
(1) 8時30分～17時15分

（従業員数 99人 ）
パート労働者 47040- 2508691 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) 9時30分～18時30分

（従業員数 16人 ）

正社員 47040- 2515391 就業場所 沖縄県宮古島市

変形（１年単位）
(1) 8時00分～17時00分

（従業員数 1人 ）
正社員以外 47040- 2521191 就業場所 沖縄県宮古島市

(1) 8時00分～17時00分

（従業員数 2人 ）
正社員 47040- 2504591 就業場所 沖縄県宮古島市

（従業員数 2人 ）
パート労働者 47040- 2505191 就業場所 沖縄県宮古島市

調理師
(1)13時00分～16時00分 栄養士

（従業員数 9人 ）
パート労働者 47040- 2506091 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
(2)10時00分～19時00分

（従業員数 6人 ）
正社員 47040- 2507391 就業場所 沖縄県宮古島市

(1)15時00分～22時00分

（従業員数 6人 ）
正社員以外 47040- 2490191 就業場所 沖縄県宮古島市

(1) 8時30分～17時30分

（従業員数 49人 ）
正社員以外 47040- 2491091 就業場所 沖縄県宮古島市

(1) 8時30分～17時30分

（従業員数 49人 ）
正社員以外 47040- 2492391 就業場所 沖縄県宮古島市

（従業員数 13人 ）
パート労働者 47040- 2497891 就業場所 沖縄県宮古島市

(1)14時30分～17時30分
(2) 9時00分～13時00分

（従業員数 8人 ）
パート労働者 47040- 2498291 就業場所 沖縄県宮古島市

変形（１ヶ月単位）

(1) 7時00分～14時00分

(2)11時30分～18時30分

(3) 7時30分～18時30分

（従業員数 28人 ）

正社員 47040- 2499591 就業場所 沖縄県宮古島市

(1) 8時30分～17時00分

（従業員数 20人 ）
正社員 47040- 2405891 就業場所 沖縄県宮古島市

アーク溶接技能者（基本級）
(1) 8時30分～17時00分

（従業員数 20人 ）
正社員 47040- 2406291 就業場所 沖縄県宮古島市

(1) 8時30分～17時00分
(2) 8時30分～12時00分

（従業員数 6人 ）
正社員以外 47040- 2445991 就業場所 沖縄県宮古島市

(1) 9時00分～13時30分

(2)13時00分～17時30分

（従業員数 0人 ）

パート労働者 47040- 2463791 就業場所 沖縄県宮古島市

必要な免許資格等

1

非常勤職員【事務補助】
＊農業改良普及課・産休代替＊

不問
沖縄県宮古農林水産振興センター

沖縄県宮古島市平良字西里１１２
５番地

雇用・労災・
健康・厚生

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ヶ月未満）
年齢不問

2

保育士 不問 社会福祉法人　未来福祉会
【みく保育園】

沖縄県宮古島市平良字東仲宗根６
７０

就業時間①

雇用・労災・
健康・厚生

176,700円～
191,700円雇用期間の定めなし

年齢不問

加入保険等

3

農業（トマト栽培等） 不問 株式会社　パニパニファームキャ
ステム

沖縄県宮古島市平良字下里２０４
９－９

雇用・労災・
健康・厚生

192,000円～
240,000円雇用期間の定めあり（4ヶ月未満）

年齢不問

4

農作業全般 不問
ブルーファーム 沖縄県宮古島市城辺字新城８０５

雇用・労災

170,000円～
190,000円雇用期間の定めなし

年齢不問

5

農作業全般 不問
ブルーファーム 沖縄県宮古島市城辺字新城８０５

労災

850円～850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4
時間以上

6

調理補助【有資格者】 不問 社会福祉法人　中日会　小規模保
育事業　保育ルーム下里

沖縄県宮古島市平良字下里７５１
－１

雇用・労災

900円～1,100円
雇用期間の定めなし

年齢不問

7

金物、工具の販売 35歳以下
有限会社　砂川金物

沖縄県宮古島市平良字西仲宗根１
５７４－１４

雇用・労災・
健康・厚生

153,600円～
192,000円雇用期間の定めなし

省令３号のイ

8

アパートメントタイプホテルの運営管理
【６時間勤務／日】

18歳以上
株式会社　あまひさ

沖縄県宮古島市平良字久貝６４９
－７

雇用・労災・
健康・厚生

130,000円～
150,000円雇用期間の定めなし

省令２号

9

事務 不問
宮古港運　株式会社

沖縄県宮古島市平良字西里１３－
４

雇用・労災・
健康・厚生

165,600円～
165,600円雇用期間の定めあり（4ヶ月以上）

年齢不問

10

運転手（配達員） 不問
宮古港運　株式会社

沖縄県宮古島市平良字西里１３－
４

雇用・労災・
健康・厚生

165,600円～
165,600円雇用期間の定めあり（4ヶ月以上）

年齢不問

11

ホールスタッフ及び調理補助 不問
株式会社宮古島海業管理センター

沖縄県宮古島市平良字狩俣２５１
１－１

雇用・労災

850円～850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4
時間以上

12

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

900円～900円
雇用期間の定めなし

年齢不問

13

ゴルフ場フロント 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

14

アルミ建具建付修理 不問
株式会社　とみや商会

沖縄県宮古島市平良字荷川取３１
１

雇用・労災・
健康・厚生・
財形170,000円～

170,000円雇用期間の定めなし
年齢不問

15

配送 不問
株式会社　とみや商会

沖縄県宮古島市平良字荷川取３１
１

雇用・労災・
健康・厚生・
財形170,000円～

170,000円雇用期間の定めなし
年齢不問

16

一般事務
【ＪＡおきなわ葬祭センター】

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

141,100円～
141,100円雇用期間の定めあり（4ヶ月以上）

年齢不問

17

レンタルカートの貸し出し 不問
宮古島カート

沖縄県宮古島市伊良部仲地９９－
３

雇用・労災

1,000円～1,500円

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上）

年齢不問 又は 9時00分～17時30分の
間の4時間以上
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(1)14時00分～23時00分

