
パソコン表計算可
(1) 9時30分～15時30分 パソコンワープロ可

（従業員数 3人 ）
パート労働者 47010-24130091 就業場所 沖縄県宮古島市

交替制あり 栄養士
(1) 8時00分～18時00分 普通自動車免許一種

普通自動車免許ＡＴ

（従業員数 11人 ）
正社員 47020-13171991 就業場所 沖縄県宮古島市

交替制あり
(1) 6時00分～13時00分
(2)14時00分～20時00分

（従業員数 11人 ）
パート労働者 47020-13186391 就業場所 沖縄県宮古島市

交替制あり
(1) 6時00分～13時00分
(2)14時00分～20時00分

（従業員数 30人 ）
パート労働者 47020-13188991 就業場所 沖縄県うるま市

交替制あり
(1) 5時00分～14時00分
(2) 6時00分～15時00分
(3)11時00分～20時00分

（従業員数 11人 ）
正社員 47020-13191591 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) 8時00分～10時00分 介護福祉士
(2)17時00分～18時00分 普通自動車免許一種

（従業員数 6人 ）
パート労働者 47020-13201491 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) 6時00分～ 9時00分 介護職員初任者研修
(2)18時00分～22時00分 普通自動車免許一種

（従業員数 6人 ）
パート労働者 47020-13204291 就業場所 沖縄県宮古島市

交替制あり
(1) 6時30分～14時00分
(2)11時00分～20時00分
(3)14時00分～20時00分

（従業員数 6人 ）
正社員 47040- 2063591 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

（従業員数 7人 ）
パート労働者 47040- 2064191 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 13080-70964291 就業場所 沖縄県宮古島市

