
職種
年齢

雇用形態・採用人数
フロント【正社員】 株式会社　オーシャンズリゾート 沖縄県宮古島市城辺字保良９４０－１

月給制
160,000円

～ 就業場所:宮古島市
（年齢：　59歳以下　） 230,000円 6時30分～22時00分の
正社員（2人） 47040- 2728301 （就業場所：従業員数　69　人） 間の8時間程度
フロント 株式会社　オーシャンズリゾート 沖縄県宮古島市城辺字保良９４０－１

時給制
950円
～ 就業場所:宮古島市

（年齢：　59歳以下　） 1,100円 6時30分～22時00分の
パート労働者（2人） 47040- 2729601 （就業場所：従業員数　69　人） 間の4時間以上
観光バス運転手 株式会社　ＯＫ観光 沖縄県那覇市具志３－２３－１３ 大型自動車第二種免許

月給制 (1)6時30分～23時00分
170,000円

～ 就業場所:宮古島市
（年齢：　18歳以上　） 240,000円
正社員以外（5人） 47010-25915801 （就業場所：従業員数　1　人）
看護師または准看護師 沖縄県宮古島市平良字松原５５２－２ 看護師

月給制 (1)8時30分～17時00分 准看護師
163,000円 (2)16時00分～9時00分

～ 就業場所:宮古島市
（年齢：　59歳以下　） 201,000円
正社員（1人） 47040- 2769501 （就業場所：従業員数　30　人）

医療法人　下地診療所　たけあら保育園 沖縄県宮古島市下地字上地６３４－５ 看護師
月給制 (1)8時30分～18時30分 准看護師
186,370円

～ 就業場所:宮古島市
（年齢：　64歳以下　） 268,560円 下地診療所隣り
正社員（1人） 47040- 2759201 （就業場所：従業員数　4　人）
訪問看護（正看護師） 看護師

時給制 (1)8時30分～17時30分
249,362円

～ 就業場所:宮古島市
（年齢：　不問　） 249,362円
正社員以外（2人） 47040- 2752301 （就業場所：従業員数　8　人）
訪問看護（正看護師） 看護師

時給制 (1)8時30分～17時30分
1,500円
～ 就業場所:宮古島市

（年齢：　不問　） 1,500円 又は8時30分～17時30分
パート労働者（2人） 47040- 2753601 （就業場所：従業員数　8　人） の間の4時間以上
介護職 介護職員初任者研修修了者

時給制 (1)8時00分～14時00分 ホームヘルパー２級
142,760円 (2)8時30分～17時30分 介護福祉士

～ 就業場所:宮古島市 (3)12時00分～21時00分
（年齢：　不問　） 142,760円
正社員以外（2人） 47040- 2772101 （就業場所：従業員数　10　人）
保育士 社会福祉法人太陽福祉会　ひばり保育園 保育士

時給制 (1)7時30分～16時30分
172,020円 (2)8時00分～17時00分

～ 就業場所:宮古島市 (3)8時30分～17時30分
（年齢：　不問　） 199,380円
正社員以外（2人） 47040- 2765401 （就業場所：従業員数　17　人）
介護支援専門員 介護支援専門員

時給制 (1)8時30分～17時30分 （ケアマネージャー）
199,920円

～ 就業場所:宮古島市
（年齢：　不問　） 218,950円
正社員以外（1人） 47040- 2770601 （就業場所：従業員数　43　人）

沖縄県宮古事務所 沖縄県宮古島市平良字西里１１２５
月給制 (1)8時30分～17時15分
146,100円

～ 就業場所:宮古島市
（年齢：　不問　） 247,600円
正社員以外（1人） 47040- 2762601 （就業場所：従業員数　11　人）
１日４時間からの店舗スタッフ 有限会社　豊見山石油

時給制 (1)9時00分～13時00分
900円 (2)8時00分～13時00分
～ 就業場所:宮古島市

（年齢：　不問　） 900円
パート労働者（2人） 47040- 2761301 （就業場所：従業員数　9　人）

沖縄県宮古島市伊良部字
長浜１４１３－５

沖縄県宮古島市平良字
下里３１０７－３６４

沖縄県宮古島市平良字
下里１０８２－４

沖縄県宮古島市平良字
下里１１６５－４

沖縄県宮古島市平良字
下里１１６５－４

沖縄県宮古島市下地字
嘉手苅６６０－２

特定医療法人　沖縄徳洲会　特定施設
みやとく

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

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

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】

正看護師又は准看護師
【病児保育センター】

臨時的任用職員（事務補助）
【総務課勤務】　※産休代替※

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
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令和３年 １月 ５日 発行

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12月

６割以上の皆さんが就職を勝ち取りました！
＊＊ハローワーク宮古の相談窓口を是非ご利用ください＊＊

(注)掲載している求人情報は条件の一部になります。掲載していない

条件もありますので、詳細は相談窓口でご確認お願いします。

ハローワーク宮古
☎：０９８０－７２－３３２９

《ハローワーク宮古》 ◆ＴＥＬ⇒７２－３３２９ ◆ハローワークインターネットサービス⇒ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｈｅｌｌｏｗｏｒｋ．ｍｈｌｗ．ｇｏ．ｊｐ／



職種
年齢

雇用形態・採用人数
現場作業員 １２３３　株式会社 フォークリフト運転技能者

時給制 (1)9時00分～16時00分 大型自動車免許
1,000円 (2)13時00分～17時30分
～ 就業場所:宮古島市

（年齢：　不問　） 1,500円
パート労働者（3人） 47040- 2754901 （就業場所：従業員数　0　人）

バーニーズ　グループ ８トン限定中型自動車免許
月給制 (1)9時00分～18時00分
180,000円

～ 就業場所:宮古島市
（年齢：　45歳以下　） 200,000円
正社員（1人） 47040- 2764101 （就業場所：従業員数　10　人）
機能訓練補助員 ホームヘルパー２級

