
看護師
(1) 8時30分～15時30分 准看護師

（従業員数 48人 ）

パート労働者 47010-34421891 就業場所 沖縄県宮古島市

(1)13時00分～17時00分

（従業員数 12人 ）
パート労働者 47010-34436991 就業場所 沖縄県宮古島市

特定曜日のみ(2)(3) 普通自動車免許
(1) 7時15分～ 8時15分
(2)17時00分～20時00分
(3) 9時00分～14時00分

（従業員数 12人 ）
パート労働者 47010-34437491 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) 6時00分～ 0時00分
(2) 8時00分～20時30分

（従業員数 930人 ）
正社員以外 47010-34459091 就業場所 沖縄県那覇市

(1) 9時00分～16時00分

（従業員数 2人 ）
パート労働者 13010-50065992 就業場所 沖縄県宮古島市

交替制あり

（従業員数 0人 ）
有期雇用派遣 47010-34400091 就業場所 沖縄県宮古島市

(1)10時00分～14時00分
(2)10時30分～14時30分

（従業員数 2人 ）
パート労働者 47040- 2906791 就業場所 沖縄県宮古島市

(1) 8時30分～17時15分

（従業員数 3人 ）
正社員以外 47040- 2907891 就業場所 沖縄県宮古島市

(1) 8時30分～17時30分

（従業員数 5人 ）
正社員 47040- 2908291 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 ）
正社員 47040- 2909591 就業場所 沖縄県宮古島市

変形（１ヶ月単位）
(1)10時00分～19時00分

（従業員数 5人 ）
正社員 47040- 2910391 就業場所 沖縄県宮古島市

交替制あり
(1)10時30分～14時30分
(2)15時30分～19時30分

（従業員数 43人 ）
パート労働者 47040- 2911691 就業場所 沖縄県宮古島市

（従業員数 3人 ）
パート労働者 47040- 2900191 就業場所 沖縄県宮古島市

(1) 8時00分～18時00分

（従業員数 30人 ）
パート労働者 47040- 2901091 就業場所 沖縄県宮古島市

変形（１年単位）
(1) 8時15分～17時15分

（従業員数 15人 ）
正社員 47040- 2902391 就業場所 沖縄県宮古島市

加入保険等 必要な免許資格

1

嘱託看護師
（県立学校教育課）
県立宮古特別支援学校

不問
沖縄県教育委員会

沖縄県那覇市泉崎１－２－２　１
３階

雇用・労災・
健康・厚生

1,500円～1,500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 又は 9時00分～16時00分

の間の6時間

2

事務職 不問
セコム琉球（株）

那覇市久茂地１－７－１　　琉球
リースビル３Ｆ

就業時間①

雇用・労災・
健康・厚生

850円～850円

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上）
年齢不問

3

警備員（宮古事務所） 18歳以上
セコム琉球（株）

那覇市久茂地１－７－１　　琉球
リースビル３Ｆ

雇用・労災

900円～900円

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上）
省令２号

4

グランドハンドリング業務 18歳以上 ＪＡＬスカイエアポート沖縄株
式会社

那覇市字鏡水１５０　那覇空港国
内線旅客ターミナルビル４階

雇用・労災・
健康・厚生

160,893円～
160,893円雇用期間の定めあり（4ヶ月以上）

省令２号

5

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・
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

6

携帯販売（宮古島市平良） 不問 株式会社　バックスグループ
沖縄支店

沖縄県那覇市久米２丁目４－１６
大樹生命那覇ビル５階

雇用・労災・
健康・厚生

211,200円～
211,200円雇用期間の定めあり（4ヶ月未満）

年齢不問 11時00分～20時00分の間
の8時間

7

ホールスタッフ兼調理補助
【昼の部】　★★急　募★★

不問
さつきらーめん　平安山　雄三

沖縄県宮古島市平良字下里１０１
４－２

労災

800円～850円

雇用期間の定めなし
年齢不問

8

斎苑および葬儀スタッフ
【ハートフルセレモ心】

不問
有限会社　環境クリーン開発

宮古島市伊良部字長浜１３６０－
１２

雇用・労災・
健康・厚生

180,000円～
200,000円雇用期間の定めなし

年齢不問

9

葬祭スタッフ
【ハートフルセレモ心】

不問
有限会社　環境クリーン開発

宮古島市伊良部字長浜１３６０－
１２

雇用・労災・
健康・厚生

170,000円～
250,000円雇用期間の定めなし

年齢不問

10

ごみ収集作業員 不問
有限会社　環境クリーン開発

宮古島市伊良部字長浜１３６０－
１２

雇用・労災・
健康・厚生

170,000円～
200,000円雇用期間の定めなし

年齢不問

11

障がい者グループホーム世話人 不問
株式会社ビザライ

沖縄県宮古島市平良字東仲宗根４
７５－１

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

12

調理補助
【１日４時間／月１９日勤務】

不問
社会福祉法人　大立福祉会【介
護老人福祉施設　しもじ長生園
等】

沖縄県宮古島市下地字嘉手苅６６
０－２

労災

850円～900円

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上）
年齢不問

13

カフェスタッフ（調理・接客） 不問
合同会社ティダヌファ

沖縄県宮古島市平良字西里２４０
番地２　４Ｆ

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30分の間の

3時間以上

14

介護員
（ケアハウスいけむら）

不問
社会福祉法人　ムサアザ福祉会
【ふれあいの里／ケアハウスい
けむら／いけむら保育園】

沖縄県宮古島市平良字西仲宗根１
３２７－１

雇用・労災・
健康・厚生

790円～840円

雇用期間の定めなし
年齢不問

15

支援員 不問
特定非営利活動法人　マーズ

沖縄県宮古島市平良字狩俣１１５
５－１

雇用・労災・
健康・厚生

140,000円～
150,000円雇用期間の定めなし

年齢不問
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特定曜日のみ(2)(3)
(1) 8時30分～17時00分
(2) 8時30分～12時30分

