
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

（従業員数 2人 ）
パート労働者 47010-22364291 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

（従業員数 2人 ）
正社員 47010-22366191 就業場所 沖縄県宮古島市

交替制あり
(1) 5時30分～14時30分
(2)10時00分～19時00分

（従業員数 5人 ）
正社員以外 47010-22392091 就業場所 沖縄県宮古島市

普通自動車免許ＡＴ
(1) 7時30分～16時30分

（従業員数 0人 ）
正社員以外 47010-22217791 就業場所 沖縄県宮古島市

変形（１年単位） 普通自動車免許一種
(1) 9時00分～18時00分 普通自動車免許ＡＴ

（従業員数 5人 ）
正社員以外 47010-22137791 就業場所 沖縄県宮古島市 厚生年金基金

変形（１ヶ月単位） 普通自動車免許ＡＴ
(1)10時00分～19時00分 普通自動車免許一種

（従業員数 5人 ）
正社員 47020-12303691 就業場所 沖縄県宮古島市

交替制あり 普通自動車免許一種
(1)10時00分～19時00分

（従業員数 6人 ）
パート労働者 47020-12304991 就業場所 沖縄県宮古島市

測量士
(1) 8時30分～17時30分 測量士補

（従業員数 13人 ）
正社員 47040- 1879691 就業場所 沖縄県宮古島市

(1) 8時30分～17時30分

（従業員数 4人 ）
正社員 47040- 1880491 就業場所 沖縄県宮古島市

(1) 8時30分～17時30分

（従業員数 13人 ）
正社員 47040- 1867591 就業場所 沖縄県宮古島市

変形（１年単位）
(1) 5時30分～14時30分
(2) 8時30分～17時30分
(3)10時30分～19時30分

（従業員数 27人 ）
正社員以外 47040- 1868191 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30分
(2) 8時30分～12時30分

