
土日祝他

パート労働者

変形（1年単位） 土日祝他

(1)8:30～17:30

正社員以外

変形（1ヶ月単位） 他

(1)8:00～16:30

(2)16:15～0:00

(3)0:00～8:15

正社員

土日祝他

(1)8:30～17:15

パート労働者

変形（1ヶ月単位） 他

(1)10:00～22:00

(2)10:00～15:00

(3)17:00～22:00

正社員以外

変形（1ヶ月単位） 日祝他

(1)9:30～20:30

(2)9:30～18:30

正社員

変形（1ヶ月単位） 日祝他

(1)9:30～20:30

(2)9:30～18:30

正社員

他

(1)8:00～17:30

正社員以外

＊シフト制（相談の上、決定します）

169,000円～169,000円

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

2人
47030- 1126311

8

農作業（葉たばこ） 不問
島袋勝秀　（農家） 伊江村字東江前２６１

その他

＊年末年始：１２月３０日～１月３日迄
＊旧盆：１．５日　　＊院長出張による休診日

150,000円～180,000円

雇用期間の定めなし

2人
47030- 1125011

7

歯科助手　≪急募≫ 35歳以下
ハート歯科 名護市大北５－２－３

雇用・労災・
健康・厚生

＊年末年始：１２月３０日～１月３日迄
＊旧盆：１．５日　＊院長出張による休診日

200,000円～220,000円

雇用期間の定めなし

1人
47030- 1124411

6

歯科衛生士 35歳以下
ハート歯科 名護市大北５－２－３

雇用・労災・
健康

シフト制

144,500円～153,000円

雇用期間の定めなし

1人
47030- 1123511

5

厨房スタッフ 不問
(株)フードサービスもとぶ 本部町字大浜８８１－１

雇用・労災・
健康・厚生

その他休日年末年始（１２／２９－１／３）、
慰霊の日（６／２３）、夏季休暇（７～８月）
の間で３日

930円～960円

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

1人
47030- 1122211

4

会計年度任用職員（事務補助）
果樹　週４日

不問
沖縄県農業研究センター　名護支所 名護市字名護４６０５－３

雇用・労災・
健康・厚生

・シフトによる月８～１０日休み（週１日～３
日休み）
・正月振替休日：６日間

150,000円～185,000円

雇用期間の定めなし

1人
47020- 4060611

3

データセンター運用【サーバー監視業務】 18歳～40歳

(有)　中村商店
名護市大中１－１９－２４
名護産業支援センター４Ｆ

雇用・労災・
健康・厚生

雇用・労災・
健康・厚生

学校のイベント等により土日出勤する可能性が
ある（振替休）

221,250円～221,250円

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

1人
47010- 6751311

820円～820円

雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）

1人
47010- 6744611

又は8:30～16:30の間の5
時間程度

2

県立高校居場所支援員（リーダー）
【名護商工高等学校】

不問
(株)　りゅうせきフロントライン

名護市大北４－１－２３
　立名護商工高等学校

就業時間① 加入保険等 休日

1

給食兼清掃業務（沖縄銀行名護支店） 不問
第一総業　(株)

名護市大南１－１３－２０
「沖縄銀行名護支店」

雇用・労災・
財形

１２／３１・１／２・１／３

No. 職種
年齢

採用人数
賃金

求人者名
（求人番号）

就業場所

３月 １８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

３月 １８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-

日他

(1)7:00～16:00

(2)8:00～17:00

正社員

土日祝他

(1)8:30～17:15

パート労働者

土日祝他

(1)8:30～17:00

パート労働者

変形（1年単位） 他

(1)6:00～15:00

(2)9:00～18:00

(3)11:00～20:00

正社員以外

変形（1年単位） 他

(1)6:00～15:00

正社員以外

交替制あり 日他

パート労働者

土日祝他

(1)8:30～17:00

(2)8:30～15:00

パート労働者

土日祝

(1)9:00～15:45

パート労働者

950円～1,360円

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

1人
47030- 1136911

16

介助員 不問
沖縄県立桜野特別支援学校 名護市字宇茂佐１７８７－１

雇用・労災・
健康・厚生

950円～1,360円

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

1人
47030- 1135611

15

用務員 不問
沖縄県立桜野特別支援学校 名護市字宇茂佐１７８７－１

雇用・労災・
健康・厚生

シフト制（週２～４日勤務で相談に応ず）

800円～800円

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

1人
47030- 1134311

又は8:15～17:00の間の4
時間程度

14

ホールスタッフ及びキッチンスタッフ 不問 (有)Ｅ・Ｍ・Ｉ
ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ＆ａｓｓｅｔ　ｉｎｖｅｓｔｏｒ

名護市大中３－１－５

雇用

シフト制にて：月８～９日
その他：リフレッシュ休暇制度あり

158,400円～167,200円

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

2人
47030- 1133011

又は10:00～19:00の間の
8時間

13

レストランスタッフ 不問 金秀商事　(株)
かねひで喜瀬カントリークラブ

名護市字喜瀬１１０７－１

雇用・労災・
健康・厚生

シフト制にて：月８～９日
その他：リフレッシュ休暇制度あり

158,400円～167,200円

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

2人
47030- 1132411

12

スタート・ベル室（マスター室）スタッフ 不問 金秀商事　(株)
かねひで喜瀬カントリークラブ

名護市字喜瀬１１０７－１

雇用・労災・
健康・厚生

学校行事等で土、日祝祭日が出勤になる場合が
あります（その場合、平日に休日を変更しま
す）

950円～1,360円

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

1人
47030- 1129111

11

用務員（会計年度任用職員） 不問
沖縄県立辺土名高等学校

大宜味村字饒波２０１５
立辺土名高等学校

雇用・公災・
健康・厚生

＊慰霊の日

930円～1,360円

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

1人
47030- 1128911

10

試験研究等業務専門員
（牛・豚または山羊の飼養管理等）

不問
沖縄県畜産研究センター 今帰仁村字諸志2009-5

雇用・労災・
健康・厚生

時期により変動有

185,000円～185,000円

雇用期間の定めなし

3人
47030- 1127611

9

マンゴー生産・販売 不問 農業生産法人　(株)
ファインフルーツおおぎみ

大宜味村字津波1971-36

雇用・労災・
健康・厚生