（従業員数 43人 ）
正社員 47040- 2903691 就業場所 沖縄県宮古島市

普通自動車免許
(1) 8時00分～17時00分

（従業員数 9人 ）
正社員 47040- 2904991 就業場所 沖縄県宮古島市 厚生年金基金

（従業員数 0人 ）
パート労働者 47040- 2905491 就業場所 沖縄県宮古島市

（従業員数 113人 ）
パート労働者 13070- 9437292 就業場所 沖縄県宮古島市

（従業員数 113人 ）
パート労働者 13070- 9439692 就業場所 沖縄県宮古島市

（従業員数 113人 ）
パート労働者 13070- 9441992 就業場所 沖縄県宮古島市

（従業員数 113人 ）
パート労働者 13070- 9443492 就業場所 沖縄県宮古島市

（従業員数 113人 ）
パート労働者 13070- 9444792 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30分

（従業員数 2人 ）
正社員 47010-34260791 就業場所 沖縄県宮古島市

(1) 6時00分～12時00分

（従業員数 17人 ）
パート労働者 47040- 2895291 就業場所 沖縄県宮古島市

(1) 8時00分～17時30分

（従業員数 7人 ）
正社員以外 47040- 2896591 就業場所 沖縄県宮古島市

(1) 8時00分～17時30分

（従業員数 7人 ）
正社員以外 47040- 2897191 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00分
(2) 8時30分～12時30分

（従業員数 1人 ）
正社員 47040- 2898091 就業場所 沖縄県宮古島市

(1) 8時30分～17時00分

（従業員数 1人 ）
パート労働者 47040- 2899391 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- 2894891 就業場所 沖縄県宮古島市

必要な免許資格

16

一般事務 不問
合名会社　丸多タクシー

宮古島市平良字西里　１４４９－
１７

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

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

17

ドライバー【正社員】 59歳以下 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

省令１号

18

一般事務 不問 有間商事株式会社　宮古島営業
所

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

2時間以上

19

売り場スタッフ／ドン・キホー
テ宮古島店

不問
株式会社ドン・キホーテ

東京都目黒区青葉台２－１９－１
０

労災

860円～860円

雇用期間の定めあり（4ヶ月未満）
年齢不問 9時00分～22時00分の間の

5時間以上

20

商品管理／ドン・キホーテ宮古
島店

不問
株式会社ドン・キホーテ

東京都目黒区青葉台２－１９－１
０

労災

860円～860円

雇用期間の定めあり（4ヶ月未満）
年齢不問 9時00分～17時00分の間の

5時間以上

21

生鮮スタッフ（精肉）／ドン・
キホーテ宮古島店

不問
株式会社ドン・キホーテ

東京都目黒区青葉台２－１９－１
０

労災

860円～860円

雇用期間の定めあり（4ヶ月未満）
年齢不問 7時00分～16時00分の間の

5時間以上

22

売り場スタッフ（家電）／ド
ン・キホーテ宮古島店

不問
株式会社ドン・キホーテ

東京都目黒区青葉台２－１９－１
０

労災

860円～860円

雇用期間の定めあり（4ヶ月未満）
年齢不問 16時00分～ 3時00分の間

の5時間以上

23

店舗事務（経理）／ドン・キ
ホーテ宮古島店

不問
株式会社ドン・キホーテ

東京都目黒区青葉台２－１９－１
０

労災

860円～860円

雇用期間の定めあり（4ヶ月未満）
年齢不問 9時00分～18時00分の間の

5時間以上

24

営業・配送（宮古営業所） 64歳以下
（株）アクタス産業 糸満市西崎町５丁目１０番地１６

雇用・労災・
健康・厚生・
財形190,000円～

210,000円雇用期間の定めなし
省令１号

25

配送員 不問
株式会社　いちば 沖縄県宮古島市平良字下里７８

雇用・労災・
健康・厚生

800円～800円

雇用期間の定めなし
年齢不問

26

一般作業員【庭園管理全般】
＊＊アルバイト＊＊

不問 株式会社　石勝エクステリア
沖縄営業所

沖縄県宮古島市下地字上地４１０
－１

雇用・労災・
健康・厚生・
財形176,000円～

176,000円雇用期間の定めあり（4ヶ月以上）
年齢不問

27

一般作業員【庭園管理全般】
＊＊契約社員＊＊

不問 株式会社　石勝エクステリア
沖縄営業所

沖縄県宮古島市下地字上地４１０
－１

雇用・労災・
健康・厚生・
財形172,500円～

172,500円雇用期間の定めあり（4ヶ月以上）
年齢不問

28

ハウスクリーニング 不問 株式会社　シンクエンタープラ
イズ

沖縄県宮古島市平良字西里３０３
－３　ホテルニュー丸勝　２１６
号

30

研究補助：非常勤職員【野菜】
＊週５日勤務　＊１／１任用

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

175,000円～
230,000円雇用期間の定めなし

年齢不問

29

ハウスクリーニング【土日休】 不問 株式会社　シンクエンタープラ
イズ

沖縄県宮古島市平良字西里３０３
－３　ホテルニュー丸勝　２１６
号

雇用・労災・
健康・厚生

920円～920円

雇用期間の定めあり（4ヶ月未満）
年齢不問

雇用・労災・
健康・厚生

900円～1,500円

雇用期間の定めなし
年齢不問

  ◎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：令和元年１１月２０日（水）～令和元年１２月１２日（木） 

 

※相談締切：令和元年１２月１１日（水） 厳守!！ 


