
普通自動車免許ＡＴ
(1) 8時30分～17時30分

（就業場所 48人 ）
正社員以外 47040- 1021091 就業場所 沖縄県宮古島市

普通自動車免許ＡＴ
(1) 8時30分～17時30分

（就業場所 48人 ）
正社員 47040- 1022391 就業場所 沖縄県宮古島市

介護事務管理士
(1) 8時30分～17時30分 介護保険事務管理士

（就業場所 43人 ）
正社員以外 47040- 1023691 就業場所 沖縄県宮古島市

(1) 8時30分～17時00分

（就業場所 327人 ）
正社員以外 47040- 1010291 就業場所 沖縄県宮古島市

(1) 8時00分～17時30分

（就業場所 2人 ）
正社員 47040- 1011591 就業場所 沖縄県宮古島市

交替制あり
(1) 7時30分～18時00分

（就業場所 32人 ）
パート労働者 47040- 1012191 就業場所 沖縄県宮古島市

交替制あり
(1) 7時30分～18時00分
(2)16時00分～ 9時00分
(3)17時00分～ 9時00分

（就業場所 32人 ）
正社員 47040- 1013091 就業場所 沖縄県宮古島市

交替制あり ホームヘルパー２級
(1) 7時30分～16時30分 介護職員初任者研修
(2) 8時00分～17時00分
(3) 9時00分～18時00分

（就業場所 16人 ）
正社員 47040- 1014391 就業場所 沖縄県宮古島市

交替制あり

（就業場所 70人 ）
正社員以外 47040- 1015691 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

（就業場所 10人 ）
正社員 47040- 1016991 就業場所 沖縄県宮古島市

ホームヘルパー２級
(1) 6時00分～15時00分 介護職員初任者研修
(2)10時30分～19時30分

（就業場所 85人 ）
正社員以外 47040- 1017491 就業場所 沖縄県宮古島市

ホームヘルパー２級
(1) 7時00分～13時00分 介護職員初任者研修
(2) 9時00分～16時00分
(3)12時30分～19時30分

（就業場所 85人 ）
パート労働者 47040- 1018791 就業場所 沖縄県宮古島市

准看護師
(1) 8時30分～17時30分

（就業場所 52人 ）
正社員以外 47040- 1000791 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

