
職種
年齢

雇用形態・採用人数

月給制 (1)9時00分～18時00分
250,000円 (2)9時00分～13時00分

～
（年齢：　59歳以下　） 350,000円
正社員（1人） 47040- 3924321

時給制 (1)9時00分～18時00分
1,300円 (2)9時00分～13時00分
～

（年齢：　59歳以下　） 1,300円
パート労働者（1人） 47040- 3925621

時給制 (1)14時50分～18時50分
853円 (2)8時50分～13時50分
～

（年齢：　不問　） 1,000円
パート労働者（1人） 47040- 3923421

月給制 (1)8時30分～17時15分
162,500円

～
（年齢：　不問　） 190,600円
正社員以外（1人） 47040- 3917621

月給制 (1)8時00分～17時30分
195,000円 (2)9時00分～18時30分

～
（年齢：　59歳以下　） 205,000円
正社員（1人） 47040- 3910021 （休憩９０分）

月給制 (1)8時00分～17時00分
141,000円

～
（年齢：　59歳以下　） 166,000円
正社員（1人） 47040- 3929721

時給制 (1)8時00分～17時00分
853円 (2)9時00分～18時00分
～ (3)10時00分～19時00分

（年齢：　59歳以下　） 853円
正社員（1人） 47040- 3904821 （就業場所：従業員数　14　人）

ともくんデンタルクリニック 沖縄県宮古島市平良字
下里６９５－３　１階

就業場所:宮古島市

（就業場所：従業員数　3　人）

沖縄県宮古島市平良字
西里１３３４

社会福祉法人
沖縄県社会福祉事業団　宮古厚生園

沖縄県宮古島市平良字
西仲宗根７４５－７

就業場所:宮古島市

3

歯科助手

6

2

診療放射線技師

窓口業務、請求業務、
電話応対等

4

事務員

7

介護支援専門員
（ケアマネ）

くらはし整形外科クリニック

No.

1

5

診療放射線技師

総務事務

株式会社　宮古自動車学校

就業時間

就業場所:宮古島市

（就業場所：従業員数　19　人）

宮古ガス　株式会社 沖縄県宮古島市平良字
西仲宗根２－３９

必要資格賃 金 求人者名・求人番号 所在地・就業場所

（就業場所：従業員数　25　人）

宮古製糖株式会社

くらはし整形外科クリニック

診療放射線技師

沖縄県宮古島市平良字
西里７８２－１

介護支援専門員
　（ケアマネージャー）

（就業場所：従業員数　89　人）

沖縄県宮古島市平良字
西里７８２－１

診療放射線技師

（就業場所：従業員数　25　人）

就業場所:宮古島市

就業場所:宮古島市

（就業場所：従業員数　66　人）

沖縄県宮古島市城辺字
砂川８３６

就業場所:宮古島市

自動二輪車免許
就業場所:宮古島市

令和４年１１月２２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 (1)8時30分～17時30分
137,000円