（従業員数 25人 ）
正社員 47040- 2465291 就業場所 沖縄県宮古島市

(1)14時00分～23時00分

（従業員数 25人 ）
正社員 47040- 2479491 就業場所 沖縄県宮古島市

(1)16時00分～22時00分

（従業員数 25人 ）
パート労働者 47040- 2483091 就業場所 沖縄県宮古島市

交替制あり
(1) 7時00分～22時00分
(2)23時00分～ 8時00分

（従業員数 25人 ）
正社員以外 47040- 2484391 就業場所 沖縄県宮古島市

交替制あり

（従業員数 25人 ）
正社員 47040- 2485691 就業場所 沖縄県宮古島市

調理師
(1)11時00分～22時00分

（従業員数 10人 ）
正社員 47040- 2487491 就業場所 沖縄県宮古島市

(1)17時00分～22時00分

（従業員数 10人 ）
パート労働者 47040- 2488791 就業場所 沖縄県宮古島市

変形（１ヶ月単位） 大型自動車第二種免許
(1) 6時00分～20時00分

（従業員数 0人 ）
正社員 47010-29052591 就業場所 沖縄県宮古島市

変形（１年単位）

(1)10時45分～19時45分

(2) 9時30分～18時30分

(3)11時00分～20時00分

（従業員数 12人 ）

正社員 47010-29082491 就業場所 沖縄県浦添市

普通自動車免許（ＡＴ限定）
(1) 9時00分～18時00分

（従業員数 5人 ）
パート労働者 12010-36300591 就業場所 沖縄県宮古島市

普通自動車免許（ＡＴ限定）

（従業員数 5人 ）
パート労働者 12010-36301191 就業場所 沖縄県宮古島市

薬剤師
(1) 9時00分～13時00分
(2)15時00分～18時30分

（従業員数 6人 ）
パート労働者 12080-22438091 就業場所 沖縄県宮古島市

(1) 9時00分～16時00分

（従業員数 2人 ）
パート労働者 13010-23330692 就業場所 沖縄県宮古島市

(1) 8時00分～18時00分

（従業員数 2人 ）
正社員 47040- 2402991 就業場所 沖縄県宮古島市

（従業員数 2人 ）
パート労働者 47040- 2403491 就業場所 沖縄県宮古島市

(1) 8時00分～18時00分

（従業員数 4人 ）
正社員 47040- 2404791 就業場所 沖縄県宮古島市

交替制あり

（従業員数 20人 ）
パート労働者 47040- 2395091 就業場所 沖縄県宮古島市

(1) 8時30分～17時30分

（従業員数 6人 ）
正社員 47040- 2400391 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- 2401691 就業場所 沖縄県宮古島市

