
交替制あり 他

(1)7：00～19：00

正社員

変形（1ヶ月単位） 日他

(1)8：30～17：30

正社員

他

(1)8：30～17：30

正社員以外

交替制あり 水土日他

(1)14：00～19：30

パート労働者

変形（1ヶ月単位） 他

(1)7：00～16：00

(2)8：30～17：30

(3)10：00～19：00

正社員以外

交替制あり 土日祝他

(1)7：45～15：30

(2)8：00～15：45

(3)8：45～16：30

パート労働者

交替制あり 他

(1)7：00～15：00

(2)11：30～19：30

パート労働者

交替制あり 土日祝他

(1)7：30～16：00

(2)10：00～18：30

正社員以外

慰霊の日　年末年始
園の行事等で出勤の場合あり
その場合は代休で対応します。182,200円～182,200円

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

1人
47030-  765811

8

幼稚園教諭＜会計年度任用職員＞ 不問
本部町教育委員会

本部町字東６０５番地
本部町立本部幼稚園

雇用・労災・健康・厚生・
その他

シフト制による勤務（４週８休）
年次有給休暇は法定通り付加
年始（１、２、３日）旧盆１日休み820円～820円

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

3人
47030-  763111

7

バックヤード業務 不問 沖縄県農業協同組合
ファーマース゛マーケットやんば

る
名護市字宮里４－６－３７

雇用・労災・健康・厚生

慰霊の日　年末年始

978円～978円

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

1人
47030-  762911

6

特別支援教育支援員
（会計年度任用職員）

不問
本部町教育委員会 本部町字渡久地２３１－１

雇用・労災・健康・厚生

・シフト制（月９日休み）

157,016円～171,860円

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

1人
47030-  760311

5

介護職『ひだまり』　≪急募≫ 18歳以上
介護老人保健施設　桃源の郷 名護市大西３－１９－４２

雇用・労災・健康・厚生・
財形

祝日は、出勤していただく事があります。

800円～800円

雇用期間の定めなし

2人
47030-  758211

又は14：00～19：30の間の3時間程度

4

採点業務 不問
公文式　なきじん仲原馬場教室 本部町字渡久地１２５

労災

月９回休み

157,600円～191,040円

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

1人
47030-  757811

3

訪問介護員≪急募≫ 不問
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

雇用・労災・健康・厚生・
財形

　シフト制（月９回の休み）

192,000円～228,000円

雇用期間の定めなし

1人
47030-  756711

180,000円～200,000円

雇用期間の定めなし

1人
47010- 4836011

2

理学療法士・作業療法士≪急募≫ 59歳以下
介護老人保健施設　桃源の郷 名護市大西３－１９－２５

就業時間① 加入保険等 休日

1

調理員
（在宅複合型施設　羽地苑 名護市我部祖河）

不問
(株)　尚円会

名護市我部祖河８２６番地
「社会福祉法人　翠泉会　在宅複合型施設
羽地苑」

雇用・労災・健康・厚生

シフト

No. 職種
年齢

採用人数 賃金
求人者名
（求人番号）

就業場所

２月２５日（木）発行

ハローワーク名護

名護公共職業安定所
◎ 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。
☝求人検索はこちらから

-随時更新中-



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

２月２５日（木）発行

ハローワーク名護

名護公共職業安定所
◎ 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。
☝求人検索はこちらから

-随時更新中-

交替制あり 土日祝他

(1)7：45～15：30

(2)9：00～16：45

パート労働者

交替制あり 土日祝他

(1)7：45～15：30

(2)9：00～16：45

パート労働者

土日祝他

(1)8：00～17：00

正社員

他

(1)8：30～17：30

正社員

交替制あり 他

(1)22：00～7：00

(2)9：00～18：00

(3)13：00～22：00

正社員

交替制あり 水他

パート労働者

土日祝他

(1)8：30～17：15

パート労働者

日祝

(1)9：00～13：00

パート労働者

800円～900円

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

2人
47030-  774211

16

調理員 不問 (福)もとやま福祉会　うむさ保育
園

名護市字宇茂佐１１０－２

労災

その他休日：年末年始（１２／２９－１／３）
慰霊の日（６／２３）

930円～960円

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

1人
47030-  773811

15

事務補助（会計年度任用職員） 不問 沖縄県北部農林水産振興センター
農業水産整備課

名護市大南１－１３－１１　北部合同庁舎４
Ｆ
センタースタッフ

雇用・労災・健康・厚生

定休日　水曜日
月１～２回　土日休み相談可

900円～950円

雇用期間の定めなし

1人
47030-  772711

又は11：00～17：00の間の5時間程度

14

調理補助 不問
前田食堂 大宜味村津波９８５

労災

＊シフト制
＊年次有給休暇は法定通り付与

158,400円～198,000円

雇用期間の定めなし

1人
47030-  771111

又は20：00～7：00の間の8時間程度

13

ホテルフロント夜勤業務及び接客業務 18歳以上
(株)　マガチャバル 今帰仁村字今泊２４９８

雇用・労災・健康・厚生

勤務表による

185,000円～195,000円

雇用期間の定めなし

1人
47030-  770911

12

主任介護支援専門員
（タピック居宅介護支援事業所）

59歳以下 医療法人　タピック　
ラ・ペジーブル名護

名護市字宇茂佐１７３７

雇用・労災・健康・厚生

＊年末年始：１２／２９～１／３まで
＊ＧＷ休暇：３日間

180,000円～250,000円

雇用期間の定めなし

1人
47030-  769011

11

土木施工管理 59歳以下
(株)　福本組 名護市字屋部２５３

雇用・労災・健康・厚生

慰霊の日　年末年始

1,052円～1,052円

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

1人
47030-  768411

10

学習生活支援員（会計年度任用職員） 不問
本部町教育委員会

本部町字北里１３７１
本部町立上本部学園

雇用・労災・健康・厚生

慰霊の日　年末年始

1,356円～1,356円

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

3人
47030-  766211

9

学力向上推進教師（会計年度任用職員） 不問
本部町教育委員会 本部町字東５番地

雇用・労災・健康・厚生


