
(1)8時30分～17時15分

パート労働者 47010- 4181301

(1)9時30分～18時15分

パート労働者 47010- 4204601

(1)8時30分～17時30分

正社員 47010- 4321701
２級土木施工管理技士
１級土木施工管理技士

正社員 47010- 4036601
交替制あり
(1)8時00分～13時00分

有期雇用派遣パート 47020- 2162301

(1)18時00分～23時00分

有期雇用派遣パート 47020- 2076901

(1)9時00分～17時00分

パート労働者 47040-  480401

(1)8時30分～17時15分

正社員以外 47040-  481701

パート労働者 47040-  482801

(1)8時30分～17時15分

正社員以外 47040-  307601
介護福祉士

(1)8時30分～17時30分 介護職員初任者研修修了者
ホームヘルパー２級

正社員 47040-  474801
交替制あり 看護師
(1)8時30分～15時30分 パソコン［ワープロ・表計算］可
(2)9時00分～16時00分

パート労働者 47040-  476501
歯科衛生士

(1)10時00分～20時00分
(2)10時00分～14時00分

正社員 47040-  477001

12

看護師【会計年度任用職員】
沖縄県立宮古特別支援学校

雇用・労災・
健康・厚生

1,230円～1,530円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

13

歯科衛生士
もりお歯科

雇用・労災・
健康・厚生

220,000円～220,000円
雇用期間の定めなし

10

自動車運転業務兼事務補助 沖縄総合事務局　宮古伊良部農業水利事業
所

雇用・公災・
健康・厚生

168,600円～190,600円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

11

介護職【デイサービス】 合同会社　クジャー家　【デイサービスひ
まわり】

雇用・労災・
健康・厚生

160,000円～160,000円
雇用期間の定めなし

8

一般事務
沖縄総合事務局　平良港湾事務所

雇用・公災・
健康・厚生

134,800円～158,400円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

9

会計年度任用職員（アシスト相談員）
沖縄県教育庁　宮古教育事務所

公災

1,310円～1,690円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

8時30分～17時15分の間の6
時間

6

キッチン（和風亭）
株式会社　アソシエ

雇用・労災

1,200円～1,200円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

7

芝刈及び草刈作業員【月２～３日程度勤務】
合同会社　Ｈａｌｅ　ａｉｎａ

労災

900円～900円
雇用期間の定めなし

4

公共工事発注者支援業務【宮古島】
ティーラエンジニアリング株式会社

雇用・労災・
健康・厚生

300,000円～480,000円
雇用期間の定めなし

8時00分～17時00分の間の8
時間程度

5

惣菜【宮古島市】８：００～１３：００
株式会社　アソシエ

雇用・労災

900円～900円
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）

公災

950円～1,290円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

又は9時30分～18時15分の間
の7時間程度

3

営業
南西医療器　株式会社

雇用・労災・
健康・厚生・
財形150,000円～200,000円

雇用期間の定めなし

加入保険等 必要な免許資格

1

会計年度任用職員（沖縄県生涯学習コーディ
ネーター）宮古 沖縄県教育委員会　生涯学習振興課

公災

1,250円～1,480円

No. 職種 賃金
求人者名
（求人番号）

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

2

会計年度任用職員（留置業務管理支援員・離
島警察署） 沖縄県警察本部

就業時間①

令和２年 ２月 １２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6

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

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／          



歯科衛生士
(1)10時00分～14時00分
(2)16時00分～20時00分

パート労働者 47040-  478301
獣医師

(1)8時30分～17時15分

パート労働者 47040-  479601

(1)8時30分～17時15分

パート労働者 47040-  463101
獣医師

(1)8時30分～17時15分

パート労働者 47040-  464401

(1)9時00分～17時00分

パート労働者 47040-  465701

(1)9時00分～17時00分

