久米島島内にもコワーキングスペースが徐々に増えてきています。
久米島 島ぐらしコンシェルジュの活動拠点、真謝にある古民家「仲原
家」も今年の7月からコワーキングスペースとして本格的にご利用頂け
る様になっていますよ！(有料)
久米島の自然豊かで落ち着いた環境の中、リモートワークといったワー
クスタイルも広がるかもしれません。
島民の皆様も帰省されている皆様もぜひ一度お立ち寄りくださいね。
詳細は下記QRコードよりご確認ください。

久米島町内
求人情報
2020年 夏

島内求人情報は、ＨＰ「島ぐらしガイド」でご覧いただけます。

◆ホームページ 「島ぐらしガイド」◆
http://www.shimagurashi.net/
◆久米島町移住・Ｕターン相談窓口◆
久米島町真謝 20 コワーキングスペース仲原家内
TEL・FAX：098-894-6488
MAIL：info@shimagurashi.net
窓口営業日：火曜～土曜 10:00～16:00
(日・月・祝日定休※スタッフ外出時は閉館）
【 チラシ制作：久米島町役場企画財政課 久米島 島ぐらしコンシェルジュ 】

契

久米島印商店
◆契約社員 ◆内容:特産品開発・販売など
◆時間:基本勤務 9:00～18:00 (時間変動有)
◆給与:月給16万円～ ◆休日:日曜・祝日
◆問い合わせ:株式会社久米島印商店
098-985-3260 担当:盛吉

正

おろしスーパー
◆正社員 ◆内容:配達・その他店内業務
◆時間:シフト制 (9:00～20:00)
◆給与:面接にて ◆休日:月6～8日程度 (シフト制)
◆問い合わせ:おろしスーパー 098-896-8388
担当:長濱

沖縄綜合警備保障

沖縄企業株式会社

久米島漁業協同組合

契 パ

fondesk
◆業務委託 ◆内容:オペレーター業務(在宅)
◆条件:PCとスマートフォン、インターネット回線がある方
◆時間:9:00～19:00(週2日以上、1日3時間以上)
◆給与:参考時給¥800～¥1,200 ◆休日:土日祝
◆問い合わせ:株式会社うるる fondesk事業部
03-3520-8770

(有)オンワード久米島

YUNAMI FACTORY
◆アルバイト ◆内容:工場での食品製造業務
◆時間:8:30～17:30(応相談) ◆給与:応相談(ご経験を
考慮し優遇・時給勤務も可)
◆休日:週休1～2日・年末年始・年休
◆問い合わせ:㈱與那嶺商会
090-2961-3489 担当:摺木陽介

臨

◆臨時職員 ◆内容:水産物加工場スタッフ
◆時間:8:30～17:00 ◆給与:当組合規定による
◆休日:日曜・祝日・第2/第4土曜・旧盆・年末年始・
慰霊の日・ハーリー
◆問い合わせ:久米島漁業協同組合水産物加工場
098-985-8217 担当:田村

◆契約社員・パート ◆内容:空港保安検査スタッフ
◆資格:普通自動車免許・18歳以上(高校生不可)
◆時間:<契約社員>7:30～19:10 <パート>シフト制
◆給与:<契約社員>時給790円+空港手当1万円
<パート>時給900円 ◆休日:週休2日 シフト制
◆問い合わせ:沖縄綜合警備保障(株)
098-987-1777
担当:山里・高江洲

ア

多機能型事業所STAR

契 パ

◆契約社員・パート
◆内容：支援ニーズのある子ども達のサポート、送迎業務
◆資格:普通自動車免許・保育士、教員免許、福祉士等
◆時間:9:30～18:00 ◆給与:当社規定により
◆休日:木・日他
けいやく
◆問い合わせ:合同会社cotocoto
098-985-8233

久米島海洋深層水開発㈱
◆正社員・アルバイト ◆内容:マリンスタッフ・受付など
◆資格:要普通自動車免許 ◆時間:8:30～19:30(実働
8時間) ◆給与:日給6,350円(アルバイト)
◆休日:月8日(変動有・冬季は長期休暇も可)
◆問い合わせ:㈱アイランドエキスパート(リゾートホテル
久米アイランド内) 098-985-7746 担当:岩本

◆アルバイト(正社員登用の可能性有り)
◆内容:海ぶどうの養殖管理
◆時間:8:00～17:00 ◆給与:当社規定による
◆休日:シフト制(月6日)
◆お問い合わせ:久米島海洋深層水開発㈱ 水産事業部
098-985-7822

正

◆正社員 ◆内容:通信工事スタッフ
◆資格:素人もOK！
◆時間:8:30～18:00
◆給与:相談の上決定
◆休日:週休二日・社会保険適用
◆問い合わせ: (有)オンワード久米島
098-985-2500 担当:浜元