普通自動車免許ＡＴ
(1) 9時00分～18時00分

（従業員数 10人 ）
正社員 47010-23901491 就業場所 沖縄県宮古島市

ホームヘルパー２級
(1) 8時00分～17時30分 介護職員初任者研修
(2) 8時00分～13時00分

（従業員数 35人 ）
正社員以外 47040- 2053791 就業場所 沖縄県宮古島市

介護支援専門員
(1) 8時30分～17時30分 看護師

社会福祉士

（従業員数 1人 ）
正社員 47040- 2054891 就業場所 沖縄県宮古島市

(1) 8時30分～17時15分

（従業員数 12人 ）
正社員以外 47040- 2055291 就業場所 沖縄県宮古島市

変形（１ヶ月単位） 調理師
(1) 8時00分～17時00分

（従業員数 20人 ）
正社員以外 47040- 2043991 就業場所 沖縄県宮古島市

15

調理スタッフ
★★急　募★★

不問
社会福祉法人　ゆいまるの会
【キッズハウスたんぽぽ保育
園】

沖縄県宮古島市平良字西里６８９
－７

雇用・労災・
健康・厚生

133,500円～
168,000円雇用期間の定めあり（4ヶ月以上）

年齢不問

14

一般事務補助員
【宮古島市農業委員会】

不問
宮古島市役所 沖縄県宮古島市平良字西里１８６

雇用・労災・
健康・厚生

130,000円～
130,000円雇用期間の定めあり（4ヶ月以上）

年齢不問

13

主任介護支援専門員 不問 公益社団法人　沖縄県看護協
会　居宅介護支援事業てぃだ

沖縄県宮古島市平良字下里１１６
５－４

雇用・労災・
健康・厚生

240,000円～
240,000円雇用期間の定めなし

年齢不問

12

デイサービス介護員 不問 有限会社ひまわり　うるまじ
ま介護保険事業部

沖縄県宮古島市平良字下里２１７
－２０

雇用・労災・
健康・厚生

144,500円～
144,500円雇用期間の定めなし

年齢不問

11

公共工事発注者支援業務 64歳以下 ティーラエンジニアリング
株式会社　那覇事務所

那覇市久茂地２丁目５番９号
　山川ビル１Ｆ

雇用・労災・
健康・厚生

300,000円～
480,000円雇用期間の定めなし

省令１号

10

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

9

ホテル内清掃員
★★急　募★★

不問 有限会社　アイランドコーラ
ル

沖縄県宮古島市平良字西里１５４

雇用・労災

800円～850円

雇用期間の定めなし
年齢不問

8

フロント＜夜勤なし＞
★★急　募★★

不問 有限会社　アイランドコーラ
ル

沖縄県宮古島市平良字西里１５４

雇用・労災・
健康・厚生

155,800円～
163,400円雇用期間の定めなし

年齢不問

7

訪問介護員（宮古ケアセン
ター）非常勤２

不問 株式会社　ケアネット徳洲会
沖縄

沖縄県うるま市みどり町５丁目１
４番７号

労災

2,000円～2,000円

雇用期間の定めあり（4ヶ月未満）
年齢不問

6

訪問介護員：非常勤【宮古】 不問 株式会社　ケアネット徳洲会
沖縄

沖縄県うるま市みどり町５丁目１
４番７号

労災

1,114円～1,659円

雇用期間の定めあり（4ヶ月未満）
年齢不問

5

調理・盛り付け【正社員】 59歳以下
いきいき快適生活株式会社
いきいきセントラルキッチン
具志川

沖縄県うるま市字天願１９８３
具志川厚生園内

雇用・労災・
健康・厚生

160,000円～
180,000円雇用期間の定めなし

省令１号

4

調理・盛り付け 不問
いきいき快適生活株式会社
いきいきセントラルキッチン
具志川

沖縄県うるま市字天願１９８３
具志川厚生園内

雇用・労災・
健康・厚生

850円～1,050円

雇用期間の定めなし
年齢不問

3

調理・盛り付け 不問
いきいき快適生活株式会社
いきいきセントラルキッチン
具志川

沖縄県うるま市字天願１９８３
具志川厚生園内

雇用・労災・
健康・厚生

950円～1,050円

雇用期間の定めなし
年齢不問

2

栄養士 59歳以下
いきいき快適生活株式会社
いきいきセントラルキッチン
具志川

沖縄県うるま市字天願１９８３
具志川厚生園内

就業時間①

雇用・労災・
健康・厚生

190,000円～
210,000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

一般事務（宮古島営業所） 不問
株式会社ミヤギパッケージ 豊見城市字豊崎３－３０

雇用・労災

800円～1,000円

No. 職種 年齢 賃金
求人者名
（求人番号）

所在地・就業場所

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上）
年齢不問
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(1) 9時00分～18時00分

（従業員数 10人 ）
正社員 47040- 2044491 就業場所 沖縄県宮古島市

変形（１ヶ月単位）

（従業員数 50人 ）
パート労働者 47040- 2045791 就業場所 沖縄県宮古島市

交替制あり 歯科衛生士
(1) 9時00分～19時00分
(2)13時30分～19時00分

（従業員数 7人 ）
正社員 47040- 2046891 就業場所 沖縄県宮古島市

交替制あり
(1) 9時30分～18時15分
(2)10時30分～19時15分

（従業員数 3人 ）
正社員以外 47040- 2047291 就業場所 沖縄県宮古島市

司書
(1) 8時15分～16時45分

（従業員数 1人 ）

正社員以外 47040- 2048591 就業場所 沖縄県宮古島市

（従業員数 12人 ）
パート労働者 47040- 2049191 就業場所 沖縄県宮古島市

交替制あり
(1) 9時00分～13時00分
(2)13時00分～17時00分

（従業員数 3人 ）
パート労働者 47040- 2050691 就業場所 沖縄県宮古島市

(1) 8時30分～17時30分

（従業員数 3人 ）
正社員 47040- 2051991 就業場所 沖縄県宮古島市

(1) 8時30分～17時30分

（従業員数 3人 ）
正社員 47040- 2052491 就業場所 沖縄県宮古島市

(1) 8時30分～17時15分

（従業員数 49人 ）
パート労働者 47040- 2032091 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- 2033391 就業場所 沖縄県宮古島市

看護師
(1) 8時30分～17時30分

（従業員数 6人 ）
正社員以外 47040- 2036491 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

（従業員数 8人 ）
正社員 47040- 2037791 就業場所 沖縄県宮古島市

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

（従業員数 8人 ）
正社員 47040- 2038891 就業場所 沖縄県宮古島市

(1)23時00分～ 1時00分

（従業員数 10人 ）
パート労働者 47040- 2039291 就業場所 沖縄県宮古島市

医療事務士
(1) 8時30分～17時30分
(2) 8時30分～12時30分

（従業員数 220人 ）
正社員以外 47040- 2042691 就業場所 沖縄県宮古島市

(1)14時00分～20時00分

（従業員数 20人 ）
パート労働者 47040- 1886091 就業場所 沖縄県宮古島市

(1)16時00分～22時00分

（従業員数 20人 ）
パート労働者 47040- 1888691 就業場所 沖縄県宮古島市

(1) 9時00分～14時00分

（従業員数 20人 ）
パート労働者 47040- 1889991 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)13時00分～18時00分
(3)10時00分～15時00分

（従業員数 20人 ）
パート労働者 47040- 1890891 就業場所 沖縄県宮古島市

ホームヘルパー２級
介護職員初任者研修

（従業員数 5人 ）
パート労働者 47040- 1891291 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161,064円～

