
職種
年齢

雇用形態・採用人数

月給制 (1)8時30分～17時30分
170,000円

～
（年齢：　不問　） 265,000円
正社員（1人） 47040- 3623521

時給制 (1)9時00分～13時00分
2,000円
～

（年齢：　不問　） 2,000円
パート労働者（1人） 47040- 3621821

月給制 (1)8時30分～17時30分
147,000円 (2)9時00分～18時00分

～ (3)9時00分～13時00分
（年齢：　不問　） 165,000円
正社員（1人） 47040- 3694921

月給制 (1)8時30分～17時00分
157,800円

～
（年齢：　不問　） 182,200円
正社員以外（1人） 47040- 3607521

月給制 (1)9時00分～18時00分
200,000円

～
（年齢：　64歳以下　） 250,000円
正社員（1人） 47040- 3634621

時給制 (1)13時00分～17時00分
1,000円
～

（年齢：　不問　） 1,200円 又は8時00分～17時00分
パート労働者（1人） 47040- 3626621 の間の4時間以上

月給制 (1)9時00分～17時00分
200,000円

～
（年齢：　不問　） 500,000円
正社員以外（1人） 13010- 7223122

医療事務資格

沖縄県宮古島市伊良部字
前里添３９０番地の２

就業場所:宮古島市

4

検査室助手
*会計年度任用職員*

沖縄県立　宮古病院 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）

7

生涯設計デザイナー（営業） 第一生命保険　株式会社
（就業場所：従業員数　8　人）

就業場所:那覇市

（就業場所：従業員数　25　人）

一般社団法人　あたらす福祉
【小規模多機能型居宅介護事業所ぷくんみ】

（就業場所：従業員数　11　人）

合資会社　吉信産業

就業場所:宮古島市

沖縄県宮古島市平良字
西里７８７－１

就業場所:宮古島市

沖縄県宮古島市平良字
下里６９５－３　２Ｆ

（就業場所：従業員数　0　人）

沖縄県宮古島市平良字久貝
866-9　ソレイル久貝1-103

東京都千代田区有楽町
１‐１３‐１

事務

就業時間

理学療法士
就業場所:宮古島市

（就業場所：従業員数　11　人）

一般社団法人　あたらす福祉
【小規模多機能型居宅介護事業所ぷくんみ】

沖縄県宮古島市平良字
下里６９５－３　２Ｆ

必要資格賃 金 求人者名・求人番号 所在地・就業場所

理学療法士

介護支援専門員
　（ケアマネージャー）

3 就業場所:宮古島市

（就業場所：従業員数　7　人）

6

株式会社　ＡＸＩＺ

1

ケアマネージャー

No.