委

沖縄ダイケン

正

◆正社員 ◆内容:施設管理業務他
◆資格:普通自動車免許(技術系資格者優遇) ◆時間:8:00
～17:00(月7回程度夜勤あり）◆休日:週休2日他(シフト制)
◆給与:158,000円～236,000円
◆問い合わせ:㈱沖縄ダイケン 098-876-6512
担当:宮城・山城・親泊

気になる求人のQRコードを読み取り、詳細をご確認下さい！
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正

◆正社員 ◆内容:発電所業務
◆資格:高卒以上(18歳以上)
◆時間:三交替制勤務
◆給与:161,250円～250,000円(概算)・賞与年2回
◆休日:シフト制による
◆問い合わせ:沖電企業㈱ 総務部 人事労務課
098-876-0270

久米島町内の事業者様へ
求人情報を掲載しませんか？
Uターン・Iターン者を増やし活気のある島を維持するためにも
やりがいを持って働ける仕事はとても大切です！
お寄せいただいた求人情報は
「久米島 島ぐらしガイド」のHPへ掲載いたします。
※掲載は無料です
～注意事項～
・各情報、待遇などの詳細はHP上にございます。
QRコードからご確認ください。
・当冊子は、久米島町内の求人情報をまとめたものです。
条件や詳細については各事業所へ直接お問い合わせください。
・2020年7月10日現在の求人情報となりますのでご注意ください。
・QRコードが読み取れない場合は募集が終了した案件となります。
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風人カフェ

ア パ

◆アルバイト・パート ◆内容:ドリンク、フード提供などのカフェ業務
◆時間:8:00～19:30(4.5～8hのシフト制・営業時間は8:30
～18:30)・週3日～(応相談) ◆休日:応相談
◆給与:応相談(時給制・経験等考慮します)
◆問い合わせ:合同会社PLANKTON
ｍ.me/kazebitoinfo（Facebook)

そらなみ保育園

正 パ

◆パート(正規職員任用の可能性有) ◆内容:保育士
◆資格:保育士・幼稚園教諭・小学校教諭免許のいずれか
◆時間:7:30～18:30の間でシフト制
◆給与:月給169,000円～174,000円(パート時給¥860
～¥1040) ◆休日:日・祝・他、週休2日は隔週(年間122
日) ◆問い合わせ:社会福祉協議会 098-851-8335

ラ・ティーダ久米島テラス

パ ア

◆パート・アルバイト ◆内容:ホテルスタッフ
◆時間:シフト制(3時間以上～、応相談)
◆給与:時給800円以上(応相談・ご経験を考慮し優遇いた
します）◆休日:週2日 シフト制 応相談
◆問い合わせ:ラ・ティーダ久米島テラス 採用担当
098-896-8100

ヒューマンセントリックス 久米島ラボ

正 契

◆正社員・契約社員 ◆内容:動画編集等
◆資格:Premiere、AEスキル等 ◆時間:10:00～19:00
◆給与:月給180,000円～325,000円
◆休日:週休2日・祝祭日・年末年始・有給休暇10日
◆問い合わせ:㈱ヒューマンセントリックス 久米島ラボ
連絡先:yosuke.fujisaki@humancentrix.com

風の帰る森

ア

◆アルバイト ◆内容:子どもの育成・支援全般
◆資格:普通自動車免許・保育士、教員、放課後児童支援
員(あれば望ましい) ◆給与:応相談
◆時間:15:00～17:30(週2～、週1回や不定期もご相談
ください、週5勤務大歓迎) ◆休日:応相談
◆問い合わせ:一般社団法人 帰風舎 098-986-3301

儀間保育園

正 パ

◆パート(正規職員任用の可能性有) ◆内容:保育士
◆資格:保育士・幼稚園教諭・小学校教諭免許のいずれか
◆時間:7:30～18:30の間でシフト制
◆給与:月給169,000円～174,000円(パート時給¥860
～¥1040) ◆休日:日・祝・他、週休2日は隔週(年間122
日) ◆問い合わせ:社会福祉協議会 098-851-8335

◆アルバイト ◆内容:カフェホールスタッフ
◆時間:11:00～18:00のシフト制(3時間以上～、土・日・祝
日出来る方応相談)
◆給与:時給￥900 ◆祝日:月曜定休
◆問い合わせ:BACKSHORE RANCH
080-3018-8703 担当:近藤

(株)ニチイ学館

正 契 パ

◆正社員・契約社員・パート ◆内容：医療事務全般
◆資格：医療事務資格保有者(無資格者応相談)
◆時間：シフト制 ◆4週６休以上(シフトによる）
◆給与：勤務時間、資格有無などにより異なる
◆お問い合わせ：(株)ニチイ学館 那覇支店 医療関連課
098-861-2874 担当:金城