パート労働者 47040-  470901

(1)9時00分～17時00分

パート労働者 47040-  471101
介護福祉士

(1)8時00分～17時30分 介護職員実務者研修修了者

正社員 47040-  447901
変形（1ヶ月単位）
(1)14時00分～0時00分

正社員 47040-  448101
交替制あり
(1)17時30分～23時30分

パート労働者 47040-  449401
変形（1ヶ月単位）
(1)14時00分～0時00分

正社員 47040-  450201
変形（1ヶ月単位）
(1)14時00分～23時00分

正社員 47040-  451501
交替制あり
(1)17時00分～23時00分

パート労働者 47040-  452001
変形（1ヶ月単位）
(1)14時00分～23時00分

正社員 47040-  453301
交替制あり 保育士
(1)7時30分～16時30分
(2)8時00分～17時00分
(3)8時30分～17時30分

正社員以外 47040-  457401

パート労働者 47040-  458701
調理師

パート労働者 47040-  319701

(1)8時00分～17時00分

正社員以外 47040-  339501
交替制あり 保育士
(1)7時30分～16時15分
(2)8時30分～17時15分
(3)8時45分～17時30分

正社員 47040-  362201

(1)9時00分～17時00分

パート労働者 47040-  411301

(1)5時00分～9時00分

パート労働者 47040-  412601

(1)1時00分～5時00分

パート労働者 47040-  413901

35

レジスタッフ：宮古下地店＊１時～５時＊
有限会社　あさひ冷凍食品

雇用・労災

1,063円～1,063円
雇用期間の定めなし

33

レジスタッフ：宮古下地店＊９時～１７時＊
有限会社　あさひ冷凍食品

雇用・労災

850円～850円
雇用期間の定めなし

34

レジスタッフ：宮古下地店＊５時～９時＊
有限会社　あさひ冷凍食品

雇用・労災

850円～850円
雇用期間の定めなし

31

工場スタッフ【分離係員】
宮古製糖株式会社

雇用・労災・
健康・厚生

160,000円～160,000円
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）

32

保育士
一般社団法人　ちゅうりっぷ保育園

雇用・労災・
健康・厚生

156,700円～164,700円
雇用期間の定めなし

29

保育補助
一般社団法人　ゆめの子保育園

雇用・労災・
健康・厚生

900円～1,000円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

7時30分～18時30分の間の6
時間程度

30

調理員【土日祝休】
社会福祉法人　クガニの会　福寿保育園

雇用・労災・
健康・厚生

860円～900円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

7時45分～16時45分の間の6
時間以上

27

調理員
株式会社　新家　　宮古島焼肉　火神

雇用・労災・
健康・厚生

195,000円～195,000円
雇用期間の定めなし

28

保育士
一般社団法人　ゆめの子保育園

雇用・労災・
健康・厚生

160,000円～208,000円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

25

ホールスタッフ
株式会社　新家　　宮古島焼肉　火神

雇用・労災・
健康・厚生

195,000円～195,000円
雇用期間の定めなし

26

ホールスタッフ
株式会社　新家　　宮古島焼肉　火神

労災

900円～900円
雇用期間の定めなし

23

ホールスタッフ
株式会社　新家　　琉球王国　さんご家

労災

900円～900円
雇用期間の定めなし

24

調理員
株式会社　新家　　琉球王国　さんご家

雇用・労災・
健康・厚生

195,000円～195,000円
雇用期間の定めなし

21

サービス提供責任者 有限会社ひまわり　うるまじま介護保険事
業部

雇用・労災・
健康・厚生

200,000円～200,000円
雇用期間の定めなし

22

ホールスタッフ
株式会社　新家　　琉球王国　さんご家

雇用・労災・
健康・厚生

195,000円～195,000円
雇用期間の定めなし

19

一般事務補助員【会計年度任用職員】
宮古島市水道事業

雇用・労災・
健康・厚生

935円～935円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

20

一般技術補助員（袖山浄水場）【会計年度任
用職員】 宮古島市水道事業

雇用・労災・
健康・厚生

935円～935円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

17

会計年度任用職員【獣医師】
※家畜保健衛生課 沖縄県宮古農林水産振興センター

雇用・公災・
健康・厚生

1,600円～1,800円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

18

一般技術補助員【会計年度任用職員】
宮古島市水道事業

