
(1) 8時30分～17時15分

（従業員数 49人 ）
パート労働者 47040- 3142381 就業場所 沖縄県宮古島市

(1) 9時00分～13時00分

(2) 7時30分～16時30分

（従業員数 1人 ）

パート労働者 47040- 3144981 就業場所 沖縄県宮古島市

特定曜日のみ(2)(3)
(1) 8時30分～17時30分
(2) 8時30分～12時30分

（従業員数 10人 ）
正社員 47040- 3145581 就業場所 沖縄県宮古島市

(1) 8時00分～17時30分

（従業員数 18人 ）
正社員以外 47040- 3148881 就業場所 沖縄県宮古島市

(1) 9時30分～14時00分

（従業員数 6人 ）
パート労働者 12080-29051881 就業場所 沖縄県宮古島市

(1)16時30分～22時00分

（従業員数 6人 ）
パート労働者 47040- 3136581 就業場所 沖縄県宮古島市

交替制あり
(1)17時00分～ 0時00分

（従業員数 6人 ）
パート労働者 47040- 3137481 就業場所 沖縄県宮古島市

(1) 8時30分～17時15分

（従業員数 3人 ）

正社員以外 47040- 3138781 就業場所 沖縄県宮古島市

(1) 8時30分～17時30分

（従業員数 3人 ）
正社員 47040- 3139881 就業場所 沖縄県宮古島市

（従業員数 3人 ）
パート労働者 47040- 3140181 就業場所 沖縄県宮古島市

変形（１ヶ月単位） 管理栄養士
(1) 7時30分～18時30分 栄養士

（従業員数 0人 ）

正社員 47040- 3141081 就業場所 沖縄県宮古島市

変形（１年単位）

（従業員数 1人 ）
有期雇用派遣 14080-19130881 就業場所 沖縄県宮古島市

普通自動車免許ＡＴ

普通自動車免許一種

（従業員数 3人 ）

正社員 21030-17941681 就業場所 沖縄県宮古島市

13

接客中心の記念写真撮
影・販売スタッフ（沖
縄）

不問 株式会社アトリエ　中部
オフィス

岐阜県可児市皐ケ丘６丁目１０３
番

雇用・労災・
健康・厚生

190,000円～
190,000円雇用期間の定めなし

年齢不問 7時00分～19時00分の間の
6時間程度

12

宮古島リゾートホテルス
タッフ（各種）

不問 有限会社　グッドフェ
ローズ

神奈川県藤沢市片瀬海岸１丁目１
２番４号
ヴィルヌーブ２０２

雇用・労災・
健康・厚生

146,880円～
155,520円雇用期間の定めあり

（4ヶ月未満） 年齢不問 6時00分～22時00分の間の
8時間

11

栄養士または管理栄養士
【うららか保育園】

不問 株式会社　ビザライ
チャイルドサポートみや
こ

沖縄県宮古島市平良字下里１１５
４－１０

雇用・労災・
健康・厚生

160,000円～
170,000円雇用期間の定めなし

年齢不問

10

ルート配達 不問
株式会社　黒島商研

沖縄県宮古島市平良字東仲宗根３
４１－２

雇用・労災・
健康・厚生

900円～1,000円
雇用期間の定めなし

年齢不問 8時30分～17時30分の間の
6時間

9

ルート営業及び配送 不問
株式会社　黒島商研

沖縄県宮古島市平良字東仲宗根３
４１－２

雇用・労災・
健康・厚生

160,000円～
280,000円雇用期間の定めなし

年齢不問

8

海業センター作業補助員
★★急　募★★

不問
宮古島市役所 沖縄県宮古島市平良字西里１８６

雇用・労災・
健康・厚生

130,000円～
130,000円雇用期間の定めあり

（4ヶ月未満） 年齢不問

7

運営・管理スタッフ 18歳以上 株式会社　アミューズメ
ント沖縄　宮古島支店

沖縄県宮古島市平良字久貝１０７
２－１

雇用・労災

800円～1,000円
雇用期間の定めなし

省令２号

6

運営・管理スタッフ 18歳以上 株式会社　アミューズメ
ント沖縄　宮古島支店

沖縄県宮古島市平良字久貝１０７
２－１

雇用・労災

780円～1,000円
雇用期間の定めなし

省令２号

5

薬局事務／コナ薬局 不問
有限会社　エド川薬局 千葉県松戸市栗山５４６

労災

810円～810円
雇用期間の定めなし

年齢不問

4

仕分け・機械操作 64歳以下 有限会社　ニューサウス
ウィンド

沖縄県宮古島市平良字東仲宗根７
１０－２

雇用・労災・
健康・厚生・
財形165,000円～

187,000円雇用期間の定めあり
（4ヶ月未満） 省令１号

3

医療事務 不問 医療法人わかば会　きし
もと内科医院

沖縄県宮古島市平良字下里１５５
５の１

雇用・労災・
健康・厚生

140,000円～
180,000円雇用期間の定めなし

年齢不問

2

マリンレジャースタッフ
★★急　募★★

不問
イラブルーツアーズ

沖縄県宮古島市伊良部字伊良部１
３９６－２

就業時間①

労災

1,200円～1,200円

雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上） 年齢不問

加入保険等 必要な免許資格等

1

非常勤職員
【事務補助】

不問
沖縄県宮古土木事務所

沖縄県宮古島市平良字西里１１２
５（３Ｆ）

雇用・労災・
健康・厚生

910円～910円

No. 職種 年齢 賃金
求人者名

（求人番号）
所在地・就業場所

雇用期間の定めあり
（4ヶ月未満） 年齢不問

１２月 ２５日 発行 
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普通自動車免許ＡＴ
(1) 7時00分～14時00分

