
水木
(1)9:00～18:00

正社員以外

土日祝他
(1)9:00～18:00

正社員

変形（1ヶ月単位） 他
(1)9:15～18:30

(2)15:30～0:00

正社員

変形（1ヶ月単位） 他
(1)9:15～18:30

(2)15:30～0:00

正社員

変形（1年単位） 日祝他
(1)8:30～17:15

正社員

変形（1ヶ月単位） 日他
(1)9:00～18:00

正社員

変形（1ヶ月単位） 他
(1)11:00～20:00

(2)11:00～19:00

正社員

変形（1年単位） 水他
(1)8:45～18:00

正社員

変形（1年単位） 他
(1)8:30～17:30

正社員

変形（1年単位） 他
(1)8:30～17:30

正社員

交替制あり 日祝他
(1)7:30～15:15

(2)8:30～16:15

(3)9:30～17:15

正社員以外

日他
(1)8:00～17:00

正社員

交替制あり 他
(1)8:00～17:00

パート労働者

変形（1ヶ月単位） 他
(1)8:30～17:30

(2)17:00～9:00

正社員以外

変形（1年単位） 日祝他
(1)8:30～17:30

正社員以外

変形（1年単位） 他
(1)8:30～17:30

正社員

シフト制（勤務割表によ
る）206,000円～

270,000円雇用期間の定めなし

3人
47030- 2362101

16

作業療法士 39歳以下
(医法)タピック宮里病院 名護市字宇茂佐１７６３－２

雇用・労災・
健康・厚生

＊シフト制：勤務割表に
よる145,000円～

165,000円雇用期間の定めあり(4ヶ月以上)

1人
47030- 2361901

15

相談員
(認知症疾患医療センター)

不問
(医法)タピック宮里病院

名護市字宇茂佐１７６３－２（認
知症疾患医療センター）

雇用・労災・
健康・厚生

シフト制による月間９日
休み139,320円～

142,760円雇用期間の定めあり(4ヶ月以上)

2人
47030- 2357801

14

介護職(老人保健施設) 18歳以上 (医法)　琉心会　介護老人保健施
設　あけみおの里

名護市字屋部４６８－１

雇用・労災・
健康・厚生

＊シフト制

800円～800円
雇用期間の定めあり(4ヶ月以上)

3人
47030- 2356701

13

養鶏作業全般
《６０歳以上の専用求人》

60歳以上 農業生産法人　有限会社　平南
ファーム

大宜味村字津波１９７１－１１２

雇用・労災

＊第二第四土曜日休み
年末年始（１２／３０～
１／３）旧盆２日
＊繁忙時期など休日出勤
（割増にて対応）

176,000円～
220,000円雇用期間の定めなし

1人
47030- 2355401

12

大型ダンプ運転手 64歳以下
かりゆし産業 名護市字宇茂佐１９６８－５

雇用・労災

土曜日は隔週休み

164,700円～
205,000円雇用期間の定めあり(4ヶ月以上)

1人
47030- 2354101

又は7:30～18:30の間の
8時間程度

11

保育士(会計土任用職員)
８月１日採用

不問
今帰仁村教育委員会

今帰仁村字天底９１
今帰仁保育所

雇用・労災・
健康・厚生

・４～１１月（土日祝、
休み）・１２月～３月
（日休み）
・１２／３１～１／３
（年末年始休暇）＊会社
カレンダーによる

200,000円～
300,000円雇用期間の定めなし

1人
47010-14737201

10

造園工事現場施工管理技術者
(正社員)

59歳以下
オパス　(株)

宜野湾市嘉数２丁目１７－３『オ
パス（株）事業本部』
名護市宇茂佐１５１０－４　『北
部支社』
＊いずれか相談可

雇用・労災・
健康・厚生・
財形

・４～１１月（土日祝、
休み）　・１２月～３月
（日休み）
・１２／３１～１／３
（年末年始休暇）＊会社
カレンダーによる

180,000円～
300,000円雇用期間の定めなし

1人
47010-14725901

9

土木工事現場施工管理技術者
(正社員)

59歳以下
オパス　(株)

宜野湾市嘉数２丁目１７－３『オ
パス（株）事業本部』
名護市宇茂佐１５１０－４　『北
部支社』
＊いずれか相談可

雇用・労災・
健康・厚生・
財形

・会社年間カレンダーに
よります。
・ＧＷ・旧盆・年末年始

142,000円～
210,000円雇用期間の定めなし

1人
47010-14596301

8

自動車整備士
(浦添店・中部店・名護店)