交替制あり

(1) 8時00分～17時00分

(2)15時00分～22時00分

(3)17時00分～ 0時00分

（従業員数 20人 ）

正社員 47040- 2388091 就業場所 沖縄県宮古島市

(1)13時00分～18時00分

(2)19時00分～ 0時00分

（従業員数 20人 ）

パート労働者 47040- 2389391 就業場所 沖縄県宮古島市

フォークリフト運転技能者
(1) 8時30分～17時30分
(2) 8時30分～15時00分

（従業員数 20人 ）
正社員 47040- 2390791 就業場所 沖縄県宮古島市

交替制あり

(1) 7時00分～ 9時00分

(2)10時00分～12時00分

(3)14時00分～16時00分

（従業員数 1人 ）

パート労働者 47040- 2379191 就業場所 沖縄県宮古島市

18

ホールスタッフ
【ディナータイム】

不問
株式会社　南西リゾート

沖縄県宮古島市伊良部字池間添１
１９５ー１

雇用・労災・
健康・厚生

230,000円～
230,000円雇用期間の定めなし

年齢不問

19

調理補助【ディナータイム】 不問
株式会社　南西リゾート

沖縄県宮古島市伊良部字池間添１
１９５ー１

雇用・労災・
健康・厚生

196,000円～
231,200円雇用期間の定めなし

年齢不問

20

ホールスタッフ
【ディナータイム】

不問
株式会社　南西リゾート

沖縄県宮古島市伊良部字池間添１
１９５ー１

雇用・労災

1,000円～1,000円
雇用期間の定めなし

年齢不問

21

フロントスタッフ 不問
株式会社　南西リゾート

沖縄県宮古島市伊良部字池間添１
１９５ー１

雇用・労災・
健康・厚生

196,000円～
231,200円雇用期間の定めなし

年齢不問

22

調理スタッフ 不問
株式会社　南西リゾート

沖縄県宮古島市伊良部字池間添１
１９５ー１

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 6時00分～23時00分の間の8
時間程度

23

和食調理師 18歳以上 有限会社　孫悟空グループ　海鮮
悟空

沖縄県宮古島市平良字下里２４６
番地２Ｆ

雇用・労災・
健康・厚生

180,000円～
300,000円雇用期間の定めなし

省令２号

24

厨房スタッフ 18歳以上 有限会社　孫悟空グループ　海鮮
悟空

沖縄県宮古島市平良字下里２４６
番地２Ｆ

雇用・労災

850円～1,300円
雇用期間の定めなし

省令２号

25

観光バス運転手（宮古島支店） 59歳以下
株式会社　ＯＫ観光

沖縄県豊見城市字座安３２４－１
２０３号

雇用・労災・
健康・厚生

176,000円～
200,000円雇用期間の定めなし

省令１号

26

ａｕショップスタッフ（県内全域） 59歳以下 株式会社　りゅうせきフロントラ
イン

沖縄県浦添市西洲２丁目２番地３

雇用・労災・
健康・厚生

136,900円～
180,100円雇用期間の定めなし

省令１号

27

調剤事務【オリーブ薬局病院前店】 59歳以下
有限会社　ファースト企画

千葉県千葉市美浜区幸町２－２３
－１

雇用・労災・
健康・厚生

880円～980円
雇用期間の定めなし

省令１号

28

調剤事務【オリーブ薬局病院前店】 59歳以下
有限会社　ファースト企画

千葉県千葉市美浜区幸町２－２３
－１

労災

880円～980円
雇用期間の定めなし

省令１号 9時00分～18時00分の間の6
時間以上

雇用・労災・
健康・厚生

950円～950円
雇用期間の定めあり（4ヶ月以上）

年齢不問

29

薬剤師／コナ薬局 不問
有限会社　エド川薬局 千葉県松戸市栗山５４６

労災

2,000円～2,000円
雇用期間の定めなし

年齢不問

33

内装一般作業員【見習い可】 不問
巴組

沖縄県宮古島市平良字下里１００
９－１　８－２０５

30

事務／沖縄県宮古島市 不問
明治安田生命保険　相互会社 東京都千代田区丸の内２－１－１

雇用・労災

172,000円～
200,000円雇用期間の定めなし

