
交替制あり

（就業場所 10,169人 ）

パート労働者 47020- 5577291 就業場所 沖縄県宮古島市

交替制あり

（就業場所 10,169人 ）

パート労働者 47020- 5589391 就業場所 沖縄県宮古島市

交替制あり

（就業場所 10,169人 ）

パート労働者 47020- 5590791 就業場所 沖縄県宮古島市

交替制あり

（就業場所 10,169人 ）
パート労働者 47020- 5591891 就業場所 沖縄県宮古島市

交替制あり

（就業場所 10,169人 ）
パート労働者 47020- 5594191 就業場所 沖縄県宮古島市

交替制あり

（就業場所 10,169人 ）
パート労働者 47020- 5637991 就業場所 沖縄県宮古島市

介護職員初任者研修
ホームヘルパー２級

（就業場所 7人 ）
パート労働者 47040-  880291 就業場所 沖縄県宮古島市

(1) 8時30分～17時30分

（就業場所 12人 ）
正社員 47040-  881591 就業場所 沖縄県宮古島市

交替制あり

（就業場所 35人 ）
パート労働者 47040-  868091 就業場所 沖縄県宮古島市

交替制あり

（就業場所 35人 ）
パート労働者 47040-  869391 就業場所 沖縄県宮古島市

(1)23時00分～ 1時00分

（就業場所 35人 ）
パート労働者 47040-  870791 就業場所 沖縄県宮古島市

(1) 9時00分～17時00分

（就業場所 6人 ）
正社員 47040-  871891 就業場所 沖縄県宮古島市

交替制あり
(1) 8時30分～20時30分

（就業場所 46人 ）
パート労働者 47040-  872291 就業場所 沖縄県宮古島市

特定曜日のみ(2)(3) 作業療法士
(1) 8時30分～18時00分
(2) 8時30分～12時30分

（就業場所 25人 ）
正社員 47040-  875091 就業場所 沖縄県宮古島市

雇用・労災・
健康・厚生・
財形

必要な免許資格等

1

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

雇用・労災・
健康・厚生

880円～1,030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 8時00分～23時15分の間の

6時間以上

2

宮古オリタ食品館：食品レ
ジ、青果、品質管理、惣菜

不問
（株）サンエー 沖縄県宜野湾市大山７－２－１０

就業時間①

雇用・労災・
健康・厚生

880円～1,030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

加入保険等

3

ショッピングタウン宮古食品
館：食品レジ、惣菜他

不問
（株）サンエー 沖縄県宜野湾市大山７－２－１０

雇用・労災・
健康・厚生

880円～1,030円

雇用期間の定めあり
（4ヶ月未満） 年齢不問 8時30分～23時00分の間の

4時間以上

4

ショッピングタウン宮古衣料
館：衣料レジ他

不問
（株）サンエー 沖縄県宜野湾市大山７－２－１０

雇用・労災・
健康・厚生

880円～1,030円
雇用期間の定めあり
（4ヶ月未満） 年齢不問 9時00分～22時00分の間の

6時間以上

5

和風亭　宮古店：ホール 不問
（株）サンエー 沖縄県宜野湾市大山７－２－１０

雇用・労災・
健康・厚生

910円～1,060円
雇用期間の定めあり
（4ヶ月未満） 年齢不問 17時00分～23時00分の間

の4時間以上

6

ジョイフル　宮古店：ホー
ル・キッチン

不問
（株）サンエー 沖縄県宜野湾市大山７－２－１０

雇用・労災・
健康・厚生

910円～1,060円
雇用期間の定めあり
（4ヶ月未満） 年齢不問 17時00分～ 1時00分の間の

4時間以上

7

訪問介護【ヘルパー】 不問 合同会社たんでぃがーたん
でぃ

沖縄県宮古島市平良字島尻１４３
０

雇用・労災

1,300円～1,400円

雇用期間の定めなし
年齢不問 8時00分～20時00分の間の

2時間以上

8

介護員
★★急　募★★

不問
特定非営利活動法人　沖縄認
知症ネットワーク　【デイ
サービスきずな】

沖縄県宮古島市平良字西里１１０
１－３

雇用・労災・
健康・厚生

139,000円～
150,000円雇用期間の定めなし

年齢不問

9

病院清掃員 不問 株式会社沖縄ゼネラルサー
ビス　宮古営業所

沖縄県宮古島市平良字下里５２９
－１

雇用・労災

800円～800円
雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上） 年齢不問 7時00分～16時00分の間の

