
(1) 8時30分～17時15分

（従業員数 127人 ）
パート労働者 1人 就業場所沖縄県名護市

変形（１ヶ月単位）
(1) 8時30分～17時30分

理学療法士または作業療法士
（従業員数 140人 ）

正社員 1人 就業場所沖縄県名護市

(1) 8時30分～17時30分

普通自動車運転免許（ＡＴ限定可）
（従業員数 140人 ）

正社員 1人 就業場所沖縄県名護市

(1) 8時00分～17時30分

普通自動車運転免許
（従業員数 15人 ）

正社員 2人 就業場所沖縄県名護市

(1) 8時00分～17時30分

普通自動車運転免許
（従業員数 15人 ）

正社員 1人 就業場所沖縄県名護市
変形（１ヶ月単位）
(1)10時00分～19時00分

（従業員数 5人 ）
正社員 2人 就業場所沖縄県国頭郡今帰仁村

(1)10時00分～15時45分
(2)12時00分～17時45分

（従業員数 5人 ）
パート労働者 2人 就業場所沖縄県国頭郡今帰仁村

高校卒業以上
(1) 8時00分～12時00分

（従業員数 676人 ）
パート労働者 1人 就業場所沖縄県名護市

変形（１ヶ月単位） 高校卒業以上
(1) 7時30分～16時30分
(2)17時00分～ 9時30分
(3) 8時30分～17時30分 介護福祉士

（従業員数 676人 ）
パート労働者 5人 就業場所沖縄県名護市

変形（１ヶ月単位） 高校卒業以上
(1) 7時30分～16時30分
(2)17時00分～ 9時30分
(3) 8時30分～17時30分

（従業員数 676人 ）
パート労働者 5人 就業場所沖縄県名護市

変形（１ヶ月単位） 専門学校卒業以上
(1) 8時30分～17時30分
(2)17時00分～ 9時30分

准看護師
（従業員数 676人 ）

パート労働者 5人 就業場所沖縄県名護市
変形（１ヶ月単位） 専門学校卒業以上
(1) 8時30分～17時30分
(2)17時00分～ 9時30分

看護師
（従業員数 676人 ）

パート労働者 5人 就業場所沖縄県名護市
専門学校または短期大学卒業以上

(1) 7時30分～16時30分
(2) 8時30分～17時30分
(3) 9時30分～18時30分 保育士

（従業員数 676人 ）
正社員 1人 就業場所沖縄県名護市

変形（１ヶ月単位） 高校卒業以上
(1) 7時30分～16時30分
(2)17時00分～ 9時30分
(3) 8時30分～17時30分 介護福祉士

（従業員数 676人 ）
正社員 5人 就業場所沖縄県名護市

変形（１ヶ月単位） 高校卒業以上
(1) 7時30分～16時30分
(2)17時00分～ 9時30分
(3) 8時30分～17時30分

（従業員数 676人 ）
正社員 5人 就業場所沖縄県名護市

変形（１ヶ月単位） 専門学校卒業以上
(1) 7時30分～16時30分
(2)17時30分～ 9時30分
(3) 8時30分～17時30分 救急救命士

（従業員数 676人 ）
正社員 1人 就業場所沖縄県名護市

(1) 8時30分～17時15分

普通自動車運転免許（ＡＴ限定可）
（従業員数 168人 ）

正社員以外 2人 就業場所沖縄県国頭郡大宜味村

(1) 8時00分～17時00分

（従業員数 10人 ）
正社員 4人 就業場所沖縄県名護市

(1)17時00分～22時00分
(2)17時00分～21時00分

（従業員数 12人 ）
パート労働者 1人 就業場所沖縄県名護市

(1) 9時00分～18時30分
(2) 9時00分～13時30分

・歯科衛生士（歯科助手は資格不問）
（従業員数 3人 ）

パート労働者 1人 就業場所沖縄県名護市

・歯科助手：２年以上の経験者
（能力により優遇）850円～1,100円

雇用期間の定めなし
年齢不問

47030- 3195291

歯科衛生士・歯科助手 不問
とおる歯科

名護市大南１－１０－１２　南進ビル
２階

雇用・労災

不問
830円～830円

雇用期間の定めなし
年齢不問

47030- 3194891

食堂厨房スタッフ 不問
ヤンバル食堂 沖縄県名護市宮里３－１－５７３

雇用・労災

パソコン（ワードＢ・エクセルＢ）
普通自動車運転免許154,000円～

176,000円雇用期間の定めなし
省令１号

47030- 3191991

測量助手 64歳以下
有限会社　大望エンジニアリング 沖縄県名護市字呉我５９５－７

雇用・労災・
健康・厚生

パソコン（ワードＢ・エクセルＢ）
158,300円～
158,300円雇用期間の定めあり（4ヶ月以上）

年齢不問
47030- 3190691

