
フレックス 普通自動車免許一種
(1) 8時00分～17時00分
(2)10時00分～15時00分

（従業員数 0人 ）
正社員 47020-14976591 就業場所 沖縄県宮古島市

(1)15時00分～18時00分
(2)15時00分～16時30分
(3)16時15分～18時00分

（従業員数 18人 ）
パート労働者 47040- 2342891 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～18時00分 普通自動車免許ＡＴ
(2) 7時00分～16時00分
(3)12時00分～21時00分

（従業員数 0人 ）
正社員 13010-15536192 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) 8時15分～17時15分
(3) 8時30分～17時30分

（従業員数 16人 ）
正社員 47040- 2338391 就業場所 沖縄県宮古島市

(1) 8時30分～17時15分

（従業員数 29人 ）
パート労働者 47040- 2339691 就業場所 沖縄県宮古島市

(1) 8時30分～17時15分

（従業員数 29人 ）
パート労働者 47040- 2340491 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 18人 ）
正社員以外 47040- 2341791 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）

（従業員数 7人 ）
正社員 47040- 2333891 就業場所 沖縄県宮古島市

自動車整備士（２級）
(1) 8時30分～18時00分 自動車整備士（３級）

（従業員数 3人 ）
正社員 47040- 2334291 就業場所 沖縄県宮古島市

自動車整備士（２級）
(1) 8時30分～18時00分 自動車整備士（３級）

（従業員数 3人 ）
正社員 47040- 2335591 就業場所 沖縄県宮古島市

(1) 9時30分～19時00分

（従業員数 32人 ）
正社員 47040- 2336191 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 13080-80463691 就業場所 沖縄県宮古島市