雇用・労災・
健康・厚生

935円～935円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

15

嘱託獣医師【会計年度任用職員】
沖縄県　宮古保健所

雇用・労災・
健康・厚生

1,600円～1,800円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

16

会計年度任用職員【事務補助】
※家畜保健衛生課 沖縄県宮古農林水産振興センター

雇用・公災・
健康・厚生

930円～960円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

14

歯科衛生士
もりお歯科

No. 職種 賃金
求人者名
（求人番号）

就業時間① 加入保険等

雇用・労災

1,150円～1,150円
雇用期間の定めなし

必要な免許資格



介護職員初任者研修修了者
(1)8時00分～13時00分 ホームヘルパー２級

パート労働者 47040-  414101

(1)8時30分～17時15分
(2)9時30分～18時15分

正社員以外 47040-  440701
交替制あり
(1)8時00分～16時00分
(2)11時00分～19時00分

正社員以外 47040-  443501

パート労働者 47040-  444001
調理師

(1)16時00分～22時00分 栄養士
(2)17時00分～23時00分

正社員 47040-  455901

(1)17時00分～21時59分
(2)18時00分～21時59分

パート労働者 47040-  456101

(1)8時30分～17時30分

正社員 47040-  304501

(1)8時30分～17時30分

正社員 47040-  305001
交替制あり

パート労働者 13070- 7190501
交替制あり

パート労働者 13070- 7192301
交替制あり

パート労働者 13070- 7196401
交替制あり

パート労働者 13070- 7198801

39

浄化槽点検作業
有限会社　パラダイスアメニティ

41

ホールスタッフ
株式会社　シンクエンタープライズ

雇用・労災

1,000円～1,200円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

8時30分～17時30分の間の6
時間以上

40

調理スタッフ
株式会社　シンクエンタープライズ

雇用・労災・
健康・厚生

900円～1,200円
雇用期間の定めなし

雇用・労災・
健康・厚生

195,000円～250,000円
雇用期間の定めなし

37

交通安全指導員
宮古島地区交通安全協会

雇用・労災・
健康・厚生

150,000円～150,000円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

38

品出し係
沖縄県農業協同組合

雇用・労災・
健康・厚生

124,740円～124,740円
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）

36

デイサービス介護員【８～１３時】 有限会社ひまわり　うるまじま介護保険事
業部

雇用・労災

900円～900円
雇用期間の定めなし

42

一般及び経理事務
有限会社　大倫産業

雇用・労災・
健康・厚生

130,000円～150,000円
雇用期間の定めなし

44

43

現場管理見習い
有限会社　大倫産業

雇用・労災・
健康・厚生

180,000円～220,000円
雇用期間の定めなし

株式会社ドン・キホーテ

労災

880円～880円
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）

8時00分～18時00分の間の3
時間以上

売り場スタッフ／ドン・キホーテ宮古島店
株式会社ドン・キホーテ

労災

880円～880円
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）

8時00分～3時00分の間の3時
間以上

No. 職種 賃金
求人者名
（求人番号）

就業時間① 加入保険等 必要な免許資格

47

生鮮スタッフ（惣菜）／ドン・キホーテ宮古
島店 株式会社ドン・キホーテ

労災

880円～880円
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）

8時00分～21時59分の間の3
時間以上

46

生鮮スタッフ（精肉）／ドン・キホーテ宮古
島店 株式会社ドン・キホーテ

労災

880円～880円
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）

7時00分～18時00分の間の3
時間以上

45

商品管理／ドン・キホーテ宮古島店

  ◎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。 

『保育士プチ・セミナー』に参加しませんか？ 

   ✿日 程：2月26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。 

《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／         