（就業場所 5人 ）
正社員 47040- 1001891 就業場所 沖縄県宮古島市

交替制あり
(1) 8時30分～13時30分
(2)15時00分～20時00分

（就業場所 16人 ）
パート労働者 47040- 1002291 就業場所 沖縄県宮古島市

（就業場所 2人 ）
パート労働者 47040- 1003591 就業場所 沖縄県宮古島市

16

塾講師
★★急　募★★

不問
進学教室　アシスト

沖縄県宮古島市平良字下里１１０
６－１（島尻ハイツ１Ｆ）

労災

1,000円～1,000円

雇用期間の定めなし
年齢不問 17時00分～22時00分の間

の3時間以上

15

レジ係 不問 株式会社ＪＡおきなわ　Ａ
コープ城辺店

沖縄県宮古島市城辺字比嘉１０４
１－１

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

14

正又は准看護師
★★急　募★★

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

170,000円～
229,500円雇用期間の定めなし

年齢不問

13

准看護師【デイサービス】
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

192,000円～
192,000円雇用期間の定めあり

（4ヶ月以上） 年齢不問

12

調理員【パート】 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

820円～820円
雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上） 年齢不問

11

調理員【フルタイム】 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

149,600円～
149,600円雇用期間の定めあり

（4ヶ月以上） 年齢不問

10

パーラー販売スタッフ
【正社員】

不問
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１７１
４－２

雇用・労災・
健康・厚生

140,800円～
140,800円雇用期間の定めなし

年齢不問

9

一般清掃　★★急　募★★ 不問 沖縄ビルメンテナンス株式会
社　宮古営業所

沖縄県宮古島市下地字与那覇９１
４　宮古島東急ホテル＆リゾーツ
内

雇用・労災・
健康・厚生

138,400円～
138,400円雇用期間の定めあり

（4ヶ月以上） 年齢不問 又は 6時00分～20時00分
の間の7時間程度

8

介護員【夜勤あり】
★★急　募★★

不問 特定非営利活動法人　和みの
里

沖縄県宮古島市伊良部字長浜２１
７番地

雇用・労災・
健康・厚生

167,500円～
210,000円雇用期間の定めなし

年齢不問

7

介護員【急募】 不問
有限会社　やすらぎ

沖縄県宮古島市伊良部字佐和田１
７２５番地の１

雇用・労災・
健康・厚生

167,500円～
220,000円雇用期間の定めなし

年齢不問

6

介護員
★★急　募★★

不問
有限会社　やすらぎ

沖縄県宮古島市伊良部字佐和田１
７２５番地の１

雇用・労災

800円～1,200円

雇用期間の定めなし
年齢不問

5

塗装工【正社員】
★★急　募★★

不問
合同会社創心リフォーム

沖縄県宮古島市平良字東仲宗根添
２５５２－１

雇用・労災・
健康・厚生

176,000円～
176,000円雇用期間の定めなし

年齢不問

4

経営課事務員
【臨時的任用職員】

不問
沖縄県立　宮古病院

沖縄県宮古島市平良字下里４２７
－１

労災・健康・
厚生

142,600円～
247,100円雇用期間の定めあり

（4ヶ月以上） 年齢不問

3

介護事務 不問
社会福祉法人　大立福祉会
【介護老人福祉施設　しもじ
長生園等】

沖縄県宮古島市下地字嘉手苅６６
０－２

雇用・労災・
健康・厚生・
財形140,800円～

158,400円雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上） 年齢不問

2

泡盛製造及び営業・配達
【正社員】

59歳以下
菊之露酒造　株式会社 宮古島市平良字西里２９０

就業時間①

雇用・労災・
健康・厚生・
財形180,000円～

230,000円雇用期間の定めなし
省令１号

加入保険等 必要な免許資格等

1

泡盛製造及び営業・配達
【契約社員】

59歳以下
菊之露酒造　株式会社 宮古島市平良字西里２９０

雇用・労災・
健康・厚生・
財形170,000円～

200,000円

No. 職種 年齢 賃金
求人者名
（求人番号）

所在地・就業場所

雇用期間の定めなし
省令１号
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交替制あり
(1) 9時00分～17時00分