（従業員数 11人 ）
パート労働者 13080-80518091 就業場所 沖縄県宮古島市

(1)10時00分～15時00分
(2)18時00分～ 0時00分

（従業員数 10人 ）
パート労働者 13080-80532191 就業場所 沖縄県宮古島市

電気通信技術者１種
(1) 8時30分～17時30分 電気通信技術者２種

電気工事士（第２種）

（従業員数 2人 ）
正社員 47040- 2329091 就業場所 沖縄県宮古島市

165,000円～
198,000円雇用期間の定めなし

年齢不問

労災

1,000円～1,000円

雇用期間の定めあり（4ヶ月未満）
年齢不問

15

携帯基地局保守作業員 不問
コネクトエンジニア

沖縄県宮古島市平良字西里１１１
５－６　中央アパート１０１

14

居酒屋のホールスタッフ／宮古島／
週２日～ＯＫ

不問
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

13

ステーキハウスのホールスタッフ／
宮古島／週２日～ＯＫ

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

労災

1,000円～1,000円

雇用期間の定めあり（4ヶ月未満）
省令２号 18時00分～ 2時00分の間

の6時間以上

12

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

11

民間アパート管理業務【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250,000円～

330,000円雇用期間の定めなし
年齢不問

10

板金塗装工および自動車整備士
【経験・資格要】　★急　募★

不問
カーショップ　ＫＥＮ

沖縄県宮古島市平良字東仲宗根７
８２－６

雇用・労災・
健康・厚生

250,000円～
300,000円雇用期間の定めなし

年齢不問

9

板金塗装工および自動車整備士
【見習い可】　★急　募★

不問
カーショップ　ＫＥＮ

沖縄県宮古島市平良字東仲宗根７
８２－６

雇用・労災・
健康・厚生

150,000円～
300,000円雇用期間の定めなし

年齢不問

8

イベント企画・運営・営業 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

160,000円～
190,000円雇用期間の定めなし

年齢不問

7

事務補助
【未来創造センター図書館】

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

6

研究補助【さとうきび】
＊＊月１６日勤務＊＊

不問
沖縄県農業研究センター　宮古島支所

沖縄県宮古島市平良字西里２０７
１－４０

雇用・労災・
健康・厚生

1,120円～1,120円

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上）
年齢不問

5

研究補助【さとうきび】
＊１１／１任用・週５日勤務＊

不問
沖縄県農業研究センター　宮古島支所

沖縄県宮古島市平良字西里２０７
１－４０

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

4

介護職【夜勤あり】
＊グループホーム来間＊

不問
下地診療所合同会社

沖縄県宮古島市下地字上地６３４
－１

雇用・労災・
健康・厚生

153,210円～
180,000円雇用期間の定めなし

年齢不問

3

宿泊施設での接客接遇・施設管理／
施設名；ｉｌｏｖｅ３８５

44歳以下 株式会社　ヒューマントラストキャピ
タル

東京都千代田区丸の内一丁目６番
５号

健康・厚生

201,000円～
254,000円雇用期間の定めなし

省令３号のイ 又は 7時00分～21時00分
の間の8時間以上

2

水泳指導員【子ども対象】 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

就業時間①

労災

900円～900円

雇用期間の定めなし
年齢不問

加入保険等 必要な免許資格等

1

建設機械等の入出庫点検等 59歳以下
株式会社　開成

沖縄県宜野湾市大山７丁目１番８
号

雇用・労災・
健康・厚生・
財形140,000円～

160,000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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普通自動車免許一種
(1) 8時00分～17時00分 準中型自動車免許

（従業員数 32人 ）
正社員以外 47040- 2330991 就業場所 沖縄県宮古島市

(1) 8時00分～17時30分

（従業員数 27人 ）
正社員以外 47040- 2325891 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)14時00分～19時00分
(3)14時00分～20時00分

（従業員数 6人 ）
パート労働者 47040- 2314991 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) 8時00分～17時00分

（従業員数 7人 ）
正社員 47020-14151591 就業場所 沖縄県宮古島市 厚生年金基金

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
(2) 9時00分～18時00分 小型移動式クレーン

（従業員数 7人 ）
正社員 47020-14161091 就業場所 沖縄県宮古島市 厚生年金基金

変形（１年単位） 簿記検定（全経３級）
(1) 8時00分～17時00分 簿記検定（全商３級）

普通自動車免許一種

（従業員数 8人 ）
正社員 47020-14164991 就業場所 沖縄県宮古島市 厚生年金基金

簿記検定（全経３級）
(1) 9時00分～17時00分 簿記検定（全商３級）

普通自動車免許一種

（従業員数 8人 ）
パート労働者 47020-14167891 就業場所 沖縄県宮古島市 厚生年金基金

(1) 0時00分～23時59分

（従業員数 1人 ）
有期派遣パート 47020-14193291 就業場所 沖縄県宮古島市

就業時間① 加入保険等

雇用・労災・
健康・厚生

207,000円～
207,000円雇用期間の定めあり（4ヶ月以上）

年齢不問

16

クリーニング配送ドライバー 不問
沖縄綿久寝具株式会社　宮古営業所

沖縄県宮古島市平良字荷川取２５
９－１

No. 職種 年齢 賃金
求人者名
（求人番号）

所在地・就業場所

17

現場作業員 59歳以下
宮古森林組合

沖縄県宮古島市平良字東仲宗根９
６８－３

雇用・労災・
健康・厚生

175,000円～
175,000円雇用期間の定めなし

省令１号

18

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

820円～860円

雇用期間の定めなし
年齢不問

19

営業（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250,000円～

270,000円雇用期間の定めなし
省令１号

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160,000円～

160,000円雇用期間の定めなし
省令１号

20

レンタル商品（建設機械）受付
及び手配係【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230,000円～

230,000円雇用期間の定めなし
省令１号

必要な免許資格等

23

レジスタッフ【宮古島市】 不問
株式会社　アソシエ

沖縄県宜野湾市大謝名１丁目１番
３号

雇用・労災・
健康・厚生

1,100円～1,100円

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上）
年齢不問

22

経理事務（宮古営業所）
パート

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800円～1,000円

雇用期間の定めなし
省令１号

21

経理事務（宮古営業所） 64歳以下

  ◎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。 

１１月開講【求職者支援訓練】   
       

      ＊訓練期間：令和元年１１月１２日（火）～令和２年３月１１日（水）【４ヶ月】 

      ＊募集期間：令和元年９月１２日（木）～令和元年１０月８日（火） 

 

※相談締切：令和元年１０月７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。 

◎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 

 

 
 《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 