一般行政職 不問
大宜味村役場

沖縄県国頭郡大宜味村大兼久１５７番
地

雇用・公災・
健康・厚生

パソコン（ワードＡ・エクセルＡ）
152,252円～
208,374円雇用期間の定めなし

省令１号
47030- 3189191

救急救命士（正職員） 18歳～59歳 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

パソコン（エクセルＡ・ワードＡ）
144,480円～
170,789円雇用期間の定めなし

省令１号
47030- 3188591

ナースエイド（正職員）
（看護補助）

18歳～59歳 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

パソコン（エクセルＡ・ワードＡ）
152,252円～
255,192円雇用期間の定めなし

省令１号
47030- 3187291

介護福祉士（正職員） 18歳～59歳 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

152,411円～
165,131円雇用期間の定めなし 省令３号の

イ
47030- 3186891

保育士（正職員） 35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

看護師業務１年以上
パソコン（ワードＡ・エクセルＡ）1,100円～1,500円

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上）
省令２号

47030- 3185791

20

看護師 18歳以上 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

准看護師業務経験１年以上
パソコン（ワードＡ・エクセルＡ）1,000円～1,200円

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上）
省令２号

47030- 3184491

19

准看護師 18歳以上 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

パソコン（ワードＡ・エクセルＡ）
850円～850円

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上）
省令２号

47030- 3183991

18

ナースエイド（看護補助） 18歳以上 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

パソコン（ワードＡ・エクセルＡ）
900円～900円

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上）
省令２号

47030- 3182691

17

介護福祉士 18歳以上 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

普通自動車運転免許
800円～800円

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上）
年齢不問

47030- 3181391

16

巡回健診業務 不問 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・
財形

不問
900円～1,200円

雇用期間の定めなし
年齢不問

47030- 3180091
又は10時00分～18時00分
の間の6時間程度

15

ビーチカフェスタッフ《急募》 不問
有限会社　ハッピー　オンザビーチカフェ 沖縄県国頭郡今帰仁村今泊６１２－２

雇用・労災・
健康・厚生

不問
165,086円～
217,218円雇用期間の定めなし 省令３号の

イ
47030- 3179291

14

ビーチカフェホールスタッフ
◆◆◆急募◆◆◆

45歳以下
有限会社　ハッピー　オンザビーチカフェ 沖縄県国頭郡今帰仁村今泊６１２－２

雇用・労災・
健康・厚生

測量作業の経験者
パソコン（エクセルＢ・ワードＢ）143,000円～

176,000円雇用期間の定めなし
年齢不問

47030- 3178891

13

測量助手 不問
株式会社　名星測量設計 沖縄県名護市字呉我６３５－１

雇用・労災・
健康・厚生

パソコン（ワードＢ・エクセルＢ）
143,000円～
176,000円雇用期間の定めなし 省令３号の

イ
47030- 3177791

12

測量助手 45歳以下