（従業員数 2人 ）

正社員 28040-20727581 就業場所 沖縄県宮古島市

パソコン表計算可
(1)11時00分～19時00分

（従業員数 3人 ）
パート労働者 47010-35272381 就業場所 沖縄県宮古島市

変形（１ヶ月単位） ホームヘルパー２級
(1) 8時00分～19時00分 介護職員初任者研修

普通自動車免許ＡＴ

（従業員数 6人 ）
正社員 47020-19612981 就業場所 沖縄県宮古島市

(1) 8時00分～17時30分

（従業員数 13人 ）
正社員 47040- 3131181 就業場所 沖縄県宮古島市

車両系整地掘削用運転
(1) 8時00分～17時30分 大型自動車免許一種

（従業員数 13人 ）
正社員 47040- 3132081 就業場所 沖縄県宮古島市

土木施工管理技士１級
(1) 8時00分～17時30分 土木施工管理技士２級

（従業員数 13人 ）
正社員 47040- 3133381 就業場所 沖縄県宮古島市

建築施工管理技士１級
(1) 8時00分～17時30分

（従業員数 13人 ）
正社員 47040- 3134681 就業場所 沖縄県宮古島市

(1) 8時30分～17時15分

（従業員数 31人 ）

正社員以外 47040- 3135981 就業場所 沖縄県宮古島市

(1) 9時00分～18時00分

（従業員数 1人 ）
パート労働者 40010-97221681 就業場所 沖縄県那覇市

総合旅行業務管理者
(1) 9時00分～17時30分 国内旅行業務管理者

（従業員数 0人 ）
正社員 47040- 3118681 就業場所 沖縄県宮古島市

(1)10時00分～19時00分

（従業員数 6人 ）
正社員 47040- 3121881 就業場所 沖縄県宮古島市

交替制あり 保育士
(1) 7時30分～16時30分

(2) 8時30分～17時30分

(3) 9時30分～18時30分

（従業員数 27人 ）

正社員 47040- 3123181 就業場所 沖縄県宮古島市

中型一種（８ｔ限定）
(1) 8時00分～17時00分

（従業員数 14人 ）
正社員 47040- 3124081 就業場所 沖縄県宮古島市

(1)19時30分～22時10分

（従業員数 3人 ）

パート労働者 47040- 3128581 就業場所 沖縄県宮古島市

（従業員数 24人 ）

パート労働者 47040- 3129481 就業場所 沖縄県宮古島市

交替制あり

（従業員数 10,169人 ）

パート労働者 47020-19442381 就業場所 沖縄県宮古島市

交替制あり

（従業員数 10,169人 ）
パート労働者 47020-19450381 就業場所 沖縄県宮古島市

No. 職種 年齢 賃金
求人者名

（求人番号）
所在地・就業場所 就業時間① 加入保険等 必要な免許資格等

雇用・労災・
健康・厚生

850円～950円
雇用期間の定めあり
（4ヶ月未満） 年齢不問 8時00分～23時00分の間の

5時間以上

雇用・労災・
健康・厚生

850円～950円

雇用期間の定めあり
（4ヶ月未満） 年齢不問 8時00分～23時00分の間の

4時間以上

労災

850円～900円

雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上） 年齢不問 9時30分～16時30分の間の

5時間以上

29

Ｖ２１カママヒルズ食品
館：惣菜、食品レジ、青
果

不問
（株）サンエー 沖縄県宜野湾市大山７－２－１０

28

事務補助員
【産休育休代替】
月・水・金の週3日勤務

不問 合同会社　ミックス　児
童デイサービス　けーき

沖縄県宮古島市平良字東仲宗根１
０８

30

宮古オリタ食品館：食品
レジ、青果

不問
（株）サンエー 沖縄県宜野湾市大山７－２－１０

27

塾講師
【中学５教科・高校英国
数】

不問
宮古進学会

沖縄県宮古島市平良字西里４５１
－３（２Ｆ）

労災

1,500円～2,500円

雇用期間の定めなし

年齢不問

26

配送ドライバー 不問
宮古通運　株式会社

沖縄県宮古島市平良字西里１３－
１２

雇用・労災・
健康・厚生・
財形180,000円～

200,000円雇用期間の定めなし
年齢不問

25

保育士
【いけむら保育園】
＊Ｈ31年4月採用

不問 社会福祉法人　ムサアザ
福祉会　ふれあいの里

沖縄県宮古島市平良字西仲宗根１
３２７－１

雇用・労災・
健康・厚生

176,100円～
190,700円雇用期間の定めなし

年齢不問

24

一般事務 不問 Ｇ・Ｕ　株式会社
【ガレージＵ】

沖縄県宮古島市平良字西里１０１
８－３

雇用・労災・
健康・厚生

150,000円～
200,000円雇用期間の定めなし

年齢不問

23

旅行業務取扱管理者 不問
１２３３　株式会社