～
（年齢：　64歳以下　） 137,000円
正社員（1人） 47040- 3916321

月給制 (1)8時30分～17時30分
170,000円

～
（年齢：　不問　） 200,000円
正社員以外（1人） 47040- 3918921

時給制 (1)9時00分～18時00分
860円
～

（年齢：　不問　） 860円
正社員以外（1人） 40120-27266221
軽四セールスドライバー職 佐川急便株式会社

時給制 （宮古島営業所） (1)9時00分～18時00分
860円
～ 就業場所:宮古島市

（年齢：　不問　） 860円
正社員以外（1人） 40120-27265821 （就業場所：従業員数　9　人）

時給制 (1)12時00分～17時00分
870円
～

（年齢：　不問　） 870円
パート労働者（1人） 47040- 3919121 【週３～５日】

日給制 (1)7時00分～19時00分
10,000円 （実働8時間）
～

（年齢：　不問　） 10,000円
パート労働者（30人） 47010-29221721

時給制 (1)8時00分～17時00分
1,025円 (2)9時00分～18時00分
～

（年齢：　不問　） 1,108円
パート労働者（1人） 47040- 3915421 ※日曜定休

時給制 (1)8時00分～17時00分
1,200円 (2)8時00分～12時00分
～

（年齢：　不問　） 1,200円
正社員以外（1人） 47040- 3934921

時給制 (1)12時30分～16時30分
1,100円
～

（年齢：　59歳以下　） 1,500円
パート労働者（1人） 13110-21382521

時給制
950円
～

（年齢：　不問　） 1,000円 8時00分～20時00分
パート労働者（3人） 47040- 3927121 の間の5時間以上

日給制 (1)9時30分～17時30分
8,000円
～

（年齢：　不問　） 10,000円
正社員（1人） 47040- 3905221

日給制 (1)8時00分～18時00分
8,000円
～

（年齢：　64歳以下　） 8,000円
正社員（1人） 47040- 3921221 （休憩１２０分）

時給制 (1)9時00分～14時00分
860円 (2)9時00分～17時00分
～ 就業場所:宮古島市

（年齢：　不問　） 860円
パート労働者（1人） 47040- 3900921 （就業場所：従業員数　9　人）

月給制 (1)6時00分～15時00分
160,000円 (2)13時00分～22時00分

～
（年齢：　不問　） 320,000円
正社員（10人） 40010-73496521

月給制 (1)6時00分～15時00分
160,000円 (2)13時00分～22時00分

～
（年齢：　不問　） 320,000円
正社員（10人） 40010-73492021

時給制 (1)11時00分～16時00分
1,100円 (2)17時00分～22時00分
～

（年齢：　不問　） 1,300円 又は10時00分～22時00分
パート労働者（2人） 47040- 3912821 の間の4時間以上

時給制 (1)11時00分～16時00分
1,100円 (2)17時00分～22時00分
～

（年齢：　不問　） 1,300円 又は10時00分～22時00分
パート労働者（3人） 47040- 3913221 の間の4時間以上

東京都足立区栗原
２－１－１

（就業場所：従業員数　70　人）

ＳＡＮＫＡＩ
【南西楽園リゾートの社員寮】

沖縄県宮古島市平良
西里７１３－２

就業場所:宮古島市

（就業場所：従業員数　6　人）

（就業場所：従業員数　5　人）

就業場所:宮古島市

エッカ石油　株式会社
メイクマン宮古店

沖縄県宮古島市伊良部字
長浜１４１３－５

就業場所:宮古島市

佐川急便株式会社
（宮古島営業所）

就業場所:宮古島市

（就業場所：従業員数　2　人）

（就業場所：従業員数　21　人）

沖縄県宮古島市平良字
久貝８７０－１

株式会社パラダイスプラン
【島の駅みやこ】

19

キッチンスタッフ

14

ガソリンスタンドスタッフ

16

ホールスタッフ

13

一般事務

15

配達