株式会社　名星測量設計 沖縄県名護市字呉我６３５－１

雇用・労災・
健康・厚生

正看護師または准看護師
170,000円～
222,000円雇用期間の定めなし

省令１号
47030- 3176491

11

訪問看護（正・准看護師）
　　　　≪急募≫

59歳以下 医療法人松風会　
介護老人保健施設　桃源の郷

名護市大西３－１９－２５

雇用・労災・
健康・厚生・
財形

管理業務を行う為、主任業務等の経験者が
望ましい227,000円～

247,000円雇用期間の定めなし
年齢不問

47030- 3175991

10

理学療法士・作業療法士
（主任候補）

不問 医療法人松風会　
介護老人保健施設　桃源の郷

名護市大西３－１９－２５

雇用・労災・
健康・厚生・
財形

パソコン（ワードＢ・エクセルＢ）
1,161円～1,161円

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上）
年齢不問

47030- 3174691

9

事務補佐員（一般事務） 不問
沖縄工業高等専門学校 沖縄県名護市辺野古９０５番地

雇用・労災・
健康・厚生

8
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就業時間① 加入保険等 必要な免許資格

1

No. 職種
年齢

採用人数
賃金

求人者名
（求人番号）

所在地・就業場所

8月5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。 

◎ ハローワークでは随時紹介を行っておりますので、この求人の中でもすでに決定済となっている場合があります。その際はあしからずご了承ください。 



就業時間① 加入保険等 必要な免許資格No. 職種
年齢

採用人数
賃金

求人者名
（求人番号）

所在地・就業場所

8月5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。 

◎ ハローワークでは随時紹介を行っておりますので、この求人の中でもすでに決定済となっている場合があります。その際はあしからずご了承ください。 

(1) 8時30分～17時15分

（従業員数 27人 ）
正社員以外 2人 就業場所沖縄県国頭郡今帰仁村

変形（１ヶ月単位）
(1) 7時00分～16時00分

（従業員数 37人 ）
正社員以外 3人 就業場所沖縄県名護市

(1)14時30分～18時30分

保育士
（従業員数 4人 ） 未経験でも保育士資格があれば応募可能

パート労働者 1人 就業場所沖縄県名護市

（従業員数 14人 ）
パート労働者 1人 就業場所沖縄県名護市

(1) 8時00分～17時00分

調理師
（従業員数 14人 ）

正社員以外 1人 就業場所沖縄県名護市

(1) 8時30分～17時15分

普通自動車運転免許（ＡＴ限定可）
（従業員数 4人 ）

正社員以外 1人 就業場所沖縄県国頭郡今帰仁村
交替制あり
(1) 6時00分～10時00分
(2) 6時00分～11時00分
(3)15時00分～20時00分

（従業員数 0人 ）
パート労働者 2人 就業場所沖縄県名護市

(1) 5時00分～14時00分
(2) 6時00分～15時00分
(3) 8時30分～17時30分

（従業員数 13人 ）
パート労働者 1人 就業場所沖縄県名護市

(1) 8時00分～10時00分
(2)12時00分～14時00分
(3)17時30分～19時30分

（従業員数 13人 ）
パート労働者 1人 就業場所沖縄県名護市

(1) 8時00分～12時00分
(2) 9時00分～14時00分
(3)14時30分～19時30分

（従業員数 13人 ）
パート労働者 1人 就業場所沖縄県名護市

(1) 9時00分～15時00分

（従業員数 13人 ）
パート労働者 1人 就業場所沖縄県名護市

交替制あり
(1)18時00分～ 9時00分

（従業員数 56人 ）
正社員以外 3人 就業場所沖縄県国頭郡本部町

(1) 8時00分～18時00分

土木施工管理技士２級以上
（従業員数 70人 ） 普通自動車運転免許（ＡＴ限定不可）

正社員 2人 就業場所沖縄県那覇市
交替制あり
(1)10時00分～ 0時00分
(2)14時00分～ 0時00分

（従業員数 22人 ）
パート労働者 2人 就業場所沖縄県名護市

不問
900円～900円

雇用期間の定めなし
省令２号

47020-12815591

ホールスタッフ及びキッチン
　【焼肉五苑　名護店】

18歳以上
