
変形（１年単位） 普通自動車免許
(1) 8時30分～17時00分

（従業員数 0人 ）
正社員 29040- 3912891 就業場所 沖縄県宮古島市

変形（１年単位） 普通自動車免許
(1) 8時30分～17時00分

（従業員数 0人 ）
正社員 29040- 3913291 就業場所 沖縄県宮古島市

変形（１ヶ月単位）
(1) 8時30分～19時30分

（従業員数 2人 ）
正社員 47040- 2887291 就業場所 沖縄県宮古島市

准看護師

（従業員数 7人 ）
パート労働者 47040- 2888591 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- 2889191 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- 2891991 就業場所 沖縄県宮古島市

特定曜日のみ(2) 管理栄養士
(1) 8時30分～17時30分 栄養士
(2) 8時30分～12時30分

（従業員数 43人 ）
正社員以外 47040- 2892491 就業場所 沖縄県宮古島市

臨床検査技師
(1) 8時30分～17時00分

（従業員数 300人 ）
正社員以外 47040- 2868491 就業場所 沖縄県宮古島市

診療放射線技師
(1) 8時30分～17時00分

（従業員数 300人 ）
正社員以外 47040- 2869791 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) 7時00分～16時00分

（従業員数 90人 ）
パート労働者 47040- 2871191 就業場所 沖縄県宮古島市

(1) 7時00分～ 9時00分

（従業員数 90人 ）
パート労働者 47040- 2872091 就業場所 沖縄県宮古島市

交替制あり
(1) 8時30分～17時30分
(2)19時00分～ 0時00分
(3) 0時00分～ 8時00分

（従業員数 90人 ）
正社員 47040- 2873391 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- 2874691 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- 2875991 就業場所 沖縄県宮古島市

14

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

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

12

清掃員 18歳以上
宮古ビル管理　株式会社

沖縄県宮古島市平良字下里１０８
－１１平良港ターミナルビル４階

雇用・労
災・健康・
厚生140,000円～

140,000円雇用期間の定めなし
省令２号

11

日常清掃員【マックスバリュ
宮古西里店】＊２時間勤務＊

不問
宮古ビル管理　株式会社

沖縄県宮古島市平良字下里１０８
－１１平良港ターミナルビル４階

労災

790円～790円
雇用期間の定めあり（4ヶ月以上）

年齢不問

10

日常清掃員【宮古病院】 不問
宮古ビル管理　株式会社

沖縄県宮古島市平良字下里１０８
－１１平良港ターミナルビル４階

雇用・労災

790円～828円
雇用期間の定めあり（4ヶ月以上）

年齢不問

9

診療放射線技師＜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170,000円～

192,000円雇用期間の定めあり（4ヶ月以上）
年齢不問

8

臨床検査技師＜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170,000円～

192,000円雇用期間の定めあり（4ヶ月以上）
年齢不問

7

栄養士及び管理栄養士
★★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168,000円～

216,000円雇用期間の定めあり（4ヶ月未満）
年齢不問

6

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～

175,800円雇用期間の定めあり（4ヶ月未満）

年齢不問

5

一般事務員　★★急　募★★
【宮古の里】

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～

165,800円雇用期間の定めあり（4ヶ月未満）
年齢不問

4

訪問看護【准看護師】 不問 株式会社　ビザライ
訪問看護ステーションうららか

沖縄県宮古島市平良字東仲宗根７
７０－５

雇用・労災

1,150円～1,400
円雇用期間の定めあり（4ヶ月以上）

年齢不問 9時00分～18時00分の間の
5時間以上

3

施術助手 不問
ツムカギ合同会社（整骨院）

沖縄県宮古島市平良字東仲宗根３
６番地　メゾンＭ１０２

雇用・労
災・健康・
厚生145,000円～

155,000円雇用期間の定めなし
年齢不問

2

営業・アフターサービス（宮古
営業所）

64歳以下
魚谷鉄工　株式会社 奈良県五條市犬飼町３５

就業時間①

雇用・労
災・健康・
厚生・財形200,000円～

310,000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

1

営業・アフターサービス（宮
古）＜トライアル併用求人＞

45歳以下
魚谷鉄工　株式会社 奈良県五條市犬飼町３５

雇用・労
災・健康・
厚生・財形170,000円～

310,000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３号
のイ
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 ハローワーク宮古の紹介窓口利用で        ※平成31年4月～令和元年
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  ６割以上の皆さんが就職を勝ち取りました！  
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(1)17時15分～22時00分

（従業員数 8人 ）
パート労働者 47040- 2877791 就業場所 沖縄県宮古島市

(1)10時00分～15時30分

（従業員数 8人 ）
パート労働者 47040- 2878891 就業場所 沖縄県宮古島市

交替制あり
(1)10時00分～22時00分

（従業員数 8人 ）
正社員 47040- 2879291 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