（就業場所 16人 ）
パート労働者 47040- 1004191 就業場所 沖縄県宮古島市

（就業場所 7人 ）
パート労働者 47040- 1005091 就業場所 沖縄県宮古島市

変形（１ヶ月単位） 看護師
(1) 8時30分～17時30分 准看護師

（就業場所 34人 ）
正社員以外 47040- 1006391 就業場所 沖縄県宮古島市

(1)12時00分～17時00分

（就業場所 1人 ）
パート労働者 47040- 1009491 就業場所 沖縄県宮古島市

変形（１ヶ月単位） 普通自動車免許ＡＴ
(1) 8時30分～17時15分

（就業場所 1人 ）
正社員 47010-12294491 就業場所 沖縄県宮古島市

中型一種（８ｔ限定）
(1) 9時30分～17時00分 準中型一種（５トン限

普通自動車免許ＡＴ

（就業場所 0人 ）
パート労働者 27020-26386591 就業場所 沖縄県那覇市

パソコンワープロ可
(1) 9時00分～17時00分 パソコン表計算可

（就業場所 0人 ）
有期雇用派遣 47010-11845091 就業場所 沖縄県宮古島市

変形（１年単位） パソコン表計算可
(1) 9時30分～18時30分 パソコンワープロ可
(2)10時00分～19時00分

（就業場所 4人 ）
正社員 47010-11905791 就業場所 沖縄県宮古島市

(1) 9時30分～16時00分

（就業場所 8人 ）
パート労働者 47040-  997091 就業場所 沖縄県宮古島市

交替制あり
(1) 8時30分～14時00分
(2)13時30分～19時00分
(3)14時00分～19時00分

（就業場所 6人 ）
パート労働者 47040-  998391 就業場所 沖縄県宮古島市

(1) 5時00分～10時00分
(2) 6時00分～11時00分

（就業場所 11人 ）
パート労働者 47040-  999691 就業場所 沖縄県宮古島市

(1) 8時00分～17時00分

（就業場所 15人 ）
正社員 47040-  993891 就業場所 沖縄県宮古島市 厚生年金基金

交替制あり 視能訓練士
(1) 8時30分～17時30分
(2) 9時00分～18時00分
(3) 9時00分～13時00分

（就業場所 9人 ）
正社員 47040-  995591 就業場所 沖縄県宮古島市

変形（１ヶ月単位） 簿記検定（日商２級）
(1) 9時00分～18時00分 税務検定法人税法２級

（就業場所 350人 ）
正社員 47040-  988191 就業場所 沖縄県宮古島市 確定拠出年金

変形（１ヶ月単位） 簿記検定（日商２級）
(1) 9時00分～18時00分 税務検定法人税法２級

（就業場所 350人 ）
正社員 47040-  989091 就業場所 沖縄県宮古島市 確定拠出年金

交替制あり
(1)17時00分～ 0時00分
(2)16時00分～ 0時00分

（就業場所 7人 ）
正社員 47040-  992791 就業場所 沖縄県宮古島市

医療事務士
(1) 9時30分～17時00分 調剤事務管理士
(2) 9時30分～13時00分
(3) 9時30分～12時30分

（就業場所 4人 ）
パート労働者 47040-  974991 就業場所 沖縄県宮古島市

(1) 9時00分～18時00分

（就業場所 9人 ）
正社員 47040-  977891 就業場所 沖縄県宮古島市

交替制あり
(1) 8時00分～16時00分
(2)11時00分～19時00分

（就業場所 17人 ）
正社員以外 47040-  966991 就業場所 沖縄県宮古島市

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

（就業場所 8人 ）
正社員 47040-  969891 就業場所 沖縄県宮古島市

(1) 7時00分～ 9時00分

（就業場所 90人 ）

パート労働者 47040-  953591 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・
財形131,500円～