年齢不問

32

農作業 不問
オアシスファーム

沖縄県宮古島市平良字久貝１４４
－２

31

農作業【正社員】 不問
オアシスファーム

沖縄県宮古島市平良字久貝１４４
－２

雇用・労災

172,800円～
288,000円雇用期間の定めなし

年齢不問

雇用・労災

800円～1,000円
雇用期間の定めあり（4ヶ月以上）

年齢不問 8時00分～18時00分の間の3
時間以上

34

アルミサッシ加工・組立作業員 不問
有限会社　勝工業

沖縄県宮古島市平良字西仲宗根７
４０－８

雇用・労災

800円～1,000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4
時間程度

35

自動車整備士および板金塗装工（見習い可）
★★急　募★★

不問
株式会社　シンワ自動車

沖縄県平良市字東仲宗根添１６４
６－７

雇用・労災・
健康・厚生

160,000円～
300,000円雇用期間の定めなし

年齢不問

36

総務課業務補助員兼運転手業務【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

37

フロント（ホテル） 18歳以上 株式会社　メイマックス　【ホテ
ルニュー丸勝】

沖縄県宮古島市平良字西里３０３
－３

雇用・労災・
健康・厚生

145,000円～
160,000円雇用期間の定めなし

省令２号 又は 9時00分～ 0時00分の間
の8時間

38

フロント（ホテル） 不問 株式会社　メイマックス　【ホテ
ルニュー丸勝】

沖縄県宮古島市平良字西里３０３
－３

雇用・労災

800円～1,200円

雇用期間の定めなし

年齢不問 又は15時00分～ 0時00分の
間の3時間以上

39

アルミサッシ加工・組立作業員 不問
有限会社　勝工業

沖縄県宮古島市平良字西仲宗根７
４０－８

雇用・労災・
健康・厚生

150,000円～
220,000円雇用期間の定めなし

年齢不問

40

ブライダルムービーの撮影スタッフ 不問
べレール株式会社　宮古島支店

沖縄県宮古島市伊良部字長浜１４
７０－２　２階

雇用・労災

2,000円～4,000円

雇用期間の定めあり（4ヶ月未満）

年齢不問 又は 7時00分～18時00分の
間の2時間以上

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。 

ハロートレーニング情報 

１２月開講【沖縄県委託訓練】   
       

      ＊訓練期間：令和元年１２月２日（月）～令和２年２月２８日（金）【３ヶ月】 

      ＊募集期間：令和元年１０月１日（火）～令和元年１０月２５日（金） 

 

※相談締切：令和元年１０月２４日（木） 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。   

『保育士プチ・セミナー』に参加しませんか？ 

   ✿日 程：10月23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。 

◎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 

 

 《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 

求職者支援セミナーのご案内  

＊10/16（水）  10：00～12：00  A   求職活動の進め方 

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

 

＊11/6（水）    10：00～12：00  B-1 自己理解・自己アピール 

          13：30～15：30  B-2 応募書類の作成 

 

＊11/20（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 

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。 


