募集期間

令和４年１１月１日(火)～令和４年１１月２５日(金)

※相談締切：令和４年１１月２４日（木）厳守!!

＊説明会のご案内＊

～予約制～

・令和４年１１月 ７日（月） １０時

・令和４年１１月１４日（月） １０時

・令和４年１１月２４日（木） １０時

スキルアップする事で就職につながります。

詳しくは『訓練担当』へお尋ねください。


