
(1) 8時30分～17時15分

（従業員数 52人 ）
正社員以外 47040-  721691 就業場所 沖縄県宮古島市

交替制あり
(1) 8時30分～17時30分
(2) 9時00分～18時00分

（従業員数 28人 ）
正社員以外 47040-  722991 就業場所 沖縄県宮古島市

交替制あり

（従業員数 28人 ）
パート労働者 47040-  723491 就業場所 沖縄県宮古島市

特定曜日のみ(2)(3) 看護師
(1) 8時30分～18時00分 准看護師
(2) 9時00分～18時30分
(3) 9時00分～13時00分

（従業員数 25人 ）
正社員 47040-  724791 就業場所 沖縄県宮古島市

(1) 9時00分～18時00分

（従業員数 6人 ）
正社員 47040-  725891 就業場所 沖縄県宮古島市

(1)12時00分～18時00分
(2)13時30分～18時00分

（従業員数 25人 ）
パート労働者 47040-  726291 就業場所 沖縄県宮古島市

(1)10時00分～19時00分

（従業員数 0人 ）
有期雇用派遣 47010- 8553391 就業場所 沖縄県宮古島市

(1) 8時00分～17時30分

（従業員数 0人 ）
正社員以外 40180- 4946891 就業場所 沖縄県宮古島市

測量士
(1) 8時30分～17時30分 土木施工管理技士１級

土木施工管理技士２級

（従業員数 8人 ）
正社員 47040-  693391 就業場所 沖縄県宮古島市

ホームヘルパー２級
(1) 8時30分～17時30分 介護職員初任者研修

介護福祉士

（従業員数 5人 ）
正社員以外 47040-  695991 就業場所 沖縄県宮古島市

変形（１ヶ月単位）
(1) 9時00分～18時00分

（従業員数 13人 ）
正社員 47040-  697791 就業場所 沖縄県宮古島市

変形（１ヶ月単位）
(1) 9時00分～18時00分

（従業員数 13人 ）
正社員 47040-  698891 就業場所 沖縄県宮古島市

交替制あり 看護師
(1) 8時00分～17時00分 准看護師
(2) 8時30分～17時30分
(3) 9時00分～18時00分

（従業員数 24人 ）
正社員 47040-  699291 就業場所 沖縄県宮古島市

交替制あり 調理師
(1) 5時00分～13時30分
(2) 6時30分～15時00分
(3)10時30分～19時00分

（従業員数 204人 ）
正社員以外 47040-  700291 就業場所 沖縄県宮古島市

就業時間① 加入保険等 必要な免許資格等No. 職種 年齢 賃金
求人者名

（求人番号）
所在地・就業場所

1

経理総務事務 不問
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７
４５－７

雇用・労災・
健康・厚生

166,600円～
186,200円雇用期間の定めなし

年齢不問

2

保育補助 不問
株式会社　ラポール

沖縄県宮古島市下地字川満１６７
６－２

雇用・労災・
健康・厚生

149,600円～
149,600円雇用期間の定めなし

年齢不問

3

保育補助 不問
株式会社　ラポール

沖縄県宮古島市下地字川満１６７
６－２

雇用・労災

850円～850円

雇用期間の定めなし
年齢不問 8時30分～18時00分の間の

4時間以上

4

看護師【正・准】 不問 くらはし整形外科クリ
ニック

沖縄県宮古島市平良字西里７８２
－１

雇用・労災・
健康・厚生・
財形230,000円～

300,000円雇用期間の定めなし
年齢不問 又は 8時30分～18時30分の

間の8時間

5

ホテルスタッフ
【管理職候補】

不問 アイランドテラス　ニー
ラ

宮古島市平良字前里３１７－１

雇用・労災・
健康・厚生

200,000円～
300,000円雇用期間の定めなし

年齢不問

6

プール監視員 不問 スポーツアカデミー宮古
島

沖縄県宮古島市平良字東仲宗根６
０４－５

雇用・労災

900円～900円

雇用期間の定めなし
年齢不問

7

携帯ショップ販売員
（宮古島市平良）

不問
株式会社　アクシア沖縄 那覇市国場１１７５ー４－１０２

雇用・労災・
健康・厚生

193,600円～
211,200円雇用期間の定めあり

（4ヶ月未満） 年齢不問

8