気になる求人のQRコードを読み取り、詳細をご確認下さい！
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正

株式会社たいよう薬局

正 契 パ

◆正社員・契約社員・パート ◆内容:薬剤師
◆資格:薬剤師資格 ◆時間:9:00～18:00(応相談)
◆給与:月給40～46万(時給勤務も可)
◆休日:週休2日(日・月)・祝日・年末年始・慶弔休暇・
リフレッシュ休暇あり(年間121日)
◆問い合わせ:株式会社たいよう(たいよう薬局)
098-985-4401 担当:山城・上江洲

ア

BACKSHORE RANCH

ベスト電器
◆正社員 ◆内容:販売スタッフ・技術スタッフ
◆資格:普通自動車免許・第二種電気工事士(あれば優遇)
◆時間:9:00～18:30 ◆給与:応相談・時給勤務も可
◆休日:週休1.5日、年末年始、旧十六日祭
◆問い合わせ:ニコー株式会社 ベスト電器久米島店
098-985-3001 担当:山城

社会福祉法人 久仙会

正 パ

◆正社員・パート ◆内容：看護師
◆資格:准看護師資格 または 看護師資格
◆時間:シフト制（時短勤務応相談）◆給与:法人規定に
よる(経験等考慮) ◆休日:シフトによる(月平均10日)
◆問い合わせ:社会福祉法人久仙会
特別養護老人ホームくめしま 098-985-4569
担当：嘉手苅

ピータイム久米島

沖縄ヤクルト

契 委

◆契約社員・委託事業主 ◆内容:商品配達・健康情報提供
◆資格:普通自動車免許(原付可)・高卒以上
◆時間:雇用形態により異なる ◆給与:勤務形態により異なる
◆休日:土日・その他会社規定休日
◆問い合わせ:沖縄ヤクルト株式会社 0120-8960-95
担当 宅配営業部 赤嶺・幸地

株式会社たいよう薬局

正 パ

◆正社員・パート ◆内容:調剤薬局医療業務
◆資格:医療事務(未経験可)
◆時間:9:00～18:00(応相談)
◆給与:応相談 ご経験を考慮し優遇いたします。
◆休日:週休2日(日・月)・祝日・年末年始
◆問い合わせ:株式会社たいよう(たいよう薬局)
098-985-4401 担当:山城・上江洲

社会福祉法人 久仙会

正 パ

◆正社員・パート ◆内容:介護師
◆資格:介護福祉士資格（資格非保持者も応相談）
◆時間:シフト制（時短勤務応相談）◆給与:法人規定に
よる(経験等考慮) ◆休日:シフトによる(月平均10日)
◆問い合わせ:社会福祉法人久仙会
特別養護老人ホームくめしま 098-985-4569
担当：嘉手苅

ア パ

◆パート・アルバイト
◆内容:①ホール・カウンタースタッフ ②パートタイマー
◆資格:18歳以上(未経験者歓迎、高校生不可)
◆時間:シフト制(応相談) ◆給与:時給1,100円~1,375
円 ※条件により給与変動あり、試用期間あり
◆休日:月7回～(勤務日数相談可)
◆問い合わせ:ピータイム久米島 担当:林田
098-985-4561

気になる求人のQRコードを読み取り、詳細をご確認下さい！
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パ

株式会社ポイントピュール
◆パート
◆内容:工場内勤務
◆時間:8:45～17:30(週2～3日OK・応相談)
◆給与:時給850円 ◆休日:日曜・祝日・旧盆・年末年始
◆問い合わせ:株式会社ポイントピュール
098‐896‐8701 担当:コジョウ

社会福祉法人 心の会

契 パ ア

◆契約社員・パート・アルバイト ◆内容:介護職員・介護支援専
門員 ◆資格:〈介護職員〉介護福祉士、初任者研修、実務者
研修修了者を優遇(資格なし、未経験者も可) 〈介護支援専門
員〉ケアマネージャー◆時間:事業所による ◆給与:当法人規定
に基づき、資格、経験を配慮致します ◆休日:月8日～9日
◆問い合わせ:社会福祉法人心の会 098-985-3900
担当:與那・平田

ヒューマン＆アソシエイツ 保険代理店

正

株式会社 ドラッグストアモリ

正

（株）南九州沖縄クボタ
◆正社員 ◆内容:農業機械販売、修理
◆資格:高卒以上・中型免許取得者(入社後取得可能)
◆時間:8:30～17:15 ◆給与:15万円～25万円
◆休日:日曜・祝祭日・旧盆・年末年始・その他
◆問い合わせ:(株)南九州沖縄クボタ 沖縄事務所
採用担当:098-879-0325