2

5

医療事務
★急　募★

医療法人　明晴会　真壁眼科

事務

令和４年１１月８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

時給制
900円
～

（年齢：　不問　） 900円 8時30分～17時30分
パート労働者（1人） 47040- 3709021 の間の3時間以上

月給制 (1)8時00分～17時30分
173,600円

～
（年齢：　59歳以下　） 260,400円
正社員（4人） 47040- 3878621

月給制
320,000円

～
（年齢：　18歳～59歳　） 480,000円 7時00分～23時59分
正社員（1人） 47040- 3860621 の間の8時間程度

月給制 (1)9時00分～18時00分
250,000円

～
（年齢：　59歳以下　） 350,000円
正社員（1人） 47010-27837021

日給制 (1)8時00分～17時30分
10,000円
～

（年齢：　不問　） 12,000円
正社員以外（2人） 47040- 3625321 （休憩９０分）

時給制
1,500円
～

（年齢：　不問　） 1,700円 8時00分～20時00分
有期雇用派遣労働者（2人） 47040- 3876421 の間の8時間程度

時給制
900円
～

（年齢：　44歳以下　） 950円 9時00分～19時30分
パート労働者（1人） 47040- 3809521 の間の5時間程度

月給制 (1)10時00分～19時00分
157,050円

～
（年齢：　64歳以下　） 157,050円
正社員（1人） 47040- 3616421

時給制 (1)9時00分～16時00分
900円 (2)10時00分～17時00分
～

（年齢：　不問　） 900円 又は9時00分～17時00分
パート労働者（2人） 47040- 3859221 の間の4時間以上

月給制 (1)11時00分～20時00分
304,665円

～
（年齢：　64歳以下　） 492,649円
正社員（2人） 12090-18302521

月給制
160,000円

～
（年齢：　59歳以下　） 230,000円 6時00分～20時00分
正社員（2人） 47040- 3868421 の間の8時間程度

月給制
160,000円

～
（年齢：　59歳以下　） 230,000円 6時00分～20時00分
正社員（2人） 47040- 3867521 の間の8時間程度

月給制 (1)8時00分～17時00分
190,800円

～
（年齢：　59歳以下　） 251,700円
正社員（1人） 47040- 3660921

時給制 (1)8時00分～17時00分
950円
～

（年齢：　不問　） 1,000円
正社員以外（2人） 47040- 3657221

時給制 (1)7時00分～16時00分
950円
～

（年齢：　不問　） 1,000円
正社員以外（1人） 47040- 3871021

月給制 (1)8時00分～17時00分
190,000円 (2)7時30分～16時30分

～
（年齢：　不問　） 190,000円 又は7時30分～18時00分
正社員以外（1人） 47040- 3757621 の間の8時間程度

時給制 (1)8時30分～13時30分
930円
～

（年齢：　不問　） 930円
パート労働者（1人） 47040- 3759121

（就業場所：従業員数　33　人）

8

20

22

9

16

洗車及び接客、事務補助 大阪自店 沖縄県宮古島市平良字
西里８２５

就業場所:宮古島市

（就業場所：従業員数　4　人）

大型自動車免許

21

雪塩の充填スタッフ 株式会社パラダイスプラン 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：従業員数　10　人）

マンスリーマンション
リネンスタッフ

株式会社　ピースアイランド宮古島
【ピースアイランド宮古島　他】

沖縄県宮古島市平良字
西里３１０　

就業場所:宮古島市

（就業場所：従業員数　48　人）

土木作業員 株式会社　丸伊志開発 沖縄県宮古島市平良字
下里1173－6　奥原アパート202

・大型自動車免許
・車両系建設機械運転技能者
 （整地・運搬・積込用及び掘削用）

就業場所:宮古島市

（就業場所：従業員数　0　人）

12

鉄スクラップ売買業、
廃棄物処理業及び
自動車リサイクル業

合資会社　吉信産業 沖縄県宮古島市伊良部字
前里添３９０番地の２

就業場所:宮古島市

（就業場所：従業員数　8　人）

雪塩の製造スタッフ 株式会社パラダイスプラン 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：従業員数　10　人）