型枠大工／宮古島市 不問
株式会社　慎組

福岡県春日市白水ヶ丘５丁目８３
番地クレール谷４０６

雇用・労災・
健康・厚生

207,000円～
345,000円雇用期間の定めあり

（4ヶ月以上） 年齢不問

9

土木測量設計員 不問 株式会社宮古測量設計コ
ンサルタント

沖縄県宮古島市平良字西里６００

雇用・労災・
健康・厚生・
財形150,000円～

180,000円雇用期間の定めなし
年齢不問

10

デイサービス介護員 不問 株式会社　ことぶき福祉
会

沖縄県宮古島市平良字西仲宗根５
６３番地１３

雇用・労災・
健康・厚生

150,800円～
180,440円雇用期間の定めなし

年齢不問

11

事務職【営業事務】 59歳以下
株式会社　しもさと商会

沖縄県宮古島市平良字東仲宗根８
８０番地

雇用・労災・
健康・厚生

145,000円～
160,000円雇用期間の定めなし

省令１号

12

技術職 59歳以下
株式会社　しもさと商会

沖縄県宮古島市平良字東仲宗根８
８０番地

雇用・労災・
健康・厚生

155,000円～
180,000円雇用期間の定めなし

省令１号

13

看護師（正、准） 不問 医療法人真生会　池村内
科医院

沖縄県宮古島市平良字西里３４９

雇用・労災・
健康・厚生

213,000円～
226,000円雇用期間の定めなし

年齢不問

14

調理師 不問 医療法人　沖縄徳洲会
宮古島徳洲会病院

沖縄県宮古島市平良字松原５５２
－１

雇用・労災・
健康・厚生・
財形124,425円～

124,425円雇用期間の定めなし
年齢不問
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調理師
(1) 8時00分～16時30分

（従業員数 204人 ）
正社員以外 47040-  701591 就業場所 沖縄県宮古島市

変形（１ヶ月単位）
(1) 8時30分～17時00分
(2) 8時30分～12時30分
(3) 7時30分～16時00分

（従業員数 204人 ）
正社員以外 47040-  702191 就業場所 沖縄県宮古島市

変形（１ヶ月単位）
(1) 8時30分～17時00分
(2) 8時30分～12時30分
(3) 7時30分～16時00分

（従業員数 204人 ）
正社員 47040-  703091 就業場所 沖縄県宮古島市

交替制あり 看護師
(1) 7時30分～16時15分 准看護師
(2) 9時45分～18時30分
(3)11時00分～19時45分

（従業員数 52人 ）
正社員以外 47040-  708791 就業場所 沖縄県宮古島市

交替制あり 介護職員初任者研修
(1) 7時30分～16時15分 ホームヘルパー２級
(2) 8時15分～17時00分
(3)10時30分～19時15分

（従業員数 52人 ）
正社員以外 47040-  712391 就業場所 沖縄県宮古島市

(1) 0時00分～ 8時45分

（従業員数 52人 ）
パート労働者 47040-  717891 就業場所 沖縄県宮古島市

(1) 9時30分～18時30分

（従業員数 5人 ）
正社員 47040-  688491 就業場所 沖縄県宮古島市

(1) 8時30分～17時30分

（従業員数 0人 ）
正社員以外 47040-  689791 就業場所 沖縄県宮古島市

交替制あり

（従業員数 10人 ）
正社員 47040-  690591 就業場所 沖縄県宮古島市

交替制あり

(1) 9時00分～19時00分

（従業員数 10人 ）

正社員 47040-  691191 就業場所 沖縄県宮古島市

（従業員数 10人 ）
正社員 47040-  692091 就業場所 沖縄県宮古島市

看護師
(1) 8時30分～17時30分 准看護師

（従業員数 80人 ）
正社員 47040-  676091 就業場所 沖縄県宮古島市

変形（１年単位）
(1) 8時00分～20時00分

（従業員数 17人 ）
正社員以外 47040-  677391 就業場所 沖縄県宮古島市

変形（１年単位）
(1) 9時00分～17時30分

（従業員数 17人 ）
正社員以外 47040-  678691 就業場所 沖縄県宮古島市

交替制あり 介護福祉士
(1) 6時00分～14時45分 ホームヘルパー２級
(2) 8時30分～17時15分 介護職員初任者研修
(3)11時30分～20時15分