正

公立久米島病院

正

株式会社 ドラッグストアモリ

パ ア

◆パート・アルバイト ◆内容:商品陳列、レジ接客など
◆時間:シフト制 ◆休日:シフト制
◆給与:時給制(仕事内容、時間により変動有)
◆問い合わせ:株式会社ドラッグストアモリ 人材採用部
0946-21-8700

気になる求人のQRコードを読み取り、詳細をご確認下さい！
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久米島町 地域包括支援センター

契

◆契約社員 ◆内容:介護支援専門員(役場内)
◆資格:主任介護支援専門員資格・普通自動車免許
◆時間:8:30～17:00(休憩1h)
◆給与:19万～221,900円 ◆休日:土日祝日・その他閉庁時
◆問い合わせ:久米島町役場福祉課 098-985-7124
yu-nakamura@town.kumejima.lg.jp 担当:仲村

株式会社生活ing 家福みー家

正 契 パ

◆正社員・契約社員・パート ◆内容:介護職員・看護職員・
訪問介護員・ケアマネージャー・調理職員
◆資格:職種によって必要 ◆時間:8:30～17:30(変動有)
◆給与:経験を考慮し優遇(職種、資格、勤務時間等により
異なる) ◆休日:木曜・日曜・その他
◆問合わせ:㈱生活ing 事務局 098-985-7715
担当:宇根

◆正社員◆内容:看護師・保健師・助産師◆時間:2交代制勤務
◆資格:看護師・保健師・助産師資格
◆給与:当院の規定による(経験年数等優遇)
◆休日:夏季休暇・年次有給休暇有・その他特別休暇
◆問い合わせ:公益社団法人 地域医療振興協会
公立久米島病院 098-985-5555

◆正社員 ◆内容:損害保険の営業
◆資格:なし
◆時間:9:00～18:00
◆給与:20万円(試用期間18万円)
◆休日:土日祝・年末年始・夏季休暇
◆問い合わせ:㈱ヒューマン＆アソシエイツ沖縄支店
098-988-9900 担当:林

◆正社員 ◆内容:販売、管理
◆資格:高卒以上・35歳まで・普通運転免許
◆時間:シフト勤務◆給与:16万円～22万円
◆休日:月8日～9日
◆問い合わせ:株式会社ドラッグストアモリ 人材採用部
0946-21-8700

正

株式会社ポイントピュール

◆正社員 ◆内容:商品企画・販売(力仕事も有)
◆資格:普通自動車運転免許・長期で働ける方・未経験者可(経
験者歓迎)
◆時間:8:30～17:30(休憩1h)
◆給与:月給20万円～ ◆休日:日曜・祝日・旧盆・年末年始
◆問い合わせ:株式会社ポイントピュール 098‐896‐8701

久米島町社会福祉協議会

契 パ

◆契約社員・パート ◆内容:ケアマネージャー
◆資格:ケアマネージャー
◆時間:8:30～17:30
◆給与:時給1,070～1,450円 ◆休日:日・祝他・年122日
◆問い合わせ:社会福祉法人 久米島町社会福祉協議会
098-851-8335

ウォーターワン

パ

◆パート ◆内容:ボトルドウォーター製造
◆資格:普通自動車免許 ◆時間:シフト制
◆給与:時給1000円 ◆休日:土日・弊社指定日・年末年始
◆問い合わせ:(株)ウォーターワン
098-896-8610 担当:渡辺

バーデハウス久米島

契 パ ア

◆契約社員・パート・アルバイト
◆内容:フロント・レストラン・プール監視員等
◆時間:9:00～21:00(二交代制) ◆休日:週休2日～
◆給与:当社規定による(経験・能力を考慮)
◆問い合わせ:バーデハウス久米島 098-985-8600
人事担当:国吉

契

地域活動支援センターさくら
◆有期契約職員 ◆内容:相談支援他
◆資格:精神保健福祉士・社会福祉士
◆時間:8:30～17:00
◆給与:190,000円～221,900円
◆休日:土・日・祝祭日・年末年始他
◆問い合わせ:098-851-8335 担当:吉本・本永

契

東開鉱業建設
◆契約社員 ◆内容:土木、建築、鉱山の作業
◆資格:普通自動車免許
◆時間:8:30～17:30 ◆休日:日曜日
◆給与:当社規定により(経験・資格にて優遇)
◆問い合わせ:有限会社東開鉱業建設 098-985-2455
担当:屋比久

具志川石油SS

正 ア

◆正社員・アルバイト ◆内容:ガソリンスタンド・配送業務
◆時間:シフト制 ◆給与:<アルバイト>時給制 <正社員>
月給16万円～ ◆休日:シフト休・元旦・記念日休暇
◆問い合わせ:㈱與那嶺商会 具志川石油SS
098-985-2323 担当:摺木陽介

気になる求人のQRコードを読み取り、詳細をご確認下さい！

5