時給制 (1)8時30分～17時30分 介護職員初任者研修修了者
141,860円 (2)8時30分～12時30分

～ 就業場所:宮古島市
（年齢：　不問　） 141,860円
正社員以外（1人） 47040- 2767801 （就業場所：従業員数　85　人）

介護職員初任者研修修了者
時給制 (1)8時30分～17時30分 ホームヘルパー２級
820円 (2)8時30分～12時30分
～ 就業場所:宮古島市

（年齢：　不問　） 820円
パート労働者（1人） 47040- 2768201 （就業場所：従業員数　85　人）

にこにこサービス　有限会社 介護職員初任者研修修了者
月給制 (1)6時00分～22時00分 ホームヘルパー２級
140,800円

～ 就業場所:宮古島市
（年齢：　不問　） 160,000円
正社員以外（2人） 47040- 2763901 （就業場所：従業員数　43　人）
調理補助及びホールスタッフ スイーツカフェ　りーちゃん家

時給制
800円
～ 就業場所:宮古島市

（年齢：　不問　） 800円 10時00分～17時00分
パート労働者（1人） 47040- 2751001 （就業場所：従業員数　3　人） の間の3時間以上

時給制 (1)21時30分～7時30分
900円
～ 就業場所:宮古島市

（年齢：　18歳以上　） 1,000円
パート労働者（2人） 47040- 2766701 （就業場所：従業員数　32　人）
保育補助 社会福祉法人　むすびの会　心愛保育園

時給制 (1)7時30分～16時30分
154,800円 (2)8時30分～17時30分

～ 就業場所:宮古島市 (3)9時00分～18時00分
（年齢：　不問　） 154,800円
正社員以外（1人） 47040- 2755101 （就業場所：従業員数　25　人）

株式会社　沖縄ダイケン 第二種電気工事士
月給制 (1)9時00分～18時00分 ２級ボイラー技士
207,000円

～ 就業場所:宮古島市
（年齢：　64歳以下　） 284,000円
正社員（1人） 47010-26006801 （就業場所：従業員数　2　人）

巴組
日給制 (1)8時00分～18時00分
168,700円

～ 就業場所:宮古島市
（年齢：　不問　） 361,500円
正社員（2人） 47040- 2756401 （就業場所：従業員数　4　人）
建設作業員（宮古営業所） （有）　本田装建 沖縄県那覇市山下町１－１１

月給制 (1)8時30分～17時30分
170,000円

～ 就業場所:宮古島市
（年齢：　不問　） 200,000円
正社員（2人） 47010-26122301 （就業場所：従業員数　3　人）

株式会社　琉薬 沖縄県浦添市牧港五丁目６番５号
月給制 (1)8時30分～17時30分
135,000円

～ 就業場所:宮古島市
（年齢：　不問　） 135,000円
正社員以外（2人） 47010-26199601 （就業場所：従業員数　10　人）
セールスドライバー【正社員】 沖縄ヤマト運輸（株） 沖縄県糸満市西崎町４－２１－３

月給制 (1)8時00分～17時00分
177,000円 (2)10時00分～19時00分

～ 就業場所:宮古島市 (3)11時00分～20時00分
（年齢：　64歳以下　） 265,000円
正社員（5人） 47010-26235501 （就業場所：従業員数　30　人）

就業時間 必要資格

沖縄県宮古島市平良字
東仲宗根２９１－２－２Ｆ

No. 賃 金 求人者名 所在地・就業場所

沖縄県宮古島市平良字
東仲宗根２１７番地

沖縄県宮古島市平良字
下里３５６－６１　メゾンパイナガマ１Ｆ

沖縄県宮古島市平良字
下里３３８－４０

沖縄県宮古島市平良字
西里１０８７－１

沖縄県那覇市
おもろまち１丁目１番１２号

夜勤フロントスタッフ
【ｔｈｅ　ｒｅｓｃａｐｅ】

施設管理（ビル設備）
（伊良部島）

沖縄県宮古島市平良字
久貝６６４－１　パイナガマホール１階

沖縄県宮古島市平良字
西里２５１－１０

沖縄県宮古島市下地字
嘉手苅６６０－１

沖縄県宮古島市下地字
嘉手苅６６０－１

内装一般作業員【見習い可】

医療用医薬品の入出荷・検品業
務及び医療機関への配送業務

飲料自販機ルート配送員
★★急　募★★

機能訓練補助員
＊月１２０時間勤務＊

介護員
【訪問・デイ・住宅型ホーム】

医療法人　アカシア会　介護老人保健施設
シルバ－ケア悠悠

医療法人　アカシア会　介護老人保健施設
シルバ－ケア悠悠

沖縄ＵＤＳ株式会社
【ＨＯＴＥＬ　ＬＯＣＵＳ　／ｔｈｅ　ｒｅｓｃａｐｅ】
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◎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。

３月開講【求職者支援訓練】

＊訓練期間：令和３年３月９日（火）～令和３年７月８日（木）【４ヶ月】

＊募集期間：令和３年１月１２日（火）～令和３年２月３日（水）

※相談締切：令和３年２月２日（火） 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。

《ハローワーク宮古》 ◆ＴＥＬ⇒７２－３３２９ ◆ハローワークインターネットサービス⇒ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｈｅｌｌｏｗｏｒｋ．ｍｈｌｗ．ｇｏ．ｊｐ／