パン製造スタッフ 株式会社パラダイスプラン 沖縄県宮古島市平良字
久貝８７０－１

14

レンタカー業務、
コインランドリー・
賃貸ハウス管理

株式会社　ＳＯＵ 沖縄県宮古島市平良
下里２１９番地７

就業場所:宮古島市

（就業場所：従業員数　5　人）

就業場所:宮古島市

（就業場所：従業員数　3　人）

就業場所:宮古島市

（就業場所：従業員数　6　人）

ソムリエ
就業場所:宮古島市

（就業場所：従業員数　10　人）

15

ウィークリーマンスリー
業務一般

株式会社　ピースアイランド宮古島
【ピースアイランド宮古島　他】

沖縄県宮古島市平良字
西里３１０　

就業場所:宮古島市

（就業場所：従業員数　48　人）

24

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　52　人）

宅地建物取引士
　（旧：宅地建物取引主任者）

調理師

（就業場所：従業員数　2　人）

沖縄県豊見城市字
渡橋名２７９－２

就業場所:宮古島市

沖縄県宮古島市城辺字
保良９４０－１

就業場所:宮古島市

レストランホールスタッフ 株式会社　オーシャンズリゾート 沖縄県宮古島市城辺字
保良９４０－１

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

合同会社　グランフェスタ
【株式会社トラベルレンタカー】

沖縄県宮古島市平良
西里１４５５ー３ー１０３

（就業場所：従業員数　6　人）

宮古島トゥリバーホテル合同会社
ヒルトン沖縄宮古島リゾート

沖縄県宮古島市平良字
下里１０８番地７　３階

所在地・就業場所 就業時間 必要資格

就業場所:宮古島市

求人者名・求人番号

18

調理人及び調理補助

沖縄県宮古島市平良字
東仲宗根７７０－５

（就業場所：従業員数　52　人）

株式会社　ＲＣワークス

株式会社　オーシャンズリゾート

10

株式会社　ビザライ　うららか保育園

チーフスチュワード
【管理監督者】

23

給食調理員

戸建て用地仕入れ
【飛込み営業なし】

No. 賃 金

11

沖縄県宮古島市平良字
東仲宗根７７０－５

就業場所:宮古島市

給食調理員 株式会社　ビザライ　うららか保育園

19

17

レストラン・ソムリエ

13

レンタカー店舗スタッフ



職種
年齢

雇用形態・採用人数
調理師または調理補助

時給制 (1)8時00分～17時00分
901円
～ 就業場所:宮古島市

（年齢：　不問　） 930円
パート労働者（2人） 47040- 3611021 （就業場所：従業員数　23　人）

時給制 (1)8時30分～13時30分
860円 (2)9時00分～13時00分
～

（年齢：　不問　） 860円
パート労働者（1人） 47040- 3870121

時給制
1,137円
～

（年齢：　18歳以上　） 1,137円 22時00分～5時00分
パート労働者（2人） 47040- 3877321 の間の5時間程度

時給制 (1)9時00分～12時00分
880円
～

（年齢：　不問　） 880円
パート労働者（1人） 47040- 3865821

時給制 (1)11時00分～15時00分
900円
～

（年齢：　不問　） 900円
パート労働者（2人） 47040- 3879921

時給制 (1)8時00分～11時00分
900円 (2)15時00分～18時00分
～

（年齢：　不問　） 900円
パート労働者（2人） 47040- 3880721

時給制 (1)8時00分～16時30分
1,100円 (2)16時00分～0時30分
～

（年齢：　18歳以上　） 1,100円
正社員以外（5人） 47040- 3619921

時給制 (1)8時00分～19時00分
1,220円 の間の８時間
～

（年齢：　不問　） 1,220円
有期雇用派遣パート（2人） 47020-17122321

時給制 (1)8時00分～19時00分
1,150円 の間の８時間
～

（年齢：　不問　） 1,150円
有期雇用派遣パート（3人） 47020-17123621

時給制 (1)16時00分～23時00分
1,050円
～

（年齢：　不問　） 1,050円
有期雇用派遣パート（5人） 47020-17200521

時給制 (1)7時00分～12時00分
1,040円 (2)17時00分～22時00分
～

（年齢：　不問　） 1,040円
有期雇用派遣パート（3人） 47020-17142721

時給制 (1)7時00分～16時00分
990円 (2)5時00分～9時00分
～

（年齢：　不問　） 990円
有期雇用派遣パート（4人） 47020-17215821

時給制 (1)12時00分～20時00分
1,100円 (2)15時00分～20時00分
～

（年齢：　不問　） 1,100円
有期雇用派遣パート（3人） 47020-17264021
惣菜スタッフ 株式会社　アソシエ

時給制 【マックスバリュ宮古西里店】 (1)6時00分～11時00分
1,000円 (2)8時00分～13時00分
～ 就業場所:宮古島市

（年齢：　不問　） 1,000円
有期雇用派遣パート（3人） 47020-17270921 （就業場所：従業員数　0　人）

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- 3618621

時給制 (1)10時00分～15時00分
930円
～

（年齢：　不問　） 960円
パート労働者（1人） 47040- 3617321

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（12人） 47040- 3862121

沖縄県宜野湾市字大山
7－10－25プロト宜野湾ビル1階

就業場所:宮古島市

