
(1)8時30分～15時30分
(2)10時15分～17時15分

パート労働者 47010- 5060001

(1)8時30分～15時30分
(2)10時15分～17時15分

パート労働者 47010- 5064101

(1)8時00分～17時00分

パート労働者 47040-  588801
変形（1ヶ月単位）
(1)8時30分～18時30分

正社員 47040-  589201
社会福祉士

(1)8時30分～17時15分

正社員 47040-  574301

(1)9時00分～17時00分

パート労働者 47040-  575601

(1)8時30分～16時30分

パート労働者 47040-  577101
交替制あり
(1)8時30分～16時30分
(2)9時00分～17時00分

パート労働者 47040-  578401
交替制あり
(1)8時30分～17時00分
(2)8時45分～17時15分

パート労働者 47040-  579701

パート労働者 47040-  580501
交替制あり
(1)8時15分～16時15分
(2)9時00分～17時00分
(3)9時15分～17時15分

パート労働者 47040-  581001

(1)9時00分～17時00分

パート労働者 47040-  583601
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-  586401

就業時間 加入保険等 必要な免許資格No. 職種 賃金
求人者名
（求人番号）

雇用・労災・
健康・厚生

850円～950円
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）

2

事務補佐員（衛生学・公衆衛生学講座）
国立大学法人　琉球大学

1

事務補佐員（衛生学・公衆衛生学講座）
国立大学法人　琉球大学

雇用・労災・
健康・厚生

1,200円～1,200円
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）

4

診察補助及び受付
レオ・クリニック

雇用・労災・
健康・厚生

850円～950円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

3

もずく加工製造作業員
宮古島漁業協同組合

公災・その他

154,700円～154,700円
雇用期間の定めなし

6

一般事務補助員　＊会計年度任用職員
宮古島市役所

雇用・労災・
健康・厚生

160,000円～160,000円
雇用期間の定めなし

5

医療社会事業専門員（正）【常勤職員】
＊令和２年４月採用 国立療養所　宮古南静園

雇用・公災・
健康・厚生

935円～950円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

8

観光交流拠点施設管理補助
＊会計年度任用職員 宮古島市役所

雇用・公災・
健康・厚生

935円～950円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

又は8時30分～17時15分の間の
7時間程度

7

一般事務補助員【ゆいみなぁ】
＊会計年度任用職員 宮古島市役所

雇用・公災・
健康・厚生

935円～950円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

又は8時30分～17時15分の間の
7時間程度

10

カフェスタッフ（調理・接客・製造）
合同会社ティダヌファ

雇用・公災・
健康・厚生

935円～950円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

9

電話交換手　＊会計年度任用職員
宮古島市役所

雇用・公災・
健康・厚生

935円～950円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

12

子ども子育て支援専門員
＊会計年度任用職員 宮古島市役所

雇用・労災

800円～1,000円
雇用期間の定めなし

9時00分～18時00分の間の6時
間以上

11

一般事務補助員【環境衛生課】
＊会計年度任用職員 宮古島市役所

雇用・公災・
健康・厚生

935円～950円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

13

介護職【デイサービス】
＊５月１日付採用＊

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

150,000円～160,000円
雇用期間の定めなし

令和２年 ２月 25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 
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交替制あり 調剤事務管理士
(1)8時30分～17時30分
(2)9時00分～18時00分
(3)10時00分～19時00分

正社員 47040-  569101
交替制あり
(1)8時00分～16時00分
(2)16時00分～23時45分

正社員 47040-  571201

(1)9時00分～17時00分

正社員 47040-  572501
交替制あり

パート労働者 47040-  573001

(1)22時00分～7時00分

正社員以外 47040-  557001
第二種電気工事士

(1)10時00分～19時30分 その他の電気工事関係資格
３級配管技能士

正社員 47040-  564501
パソコン［ワープロ・表計算］可

パート労働者 47040-  565001

(1)8時30分～15時30分
(2)8時30分～12時00分

正社員 47040-  566301
液化石油ガス設備士

(1)8時30分～18時00分

正社員 47040-  567601

(1)8時30分～13時00分
(2)13時00分～17時30分

パート労働者 47040-  530201

(1)8時30分～17時30分

正社員以外 47040-  531501

必要な免許資格No. 職種 賃金
求人者名
（求人番号）

就業時間 加入保険等

雇用・労災・
健康・厚生

130,000円～130,000円
雇用期間の定めなし

14

薬局事務
有限会社　かわみつ

雇用・労災・
健康・厚生

190,000円～250,000円
雇用期間の定めなし

17

配車オペレーター　★急　募★
＊１８～０時の間の３時間以上 株式会社　まるちく

雇用・労災・
健康・厚生

190,000円～280,000円
雇用期間の定めなし

16

ハウスクリーニング業
【トライアル雇用併用求人】 株式会社　シンクエンタープライズ

15

ホテルフロント
【トライアル雇用併用求人】

株式会社　メイマックス
【ホテルニュー丸勝】

雇用・労災・
健康・厚生・
財形183,540円～183,540円

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

労災

924円～924円
雇用期間の定めなし

18時00分～0時00分の間の3時
間以上

18

ホテルフロント業務【夜勤専従】 ミヤギ産業株式会社
ホテルライジングサン宮古島

雇用・労災

158,400円～264,000円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

19

家電製品配達及び工事、修理サポート 株式会社　川満電器【ベスト電器宮古
店】

雇用・労災

900円～1,500円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

24

公道カートツアーガイド補助
宮古島カート

23

公道カートツアーガイド補助
宮古島カート

雇用・労災・
健康・厚生

850円～850円
雇用期間の定めなし

9時20分～18時00分の間の5時
間以上

21

一般事務及び経理事務　★★急　募★★
合名会社　日光タクシー

雇用・労災・
健康・厚生

180,000円～200,000円
雇用期間の定めなし

20

修理サービス部事務業務 株式会社　川満電器【ベスト電器宮古
店】

雇用・労災・
健康・厚生

180,000円～200,000円
雇用期間の定めなし

雇用・労災・
健康・厚生

130,000円～130,000円
雇用期間の定めなし

22

検針兼配送係
株式会社寄川商会

  ◎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。 

求職者支援セミナーのご案内  

＊3/11（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 

 

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。 

《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／          


