
パソコン表計算可
パソコンワープロ可

（従業員数 82人 ）
パート労働者 47010-23398291 就業場所 沖縄県宮古島市

(1) 9時00分～14時15分
(2)11時00分～16時15分

（従業員数 21人 ）
パート労働者 47040- 2024091 就業場所 沖縄県宮古島市

交替制あり

(1) 7時00分～13時00分

（従業員数 10人 ）
パート労働者 47040- 2025391 就業場所 沖縄県宮古島市

変形（１年単位） 保育士
(1) 7時30分～16時30分
(2) 8時00分～17時00分
(3) 8時30分～17時30分

（従業員数 18人 ）
正社員以外 47040- 2026691 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～13時00分

（従業員数 19人 ）
正社員 47040- 2031191 就業場所 沖縄県宮古島市

(1)10時00分～19時00分
(2)16時00分～ 1時00分

（従業員数 10人 ）
正社員 13080-67548491 就業場所 沖縄県宮古島市

交替制あり
(1)10時00分～19時00分
(2)16時00分～ 1時00分

（従業員数 10人 ）
パート労働者 13080-67576591 就業場所 沖縄県宮古島市

パソコン表計算可
(1) 9時00分～17時45分 パソコンワープロ可

普通自動車免許ＡＴ

（従業員数 10人 ）
有期雇用派遣 47010-22786091 就業場所 沖縄県宮古島市

普通自動車免許一種
(1) 9時00分～17時00分

（従業員数 7人 ）
パート労働者 47020-12762091 就業場所 沖縄県宮古島市

普通自動車免許一種
(1) 8時00分～17時00分

（従業員数 8人 ）
正社員 47040- 1900691 就業場所 沖縄県宮古島市 厚生年金基金

簿記検定（日商３級）

（従業員数 5人 ）
パート労働者 47040- 1980591 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
ホームヘルパー２級

（従業員数 26人 ）
正社員 47040- 2014591 就業場所 沖縄県宮古島市

変形（１ヶ月単位） 保育士
(1) 7時30分～16時30分
(2) 8時30分～17時30分
(3) 9時00分～18時00分

（従業員数 25人 ）
正社員以外 47040- 2016091 就業場所 沖縄県宮古島市

変形（１ヶ月単位）
(1) 8時00分～15時00分
(2)11時30分～18時30分
(3) 8時00分～18時30分

（従業員数 28人 ）
正社員 47040- 2021291 就業場所 沖縄県宮古島市

変形（１ヶ月単位）
(1) 8時00分～15時00分
(2)11時30分～18時30分
(3) 8時00分～18時30分

（従業員数 28人 ）
正社員 47040- 2022591 就業場所 沖縄県宮古島市

必要な免許資格等

1

県立高校就職支援員【宮古総合実
業高校】一般職非常勤職員

不問
沖縄県教育委員会

沖縄県那覇市泉崎１－２－２　１
３階

労災

920円～920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ヶ月以上）
年齢不問 8時30分～17時00分の間の

4時間

2

生活支援員・作業指導員 不問 株式会社オハナ（オハナ宮
古）

沖縄県宮古島市平良字西里８６０
－１１

就業時間①

雇用・労災

850円～1,000円

雇用期間の定めなし
年齢不問

加入保険等

3

調理員【介護施設】 不問
有限会社　新正クリーンサー
ビス
ループホーム　みなみ
デイサービス　みなみ

沖縄県宮古島市平良字下里３１０
７－３６４

労災

830円～830円

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上）
年齢不問

4

保育士 不問 社会福祉法人グロリア福祉会
光の園保育園

沖縄県宮古島市平良字東仲宗根９
７－２

雇用・労災・
健康・厚生

171,200円～
171,200円雇用期間の定めあり（4ヶ月以上）

年齢不問

5

一般事務 不問
医療法人　下地診療所

沖縄県宮古島市下地字上地６３４
－１

雇用・労災・
健康・厚生

130,400円～
162,960円雇用期間の定めなし

年齢不問

6

居酒屋の調理業務ならびにマネジ
メント業務

18歳～59歳
株式会社　アートアベニュー

東京都新宿区西新宿２－４－１
新宿ＮＳビル１８階

雇用・労災・
健康・厚生

200,000円～
240,000円雇用期間の定めなし

省令２号 又は10時00分～ 1時00分
の間の8時間程度

7

居酒屋のホール・調理業務 18歳以上
株式会社　アートアベニュー

東京都新宿区西新宿２－４－１
新宿ＮＳビル１８階

雇用・労災・
健康・厚生

1,000円～1,100円

雇用期間の定めあり（4ヶ月未満）
省令２号 又は10時00分～ 1時00分

の間の8時間程度

8

倉庫・配送スタッフ
【スズケン沖縄薬品】

不問 株式会社フォーディー　沖縄
営業所

那覇市おもろまち４－１９－７
八重洲第７ビル２Ｆ

雇用・労災・
健康・厚生

124,000円～
124,000円雇用期間の定めあり（4ヶ月以上）

年齢不問

9

営業補助：パート
（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

850円～1,000円

雇用期間の定めなし
省令１号

10

ドライバー【正社員】 不問 沖縄空輸　株式会社　　宮古
島営業所

沖縄県宮古島市平良字下里２５１
１－１

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

11

パソコン経理による会計データ入
力業務・資料作成等

不問 上里道明税理士行政書士事務
所

沖縄県宮古島市平良字東仲宗根７
９４－４

雇用・労災・
健康・厚生

900円～900円

雇用期間の定めなし
年齢不問 9時30分～16時30分の間の

5時間程度

12

デイサービス介護員 不問
合同会社　ひまわり

沖縄県宮古島市伊良部字佐和田１
５０１

雇用・労災・
健康・厚生

150,000円～
150,000円雇用期間の定めなし

年齢不問 8時00分～18時00分の間の
8時間程度

13

保育士 不問 社会福祉法人　むすびの会
心愛保育園

沖縄県宮古島市平良字西里１０８
７－１

雇用・労災・
健康・厚生・
財形220,000円～

220,000円雇用期間の定めあり（4ヶ月以上）
年齢不問

14

レストラン厨房調理 不問
宮古観光開発株式会社　【エ
メラルドコーストゴルフリン
クス】

沖縄県宮古島市下地字与那覇１５
９１－１

雇用・労災・
健康・厚生

170,000円～
210,000円雇用期間の定めなし

年齢不問

15

レストラン厨房調理補助 不問
宮古観光開発株式会社　【エ
メラルドコーストゴルフリン
クス】

沖縄県宮古島市下地字与那覇１５
９１－１

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
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看護師
(1) 8時00分～17時00分 准看護師