（従業員数 26人 ）
正社員以外 47040-  683191 就業場所 沖縄県宮古島市

交替制あり
(1) 6時00分～11時00分
(2)16時00分～21時00分
(3)11時00分～16時00分

（従業員数 26人 ）
パート労働者 47040-  684091 就業場所 沖縄県宮古島市

交替制あり 管理栄養士
(1) 7時00分～16時00分
(2) 9時00分～18時00分

（従業員数 20人 ）
正社員 47010- 8123391 就業場所 沖縄県宮古島市

交替制あり 栄養士
(1) 7時00分～16時00分
(2) 9時00分～18時00分

（従業員数 20人 ）
正社員 47010- 8124691 就業場所 沖縄県宮古島市

(1) 9時00分～18時00分

（従業員数 20人 ）
正社員以外 47010- 8125991 就業場所 沖縄県宮古島市

15

調理補助 不問 医療法人　沖縄徳洲会
宮古島徳洲会病院

沖縄県宮古島市平良字松原５５２
－１

雇用・労災・
健康・厚生・
財形121,275円～

121,275円雇用期間の定めなし
年齢不問

16

事務職【医療事務】 18歳以上 医療法人　沖縄徳洲会
宮古島徳洲会病院

沖縄県宮古島市平良字松原５５２
－１

雇用・労災・
健康・厚生・
財形121,275円～

121,275円雇用期間の定めなし
省令２号

17

事務職【医療事務】
＊正社員＊

18歳以上 医療法人　沖縄徳洲会
宮古島徳洲会病院

沖縄県宮古島市平良字松原５５２
－１

雇用・労災・
健康・厚生・
財形144,100円～

167,100円雇用期間の定めなし
省令２号

18

正看護師または准看護
師

不問
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７
４５－７

雇用・労災・
健康・厚生

170,000円～
227,600円雇用期間の定めあり

（4ヶ月以上） 年齢不問

19

介護員【夜勤あり】 不問
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７
４５－７

雇用・労災・
健康・厚生

188,400円～
188,400円雇用期間の定めあり

（4ヶ月以上） 年齢不問

20

介護員【夜勤のみ】
＊契約職員＊

18歳以上
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７
４５－７

労災

983円～983円
雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上） 省令２号

21

農産物製造加工及び菓
子製造

不問
有限会社　楽園の果実 宮古島市下地字来間２５９－２

雇用・労災・
健康・厚生

150,000円～
250,000円雇用期間の定めなし

年齢不問 又は 7時00分～22時00分の
間の8時間程度

22

マリンレジャースタッ
フ

不問
カヤック　やまちゃん

沖縄県宮古島市平良字東仲宗根２
７９　本村元享アパート１０１号160,000円～

180,000円雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上） 年齢不問

23

調理 不問
有限会社　楽園の果実 宮古島市下地字来間２５９－２

雇用・労災・
健康・厚生

160,000円～
300,000円雇用期間の定めなし

年齢不問 9時00分～19時00分の間の
8時間程度

24

販売コーナー、仕入
れ、レジ、ホールス
タッフ

不問
有限会社　楽園の果実 宮古島市下地字来間２５９－２

雇用・労災・
健康・厚生

150,000円～
250,000円

雇用期間の定めなし
年齢不問

25

販売管理兼一般事務兼
発送業務

不問
有限会社　楽園の果実 宮古島市下地字来間２５９－２

雇用・労災・
健康・厚生

150,000円～
250,000円雇用期間の定めなし

年齢不問 9時00分～19時00分の間の
8時間程度

26

看護師（正又は准）
【通所介護】

不問
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６６
０－１

雇用・労災・
健康・厚生

190,000円～
205,000円雇用期間の定めなし

年齢不問

27

集配ドライバー 不問
沖縄日通エアカーゴサー
ビス株式会社（ＯＡＳ航
空）宮古営業所

沖縄県宮古島市平良字下里１６５
７－１２８

雇用・労災・
健康・厚生

136,945円～
141,445円雇用期間の定めあり

（4ヶ月以上） 年齢不問

28

事務スタッフ 不問
沖縄日通エアカーゴサー
ビス株式会社（ＯＡＳ航
空）宮古営業所

沖縄県宮古島市平良字下里１６５
７－１２８

雇用・労災・
健康・厚生

131,445円～
131,445円雇用期間の定めあり

（4ヶ月以上） 年齢不問

29

介護員
★★急　募★★

18歳以上 社会福祉事業団　あけぼ
の学園

沖縄県宮古島市平良字西仲宗根７
４５－５

雇用・労災・
健康・厚生

176,400円～
176,400円雇用期間の定めあり

（4ヶ月以上） 省令２号

30

グループホーム世話人 不問 社会福祉事業団　あけぼ
の学園

沖縄県宮古島市平良字西仲宗根７
４５－５

雇用・労災

850円～850円
雇用期間の定めあり
（4ヶ月未満） 年齢不問

那覇市西１－２２－２

雇用・労災・
健康・厚生