株式会社　徳慶 沖縄県北谷町字伊平４１７－１

雇用・労災・
健康・厚生

土木施工管理 59歳以下
國幸興發　株式会社 那覇市泉崎１－１６－１８

雇用・労災・
健康・厚生・
財形

経験者
260,000円～
450,000円雇用期間の定めなし

省令１号
47010-23286591

不問
147,582円～
173,600円雇用期間の定めあり（4ヶ月以上）

省令２号
47010-23269291

【夜間】施設警備業務（海洋博公
園）※無資格・未経験者歓迎

18歳以上
沖縄ビル・メンテナンス（株） 那覇市曙２－８－１８

雇用・労災・
健康・厚生

事務員／沖縄県名護市 不問
富士産業　株式会社　九州事業部

福岡市博多区博多駅東３丁目１－１
ＮＯＲＩＴＺビル福岡３Ｆ

雇用・労災
不問

1,000円～1,000円
雇用期間の定めあり（4ヶ月以上）

年齢不問
40010-60553991

病院・福祉施設給食経験者
850円～1,000円

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上）
年齢不問

40010-60534091

調理補助（短時間）／沖縄県名護市 不問
富士産業　株式会社　九州事業部

福岡市博多区博多駅東３丁目１－１
ＮＯＲＩＴＺビル福岡３Ｆ

雇用・労災

洗浄／沖縄県名護市 不問
富士産業　株式会社　九州事業部

福岡市博多区博多駅東３丁目１－１
ＮＯＲＩＴＺビル福岡３Ｆ

労災
病院・福祉施設給食経験者

1,200円～1,200円
雇用期間の定めあり（4ヶ月以上）

年齢不問
40010-60503491

病院・福祉施設給食経験者
850円～1,000円

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上）
年齢不問

40010-60502991

調理補助／沖縄県名護市 不問
富士産業　株式会社　九州事業部

福岡市博多区博多駅東３丁目１－１
ＮＯＲＩＴＺビル福岡３Ｆ

雇用・労災・
健康・厚生

清掃／名護市 不問
イオンディライト　株式会社　九州支社

福岡市博多区奈良屋町２－１　博多蔵
本太田ビル３Ｆ

雇用・労災
不問

850円～850円
雇用期間の定めあり（4ヶ月以上）

年齢不問
40010-60286191

パソコン（エクセル・ワードＢ・パワーポ
イント）インターネット、ＳＮＳ操作180,000円～

200,000円雇用期間の定めあり（4ヶ月以上）
年齢不問

47030- 3201091

34

民泊コーディネーター（一般職） 不問
一般社団法人　今帰仁村観光協会

沖縄県国頭郡今帰仁村字仲宗根２３０
－２
今帰仁村コミュニティーセンター１階

雇用・労災・
健康・厚生

調理業務の経験者
140,800円～
149,600円雇用期間の定めあり（4ヶ月以上）

年齢不問
47030- 3200191

33

調理師 不問
特定非営利活動法人　大きな和

沖縄県名護市字宇茂佐１７０９－１１
０

雇用・労災・
健康・厚生

調理業務の経験者
※５年未満でも経験者優遇致します770円～800円

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上）
年齢不問

47030- 3199391
又は 8時00分～17時00分
の間の5時間程度

32

調理補助 不問
特定非営利活動法人　大きな和

沖縄県名護市字宇茂佐１７０９－１１
０

雇用・労災

保育士、なくても学童保育、幼稚園教諭な
どの経験あれば可900円～1,000円

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上）
年齢不問

47030- 3198091

31

保育士（保育士補助） 不問 特定非営利活動法人　おおきな和
ちゅらうみ保育園

沖縄県名護市大中３丁目２１番１号

雇用・労災

草刈り機を使用できる方
173,000円～
173,000円雇用期間の定めあり（4ヶ月未満）

年齢不問
47030- 3197191

30

植栽管理（草刈り作業） 不問
有限会社　カヌチャグリーン 名護市字安部　２３６番地の３

雇用・労災・
健康・厚生

普通自動車運転免許（ＡＴ限定可）
143,375円～
143,375円雇用期間の定めあり（4ヶ月以上）

年齢不問
47030- 3196591

29

清掃作業員 不問
今帰仁村　教育委員会

沖縄県国頭郡今帰仁村字仲宗根２３２
番地

雇用・労災・
健康・厚生
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