（従業員数 9人 ）
正社員 47040- 1895391 就業場所 沖縄県宮古島市

看護師
准看護師

（従業員数 9人 ）
パート労働者 47040- 1896691 就業場所 沖縄県宮古島市

(1) 8時30分～17時00分

（従業員数 327人 ）
正社員以外 47040- 1897991 就業場所 沖縄県宮古島市

交替制あり
(1) 5時30分～11時30分

（従業員数 31人 ）
パート労働者 47040- 1898491 就業場所 沖縄県宮古島市

保育士
(1) 9時30分～18時30分

（従業員数 11人 ）
正社員以外 47040- 1893191 就業場所 沖縄県宮古島市

普通自動車免許一種
普通自動車免許ＡＴ

（従業員数 25人 ）
パート労働者 13080-66497091 就業場所 沖縄県宮古島市

(1) 8時30分～17時30分

（従業員数 32人 ）
正社員 47040- 1881791 就業場所 沖縄県宮古島市

変形（１ヶ月単位）
(1) 9時30分～18時30分
(2)10時30分～19時30分

（従業員数 12人 ）
正社員以外 47040- 1882891 就業場所 沖縄県宮古島市

(1) 8時30分～17時00分

（従業員数 6人 ）
正社員以外 47040- 1883291 就業場所 沖縄県宮古島市

(1) 8時30分～17時00分

（従業員数 6人 ）
正社員以外 47040- 1884591 就業場所 沖縄県宮古島市

(1) 9時00分～18時00分

（従業員数 47人 ）
正社員 47040- 1885191 就業場所 沖縄県宮古島市

変形（１ヶ月単位）
(1) 8時00分～17時00分

（従業員数 40人 ）
正社員 47040- 1892591 就業場所 沖縄県宮古島市

交替制あり
(1)10時45分～20時15分
(2)11時45分～21時15分
(3)10時45分～14時15分

（従業員数 9人 ）
パート労働者 47040- 1894091 就業場所 沖縄県宮古島市

交替制あり
(1) 9時30分～18時30分
(2)12時00分～21時00分

（従業員数 4人 ）
正社員以外 47040- 1878391 就業場所 沖縄県石垣市

電気工事士（第２種）
(1) 8時30分～17時15分 電気工事士（第１種）
(2)17時15分～ 8時30分

（従業員数 146人 ）
正社員以外 47040- 1873891 就業場所 沖縄県宮古島市

変形（１年単位） 自動車整備士（３級）
(1) 8時30分～17時30分

（従業員数 10人 ）
正社員 47040- 1866291 就業場所 沖縄県宮古島市

31

自動車整備士【見習い可】
★★急　募★★

不問
株式会社　宮古自動車商会 沖縄県宮古島市平良字西里８８２

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
年齢不問

30

電気士【期間業務職員】 18歳以上
国立療養所　宮古南静園 沖縄県宮古島市平良字島尻８８８

雇用・公災・
健康・厚生

157,941円～
157,941円雇用期間の定めあり（4ヶ月以上）

省令２号

29

店頭販売スタッフ
【塩屋石垣店】

不問
株式会社　パラダイスプラン

沖縄県宮古島市平良字久貝８７０
－１

雇用・労災・
健康・厚生

146,500円～
164,500円雇用期間の定めなし

年齢不問

16

デイサービス看護師
【正社員】

不問
株式会社　みらい

沖縄県宮古島市平良字下里１３５
５－２

雇用・労災・
健康・厚生

203,000円～
205,000円雇用期間の定めなし

年齢不問

17

看護業務 不問
株式会社　みらい

沖縄県宮古島市平良字下里１３５
５－２

雇用・労災

1,300円～1,300円

雇用期間の定めなし
年齢不問 8時00分～17時00分の間の

3時間以上

18

総務課業務【嘱託職員】 不問
沖縄県立　宮古病院

沖縄県宮古島市平良字下里４２７
－１

雇用・労災・
健康・厚生

152,000円～
152,000円雇用期間の定めあり（4ヶ月以上）

年齢不問

19

朝食調理 不問 先嶋産業　株式会社　【ホテ
ルサザンコースト宮古島】

沖縄県宮古島市平良字下里１０４
１－１

雇用・労災

950円～1,000円

雇用期間の定めなし
年齢不問

20

保育士 不問
はっぴい保育園

沖縄県宮古島市平良字下里１２８
０－３

雇用・労災・
健康・厚生

147,200円～
168,000円雇用期間の定めなし

年齢不問

21

ナイトフロント／宮古島／ビジネ
スホテル（６０才以上も可）

18歳以上 株式会社　ワールドリゾート
オペレーション

東京都新宿区新宿４丁目３番２３
号

雇用・労災

1,000円～1,000円

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上）
省令２号 21時00分～ 9時00分の間

の8時間

22

金銭管理事務【正社員】 不問
住宅情報センター株式会社
【アパマンショップ　宮古島
店／石垣島店】

沖縄県宮古島市平良字西里１１０
７－７

雇用・労災・
健康・厚生・
財形200,000円～

280,000円雇用期間の定めなし
年齢不問

23

店頭販売員 不問 琉球通信工事　株式会社　ド
コモショップ　みやこ島店

沖縄県宮古島市平良字西里９８１
－４

雇用・労災・
健康・厚生

147,200円～
167,900円雇用期間の定めなし

年齢不問

雇用・労災・
健康・厚生

150,000円～
150,000円雇用期間の定めあり（4ヶ月以上）

年齢不問

24

葬儀スタッフ 18歳以上
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

180,000円～
180,000円雇用期間の定めあり（4ヶ月以上）

省令２号

28

ファッション衣料販売スタッフ 不問 （株）しまむら　ファッショ
ンセンターしまむら宮古店

沖縄県宮古島市平良字西里１０１
４－１

25

葬儀スタッフ助手 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・
財形180,000円～

180,000円雇用期間の定めなし 指針第３の
２

27

就労支援員（宮古） 不問
株式会社ビザライ

沖縄県宮古島市平良字久貝８７５
－２

26

サーバ及びネットワーク等の　情
報通信技術者

40歳以下
宮古テレビ株式会社

沖縄県宮古島市平良字東仲宗根９
６８－９

雇用・労災・
健康・厚生・
財形920円～1,120円

雇用期間の定めなし
年齢不問

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

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。 
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『保育士プチ・セミナー』に参加しませんか？ 

  

  ✿日 程：8月28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。 

求職者支援セミナーのご案内  

◆◇◆ ８月・９月のセミナースケジュール ◆◇◆ 
 

 

  ＊8/21（水） 10：00～12：00  A   求職活動の進め方 

           13：30～15：30  B-2 応募書類の作成 

 

  ＊9/4（水）  10：10～12：00  B-1 自己理解・自己アピール 

           13：00～15：30  B-2 応募書類の作成 

 

  ＊9/18（水） 10：00～12：00  B-2 応募書類の作成 

           13：30～15：30  B-1 自己理解・自己アピール 

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。 

◎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 