（従業員数 27人 ）
正社員以外 47040- 1869091 就業場所 沖縄県宮古島市

交替制あり
(1) 3時00分～ 7時30分
(2)23時00分～ 7時30分
(3) 7時30分～23時00分

（従業員数 30人 ）
パート労働者 47040- 1871491 就業場所 沖縄県宮古島市

交替制あり
(1) 7時30分～16時00分
(2)12時00分～21時00分
(3)16時00分～21時00分

（従業員数 30人 ）
正社員 47040- 1872791 就業場所 沖縄県宮古島市

(1) 9時00分～18時00分

（従業員数 3人 ）
正社員 47040- 1874291 就業場所 沖縄県宮古島市

15

現場管理補助及び軽作業 不問
株式会社　ひらよし建設

沖縄県宮古島市平良字西里９５４
－１０

雇用・労災・
健康・厚生

168,000円～
400,000円雇用期間の定めなし

年齢不問

14

フロント 不問
株式会社　ホテル共和

沖縄県宮古島市平良字西里　７番
地

雇用・労災・
健康・厚生

134,550円～
155,250円雇用期間の定めなし

年齢不問

13

フロント 18歳以上
株式会社　ホテル共和

沖縄県宮古島市平良字西里　７番
地

雇用・労災

780円～850円

雇用期間の定めなし
省令２号

12

一般事務員【宮古の里】
★★急　募★★

不問
更竹流通有限会社

沖縄県宮古島市平良字東仲宗根添
１８９８－１９

雇用・労災・
健康・厚生

155,800円～
155,800円雇用期間の定めあり（4ヶ月未

満） 年齢不問

11

調理員　★★急　募★★ 不問
更竹流通有限会社

沖縄県宮古島市平良字東仲宗根添
１８９８－１９

雇用・労災・
健康・厚生

165,800円～
165,800円雇用期間の定めあり（4ヶ月未

満） 年齢不問

10

通所リハビリスタッフ 不問 医療法人　下地診療所　通所
リハビリセンター

沖縄県宮古島市下地字上地６３４
－９０

雇用・労災・
健康・厚生

143,500円～
165,000円雇用期間の定めなし

年齢不問

9

営　　業
★★急　募★★

不問
有限会社　ともり事務用品社

沖縄県宮古島市城辺字福里５６２
－１

雇用・労災・
健康・厚生・
財形130,000円～

180,000円雇用期間の定めなし
年齢不問

8

測量助手・磁気探査助手
【正社員】

不問 株式会社　新生建設コンサル
タント

沖縄県宮古島市平良字東仲宗根６
３９－４

雇用・労災・
健康・厚生

200,000円～
230,000円雇用期間の定めなし

年齢不問

7

販売員（宮古店）パート 64歳以下
株式会社　メガネ一番 沖縄県沖縄市中央４丁目１０－８

雇用・労災・
健康・厚生・
財形800円～800円

雇用期間の定めなし
省令１号

6

販売員（宮古店） 39歳以下
株式会社　メガネ一番 沖縄県沖縄市中央４丁目１０－８

雇用・労災・
健康・厚生・
財形152,000円～

182,000円雇用期間の定めなし
省令３号のイ

5

配達兼商品入出庫
（宮古営業所）

不問
株式会社　南海部品商会 豊見城市字名嘉地３４８

雇用・労災・
健康・厚生

140,250円～
140,250円雇用期間の定めあり（4ヶ月以

上） 年齢不問

4

ドライバー補助（宮古島市） 不問 日本通運（株）沖縄警送事業
所

浦添市伊奈武瀬１丁目７番１３号

雇用・労災・
健康・厚生

168,000円～
168,000円雇用期間の定めあり（4ヶ月以

上） 年齢不問

就業時間①

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１号

3

調理員（青潮園／宮古島市） 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

146,880円～
155,200円雇用期間の定めなし

年齢不問

加入保険等 必要な免許資格

1

不動産事務（宮古支店） 59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

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

2

賃貸住宅アドバイザー（営業）
＜宮古支店＞

59歳以下
（株）キャリア・プラン 浦添市港川２－２－３
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建築士（１級）
(1) 9時00分～18時00分 建築士（２級）

（従業員数 3人 ）
正社員 47040- 1875591 就業場所 沖縄県宮古島市

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）

管工事施工技士２級

（従業員数 3人 ）
正社員 47040- 1876191 就業場所 沖縄県宮古島市

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）

管工事施工技士２級

（従業員数 3人 ）
正社員 47040- 1877091 就業場所 沖縄県宮古島市

変形（１年単位） 簿記検定（日商３級）
(1) 8時30分～17時30分

（従業員数 140人 ）
正社員以外 47040- 1865891 就業場所 沖縄県宮古島市

普通自動車免許一種
(1) 8時15分～17時15分

（従業員数 16人 ）
正社員以外 13080-65605191 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 看護師
(2) 8時00分～17時00分 准看護師
(3) 8時30分～17時30分

（従業員数 22人 ）
正社員以外 47040- 1858291 就業場所 沖縄県宮古島市

(1) 9時00分～17時15分

（従業員数 1人 ）
パート労働者 47040- 1859591 就業場所 沖縄県宮古島市

変形（１ヶ月単位） 介護職員初任者研修
(1) 8時00分～17時30分
(2) 8時30分～18時00分
(3)16時00分～ 9時00分

（従業員数 30人 ）
正社員 47040- 1860391 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) 6時30分～15時30分 ホームヘルパー２級
(2) 7時30分～16時30分
(3) 8時30分～17時30分

（従業員数 77人 ）
正社員以外 47040- 1861691 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)10時00分～19時00分