（従業員数 7人 ）
正社員 47040- 2864091 就業場所 沖縄県宮古島市

(1) 8時30分～18時30分
(2) 8時30分～12時30分

（従業員数 7人 ）
正社員 47040- 2856091 就業場所 沖縄県宮古島市

(1) 8時30分～17時30分

（従業員数 15人 ）
正社員 47040- 2857391 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)15時00分～20時00分

（従業員数 16人 ）
パート労働者 47040- 2858691 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)15時00分～20時00分

（従業員数 16人 ）
パート労働者 47040- 2859991 就業場所 沖縄県宮古島市

交替制あり
(1)13時30分～17時30分
(2)14時00分～18時00分
(3)15時00分～19時00分

（従業員数 3人 ）
パート労働者 47040- 2860891 就業場所 沖縄県宮古島市

(1) 7時00分～13時00分

（従業員数 10人 ）
パート労働者 47040- 2861291 就業場所 沖縄県宮古島市

(1) 8時00分～17時00分

（従業員数 5人 ）
パート労働者 47040- 2862591 就業場所 沖縄県宮古島市

（従業員数 0人 ）
パート労働者 47040- 2863191 就業場所 沖縄県宮古島市

交替制あり 原動機付自転車免許
(1) 9時00分～19時00分 普通自動車免許(ＡＴ限定)
(2)12時00分～ 9時00分

（従業員数 90人 ）
正社員 47010-33658191 就業場所 沖縄県宮古島市

雇用・労
災・健康・
厚生・財形137,500円～

142,000円雇用期間の定めなし
省令２号

800円～1,000円
雇用期間の定めなし

年齢不問 又は 9時30分～18時00分
の間の3時間以上

雇用・労災

800円～850円
雇用期間の定めあり（4ヶ月以上）

年齢不問

26

脱毛サービス 不問
宮古島観光合同会社

沖縄県宮古島市平良字西里８６０
－１３　第一嘉数マンション２階

25

収穫・剪定作業【短期】 不問 農業生産法人　合同会社　渡真
利農園

沖縄県宮古島市平良字松原８４０

27

施設警備業務（宮古島東急ホテ
ル＆リゾーツ）※経験問わず

18歳～59歳
沖縄ビル・メンテナンス（株） 那覇市曙２－８－１８

24

調理員【介護施設】 不問
有限会社　新正クリーンサービ
ス
グループホーム　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

23

放課後児童補助員 不問
社会福祉法人ひらら福祉会
【ふたば保育園　ふたば放課後
児童クラブ】

沖縄県宮古島市平良字東仲宗根５
５０番地の２

雇用・労災

800円～850円
雇用期間の定めあり（4ヶ月以上）

年齢不問

22

生鮮係 不問 株式会社ＪＡおきなわ
Ａコープ城辺店

沖縄県宮古島市城辺字比嘉１０４
１－１

雇用・労災

800円～800円
雇用期間の定めあり（4ヶ月以上）

年齢不問

21

補充係（食品、雑貨担当） 不問 株式会社ＪＡおきなわ
Ａコープ城辺店

沖縄県宮古島市城辺字比嘉１０４
１－１

雇用・労災

800円～800円
雇用期間の定めあり（4ヶ月以上）

年齢不問

20

一般事務 不問
株式会社　川田電設産業

沖縄県宮古島市平良字西里１３３
２－７

雇用・労
災・健康・
厚生135,000円～

135,000円雇用期間の定めなし
年齢不問

19

検査補助員　★急　募★ 不問
医療法人　下地眼科医院

沖縄県宮古島市平良字下里５７７
－１

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

18

障がい者支援員　★急　募★
【トライアル雇用併用求人】

不問
一般社団法人　ウェルクリエイ
ト　【生活介護事業所　デイ
サービス　カラー　／　相談支
援事業所　ｆｉｔ】

沖縄県宮古島市平良字下里１５４
５－１０

雇用・労
災・健康・
厚生142,000円～

147,000円雇用期間の定めなし

年齢不問

17

レストランスタッフ【正社員】 18歳以上
株式会社リゾートライフ

沖縄県宮古島市平良字西里１７６
番地２　シティライフ宮古ラブニ
一ル１Ｆ

雇用・労
災・健康・
厚生190,000円～

300,000円雇用期間の定めなし
省令２号

16

レストランスタッフ
【ランチタイム】

不問
株式会社リゾートライフ

沖縄県宮古島市平良字西里１７６
番地２　シティライフ宮古ラブニ
一ル１Ｆ

雇用・労災

900円～900円
雇用期間の定めなし

年齢不問

15

レストランスタッフ
【ディナータイム】

18歳以上
株式会社リゾートライフ

沖縄県宮古島市平良字西里１７６
番地２　シティライフ宮古ラブニ
一ル１Ｆ

雇用・労災

950円～950円
雇用期間の定めなし

省令２号

  ◎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。 

１月開講【求職者支援訓練】   
       

      ＊訓練期間：令和２年１月２１日（火）～令和２年５月２０日（水）【４ヶ月】 

      ＊募集期間：令和１年１１月２０日（水）～令和１年１２月１２日（木） 

 

※相談締切：令和１年１２月１１日（水） 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。 

ハロートレーニング情報 
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