5時間以上

10

施設内清掃員
【宮古空港】

不問 株式会社沖縄ゼネラルサー
ビス　宮古営業所

沖縄県宮古島市平良字下里５２９
－１

雇用・労災

800円～900円
雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上） 年齢不問 7時00分～19時30分の間の

5時間以上

11

施設内清掃員 18歳以上 株式会社沖縄ゼネラルサー
ビス　宮古営業所

沖縄県宮古島市平良字下里５２９
－１

労災

1,050円～1,200円
雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上） 省令２号

12

事務スタッフ
★★急　募★★

不問
アルファー産業　合同会社

沖縄県宮古島市平良字下里８３４
－１

雇用・労災・
健康・厚生

145,000円～
145,000円雇用期間の定めなし

年齢不問

13

販売・配達員 不問
メイクマン宮古店

沖縄県宮古島市平良字西里１２９
１

雇用・労災

900円～950円
雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上） 年齢不問

230,000円～
300,000円雇用期間の定めなし

年齢不問

14

作業療法士 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

４月 ２日 発行 

 ハローワーク宮古の紹介窓口利用で        ※平成30年4月～12月 
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健康運動指導士
(1) 9時30分～18時30分
(2)13時00分～22時00分

（就業場所 60人 ）
正社員 12090- 6701491 就業場所 沖縄県宮古島市

臨床検査技師
(1) 8時30分～17時00分

（就業場所 60人 ）
正社員 12090- 6702791 就業場所 沖縄県宮古島市

(1) 8時00分～16時30分
(2) 8時30分～17時00分

（就業場所 60人 ）
正社員 12090- 6707091 就業場所 沖縄県宮古島市

パソコン表計算可
(1) 9時00分～18時00分 パソコンワープロ可

普通自動車免許一種

（就業場所 2人 ）
正社員 47010-10001391 就業場所 沖縄県宮古島市

(1) 9時00分～18時00分

（就業場所 4人 ）
正社員 47040-  867191 就業場所 沖縄県宮古島市 確定拠出年金

普通自動車免許一種
(1) 8時30分～17時30分

（就業場所 7人 ）
正社員 12080- 7917491 就業場所 沖縄県宮古島市

(1) 8時30分～17時00分

（就業場所 60人 ）
正社員 12090- 6663991 就業場所 沖縄県宮古島市

診療放射線技師
(1) 8時30分～17時00分

（就業場所 60人 ）
正社員 12090- 6678091 就業場所 沖縄県宮古島市

看護師
(1) 8時30分～17時00分

（就業場所 60人 ）
正社員 12090- 6700991 就業場所 沖縄県宮古島市

変形（１ヶ月単位）

(1) 7時00分～16時00分

(2)14時00分～23時00分

（就業場所 0人 ）

有期雇用派遣 13060- 6742491 就業場所 沖縄県宮古島市

普通自動車免許ＡＴ
(1) 9時00分～17時00分 パソコン表計算可

パソコンワープロ可

（就業場所 2人 ）
パート労働者 47010- 9956391 就業場所 沖縄県宮古島市

変形（１年単位） 普通自動車免許ＡＴ
(1) 9時00分～18時00分 パソコン表計算可

パソコンワープロ可

（就業場所 3人 ）
正社員 47010- 9961591 就業場所 沖縄県宮古島市

言語聴覚士
(1) 8時30分～17時30分
(2) 8時30分～12時30分

（就業場所 23人 ）
パート労働者 47040-  856891 就業場所 沖縄県宮古島市

言語聴覚士
(1) 8時30分～17時30分
(2) 8時30分～12時30分

（就業場所 23人 ）
正社員 47040-  857291 就業場所 沖縄県宮古島市

(1) 9時30分～17時00分
(2)17時00分～ 0時00分

（就業場所 6人 ）
パート労働者 47040-  858591 就業場所 沖縄県宮古島市

(1) 9時30分～16時00分
(2)16時00分～22時00分

（就業場所 6人 ）
パート労働者 47040-  859191 就業場所 沖縄県宮古島市

変形（１ヶ月単位）
(1)10時00分～19時00分

（就業場所 3人 ）
正社員 47040-  860691 就業場所 沖縄県宮古島市

薬剤師

（就業場所 8人 ）
パート労働者 47040-  861991 就業場所 沖縄県宮古島市

大型自動車免許一種
(1) 8時45分～19時00分
(2) 8時45分～13時00分

（就業場所 25人 ）
パート労働者 47040-  863791 就業場所 沖縄県宮古島市

(1)18時00分～22時00分