185,000円～
195,000円雇用期間の定めなし

省令１号

31

管理栄養士（宮古病
院）【正社員】

59歳以下 日清医療食品（株）沖縄
支店

那覇市西１－２２－２

雇用・労災・
健康・厚生

210,000円～
220,000円雇用期間の定めなし

省令１号

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

33

栄養士補助業務（宮古
病院）

不問 日清医療食品（株）沖縄
支店

那覇市西１－２２－２

雇用・労災・
健康・厚生

151,200円～
151,200円雇用期間の定めなし

年齢不問

32

栄養士（宮古病院）
【正社員】

59歳以下 日清医療食品（株）沖縄
支店



交替制あり
(1) 4時00分～13時00分
(2) 9時00分～18時00分

（従業員数 20人 ）
正社員以外 47010- 8126491 就業場所 沖縄県宮古島市

(1) 9時00分～15時00分

（従業員数 20人 ）
パート労働者 47010- 8128891 就業場所 沖縄県宮古島市

(1)17時30分～21時00分

（従業員数 20人 ）
パート労働者 47010- 8129291 就業場所 沖縄県宮古島市

(1) 9時00分～15時00分

（従業員数 20人 ）
パート労働者 47010- 8132691 就業場所 沖縄県宮古島市

交替制あり
(1) 9時00分～20時00分

（従業員数 0人 ）
有期派遣パート 47020- 4190091 就業場所 沖縄県宮古島市

(1)10時00分～19時30分

（従業員数 7人 ）

正社員 47040-  569591 就業場所 沖縄県宮古島市

介護福祉士
(1) 8時00分～17時00分

（従業員数 23人 ）
正社員 47040-  672891 就業場所 沖縄県宮古島市

交替制あり 介護福祉士
(1) 8時00分～12時00分
(2)12時30分～16時30分

（従業員数 23人 ）
パート労働者 47040-  673291 就業場所 沖縄県宮古島市
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介護職員 不問 医療法人たぶの木　うむ
やすみゃあす・ん診療所

沖縄県宮古島市平良字下里１４７
７－４

雇用・労災

800円～970円

雇用期間の定めなし
年齢不問

介護職員【正社員】 不問 医療法人たぶの木　うむ
やすみゃあす・ん診療所

沖縄県宮古島市平良字下里１４７
７－４

雇用・労災・
健康・厚生

136,000円～
188,050円雇用期間の定めなし

年齢不問

和洋菓子製造スタッフ
【正社員】
★★急　募★★

不問
株式会社　あずき屋

沖縄県宮古島市平良字久貝８７２
－４

雇用・労災・
健康・厚生・
財形

160,000円～
250,000円

雇用期間の定めなし
年齢不問

34

調理員（宮古病院） 18歳以上 日清医療食品（株）沖縄
支店

那覇市西１－２２－２

雇用・労災・
健康・厚生

142,800円～
142,800円雇用期間の定めなし

省令２号

35

洗浄（宮古病院） 不問 日清医療食品（株）沖縄
支店

那覇市西１－２２－２

雇用・労災

850円～900円

雇用期間の定めなし
年齢不問

那覇市西１－２２－２

雇用・労災

850円～900円

雇用期間の定めなし
年齢不問

36

洗浄（宮古病院） 不問 日清医療食品（株）沖縄
支店

那覇市西１－２２－２

労災

850円～900円

雇用期間の定めなし
年齢不問

労災

1,400円～1,400円
雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上） 年齢不問

40

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

39

38

接客、販売スタッフ
（宮古島市）

不問
株式会社　アソシエ

沖縄県宜野湾市大謝名１丁目１番
３号

37

仕込み、洗浄（宮古病
院）

不問 日清医療食品（株）沖縄
支店

必要な免許資格等

  ◎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。 

４月開講【求職者支援訓練】   
       

      ＊訓練期間：平成３１年４月２３日（火）～平成３１年７月２２日（月）【３ヶ月】 

      ＊募集期間：平成３１年２月２７日（水）～平成３１年３月２２日（金） 

 

※相談締切：平成３１年３月２０日（水） 厳守!! 
 

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。 

ハロートレーニング情報 

◆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 



『保育士プチ・セミナー』に参加しませんか？ 

  

  ✿日 程：3月27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。 

◎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。 

 《求人に関する相談やお問い合わせは、ハローワーク宮古まで！》  

 

◆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 