鮮魚スタッフ 株式会社　アソシエ
【サンエー宮古島シティ】

沖縄県宜野湾市字大山
7－10－25プロト宜野湾ビル1階

就業場所:宮古島市

（就業場所：従業員数　0　人）

25

28

38

35

27

29

30 就業場所:宮古島市

（就業場所：従業員数　0　人）

宿泊施設清掃後の
最終チェック
★急募★

オーシャンフロント　株式会社 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　0　人）

海ぶどうの選別作業 Ｒカンパニー　株式会社 沖縄県宮古島市平良字
東仲宗根３１４０－５７

就業場所:宮古島市

（就業場所：従業員数　2　人）

41

保育支援者
*会計年度任用職員*

宮古島市役所 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　83　人）

精肉加工 株式会社　アソシエ
【サンエー宮古島シティ】

沖縄県宜野湾市字大山
7－10－25プロト宜野湾ビル1階

就業場所:宮古島市

33

物品賃貸人 株式会社　アソシエ
【株式会社トラベルレンタカー】

沖縄県宜野湾市字大山
7－10－25プロト宜野湾ビル1階

就業場所:宮古島市

（就業場所：従業員数　0　人）

32

送迎バス運転手、
物品賃貸人

株式会社　アソシエ
【株式会社トラベルレンタカー】

沖縄県宜野湾市字大山
7－10－25プロト宜野湾ビル1階

中型自動車免許
就業場所:宮古島市

（就業場所：従業員数　0　人）

食材準備担当 株式会社　みなと食品沖縄
宮古工場

沖縄県宮古島市平良字
西里６７９－２

就業場所:宮古島市

（就業場所：従業員数　63　人）

宿泊施設清掃前の
準備スタッフ
★急募★

オーシャンフロント　株式会社

31

遊技場ホールスタッフ 株式会社　ピータイム　ピータイム宮古 沖縄県宮古島市平良
９３５番地１８

就業場所:宮古島市

（就業場所：従業員数　63　人）
沖縄県宮古島市平良字
西里１１２５番地

【マックスバリュ宮古西里店】

就業場所:宮古島市

（就業場所：従業員数　0　人）

沖縄県宜野湾市字大山
7－10－25プロト宜野湾ビル1階

就業場所:宮古島市

沖縄県宮古島市平良字
西里１１２５番地

調理師

就業時間 必要資格

就業場所:宮古島市

（就業場所：従業員数　22　人）

（就業場所：従業員数　0　人）

沖縄県宮古島市平良
西里１４５５番地３

（就業場所：従業員数　63　人）

就業場所:宮古島市

（就業場所：従業員数　0　人）

株式会社　アソシエ
【サンエー宮古島シティ】

39

事務補助、産休代替
*会計年度任用職員*
令和4年12月26日採用

40

事務補助（産休代替）
*会計年度任用職員*
令和4年12月19日採用

レジスタッフ

沖縄県宮古農林水産振興センター
【農林水産整備課】

沖縄県宜野湾市字大山
7－10－25プロト宜野湾ビル1階

社会福祉法人　海陽の会
てぃだの子保育園

沖縄県宮古島市平良字
下里９０５－１

No. 賃 金 求人者名・求人番号 所在地・就業場所

34

食品レジ

沖縄県宮古農林水産振興センター
【農林水産整備課】

沖縄県宮古島市平良字
東仲宗根５５０番地の２

（就業場所：従業員数　24　人）

37

社会福祉法人ひらら福祉会
【ふたば保育園/
ふたば放課後児童クラブ】

36

26

調理補助
★急　募★



職種
年齢

雇用形態・採用人数

日給制 (1)9時00分～17時00分
8,162円
～

（年齢：　不問　） 8,609円
パート労働者（2人） 47040- 3624421

日給制 (1)8時15分～16時00分
7,308円
～

（年齢：　不問　） 7,560円
パート労働者（1人） 47040- 3681221

日給制 (1)8時00分～16時30分
7,097円
～

（年齢：　不問　） 7,443円
パート労働者（1人） 47040- 3622221

沖縄県宮古島市平良字
西里１１４０

（就業場所：従業員数　0　人）

調理師

特別支援教育支援員
*会計年度任用職員*

就業場所:宮古島市

（就業場所：従業員数　90　人）

（就業場所：従業員数　0　人）

宮古島市教育委員会
【南小学校】

・社会福祉士
・精神保健福祉士

所在地・就業場所 就業時間 必要資格

沖縄県宮古島市平良字
西里１１４０

就業場所:宮古島市

沖縄県宮古島市平良字
西里１１４０

宮古島市教育委員会

宮古島市教育委員会
【下地調理場】

・小学校教諭免許
　（専修・１種・２種）
・中学校教諭免許
　（専修・１種・２種）

求人者名・求人番号

44

学校給食調理員補助
*会計年度任用職員*

就業場所:宮古島市

No. 賃 金

スクールソーシャルワーカー
*会計年度任用職員*

42

43

＊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。

『保育士プチ・セミナー』に参加しませんか？

✿日 程：11月16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

＊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。

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!!!

◆◇◆ １１月のセミナースケジュール ◆◇◆

＊１１/１８（金） 10：00～12：00 Ａ 求職活動の進め方（基礎）

＊１１/１８（金） 13：30～15：30 B-１ 自己理解・自己アピール（基礎）

受講料無料!!

就職に向けた実践的な準備や活動ノウハウ

をキャリアサポーターがアドバイスします。

詳しくは、ハローワーク宮古へ

お問い合わせ下さい。