(2)19時00分～22時00分

(3) 9時30分～13時30分

（就業場所 25人 ）

パート労働者 47040-  864891 就業場所 沖縄県宮古島市

15

フィットネストレーナー 64歳以下 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

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

雇用・労災・
健康・厚生・
財形200,000円～

200,000円雇用期間の定めなし
省令１号

16

臨床検査技師 64歳以下 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

雇用・労災・
健康・厚生・
財形185,000円～

255,100円雇用期間の定めなし
省令１号

17

健診事務
（コンシェルジュ）

64歳以下 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

雇用・労災・
健康・厚生・
財形167,000円～

206,600円雇用期間の定めなし
省令１号

18

一般事務（宮古営業所）
★★急　募★★

不問
（有）　本田装建 那覇市山下町１－１１

雇用・労災・
健康・厚生

136,000円～
170,000円雇用期間の定めなし

年齢不問

20

19

生命保険の保険アドバイザー 不問
株式会社　ヒューマン＆ア
ソシエイツ沖縄　宮古支社
【保険クリニック　宮古島
店】

沖縄県宮古島市平良字下里１０６
８－７

雇用・労災・
健康・厚生

200,000円～
200,000円

雇用期間の定めなし
年齢不問

メカニック職／宮古営業所 不問 日本キャタピラー合同会社
関東地区

千葉県柏市十余二３１３

雇用・労災・
健康・厚生

194,500円～
321,500円雇用期間の定めなし

年齢不問

21

医療事務 64歳以下 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

雇用・労災・
健康・厚生・
財形177,000円～

223,900円雇用期間の定めなし
省令１号

22

診療放射線技師 64歳以下 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

雇用・労災・
健康・厚生・
財形216,000円～

297,900円雇用期間の定めなし
省令１号

23

看護師
（主任・師長候補）

64歳以下 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

雇用・労災・
健康・厚生・
財形261,200円～

405,800円雇用期間の定めなし
省令１号

24

ホールスタッフ（ホテルのレ
ストラン）／沖縄県宮古島

18歳以上
株式会社　Ｔ・Ｓサービス

東京都大田区南馬込１－１５－２
サンライフ南馬込２０３号

雇用・労災・
健康・厚生

241,920円～
276,480円

雇用期間の定めあり
（4ヶ月未満） 省令２号 又は 7時00分～23時00分の

間の8時間程度

25

不動産事務（宮古支店） 39歳以下
（株）キャリア・プラン 浦添市港川２－２－３

雇用・労災・
健康・厚生

800円～800円

雇用期間の定めなし
省令３号のイ

26

賃貸住宅アドバイザー（営
業）＜宮古支店＞

39歳以下
（株）キャリア・プラン 浦添市港川２－２－３

雇用・労災・
健康・厚生

180,000円～
250,000円雇用期間の定めなし

省令３号のイ

27

言語聴覚士 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

1,200円～1,520円

雇用期間の定めなし
年齢不問

28

言語聴覚士 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

187,000円～
200,000円雇用期間の定めなし

年齢不問

29

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

30

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

31

障がい者グループホーム世話
人

不問
株式会社ビザライ

沖縄県宮古島市平良字久貝８７５
－２

雇用・労災・
健康・厚生

170,000円～
170,000円雇用期間の定めなし

年齢不問

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

1,200円～1,200円
雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上） 年齢不問

32

薬剤師 不問
くがに薬局

沖縄県宮古島市平良字下里１５５
４－１

雇用・労災

2,000円～2,500円
雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上） 年齢不問 8時30分～18時00分の間の