161,064円雇用期間の定めあり（4ヶ月未満）
年齢不問

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

雇用・労災・
健康・厚生

130,000円～
130,000円雇用期間の定めなし

年齢不問

30

クリーンスタッフ
【深夜帯・２時間勤務】

18歳以上
株式会社　ピータイムツー

沖縄県宮古島市平良字下里９５８
－１

29

医療事務 不問
稲村耳鼻咽喉科

沖縄県宮古島市平良字久貝６６９
－１

31

外来受付及び医療事務 不問 医療法人祐真会　宮古島リハ
ビリ温泉病院

沖縄県宮古島市平良字東仲宗根添
１８９８－７

28

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

27

訪問看護（正看護師） 不問
公益社団法人　沖縄県看護協
会
訪問看護ステーションみやこ

沖縄県宮古島市平良字下里１１６
５－４

雇用・労災・
健康・厚生

240,000円～
240,000円雇用期間の定めあり（4ヶ月以上）

年齢不問

26

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189,000円～

189,000円雇用期間の定めあり（4ヶ月以上）
年齢不問

25

非常勤職員【事務補助】 不問
沖縄県宮古土木事務所

沖縄県宮古島市平良字西里１１２
５（３Ｆ）

雇用・労災・
健康・厚生

920円～920円

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上）
年齢不問

24

ルート営業及び配送 不問
株式会社　黒島商研

沖縄県宮古島市平良字東仲宗根３
４１－２

雇用・労災・
健康・厚生

170,000円～
280,000円雇用期間の定めなし

年齢不問

23

事務及び商品管理 不問
株式会社　黒島商研

沖縄県宮古島市平良字東仲宗根３
４１－２

雇用・労災・
健康・厚生

160,000円～
240,000円雇用期間の定めなし

年齢不問

22

一般事務 不問
株式会社　黒島商研

沖縄県宮古島市平良字東仲宗根３
４１－２

雇用・労災

800円～1,000円

雇用期間の定めなし
年齢不問 又は 8時30分～17時30分

の間の6時間

21

清掃員　★★急　募★★ 不問
リヴプラス　株式会社

沖縄県宮古島市平良字下里７５１
－３　グリーンヒルズ１Ｆ

雇用・労災

900円～900円

雇用期間の定めなし
年齢不問 9時00分～17時00分の間の

5時間以上

20

学校図書館司書補助
【平良中学校】＊休業代替＊
★★急　募★★

不問
宮古島市教育委員会

沖縄県宮古島市城辺字福里６００
番地１

雇用・公災・
健康・厚生

130,000円～
130,000円

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上）
年齢不問

19

事務補助【城辺図書館】
★★急　募★★

不問
宮古島市教育委員会

沖縄県宮古島市城辺字福里６００
番地１

雇用・公災・
健康・厚生

130,000円～
130,000円雇用期間の定めあり（4ヶ月以上）

年齢不問

18

歯科衛生士 不問 医療法人アマカ会　あだん歯
科クリニック

沖縄県宮古島市平良字久貝６５４
－３６

雇用・労災・
健康・厚生

140,000円～
190,000円雇用期間の定めなし

年齢不問

17

洗い場スタッフ
★★急　募★★

不問

森トラストホテルズ＆リゾー
ツ株式会社
【イラフＳＵＩラグジュア
リーコレクションホテル沖縄
宮古】

沖縄県宮古島市伊良部字伊良部８
１８－５

労災

900円～1,000円

雇用期間の定めあり（4ヶ月未満）
年齢不問 7時00分～23時00分の間の

4時間以上

16

配管工事、器具取付工事、メー
ター検針

不問
有限会社　宮古マルヰ 宮古島市平良字西里８０６

雇用・労災・
健康・厚生・
財形170,000円～

200,000円雇用期間の定めなし
年齢不問

32

レジ係【１４～２０時】 不問
株式会社宮古酒類販売

沖縄県宮古島市平良字東仲宗根８
８０

雇用・労災

800円～880円

雇用期間の定めなし
年齢不問

33

配送スタッフ 不問
株式会社宮古酒類販売

沖縄県宮古島市平良字東仲宗根８
８０

雇用・労災

900円～1,000円

雇用期間の定めなし
年齢不問

34

レジ係【９～１４時】 不問
株式会社宮古酒類販売

沖縄県宮古島市平良字東仲宗根８
８０

雇用・労災

800円～880円

雇用期間の定めなし
年齢不問

35

惣菜及び弁当製造 不問
株式会社宮古酒類販売

沖縄県宮古島市平良字東仲宗根８
８０

雇用・労災

800円～880円

雇用期間の定めなし
年齢不問

36

訪問介護 不問
株式会社　はやぶさ

沖縄県宮古島市平良字東仲宗根３
４３　１Ｆ北側1,200円～1,300円

雇用期間の定めなし
年齢不問 8時00分～19時00分の間の

2時間以上



  ◎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。 

『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。 

 《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 