59歳以下
琉球三菱自動車販売（株）

・浦添市字仲西３－１２－１（浦
添店）
・沖縄市上地１－１２－１　（中
部店）
・名護市東江３－２２－１４（名

雇用・労災・
健康・厚生・
財形

・シフト制
・他は会社カレンダーに
よる休み

168,000円～
168,000円雇用期間の定めなし

1人
47010-14530601

7

スマートフォン・その他モバイ
ル端末販売スタッフ：もとぶ店

35歳以下
(株)ゼネラル情報通信

本部町字渡久地２－３
　『ａｕショップもとぶ店』

雇用・労災・
健康・厚生

・シフト制
・日曜日は定休日　・他
は会社カレンダーによる
休み

168,000円～
168,000円雇用期間の定めなし

1人
47010-14521301

6

スマートフォン・その他モバイ
ル端末販売スタッフ【国頭店】

35歳以下
(株)ゼネラル情報通信

国頭村奥間１６０５
　『ａｕショップゆいゆい国頭
店』

雇用・労災・
健康・厚生

会社カレンダー　年間平
均で隔週週休２日制
土曜日は概ね月２～３日
の休み　年末年始・お盆
休み有り

163,160円～
206,810円雇用期間の定めなし

1人
46040- 5619501

5

農業機械販売及び修理
(今帰仁営業所)

18歳～59歳 (株)南九州沖縄クボタ（沖縄県
内）

今帰仁村字越地２０７－６
（株）南九州沖縄クボタ　今帰仁
営業所

雇用・労災・
健康・厚生・
財形

月８日～９日を基本とす
るシフト制（土日祝日は
交替で勤務）

204,000円～
246,000円雇用期間の定めなし

1人
40150- 4878901

又は9:15～0:00の間の
8時間

4

管理栄養士
(正・名護東江店・地域専任職)

不問
(株)ドラッグストアモリ

名護市東江４丁目１番３号
　ドラッグストアモリ　名護東江
店
　　勤務先応相談（仕事内容を参
照）

雇用・労災・
健康・厚生

月８日～９日を基本とす
るシフト制（土日祝日は
交替で勤務）

204,000円～
246,000円雇用期間の定めなし

1人
40150- 4706901

又は9:15～0:00の間の
8時間

3

管理栄養士
(正・もとぶ店・地域専任職)

不問
(株)ドラッグストアモリ

本部町字東５５４番地１
　ドラッグストアモリ　もとぶ店
　　勤務先応相談（仕事内容を参
照）

雇用・労災・
健康・厚生

雇用・労災・
健康・厚生 年末年始１２／２９～１

／３
夏季休暇３日間

330,000円～
450,000円雇用期間の定めなし

1人
13080-44024501

200,000円～
300,000円雇用期間の定めあり(4ヶ月未満)

3人
11030-17239501

2

設備工事における工事監理業務
経験者募集／名護市

59歳以下
(株)エープランニング

名護市字辺野古１００７
名護事業所

就業時間① 加入保険等 休日

1

営業［沖縄名護店／名護市大
南］

不問
(株)アイダ設計

「沖縄名護店」
名護市大南１丁目１０－１２

雇用・労災・
健康・厚生

No. 職種 年齢
採用人数

賃金 求人者名
（求人番号）

就業場所

7月2日 発行

ハローワーク名護

名護公共職業安定◎ 前開庁日に受理した求人の一覧です。

◎ 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ください。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、賃金は時間給です。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。



就業時間① 加入保険等 休日No. 職種 年齢
採用人数

賃金 求人者名
（求人番号）

就業場所

7月2日 発行

ハローワーク名護

名護公共職業安定◎ 前開庁日に受理した求人の一覧です。

◎ 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ください。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、賃金は時間給です。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。