沖縄県宮古島市平良西里４６５番
地１
シェアオフィスＭＵＧＩ内

160,000円～
220,000円雇用期間の定めなし

年齢不問

22

商品積込・税関申請 不問
株式会社　ケアルプラス

福岡県福岡市博多区月隈２丁目１
－１

労災

1,250円～1,250円
雇用期間の定めなし

年齢不問

21

行政事務補助
＊Ｈ31年2月1日付任用

不問 国土交通省大阪航空局
宮古空港・航空路監視
レーダー事務所

沖縄県宮古島市平良字下里１６５
７番地

雇用・公災・
健康・厚生

144,200円～
199,800円雇用期間の定めあり

（4ヶ月以上） 年齢不問

20

建築施工管理技士１級 不問
株式会社　渡久山建設

沖縄県宮古島市平良字荷川取４７
０－１

雇用・労災・
健康・厚生・
財形250,000円～

300,000円雇用期間の定めなし
年齢不問

19

土木施工管理技士１級又
は２級

不問
株式会社　渡久山建設

沖縄県宮古島市平良字荷川取４７
０－１

雇用・労災・
健康・厚生・
財形250,000円～

300,000円雇用期間の定めなし
年齢不問

18

重機オペレーターまたは
ダンプ運転手

不問
株式会社　渡久山建設

沖縄県宮古島市平良字荷川取４７
０－１

雇用・労災・
健康・厚生・
財形235,000円～

260,000円雇用期間の定めなし
年齢不問

17

土木・建築作業員 不問
株式会社　渡久山建設

沖縄県宮古島市平良字荷川取４７
０－１

雇用・労災・
健康・厚生・
財形212,500円～

250,000円雇用期間の定めなし
年齢不問

16

訪問介護
【宮古ケアセンター】

64歳以下 株式会社　ケアネット徳
洲会沖縄

沖縄県うるま市みどり町５丁目１
４番７号

雇用・労災・
健康・厚生・
財形154,050円～

178,500円雇用期間の定めなし
省令１号

15

携帯電話販売
（宮古南店）

不問 有限会社　テレマーケ
ティング沖縄

那覇市おもろまち　２丁目６番３
６　ニューウィングわたり３０１

雇用・労災

850円～950円
雇用期間の定めなし

年齢不問

14

（沖縄）接客中心の記念
写真撮影・販売スタッフ

不問 株式会社アトリエ　関西
オフィス

兵庫県宝塚市中山台２丁目８－９

雇用・労災・
健康・厚生

190,000円～
190,000円雇用期間の定めなし

年齢不問 又は11時00分～18時00分
の間の6時間

 《ハローワーク宮古》  ◆ＴＥＬ⇒0980-72-3329 ◆ハローワークインターネットサービス⇒ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｈｅｌｌｏｗｏｒｋ．ｇｏ．ｊｐ 



（従業員数 3人 ）
パート労働者 47040- 3104781 就業場所 沖縄県宮古島市

（従業員数 0人 ）
パート労働者 47040- 3099681 就業場所 沖縄県宮古島市

必要な免許資格等

雇用・労災

No. 職種 年齢 賃金
求人者名

（求人番号）
所在地・就業場所 就業時間① 加入保険等

31

現場事務員
【上野字宮国】

不問
先嶋建設　株式会社

沖縄県宮古島市平良字下里１０４
１－１800円～800円

雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上） 年齢不問 9時00分～17時00分の間の

4時間以上

32

清掃 不問
アザミリゾート　株式会
社【アザミ７／ヒルズ
ヴィラ宮古島／アザミ
８】

沖縄県宮古島市平良字西里８４９
－７

労災

850円～1,000円

雇用期間の定めなし

年齢不問 10時00分～21時00分の間
の3時間程度

  ◎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。 

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。 

就職支援セミナーのご案内  

 
～ 1月セ ミ ナ ースケジ ュ ール～  

 

◎インターネットでのハローワークの求人情報閲覧は・・・ 

 

 

 

 

 

ハローワークの求人情報サイトがすぐにみつかります！ 

で 検索 ください♪ 

 検索ワード 

 

 

＊無関係のサイトは、ハローワークと連動していないので･･･ 
 ＞既に募集が終了している情報がそのまま掲載されている。 
 ＞募集条件が変更されていても、それが反映されていない。 
                     などということがあります。 

 《ハローワーク宮古》 
 

 ◆ＴＥＬ：０９８０－７２－３３２９ 

 ◆ハローワークインターネットサービス 

   ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｈｅｌｌｏｗｏｒｋ．ｇｏ．ｊｐ 