（従業員数 77人 ）
正社員以外 47040- 1862991 就業場所 沖縄県宮古島市

(1) 9時00分～16時00分

（従業員数 12人 ）
パート労働者 40010-56247291 就業場所 沖縄県石垣市

(1) 8時30分～17時30分

（従業員数 13人 ）
正社員以外 47040- 1855491 就業場所 沖縄県宮古島市

(1)19時30分～22時00分

（従業員数 3人 ）
パート労働者 47040- 1856791 就業場所 沖縄県宮古島市

(1) 8時30分～17時30分

（従業員数 9人 ）
正社員以外 47040- 1857891 就業場所 沖縄県宮古島市

(1) 9時00分～17時30分

（就業場所 3人 ）
正社員 47040- 1848791 就業場所 沖縄県宮古島市

雇用・労災

210,000円～
270,000円雇用期間の定めなし

省令３号のイ

雇用・労災・
健康・厚生

135,000円～
150,000円雇用期間の定めあり（4ヶ月以

上） 年齢不問

労災

1,500円～2,500円

雇用期間の定めなし
年齢不問

29

調理員 不問 一般社団法人　ゆめの子保育
園

沖縄県宮古島市平良字下里１１７
５－８

28

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）

30

包装資材の営業・配達 45歳以下
宮古みつわ 沖縄県宮古島市平良字下里７９

27

一般事務【産休代替】
　★★急　募★★

不問 株式会社　新生建設コンサル
タント

沖縄県宮古島市平良字東仲宗根６
３９－４

雇用・労災・
健康・厚生

131,200円～
131,200円雇用期間の定めあり（4ヶ月以

上） 年齢不問

26

医療事務（上地薬局いしがき
店）／石垣市

不問 株式会社　アインファーマ
シーズ　九州支店

福岡県福岡市博多区博多駅前２丁
目２－１　福岡センタービル１１
階

雇用・労災・
健康・厚生

850円～850円
雇用期間の定めあり（4ヶ月以
上） 年齢不問

25

正・准看護師
★★急　募★★

不問 社会福祉法人　栄寿の会
【栄寿園】

沖縄県宮古島市平良字下里２６６
２

雇用・労災・
健康・厚生

160,000円～
220,000円雇用期間の定めあり（4ヶ月未

満） 年齢不問

24

介護職員 不問 社会福祉法人　栄寿の会
【栄寿園】

沖縄県宮古島市平良字下里２６６
２

雇用・労災・
健康・厚生

137,600円～
154,800円雇用期間の定めあり（4ヶ月未

満） 年齢不問

23

介護員
（ケアハウスいけむら）

不問
社会福祉法人　ムサアザ福祉
会　【ふれあいの里／ケアハ
ウスいけむら／いけむら保育
園】

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

160,000円～
170,000円雇用期間の定めなし

年齢不問

22

社会保険労務士業務補助 不問
社会保険労務士　奥平事務所

沖縄県宮古島市平良字下里６７５
－１

雇用・労災

800円～800円

雇用期間の定めなし
年齢不問

21

保育士 不問 社会福祉法人　真太陽会　あ
さひっ子保育園

沖縄県宮古島市平良字東仲宗根７
６２

雇用・労災・
健康・厚生

180,000円～
180,000円雇用期間の定めなし

年齢不問

20

一般事務／平良年金事務所
【特定業務契約職員】

不問
日本年金機構

東京都杉並区高井戸西３丁目５番
２４号

雇用・労災・
健康・厚生

151,200円～
151,200円雇用期間の定めあり（4ヶ月以

上） 年齢不問

19

経理総務事務【嘱託】 不問
下地島空港施設　株式会社 宮古島市伊良部字佐和田１７２７

雇用・労災・
健康・厚生

162,000円～
165,000円雇用期間の定めあり（4ヶ月以

上） 年齢不問

18

内装工・型枠大工【見習い可】 不問
株式会社　ひらよし建設

沖縄県宮古島市平良字西里９５４
－１０

雇用・労災・
健康・厚生

168,000円～
300,000円雇用期間の定めなし

年齢不問

就業時間① 加入保険等

雇用・労災・
健康・厚生

168,000円～
300,000円雇用期間の定めなし

年齢不問

17

電気工・配管工【見習い可】 不問
株式会社　ひらよし建設

沖縄県宮古島市平良字西里９５４
－１０

雇用・労災・
健康・厚生

168,000円～
350,000円雇用期間の定めなし

年齢不問

16

建築設計【見習い可】 不問
株式会社　ひらよし建設

沖縄県宮古島市平良字西里９５４
－１０

No. 職種 年齢 賃金
求人者名
（求人番号）

所在地・就業場所 必要な免許資格

  ◎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。 

 《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 

◎インターネットでのハローワークの求人情報閲覧は・・・ 

 

 

 

で 検索 ください♪ 

 検索ワード 

 