5時間以上

加入保険等 必要な免許資格等

34

受付・フロント係
【火～日の内の２日以上】
★★急　募★★

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

労災

850円～850円

雇用期間の定めなし
年齢不問

33

送迎バス運転手 不問



(1) 9時30分～18時30分

（就業場所 60人 ）
正社員 12090- 6657791 就業場所 沖縄県宮古島市

(1)10時00分～18時00分

(2)10時00分～20時00分

（就業場所 0人 ）

正社員以外 13010-40080491 就業場所 沖縄県宮古島市

(1)10時00分～18時00分

(2)10時00分～20時00分

（就業場所 0人 ）

正社員以外 13010-40129891 就業場所 沖縄県宮古島市

普通自動車免許ＡＴ
(1)10時00分～14時30分
(2)17時30分～22時00分

（就業場所 2人 ）
パート労働者 43030- 3617291 就業場所 沖縄県宮古島市

普通自動車免許ＡＴ
(1) 8時00分～17時00分 普通自動車免許一種
(2) 8時30分～17時30分

（就業場所 4人 ）
正社員以外 47030- 1377091 就業場所 沖縄県宮古島市

特定曜日のみ(2)(3) 診療放射線技師
(1) 9時00分～18時00分
(2) 9時00分～13時00分

（就業場所 25人 ）
パート労働者 47040-  840591 就業場所 沖縄県宮古島市

診療放射線技師
(1) 9時00分～18時00分
(2) 9時00分～13時00分

（就業場所 25人 ）
正社員 47040-  842091 就業場所 沖縄県宮古島市

変形（１年単位）
(1) 8時30分～17時30分
(2) 9時00分～18時00分

（就業場所 18人 ）
正社員以外 47040-  845991 就業場所 沖縄県宮古島市

(1)12時00分～17時00分

（就業場所 5人 ）
パート労働者 47040-  849291 就業場所 沖縄県宮古島市

変形（１年単位） 電気工事士（第１種）
(1) 9時00分～18時00分 電気工事士（第２種）

（就業場所 7人 ）
正社員 47040-  850091 就業場所 沖縄県宮古島市

(1) 8時30分～17時00分

（就業場所 20人 ）
正社員 47040-  851391 就業場所 沖縄県宮古島市

(1) 8時30分～17時00分

（就業場所 20人 ）
正社員 47040-  852691 就業場所 沖縄県宮古島市

看護師
(1) 8時00分～15時00分 准看護師

（就業場所 21人 ）
パート労働者 47040-  853991 就業場所 沖縄県宮古島市

35

スパ・セラピスト 64歳以下 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

雇用・労災・
健康・厚生・
財形180,000円～

180,000円雇用期間の定めなし
省令１号

36

宮古島市役所内における事務
補助及び電話案内業務の管理
者

不問
株式会社　アイティフォー 東京都千代田区一番町２１番地

雇用・労災・
健康・厚生

214,500円～
239,250円

雇用期間の定めあり
（4ヶ月未満） 年齢不問

37

宮古島市役所内における事務
補助及び電話案内業務オペ
レータ

不問
株式会社　アイティフォー 東京都千代田区一番町２１番地

雇用・労災・
健康・厚生

151,800円～
198,000円

雇用期間の定めあり
（4ヶ月未満） 年齢不問

38

飲食店スタッフ 不問
農事組合法人　立山農産 熊本県山鹿市蒲生１８３９番地

雇用・労災

850円～950円

雇用期間の定めなし
年齢不問

39

現場事務員
（工事現場事務所）

不問
株式会社　屋部土建 名護市港２丁目６番５号

雇用・労災・
健康・厚生

150,000円～
180,000円雇用期間の定めあり

（4ヶ月以上） 年齢不問

40

診療放射線技師 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

1,300円～1,300円

雇用期間の定めなし
年齢不問

41

診療放射線技師 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250,000円～

350,000円雇用期間の定めなし
年齢不問

雇用・労災・
健康・厚生

160,000円～
190,000円雇用期間の定めなし

年齢不問

43

42

保育補助 不問
聖ヤコブ保育園

沖縄県宮古島市平良字下里６０８
番地

雇用・労災・
健康・厚生

132,000円～
132,000円雇用期間の定めあり

（4ヶ月以上） 年齢不問

一般及び経理事務 不問 有限会社　セルリアンネッ
ト

沖縄県宮古島市平良字下里１５３
６－３　スクエアビル１－Ａ

雇用・労災

800円～800円

雇用期間の定めなし
年齢不問

47

看護師（正看又は准看）
★★急　募★★

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

44

営業・イベント企画・運営 不問
株式会社　パック

沖縄県宮古島市平良字下里５８０
－１

雇用・労災・
健康・厚生・
財形165,000円～

165,000円雇用期間の定めなし
年齢不問

46

アルミ建具建付修理 不問
株式会社　とみや商会

沖縄県宮古島市平良字荷川取３１
１

45

配送 不問
株式会社　とみや商会

沖縄県宮古島市平良字荷川取３１
１

雇用・労災

1,436円～2,942円
雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上） 年齢不問

雇用・労災・
健康・厚生・
財形165,000円～

165,000円雇用期間の定めなし
年齢不問

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

  ◎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。  

◆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 



◎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 

 

 

◆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 

６月開講【沖縄県委託訓練】   
       

      ＊訓練期間：平成３１年６月３日（月）～平成３１年８月３０日（金）【３ヶ月】 

      ＊募集期間：平成３１年４月１日（月）～平成３１年４月２３日（火） 

 

※相談締切：平成３１年４月２２日（月） 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 

『保育士プチ・セミナー』に参加しませんか？ 

  

  ✿日 程：4月24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。 