変形（1年単位） 日他
(1)8:30～17:30

正社員

土日祝他
(1)9:00～18:00

正社員以外

変形（1年単位） 日祝他
(1)8:30～17:30

(2)8:30～12:30

正社員

変形（1ヶ月単位） 他
(1)8:30～17:30

(2)8:30～12:30

正社員

日他
(1)8:30～17:30

正社員以外

変形（1ヶ月単位） 他
(1)8:30～17:30

(2)17:00～9:00

正社員

変形（1ヶ月単位） 他
(1)8:30～17:30

(2)17:00～9:00

正社員

変形（1年単位） 日他
(1)8:30～17:30

(2)17:00～9:00

正社員以外

変形（1ヶ月単位） 他
(1)7:00～16:00

(2)8:30～17:30

(3)9:30～18:30

正社員

他
(1)8:30～17:30

正社員

変形（1ヶ月単位） 日祝
(1)8:00～17:00

正社員

変形（1年単位） 日祝他
(1)8:15～17:00

正社員

日祝他
(1)8:15～17:00

正社員

日他
(1)8:00～17:00

正社員

変形（1年単位） 日他
(1)8:15～16:45

正社員

土日他
(1)8:00～17:00

正社員

177,200円～
250,000円雇用期間の定めなし

2人
47030- 2378601

32

軽量鉄骨建築・切断加工溶接 不問
有限会社　朝曰興業企画 名護市東江５丁目８番８号

雇用・労災・
健康・厚生

＊第２、第４土曜日休み
　繁忙時になる為、出勤
の場合もあります（３６
協定書提出）

138,000円～
138,000円雇用期間の定めなし

1人
47030- 2377301

31

コンクリート二次製品製造工員 59歳以下
新垣産業(株) 名護市字屋部１８１３－１

雇用・労災・
健康・厚生

現場により土曜・祝日出
勤あり180,000円～

250,000円雇用期間の定めなし

2人
47030- 2376001

30

外線電気工事 40歳以下
有限会社　文化電気商会 伊江村字川平３６３番地

雇用・労災・
健康・厚生

日祝日以外に会社カレン
ダーによる休日
年末年始（５日）・旧盆
休み（２日）・特別休暇
（冠婚葬祭等）

142,762円～
200,000円雇用期間の定めなし

1人
47030- 2375501

29

品質管理スタッフ 45歳以下
(株)沖坤 名護市字久志５２１－６

雇用・労災・
健康・厚生・
財形

日祝日以外に会社カレン
ダーによる休日　・年末
年始（５日）・旧盆休み
（２日）・特別休暇（冠
婚葬祭等）

142,762円～
200,000円雇用期間の定めなし

1人
47030- 2374201

28

鉄筋加工作業員(工場内勤務) 59歳以下
(株)沖坤 名護市字久志５２１－６

雇用・労災・
健康・厚生・
財形

201,600円～
302,708円雇用期間の定めなし

2人
47030- 2373801

27

言語聴覚士(正職員) 39歳以下 公益社団法人　北部地区医師会　
北部地区医師会病院

名護市宇茂佐１７１２番地の３

雇用・労災・
健康・厚生・
財形

＊シフトにて休み（休日
相談に応じます）175,000円～

255,000円雇用期間の定めなし

1人
47030- 2372701

26

福祉用具専門相談員 不問 (合)しん和
デイサービス　久志交じり

名護市字為又８５６－１１（福祉
用具レンタル・販売事業所なぐ交
じり）

雇用・労災・
健康・厚生

＊シフト（８～９日休
み）167,050円～

213,000円雇用期間の定めなし

1人
47030- 2371401

25

介護・生活相談員 不問 (合)しん和
デイサービス　久志交じり

名護市字三原２５２－５

雇用・労災・
健康・厚生

＊シフト制による月間９
日の休み139,320円～

142,760円雇用期間の定めあり(4ヶ月以上)

1人
47030- 2370101

24

介護職 18歳以上
(医法)　琉心会　勝山病院 名護市屋部　４６８－１

雇用・労災・
健康・厚生

シフト制による月間９日
休み175,000円～

270,000円雇用期間の定めなし

1人
47030- 2369301

23

准看護師・正看護師 18歳～59歳 (医法)　琉心会　介護老人保健施
設　あけみおの里

名護市字屋部４６８－１（あけみ
おの里）

雇用・労災・
健康・厚生

シフト制による月間９日
休み149,320円～

153,590円雇用期間の定めなし

1人
47030- 2368001

22

介護福祉士(老人保健施設) 18歳～59歳 (医法)　琉心会　介護老人保健施
設　あけみおの里

名護市字屋部４６８－１

雇用・労災・
健康・厚生

シフト制による月間９日
休み139,320円～

142,760円雇用期間の定めあり(4ヶ月以上)

1人
47030- 2367501

21

介護職(通所リハ) 不問 (医法)　琉心会　介護老人保健施
設　あけみおの里

名護市字屋部４６８－１

雇用・労災・
健康・厚生

・シフト制
・リフレッシュ休暇、お
盆休みあり

261,176円～
405,292円雇用期間の定めなし

3人
47030- 2366201

20

薬剤師(正職員) 45歳以下 公益社団法人　北部地区医師会　
北部地区医師会病院

名護市宇茂佐１７１２番地の３

雇用・労災・
健康・厚生・
財形

＊シフト制：４週８休制

205,000円～
290,000円雇用期間の定めなし

1人
47030- 2365801

19

公認心理士 不問
(医法)タピック宮里病院 名護市字宇茂佐１７６３－２

雇用・労災・
健康・厚生

＊慰霊の日（６月２３
日）＊年末年始（１２月
２９日～１月３日）
＊その他規程による休日

133,000円～
143,000円雇用期間の定めあり(4ヶ月以上)

2人
47030- 2364701

18

施設管理に関する業務
≪急募≫

不問 特定非営利活動法人ＮＤＡ
（名護経済特区開発機構）

名護市字豊原２２４番地３
名護市マルチメディア館１階

雇用・労災・
健康・厚生

シフト制（勤務割表によ
る）206,000円～

270,000円雇用期間の定めなし

2人
47030- 2363401

17

理学療法士 39歳以下
(医法)タピック宮里病院 名護市字宇茂佐１７６３－２

雇用・労災・
健康・厚生