151,500円雇用期間の定めなし
年齢不問

雇用・労災・
健康・厚生

180,000円～
220,000円雇用期間の定めなし

省令３号のイ

雇用・労災

820円～820円

雇用期間の定めなし
年齢不問

28

現場管理見習い 40歳以下
株式会社　翔南建設

沖縄県宮古島市平良字下里１３１
４　共和マンション１階

27

調理及び販売員 不問
株式会社　魚幸

沖縄県宮古島市平良字荷川取３３
６－３

29

眼科検査員 不問
医療法人　明晴会　真壁眼科 宮古島市平良字西里７８７－１

26

販売・レジ
★★急　募★★

不問 有限会社大栄興産　【ワイ
ドー市場】

沖縄県宮古島市平良字松原６３８
－１

雇用・労災

800円～800円

雇用期間の定めなし
年齢不問

25

事務員　★★急　募★★ 不問
株式会社　ＫＯＣＨＩＤＥＮ

沖縄県宮古島市平良字下里４０１
－３　１階

雇用・労災

800円～800円

雇用期間の定めなし
年齢不問

24

フィットネスクラブスタッフ
（みやこ西里店）

59歳以下
株式会社　マイテレホン 浦添市伊祖１－３０－６

雇用・労災・
健康・厚生・
財形145,000円～

145,000円雇用期間の定めなし
省令１号

23

一般事務【宮古島市】 不問 （株）人材派遣センターオキ
ナワ

那覇市久茂地１丁目７番１号
（琉球リース総合ビル９Ｆ）

雇用・労災・
健康・厚生

140,000円～
140,000円雇用期間の定めあり

（4ヶ月未満） 年齢不問

22

高校訪問によるハリケンナビ
のＰＲ業務（沖縄県内）

不問
株式会社　ハリアー研究所

大阪府大阪市北区中崎西２－２－
１　東梅田八千代ビル７Ｆ

労災

900円～900円

雇用期間の定めなし
年齢不問

21

総合一般職（人事管理）
【宮古島市】

18歳～64歳
株式会社　トスネット琉球

沖縄県那覇市久茂地１丁目２番２
０号　ＯＴＶ国和プラザ２階２０
１－２号室

雇用・労災・
健康・厚生

200,000円～
250,000円雇用期間の定めなし

省令１号

20

ＰＴＡ事務 不問
宮古工業高等学校ＰＴＡ

沖縄県宮古島市平良字東仲宗根９
６８－４

雇用・労災

900円～900円
雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上） 年齢不問

19

看護師
【介護付有料老人ホーム】

不問
株式会社　和

沖縄県宮古島市平良字下里２７９
３番地１

雇用・労災・
健康・厚生・
財形200,000円～

230,000円雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上） 年齢不問

18

給油所・給油スタッフ 不問
有限会社　豊見山石油

宮古島市伊良部字長浜１４１３－
５

雇用・労災

767円～767円
雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上） 年齢不問 8時00分～19時00分の間の

2時間以上

17

移動購買車担当 不問 株式会社ＪＡおきなわ　Ａ
コープ城辺店

沖縄県宮古島市城辺字比嘉１０４
１－１

雇用・労災・
健康・厚生

800円～800円
雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上） 年齢不問

30

財務経理業務
【係長クラス】

不問
株式会社　南西楽園リゾート

沖縄県宮古島市上野字宮国７７５
－１

雇用・労災・
健康・厚生

375,000円～
400,000円雇用期間の定めなし

年齢不問

31

財務経理業務責任者
【課長クラス】

不問
株式会社　南西楽園リゾート

沖縄県宮古島市上野字宮国７７５
－１

雇用・労災・
健康・厚生

428,333円～
475,000円雇用期間の定めなし

年齢不問

32

レジスタッフ 18歳以上
株式会社　大樹 宮古島市平良字下里７７９－１

雇用・労災・
健康・厚生

153,600円～
288,000円雇用期間の定めなし

省令２号

33

医療事務【産休代替】 不問
たいら薬局

沖縄県宮古島市平良字久貝１０６
４－１０－２

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

34

事務兼配送 40歳以下
株式会社　はまもと 沖縄県宮古島市平良字下里８１２

雇用・労災・
健康・厚生

172,000円～
172,000円雇用期間の定めなし

省令３号のイ

35

品出し係 不問
沖縄県農業協同組合

沖縄県宮古島市平良字西里１４４
０－１

雇用・労災・
健康・厚生

141,960円～
145,600円雇用期間の定めあり

（4ヶ月以上） 年齢不問

36

看護助手 不問
稲村耳鼻咽喉科

沖縄県宮古島市平良字久貝６６９
－１

雇用・労災・
健康・厚生

125,000円～
125,000円雇用期間の定めなし

年齢不問

37

日常清掃員【マックスバリュ
宮古西里店】
＊２時間勤務＊

不問
宮古ビル管理　株式会社

沖縄県宮古島市平良字下里１０８
－１１平良港ターミナルビル４階

労災

762円～762円

雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上） 年齢不問
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変形（１年単位） 普通自動車免許一種
(1) 8時00分～17時00分 フォークリフト技能者

移動式クレーン運転士

（就業場所 7人 ）
正社員 47020- 6350891 就業場所 沖縄県宮古島市 厚生年金基金

普通自動車免許一種
(1) 9時00分～17時00分

（就業場所 7人 ）
パート労働者 47020- 5872791 就業場所 沖縄県宮古島市 厚生年金基金

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

38

建設機械の配送
（宮古営業所）

64歳以下
町田機工株式会社 沖縄県中城村字久場１９９１

雇用・労災・
健康・厚生・
財形220,000円～

220,000円雇用期間の定めなし
省令１号

39

清掃員【宮古営業所】 不問
町田機工株式会社 沖縄県中城村字久場１９９１

雇用・労災・
健康・厚生・
財形780円～850円

雇用期間の定めなし
年齢不問

  ◎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。 

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。 
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