
年齢・
職種 指針　 賃金 求人者名 就業時間 加入保険等 必要な免許資格

（月額換算）
変形（１ヶ月単位）

59歳以下 (1) 8時00分～17時00分
150,000円～200,000円 (2)10時00分～19時00分

省令１号 (3)13時00分～22時00分
（従業員数 3,100人 ）

正社員 12040- 5447171 就業場所千葉県鴨川市 厚生年金基金
普通自動車免許一種

不問 (1) 8時00分～16時45分
164,920円～164,920円

　

（従業員数 240人 ）

正社員以外 12040- 5454271 就業場所千葉県館山市

変形（１年単位）
59歳以下

165,000円～165,000円
省令１号

（従業員数 34人 ）

正社員 12040- 5374171 就業場所

64歳以下 (1) 8時00分～21時00分
150,000円～180,000円

省令１号

（従業員数 8人 ）

正社員 12040- 5379471 就業場所千葉県南房総市

普通自動車免許ＡＴ
不問 (1) 8時30分～17時30分

135,320円～135,320円
　

（従業員数 10人 ）

正社員以外 12040- 5408671 就業場所千葉県館山市

変形（１ヶ月単位） 普通自動車免許ＡＴ
59歳以下 (1) 8時30分～17時30分

150,000円～172,000円 (2) 6時30分～15時30分
省令１号 (3)11時00分～20時00分

（従業員数 19人 ）

正社員 12040- 5340071 就業場所千葉県鴨川市

変形（１ヶ月単位）
不問 (1)15時00分～ 0時00分

202,500円～238,500円 (2)10時00分～19時00分
　

（従業員数 15人 ）

正社員 12040- 5344471 就業場所千葉県館山市

普通自動車免許ＡＴ
64歳以下 (1) 8時30分～17時30分

150,000円～180,000円
省令１号

（従業員数 25人 ）

正社員 12040- 5175571 就業場所千葉県館山市

変形（１ヶ月単位）
不問

184,000円～224,000円
　

（従業員数 32人 ）

正社員 12040- 5213671 就業場所千葉県鴨川市 確定給付年金
看護師

64歳以下 (1) 8時40分～17時20分 普通自動車免許ＡＴ
240,000円～300,000円 (2) 8時40分～12時00分

省令１号

（従業員数 16人 ）

正社員 12040- 5258871 就業場所

不問 (1) 7時30分～16時30分
158,400円～228,800円 (2)10時00分～19時00分

　 (3) 8時00分～17時00分
（従業員数 65人 ）

正社員以外 12040- 5277171 就業場所千葉県南房総市

交替制あり 普通自動車免許ＡＴ
59歳以下 (1) 7時00分～20時00分

190,000円～300,000円
省令１号

（従業員数 93人 ）

正社員 12040- 5288371 就業場所千葉県鴨川市

中型自動車免許一種
不問 (1) 8時30分～16時30分

157,500円～173,500円 (2) 8時30分～12時00分
　

（従業員数 13人 ）

正社員以外 12040- 5295071 就業場所

普通自動車免許一種
59歳以下 (1) 8時00分～17時00分

192,000円～264,000円
省令１号

（従業員数 10人 ）

正社員 12040- 5298571 就業場所

変形（１年単位） 普通自動車免許ＡＴ
44歳以下 (1) 8時45分～17時30分

180,000円～250,000円
省令３号のイ

（従業員数 11人 ）

正社員 12040- 5307971 就業場所

雇用期間の定めなし

ごみの収集・運搬 有限会社　房州リサイク
ル

千葉県館山市正木３５３－１ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めあり（4ヶ
月未満）

※トライアルと記載のある求人はハローワークでの職業相談、職業紹介は必要になります。
※事業所所在地と就業場所が同一の場合、就業場所は空欄になっています。

「わくＷＯＲＫ説明・面接会」を９月２５日（月）１３時３０分から行います。詳細はハローワーク館山・職業相談部門・石井までお問い合わせください。

予約係（営業含む） 株式会社　ニュー小湊ホ
テル　　吉夢

千葉県鴨川市小湊１８２－２ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

雇用期間の定めなし

営業職（館山本社） 株式会社　もちづき 千葉県館山市国分９３１－１ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし

土木作業員 株式会社　鈴木組 千葉県鴨川市貝渚３０４７－１ 雇用・労災・
健康・厚生

介護職員【日勤のみ】
（未経験者可）

社会福祉法人　松涛会
特別養護老人ホーム千倉
苑

千葉県南房総市千倉町瀬戸字浜田２
７１２－２４

雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

訪問看護（訪問看護ス
テーションそよかぜ）

有限会社　ハイピース
（そよかぜ）

千葉県南房総市千倉町平舘６４０－
１

雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし

レストランホールサービ
ス（亀楽亭）《急募》

亀田産業　株式会社 千葉県鴨川市東町１３７４ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

雇用期間の定めなし
又は10時00分～22時00分の
間の7時間以上

介護職（デイサービス） 企業組合　房州の家 千葉県館山市古茂口６８ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし

ホール 株式会社　大和フーズ 千葉県館山市北条１６３２ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし

介護職員（グループホー
ムまきの家）

医療法人　明星会　東条
病院

千葉県鴨川市広場１６１５番地 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

雇用期間の定めなし

調理他（安布里ガーデ
ン）《急募》家庭料理の提
供

株式会社　ケアサービ
ス・まきの実

千葉県館山市沼１５９９－１－２階 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

客室係（清都）《急募》
トライアル雇用併用求人

株式会社　ふじもと 千葉県南房総市白浜町滝口６２４１
－１

雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし

動物担当（小動物の飼
育・展示、お客様の接客）

株式会社　常盤興産　ア
ロハガーデンたてやま

千葉県館山市藤原１４９７ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし
又は 8時30分～18時00分の
間の7時間程度

郵便物の配達、集荷およ
び営業

日本郵便株式会社　館山
郵便局

千葉県館山市北条１６３５－３ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めあり（4ヶ
月未満）

平成２９年９月１５日 号

所在地・就業場所

中央滅菌室スタッフ 医療法人　鉄蕉会　亀田
総合病院

千葉県鴨川市東町９２９ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

雇用期間の定めなし

℡ 0470－22－2236 

ハローワーク館山 

  （館山公共職業安定所） 
◎ 求人の内容は情報作成時のものです。最新の求人条件等については相談窓口でご確認ください。 

◎ 面接にはハローワークが発行する紹介状が必要です。 

◎   フルタイム求人の場合、賃金は賃金形態（月給、日給月給、日給、時給、年棒、その他）に関わらず、月額に換算しています。 



年齢・
職種 指針　 賃金 求人者名 就業時間 加入保険等 必要な免許資格

（月額換算）

平成２９年９月１５日 号

所在地・就業場所

℡ 0470－22－2236 

ハローワーク館山 

  （館山公共職業安定所） 
◎ 求人の内容は情報作成時のものです。最新の求人条件等については相談窓口でご確認ください。 

◎ 面接にはハローワークが発行する紹介状が必要です。 

◎   フルタイム求人の場合、賃金は賃金形態（月給、日給月給、日給、時給、年棒、その他）に関わらず、月額に換算しています。 

不問 (1) 6時00分～15時00分
170,000円～220,000円 (2) 8時00分～17時00分

　

（従業員数 22人 ）

正社員以外 12040- 5002671 就業場所千葉県鴨川市

介護職員初任者研修
不問 (1) 9時00分～17時00分 普通自動車免許一種

161,620円～164,620円
　

（従業員数 20人 ）

正社員 12040- 5011571 就業場所

中型自動車免許一種
69歳以下 (1) 8時00分～17時00分

164,350円～175,300円 (2) 8時00分～12時00分
省令１号

（従業員数 17人 ）

正社員 12040- 5049871 就業場所千葉県南房総市

原動機付自転車免許
64歳以下 (1) 8時30分～17時00分

200,000円～450,000円
省令１号

（従業員数 2人 ）

正社員 12040- 5062571 就業場所千葉県南房総市

変形（１ヶ月単位） 普通自動車免許ＡＴ
59歳以下 (1) 8時00分～17時00分 介護福祉士

147,000円～349,500円 (2) 7時45分～16時45分
省令１号 (3) 8時15分～17時15分

（従業員数 81人 ）

正社員 12040- 5070471 就業場所千葉県鴨川市

介護職員初任者研修
59歳以下 (1) 8時30分～17時30分 普通自動車免許ＡＴ

163,000円～200,000円
省令１号

（従業員数 108人 ）

正社員 12040- 5103871 就業場所千葉県館山市 確定給付年金
準中型一種（５トン限

不問 (1) 8時00分～17時00分
176,000円～286,000円

　