農作業員

17

店頭レジスタッフ

事務・現金取扱補助業務

9

交通量調査
【２日間】
令和4年12月3日～12月7日

8

観光協会事務局職員
★急　募★

10

営業所事務職（長期）

12

11

販売・サ－ビス

一般社団法人　宮古島観光協会

（就業場所：従業員数　9　人）

就業場所:宮古島市

株式会社　川田電設産業

福岡県福岡市東区箱崎ふ頭
４丁目１２－５

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　1　人）

沖縄県宮古島市平良字
西里１３３２－７

建設業経理士２級
就業場所:宮古島市

（就業場所：従業員数　15　人）

沖縄県宮古島市平良字
下里５３１－３

株式会社　ベジッシュ
【Ｃｏｒａｌ　Ｉｓｌａｎｄ】

沖縄県宮古島市伊良部字
伊良部８１６－１

沖縄県那覇市松山1-17-44
八重洲第三ビル2Ｆ

株式会社　アサヒセキュリティ
宮古島事業所

沖縄県宮古島市平良字
西里１２９１

就業場所:宮古島市

沖縄県宮古島市伊良部字
伊良部８１６－１

株式会社アーバントラフィック
エンジニアリング　沖縄事務所

就業場所:宮古島市

（就業場所：従業員数　10　人）

株式会社　ブランニュープランニング
【SLOW】

福岡県福岡市中央区今泉
１丁目１０－２１
ＭＡＣーＢＬＤ７０３

就業場所:宮古島市

株式会社　ベジッシュ
【Ｃｏｒａｌ　Ｉｓｌａｎｄ】

有限会社　豊見山石油

（就業場所：従業員数　9　人）

福岡県福岡市中央区今泉
１丁目１０－２１
ＭＡＣーＢＬＤ７０３

就業場所:宮古島市

足立ブレーキ　株式会社
宮古島営業所

農業生産法人　有限会社大嶺ファーム
【ユートピアファーム】

沖縄県宮古島市上野字
宮国１７１４－２

就業場所:宮古島市

（就業場所：従業員数　12　人）

（就業場所：従業員数　6　人）

（就業場所：従業員数　5　人）

22

20

21

レストランスキッチンスタッフ 株式会社　ブランニュープランニング
【SLOW】

レストランスホールスタッフ

23

18

24

社員寮維持管理・清掃

沖縄県宮古島市下地字
上地４７２番地３９
（旧下地庁舎２階）

就業場所:宮古島市

就業時間 必要資格

品だし担当
【食品・雑貨】

株式会社ＪＡおきなわ
Ａコープうえの店

沖縄県宮古島市上野字
新里５１０－８

福岡県福岡市東区箱崎ふ頭
４丁目１２－５

No. 賃 金 求人者名・求人番号 所在地・就業場所

就業場所:宮古島市

（就業場所：従業員数　6　人）



職種
年齢

雇用形態・採用人数

時給制 (1)6時00分～10時00分
1,200円 (2)17時00分～21時00分
～

（年齢：　不問　） 1,500円
パート労働者（3人） 47040- 3930521

時給制 (1)5時00分～8時00分
1,000円 (2)6時00分～9時00分
～ (3)22時00分～1時00分

（年齢：　不問　） 1,000円
パート労働者（2人） 13080-92069821

年俸制 (1)22時00分～7時00分
3,216,000円

～
（年齢：　18歳～59歳　） 3,852,000円
正社員（1人） （月額＝年俸÷12） 47010-29456721

年俸制 (1)7時00分～16時00分
4,044,000円 (2)13時00分～22時00分

～ (3)22時00分～7時00分
（年齢：　18歳～59歳　） 4,404,000円
正社員（1人） （月額＝年俸÷12） 47010-29505821

年俸制
4,044,000円

～
（年齢：　18歳～59歳　） 4,404,000円 6時00分～22時00分
正社員（1人） （月額＝年俸÷12） 47010-29457821 の間の8時間程度

年俸制
2,532,000円

～
（年齢：　18歳～59歳　） 3,852,000円 6時00分～22時00分
正社員（2人） （月額＝年俸÷12） 47010-29458221 の間の8時間程度

年俸制
2,436,000円

～
（年齢：　18歳～59歳　） 2,856,000円 5時30分～22時00分
正社員（1人） （月額＝年俸÷12） 47010-29506221 の間の8時間程度

