
水日他
(1)8:30～13:30

パート労働者

変形（1ヶ月単位) 他
(1)8:30～17:30

正社員

交替制あり 他
(1)8:00～12:00

(2)9:00～13:00

パート労働者

他
(1)5:30～17:30

正社員以外

変形（1ヶ月単位) 他
(1)9:00～18:00

(2)12:00～21:00

正社員以外

交替制あり 他
(1)10:00～15:00

(2)12:00～17:00

(3)17:00～23:00

パート労働者

交替制あり 他
(1)9:00～14:00

(2)12:00～17:00

(3)17:00～23:00

パート労働者

変形（1ヶ月単位) 他
(1)9:00～18:00

(2)12:00～21:00

正社員以外

他
9:00～18:00の間

の5時間程度

パート労働者

変形（1年単位) 日祝他
(1)7:00～16:00

(2)10:00～19:00

正社員以外

変形（1年単位) 日祝他
(1)7:30～16:30

(2)10:30～19:30

正社員以外

変形（1年単位) 土日祝他
(1)8:00～17:00

パート労働者

変形（1年単位) 日祝他
(1)8:00～17:00

(2)8:30～17:30

(3)9:00～18:00

正社員以外

交替制あり 他
(1)8:00～17:00

(2)8:30～17:30

(3)9:00～18:00

正社員以外

土日他
(1)8:00～17:00

正社員

元旦

179,800円～
245,280円雇用期間の定めなし

1人
47030- 2846821

電気工(内線・外線工事) 18歳～44歳
(株)崎浜電工 名護市宮里１丁目２番６号

雇用・労災・健
康・厚生・財形

＊シフト制

144,600円～
355,930円雇用期間の定めあり(４ヶ月以上)

1人
47030- 2840321

専門的技術職(建築) 不問
(財団)沖縄美ら島財団 本部町字石川８８８番地

雇用・労災・健
康・厚生

日祝と土曜日は隔週休み
相談により土曜日固定休も
可
年末年始等休園日

153,800円～
159,800円雇用期間の定めあり(４ヶ月以上)

2人
47030- 2839521

保育士 不問 (社福)　巣立福祉会
　すだつ羽地保育園

名護市字田井等６０１番地４

雇用・労災・健
康・厚生

1,867円～2,133円

雇用期間の定めあり(４ヶ月未満)

4人
47030- 2838221

道路清掃・除草作業員 不問
有限会社　紫光園 名護市為又４７９－１１

雇用・労災

＊シフト制（月に８～９日
の休み)　＊誕生日休暇
（１日)
＊年末年始（１２月２９日
～１月３日)　＊慰霊の日

172,000円～
196,800円雇用期間の定めあり(４ヶ月以上)

2人
47030- 2837821

保育教諭 不問 幼保連携型
あすなろ東認定こども園
(社福)城山ネットワーク会議)

名護市東江２丁目６番９号

雇用・労災・健
康・厚生・財形

※シフト制
※年末年始休暇（１２／２
９～１／３)、慰霊の日

180,800円～
196,100円雇用期間の定めあり(４ヶ月以上)

2人
47030- 2836721

保育士 不問 (社福)　嶺丘福祉会
　いとし子保育園

名護市字為又２８５－２

雇用・労災・健
康・厚生・財形

820円～870円

雇用期間の定めあり(４ヶ月以上)

1人
47030- 2835021

カート乗り場案内スタッフ
《シニア応援求人》パート

不問 (株)名護パイナップル
ワイナリー

今帰仁村字古宇利５３８

雇用・労災・健
康・厚生

＊シフト制　＊年始休暇
（１／１～１／３)158,400円～

211,200円雇用期間の定めあり(４ヶ月以上)

2人
47030- 2834121

又は16:00～23:00の
間の6時間以上

ホールスタッフ 不問 やよい軒　
ザ・フォレストモール
　名護店

名護市字名護４５１３

雇用・労災

＊シフト制　
＊年始休暇（１／１～１／
３)

900円～1,200円

雇用期間の定めあり(４ヶ月以上)

2人
47030- 2833921

又は18:00～23:00の
間の5時間程度

15

ホールスタッフ【Ｗワーク可】 不問 やよい軒　
ザ・フォレストモール
　名護店

名護市字名護４５１３

雇用・労災

＊シフト制　　＊年次有給
休暇は法定通り付与
＊年始休暇（１／１～１／
３)

900円～1,200円

雇用期間の定めあり(４ヶ月以上)

2人
47030- 2832621

又は18:00～23:00の
間の5時間程度

14

キッチンスタッフ 不問 やよい軒　
ザ・フォレストモール
　名護店

名護市字名護４５１３

雇用・労災

＊シフト制　＊年始休暇
（１／１～１／３)158,400円～

211,200円雇用期間の定めあり(４ヶ月以上)

2人
47030- 2831321

又は16:00～23:00の
間の6時間以上

13

キッチンスタッフ 不問 やよい軒　
ザ・フォレストモール
　名護店

名護市字名護４５１３

雇用・労災

繁忙期には４週間に８日休
み計算にしております。210,000円～

230,000円雇用期間の定めあり(４ヶ月以上)

1人
47030- 2830421

12

調理人 不問
国頭かりゆし荘 国頭村字半地２６９－１番地

雇用・労災・健
康・厚生

850円～900円

雇用期間の定めあり(４ヶ月以上)

1人
47030- 2829821

11

フロントスタッフ 不問
国頭かりゆし荘 国頭村字半地２６９－１番地

労災・健康・厚
生

＊シフト制　主に水曜日、
日曜日がお休み。
＊正月三が日中に１回出勤
あり　　他特記事項参照

150,000円～
150,000円雇用期間の定めなし

2人
47030- 2828721

10

【急募】営業・配達員 不問
山吉フード(株) 名護市字為又１２２０－６

雇用・労災・健
康・厚生

＊主に水曜日、日曜日がお
休み。
＊正月三が日中に１回出勤
あり

850円～850円

雇用期間の定めあり(４ヶ月以上)

1人
47030- 2827021

又は8:30～15:30の
間の6時間程度

9

経理事務員 不問
山吉フード(株) 名護市字為又１２２０－６

労災

8

7

6

5

4

3

2

就業時間 加入保険等 休  日
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7月6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。
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求 人 者 名
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変形（1ヶ月単位) 他
(1)5:30～14:30

(2)8:00～17:00

(3)10:00～19:00

正社員以外

変形（1ヶ月単位) 他
(1)7:00～16:00

(2)8:00～17:00

(3)10:00～19:00

正社員

日他
(1)8:30～17:30

正社員以外

日他
(1)8:30～17:30

正社員以外

交替制あり 土日祝他
(1)13:00～19:00

パート労働者

土日祝他
(1)9:00～18:00

正社員以外

交替制あり 土日祝他
(1)8:30～17:30

(2)9:00～18:00

正社員以外

変形（1ヶ月単位) 他
(1)7:00～15:30

(2)8:30～17:30

(3)15:30～0:30

正社員以外

交替制あり 日祝他
(1)8:30～17:30

(2)8:30～12:30

正社員以外

火水他
16:00～23:00の間

の6時間程度

パート労働者

交替制あり 他
(1)10:00～15:00

(2)15:00～20:00

パート労働者

水日他
(1)8:30～17:00

正社員以外

日祝他
(1)8:30～18:00

(2)8:30～12:30

正社員

日祝他
(1)8:30～17:00

(2)8:30～12:00

正社員以外

変形（1年単位) 日祝他
(1)8:00～17:00

正社員

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)

147,050円～
195,540円雇用期間の定めなし

3人
47030- 2861721

コンクリート製品製造員
(工場内作業)

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

繁忙期は休日出勤の場合あ
り（残業扱い)
毎月第３土曜日は出勤

162,000円～
178,200円雇用期間の定めあり(４ヶ月未満)

1人
47030- 2860021

堆肥製造・運搬・散布 不問 沖縄県農業協同組合
　北部地区畜産振興センター

名護市字源河２５３４－３８７
ＪＡ北部堆肥センター

雇用・労災・健
康・厚生

＊第２、第４土曜日は休み
＊年末年始休300,000円～

500,000円雇用期間の定めなし

1人
47030- 2859621

薬剤師 59歳以下
(医)野毛会　もとぶ野毛病院

本部町大浜８８０－１


雇用・労災・健
康・厚生・財形

年末年始：１２／３１～１
／３190,000円～

250,000円雇用期間の定めあり(４ヶ月以上)

1人
47030- 2858321

販売・営業スタッフ 不問
農業生産法人　(有)沖縄北斗 東村平良９７１－２

雇用・労災・健
康・厚生

＊シフト制

1,000円～1,000円

雇用期間の定めあり(４ヶ月未満)

10人
47030- 2857421

夏ギフト(お中元)
発送・受付スタッフ

不問
イオン琉球(株)イオン名護店 名護市字名護見取川原4472

雇用・労災

正月休み・ウークイ休み

900円～1,000円

雇用期間の定めなし

3人
47030- 2856521

又は

ホールスタッフ 18歳以上 有限会社スーチューマー
（島豚七輪焼　満味)

名護市字伊差川２５１

労災

年末年始１２／２９－１／
３、慰霊の日152,240円～

152,240円雇用期間の定めあり(４ヶ月以上)

1人
47030- 2855221

医療事務(育ちのクリニック) 不問 (社福)　五和会　
名護療育医療センター

名護市大東２－２３－３０

雇用・労災・健
康・厚生

シフト制（会社カレンダー
による休日)201,600円～

252,000円雇用期間の定めあり(４ヶ月以上)

2人
47030- 2854821

看護師 18歳以上 (社福)　五和会　
名護療育医療センター

名護市宇茂佐１７６５番地

雇用・労災・健
康・厚生

134,400円～
140,800円雇用期間の定めあり(４ヶ月以上)

1人
47030- 2853721

医療事務 不問 (社福)　五和会　
名護療育医療センター

名護市宇茂佐１７６５番地
名護療育医療センター

雇用・労災・健
康・厚生

176,000円～
176,000円雇用期間の定めあり(４ヶ月以上)

2人
47030- 2852021

理学療法士 不問 (社福)　五和会　
名護療育医療センター

名護市宇茂佐１７６５番地

雇用・労災・健
康・厚生

＊週３日～４日のお仕事で
す。
　曜日等は調整して決定し
ます。

1,000円～1,000円

雇用期間の定めなし

1人
47030- 2851121

又は8:00～17:00の
間の6時間程度

施設内環境整備員 59歳以下
合同会社Gajyumaru 今帰仁村字勢理客１９５番地

雇用・労災

137,760円～
181,440円雇用期間の定めあり(４ヶ月以上)

1人
47030- 2850921

30

介護職(二見の里) 不問 デイサ－ビスセンター二見の里
(社福)名護学院)

名護市字二見２４１－７

雇用・労災・健
康・厚生

137,760円～
181,440円雇用期間の定めあり(４ヶ月以上)

1人
47030- 2849421

29

生活相談員(二見の里) 不問 デイサ－ビスセンター二見の里
(社福)名護学院)

名護市二見２４１－７

雇用・労災・健
康・厚生

＊休日　シフト制による

193,000円～
262,000円雇用期間の定めなし

1人
47030- 2848521

28

正・准看護師【乙羽園】 59歳以下
(社福)乙羽会 今帰仁村字天底２２２

雇用・労災・健
康・厚生

＊シフト制：４週８休

147,050円～
164,350円雇用期間の定めあり(４ヶ月未満)

1人
47030- 2847221

27

調理員(乙羽園) 不問
(社福)乙羽会 今帰仁村字天底２２２

雇用・労災・健
康・厚生

26

25

24

23

22

21

20

19

18

17

16
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変形（1ヶ月単位) 他
9:45～19:00の間

の8時間程度

正社員

変形（1ヶ月単位) 他
(1)9:45～18:15

正社員

交替制あり 他
(1)9:45～15:30

(2)15:15～19:00

パート労働者

他
(1)6:00～16:00

正社員

変形（1ヶ月単位) 他
(1)8:30～17:30

(2)7:00～16:00

(3)10:00～19:00

正社員以外

土日祝他
(1)9:00～18:00

正社員

土日祝他
(1)11:00～16:00

(2)12:00～17:00

パート労働者

土日祝他
(1)8:30～17:30

正社員

他
(1)9:00～17:30

(2)9:00～16:00

正社員以外

交替制あり 水日他
(1)9:30～18:10

有期雇用派遣労働者

変形（1年単位) 日祝他
(1)8:00～17:00

正社員

交替制あり 他
(1)7:00～10:00

(2)16:00～20:00

(3)22:00～5:00

パート労働者

交替制あり 他
(1)7:00～20:00

有期雇用派遣パート

＊休日は管理表にてシフト
制（月８～９日休み)156,520円～

197,800円雇用期間の定めあり(４ヶ月以上)