（従業員数 9人 ）

正社員 12040- 5114171 就業場所千葉県館山市

普通自動車免許一種
不問 (1) 8時30分～17時00分

160,000円～180,000円
　

（従業員数 5人 ）

正社員 12040- 5128771 就業場所

変形（１ヶ月単位） 普通自動車免許ＡＴ
59歳以下 (1) 8時30分～17時30分

154,500円～235,000円
省令１号

（従業員数 5人 ）

正社員 12040- 5144771 就業場所千葉県南房総市

普通自動車免許一種
不問 (1) 8時00分～17時00分

200,000円～230,000円
　

（従業員数 30人 ）

正社員 12040- 5152871 就業場所千葉県南房総市

普通自動車免許一種
不問 (1) 8時00分～17時00分

230,000円～276,000円
　

（従業員数 10人 ）

正社員 12040- 4965171 就業場所千葉県館山市

変形（１年単位） 普通自動車免許一種
不問 (1) 7時30分～17時00分

150,000円～250,000円
　

（従業員数 25人 ）

正社員 12040- 4968671 就業場所

普通自動車免許一種
不問 (1) 8時30分～17時30分

179,200円～268,800円
　

（従業員数 10人 ）

正社員 12040- 4973171 就業場所千葉県南房総市

普通自動車免許一種
不問 (1) 8時00分～17時00分

180,000円～300,000円
　

（従業員数 5人 ）

正社員 12040- 5067971 就業場所千葉県安房郡鋸南町

交替制あり ホームヘルパー２級
不問 (1) 8時30分～17時30分 普通自動車免許ＡＴ

183,180円～183,180円 (2) 9時30分～18時30分
　

（従業員数 14人 ）

正社員以外 12040- 5140371 就業場所

※トライアルと記載のある求人はハローワークでの職業相談、職業紹介は必要になります。
※事業所所在地と就業場所が同一の場合、就業場所は空欄になっています。

「わくＷＯＲＫ説明・面接会」を９月２５日（月）１３時３０分から行います。詳細はハローワーク館山・職業相談部門・石井までお問い合わせください。

マリン系整備士 有限会社　ポパイマリン
サービス

千葉県安房郡鋸南町大帷子４１７－
７

雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし

自動車整備工 昭和運送興業　株式会社 千葉県館山市湊４９３ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし

株式会社　ヨエム興業
（ヘルパーサービス　す
けっと）

千葉県安房郡鋸南町保田２９５番地
３

雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めあり（4ヶ
月未満）

ホームヘルパー（ヘル
パーサービスすけっと）

配送 ハクダイ食品有限会社 千葉県南房総市千倉町白子１５３９ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし

土木作業員 睦建設　株式会社 千葉県館山市正木８２８－４ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし

冷凍食品製造 有限会社　元助商店 千葉県南房総市千倉町南朝夷１１９
３

雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし

支援員（まほろば） 社会福祉法人　三芳野会 千葉県南房総市谷向１６６番地２ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

雇用期間の定めなし
又は 7時30分～21時30分の
間の8時間

《急募》漁協組合業務全
般

西岬漁業協同組合 千葉県館山市浜田１４８ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし
又は 5時00分～17時00分の
間の7時間程度

≪急募≫鳶、土工、型枠
（トライアル併用求人）

有限会社　やまく森組 千葉県南房総市白浜町白浜５７６ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし

介護スタッフ（デイケ
ア）
「介護」

医療法人　南陽会　介護
老人保健施設　みやぎの
郷

千葉県館山市宮城１０８８ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

雇用期間の定めなし

デイサービス介護職（介
護福祉士）

社会福祉法人　健仁会
特別養護老人ホーム　千
の風・清澄

千葉県鴨川市天津３４６６番地 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし

塗装工（トライアル雇用
併用求人）《急募》

石井塗装工業 千葉県南房総市海老敷２５９－３ 雇用・労災

雇用期間の定めなし

ごみ収集補助 有限会社　堀井商店 千葉県南房総市石堂原２２４－１ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし

訪問介護ヘルパー 株式会社　ほがらか 千葉県鴨川市池田９８ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし

調理補助スタッフ アコーディア・ゴルフ・
アセット合同会社　鴨川
カントリークラブレスト
ラン

千葉県鴨川市和泉２６０７（鴨川カ
ントリークラブ内）

雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし


