
職種
年齢

雇用形態・採用人数
保育士 沖縄県宮古島市平良字東仲宗根９７－２ 保育士

時給制 (1)8時30分～17時30分 幼稚園教諭免許
930円 （専修・１種・２種）
～ 就業場所:宮古島市

（年齢：　不問　） 950円
パート労働者（1人） 47040- 2232401 （就業場所：従業員数　18　人）

沖縄県教育委員会　義務教育課 沖縄県那覇市泉崎１－２－２　１３階 臨床心理士
時給制 (1)8時30分～17時15分 公認心理師
3,200円 医師
～ 就業場所:宮古島市

（年齢：　不問　） 5,000円
パート労働者（10人） 47010-20144801 （就業場所：従業員数　30　人）

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２０７１－４０
時給制 (1)8時30分～17時15分
930円
～ 就業場所:宮古島市

（年齢：　不問　） 960円
パート労働者（1人） 47040- 2142901 （就業場所：従業員数　26　人）

リヴプラス　株式会社 宅地建物取引士
月給制 (1)9時00分～17時30分 （旧：宅地建物取引主任者）
150,000円 二級建築士

～ 就業場所:宮古島市 日商簿記１級
（年齢：　不問　） 170,000円
正社員（2人） 47040- 2191301 （就業場所：従業員数　13　人）
レジ【宮古島市】 株式会社　アソシエ 沖縄県宜野湾市字大山７－１０－２５　１階

時給制 (1)9時00分～17時00分
1,000円 (2)17時00分～22時00分
～ 就業場所:宮古島市

（年齢：　不問　） 1,000円
有期雇用派遣パート（2人） 47020-12206801 （就業場所：従業員数　0　人）
販売・レジ　★★急　募★★ 有限会社大栄興産　【ワイドー市場】 沖縄県宮古島市平良字松原５５１－４

時給制
850円
～ 就業場所:宮古島市

（年齢：　59歳以下　） 850円 9時00分～19時00分の
パート労働者（2人） 47040- 2141601 （就業場所：従業員数　4　人） 間の5時間以上

三和ペイント沖縄株式会社 沖縄県浦添市伊祖２－１－２　２０１号
月給制 (1)10時00分～20時00分
180,000円

～ 就業場所:宮古島市
（年齢：　不問　） 180,000円
正社員以外（3人） 47010-19978701 （就業場所：従業員数　6　人）

沖縄県宮古島市平良字西原２２５１－１４７ ホームヘルパー２級
月給制 (1)7時00分～16時00分 介護職員初任者研修修了者
170,000円 (2)8時30分～17時30分 介護福祉士

～ 就業場所:宮古島市 (3)10時00分～19時00分
（年齢：　不問　） 190,000円
正社員（1人） 47040- 2135901 （就業場所：従業員数　9　人）
訪問ヘルパー【正社員】 合同会社　訪問介護事業所　園 沖縄県宮古島市平良字下里１０９７－５ 介護職員初任者研修修了者

時給制 (1)8時00分～17時00分 ホームヘルパー２級
156,240円 (2)9時00分～18時00分 介護職員実務者研修修了者

～ 就業場所:宮古島市
（年齢：　64歳以下　） 156,240円
正社員（1人） 47040- 2136101 （就業場所：従業員数　10　人）
居宅介護ヘルパー 沖縄県宮古島市平良字下里１０９７－５ 介護職員初任者研修修了者

時給制 (1)8時00分～10時00分 ホームヘルパー２級
1,300円 (2)16時00分～18時00分 介護職員実務者研修修了者
～ 就業場所:宮古島市

（年齢：　64歳以下　） 1,300円
パート労働者（1人） 47040- 2137401 （就業場所：従業員数　3　人）

株式会社　宮古島東急ホテル＆リゾーツ 沖縄県宮古島市下地字与那覇９１４
時給制 (1)5時30分～14時30分
161,500円 (2)12時00分～21時00分

～ 就業場所:宮古島市 (3)14時30分～23時30分
（年齢：　18歳以上　） 170,000円
正社員以外（1人） 47040- 2166301 （就業場所：従業員数　170　人）
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会計年度任用職員（事務補助）
【庶務】（週５日勤務）

沖縄県スクールカウンセラー
（教育庁義務教育課）【２】

社会福祉法人グロリア福祉会
光の園保育園

調理補助
★令和２年１２月採用★

高齢者グループホーム介護員
★★急　募★★

合同会社　まきや
【グループホームまきや】

合同会社　訪問介護事業所　園
居宅介護　とも

沖縄県宮古島市平良字下里７５１－３
グリーンヒルズ１Ｆ

営業職（電話営業／飛び込み
なし）《宮古支店》

不動産業務（接客及び営業補佐）
★土日祝休★

令和２年 １０月 ６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
ホールスタッフ　★急　募★ 北琉商店　いころ 沖縄県宮古島市平良字西里１４６　１Ｆ

時給制 (1)17時00分～22時00分
850円 (2)18時00分～0時00分
～ 就業場所:宮古島市

（年齢：　不問　） 950円
パート労働者（2人） 47040- 2131501 （就業場所：従業員数　3　人）

北琉商店　いころ 沖縄県宮古島市平良字西里１４６　１Ｆ
月給制 (1)16時00分～0時00分
170,000円

～ 就業場所:宮古島市
（年齢：　18歳以上　） 200,000円
正社員（1人） 47040- 2132001 （就業場所：従業員数　3　人）
レンタカー受付業務 株式会社　オリックスレンタカー宮古島 沖縄県宮古島市平良字西里１３３２ー３

時給制
850円
～ 就業場所:宮古島市

（年齢：　不問　） 950円 10時00分～19時00分
パート労働者（3人） 47040- 2139801 （就業場所：従業員数　10　人） の間の3時間以上

宮古島市消防本部 沖縄県宮古島市平良字下里１７９２－６ 救急救命士
時給制 (1)7時30分～17時40分 大型自動車免許
1,044円 (2)7時30分～12時35分
～ 就業場所:宮古島市 (3)12時35分～17時40分

（年齢：　不問　） 1,044円
パート労働者（4人） 47040- 2157001 （就業場所：従業員数　4　人）

合同会社バイパスオート 沖縄県宮古島市平良字松原１１２５－３ 三級自動車整備士
月給制 (1)9時00分～18時00分 二級自動車整備士
152,000円

～ 就業場所:宮古島市
（年齢：　59歳以下　） 250,000円
正社員（1人） 47040- 2130201 （就業場所：従業員数　5　人）

大成設備工業（株） 沖縄県那覇市首里石嶺町４－４４４－６
月給制 (1)8時00分～17時30分
180,000円

～ 就業場所:宮古島市
（年齢：　59歳以下　） 450,000円
正社員（3人） 47010-20466601 （就業場所：従業員数　41　人）

共和産業株式会社 沖縄県宮古島市平良字西里１６１３ 玉掛技能者
月給制 (1)8時00分～18時00分 車両系建設機械
200,000円 （整地・運搬・積込用及び掘削用）

～ 就業場所:宮古島市 移動式クレーン運転士
（年齢：　40歳以下　） 280,000円
正社員（2人） 47040- 2138701 （就業場所：従業員数　56　人）
配達 古謝製麺所 沖縄県宮古島市平良字下里１５１７－１

時給制 (1)6時00分～11時00分
900円
～ 就業場所:宮古島市

（年齢：　不問　） 900円
パート労働者（1人） 47040- 2195401 （就業場所：従業員数　8　人）
ホテルスタッフ 沖縄県宮古島市下地字与那覇８４７－３

月給制 (1)7時15分～16時15分
193,050円 (2)12時30分～21時30分

～ 就業場所:宮古島市
（年齢：　不問　） 215,140円 又は7時15分～21時30分
正社員以外（2人） 47040- 2119901 （就業場所：従業員数　21　人） の間の8時間程度
配達員 株式会社　大樹 沖縄県宮古島市平良字下里７７９－１

時給制 (1)15時00分～0時00分
172,080円 (2)16時00分～0時00分

～ 就業場所:宮古島市 (3)17時00分～0時00分
（年齢：　18歳以上　） 286,800円
正社員（1人） 47040- 2127901 （就業場所：従業員数　7　人）

就業時間 必要資格No. 賃 金 求人者名
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船舶作業員またはクレーンオペ
レーター　★★急　募★★

現場代理人及び見習い・補佐
【宮古島市】

自動車整備員【見習い可】
★急　募★

消防員【城辺詰所】（会計年度
任用職員）＊令和２年度＊

ホールスタッフ【正社員】
★急　募★

株式会社　マレアクリエイト
マリンロッジマレア　宮古島

所在地・就業場所

◎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。

《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／

１２月開講【沖縄県委託訓練】

＊訓練期間：令和２年１２月１日（火）～令和３年２月２６日（金）【３ヶ月】

＊募集期間：令和２年１０月１日（木）～令和２年１０月２３日（金）

※相談締切：令和２年１０月２２日（木） 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