月給制 (1)8時30分～17時15分
215,488円

～
（年齢：　不問　） 378,112円
正社員以外（1人） 47040- 3906521

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- 3926921 （月１６日勤務）

日給制 (1)8時15分～16時00分
8,161円 (2)9時00分～16時45分
～

（年齢：　不問　） 8,609円
パート労働者（1人） 47040- 3920821

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- 3933621

沖縄ＵＤＳ株式会社
【ｔｈｅ　ｒｅｓｃａｐｅ】

沖縄県那覇市牧志２丁目
１６番８号
ＢＩＴ　ＰＬＡＺＡビル３Ｆ

就業場所:宮古島市
（就業場所：従業員数　16　人）

就業場所:宮古島市

沖縄県那覇市牧志２丁目
１６番８号
ＢＩＴ　ＰＬＡＺＡビル３Ｆ

沖縄ＵＤＳ株式会社
【ｔｈｅ　ｒｅｓｃａｐｅ】

株式会社　マレアクリエイト
マリンロッジマレア　宮古島

25

フロント夜勤リーダー 沖縄ＵＤＳ株式会社
【ホテルローカス】

27

26

34

ＩＣＴ支援員
*会計年度任用職員*

レストランサービス
マネージャー

30

レストランサービス

29

正看護師【任期付職員】
令和4年12月21日～
令和5年3月31日

ホテルレストランスタッフ
★急募★

35

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

沖縄県宮古島市平良字
西里１１４０

宮古島市教育委員会
【学校教育課・各小中学校】

・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）

就業場所:宮古島市

（就業場所：従業員数　0　人）

（就業場所：従業員数　25　人）

就業場所:宮古島市
（就業場所：従業員数　0　人）

沖縄県宮古島市平良字
西里１１４０

宮古島市教育委員会
【城辺小学校】

沖縄県宮古島市下地字
与那覇８４７－３

（就業場所：従業員数　16　人）

就業場所:宮古島市

（就業場所：従業員数　90　人）

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

32 看護師

調理スタッフ

就業場所:宮古島市
（就業場所：従業員数　16　人）

沖縄ＵＤＳ株式会社
【ｔｈｅ　ｒｅｓｃａｐｅ】

沖縄県那覇市牧志２丁目
１６番８号
ＢＩＴ　ＰＬＡＺＡビル３Ｆ

フロントマネージャー

フロア担当

沖縄ＵＤＳ株式会社
【ｔｈｅ　ｒｅｓｃａｐｅ】

沖縄県那覇市牧志２丁目
１６番８号
ＢＩＴ　ＰＬＡＺＡビル３Ｆ

33

28

31

（就業場所：従業員数　16　人）

事務補助【園芸】
*会計年度任用職員*
令和5年1月1日～
令和5年3月31日

沖縄県農業研究センター
宮古島支所

沖縄県宮古島市平良字
西里２０７１－４０

就業場所:宮古島市

（就業場所：従業員数　22　人）

就業場所:宮古島市

（就業場所：従業員数　0　人）

沖縄県　宮古保健所 沖縄県宮古島市平良字
東仲宗根４７６

就業場所:宮古島市
（就業場所：従業員数　16　人）

就業場所:宮古島市

沖縄県那覇市牧志２丁目
１６番８号
ＢＩＴ　ＰＬＡＺＡビル３Ｆ

No. 賃 金 求人者名・求人番号 所在地・就業場所 就業時間 必要資格

◎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。



＊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：12月21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!!!

◆◇◆ １２月のセミナースケジュール ◆◇◆

＊１2/16（金） 10：00～12：00 Ａ 求職活動の進め方（基礎）

＊１2/１6（金） 13：30～15：30 B-2 応募書類の作成（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。

有限会社 介護センター

１１/２９（火）
説明会：１１：００～

場 所 ：ハローワーク宮古

２階会議室

株式会社 みなと食品沖縄 宮古工場

１１/３０（水）
説明会：１０：００～

場 所 ：ハローワーク宮古

２階会議室

●対象者

ハローワークに求職登録されている方ならどなたでもＯＫ！登録していない方は、ハローワーク宮古までご連絡ください。

※ハローワーク宮古の窓口又はお電話（72ー３３２９）にてお申込みください。

「どういう会社なんだろう？」「どんな仕事内容なんだろう？」

事業所より直接話を聞くことができます！