1人
47030- 2873421

生活支援員 18歳以上
(社福)　一心福祉会

大宜味村字津波１９７１番地７
６３　障害者支援施設えすの里

雇用・労災・健
康・厚生・財形

＊シフト

200,000円～
230,000円雇用期間の定めなし

1人
47030- 2871221

タクシー運行管理 59歳以下
(株)丸金交通

名護市大北３－１９－３
株式会社　丸金交通

雇用・労災・健
康・厚生

＊シフト制　＊時間外：３
６協定提出
※繁忙期：週休１日・　閑
散期：週休２～４日

850円～1,150円

雇用期間の定めなし

2人
47030- 2870821

又は9:45～19:00の
間の6時間程度

シーサー工房インストラクター
／観光施設

不問
有限会社　ハッピー　琉球窯

今帰仁村字今泊６１２－２
　オンザビーチカフェ２Ｆ

労災

＊シフト制（会社カレン
ダーによる休日)
※繁忙期：週休１日（時間
外手当支給)・閑散期：週
休２日

165,086円～
217,218円雇用期間の定めなし

2人
47030- 2863221

43

シーサー作り体験インストラクター
／観光施設

44歳以下
有限会社　ハッピー　琉球窯

今帰仁村字今泊６１２－２
　オンザビーチカフェ２Ｆ

雇用・労災・健
康・厚生

＊シフト制（会社カレン
ダーによる休日)
※繁忙期：週休１日（時間
外手当支給)・閑散期：週
休２日

173,775円～
225,907円雇用期間の定めなし

1人
47030- 2862821

42

シーサー作り体験インストラクター
／観光施設＜店長候補＞

44歳以下
有限会社　ハッピー　琉球窯

今帰仁村字今泊６１２－２
　オンザビーチカフェ２Ｆ

雇用・労災・健
康・厚生

41

40

39

38

37

36

35

34

33

32

31

シフトによる週２日～３日
休み　※相談可990円～990円

雇用期間の定めあり(４ヶ月未満)

1人
47020-10666821

青果スタッフ(名護市) 不問
(株)アソシエ 名護市東江１丁目２の１３

雇用・労災

シフトによる週２日～４日
休み1,000円～1,150円

雇用期間の定めあり(４ヶ月以上)

10人
47020-10603621

障がい者グループホーム
運営サポートスタッフ(１)

18歳以上
(株)奏ホールディングス

雇用・労災・健
康・厚生

旧盆、ゴールデンウイーク
（５月３日～５月５日)
年末年始（１２月３０日～
１月３日)

244,880円～
257,800円雇用期間の定めなし

1人
47010-17228121

営業 不問
ニッケンリース(株) 浦添市字西原２ー３ー３

雇用・労災・健
康・厚生・財形

年末年始、夏季休暇、ＧＷ

186,750円～
186,750円雇用期間の定めあり(４ヶ月以上)

1人
47010-17223521

一般事務(名護市為又) 不問
（株)ビジネスランド

名護市字為又１２１９ー２６９

雇用・労災・健
康・厚生

週休二日のシフト制（土日
祝可能な方歓迎)129,600円～

144,000円雇用期間の定めなし

1人
47010-17196921

サンゴの種苗生産補助(名護市) 59歳以下
(株)エコー　沖縄事務所

名護市字済井出１３７０
「生物分析センター」

雇用・労災・健
康・厚生

夏季・年末年始

276,000円～
406,000円雇用期間の定めなし

1人
27020-43562721

環境プラントの施工管理・
営業所長候補／沖縄県名護市

59歳以下
エスエヌ環境テクノロジー(株)

名護市字安和　名護営業所
（新規営業所につき、
住所詳細は未定)

雇用・労災・健
康・厚生・財形

雇用・労災・健
康 年末年始休暇、夏季休暇

900円～1,200円

雇用期間の定めなし

3人
21030- 8925521

310,000円～
470,000円雇用期間の定めなし

1人
13080-51683821

店舗ルート営業、販売員
(在宅勤務)

不問
(株)ナチュラルビューティー 沖縄県内

設備工事における工事監理業務／
沖縄県　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

雇用・労災・健
康・厚生 年末年始１２／２９～１／

３
夏季休暇３日間


