
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）

59歳以下
160,000円～200,000円

省令１号

（従業員数 100人 ）

正社員 12040-  576491 就業場所千葉県館山市 厚生年金基金

不問 (1) 8時30分～17時30分
145,600円～160,000円 (2) 8時30分～12時15分

　

（従業員数 37人 ）

正社員以外 12040-  577791 就業場所千葉県館山市

変形（１年単位） 普通自動車免許ＡＴ
不問 (1) 8時00分～17時00分

173,590円～198,560円
　

（従業員数 20人 ）

正社員以外 12040-  545591 就業場所千葉県鴨川市

普通自動車免許ＡＴ
59歳以下 (1) 8時30分～17時15分 簿記検定（日商３級）

142,600円～142,600円
省令１号

（従業員数 7人 ）

正社員 12040-  546191 就業場所

普通自動車免許ＡＴ
不問 (1) 8時00分～17時00分

185,600円～278,400円
　

（従業員数 3人 ）

正社員 12040-  549691 就業場所千葉県館山市

変形（１年単位） 簿記検定（日商２級）
35歳以下 (1) 8時00分～17時00分 普通自動車免許ＡＴ

180,000円～230,000円
省令３号のイ

（従業員数 50人 ）

正社員 12040-  533491 就業場所千葉県鴨川市

普通自動車免許ＡＴ
不問 (1) 8時00分～17時00分

180,000円～200,000円
　

（従業員数 10人 ）

正社員 12040-  534791 就業場所千葉県館山市

不問
225,680円～225,680円

　

（従業員数 55人 ）

正社員以外 12040-  540991 就業場所千葉県南房総市

看護師
不問 (1) 8時00分～17時00分 准看護師

216,000円～302,400円 (2) 8時30分～17時30分 普通自動車免許ＡＴ
　 (3) 9時00分～18時00分

（従業員数 32人 ）

正社員 12040-  542791 就業場所千葉県南房総市

普通自動車免許一種
44歳以下 (1) 8時00分～17時00分

163,200円～204,000円
省令３号のイ

（従業員数 7人 ）

正社員 12040-  526791 就業場所千葉県館山市

変形（１ヶ月単位）
59歳以下 (1) 7時00分～20時30分

168,000円～220,000円 (2)14時00分～21時00分
省令１号 (3) 7時00分～12時00分

（従業員数 34人 ）

正社員 12040-  517491 就業場所千葉県館山市

普通自動車免許ＡＴ
40歳以下 (1) 8時30分～17時30分

180,000円～250,000円
省令３号のイ

（従業員数 15人 ）

正社員 12040-  500791 就業場所千葉県鴨川市

変形（１年単位）
59歳以下 (1) 8時00分～16時50分

165,000円～230,000円
省令１号

（従業員数 85人 ）

正社員 12040-  502291 就業場所千葉県南房総市

普通自動車免許ＡＴ
不問

156,420円～156,420円
　

（従業員数 10人 ）

正社員以外 12040-  488891 就業場所千葉県館山市

変形（１ヶ月単位） 中型自動車免許一種
44歳以下 (1) 7時00分～16時00分

170,000円～220,000円
省令３号のイ

（従業員数 20人 ）

正社員 12040-  495791 就業場所千葉県館山市

※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２月２６日（火）に開催します。詳細はハローワーク館山までお問い合わせください。

セールスドライバー 関東福山通運株式会社
南房総営業所

千葉県館山市大井字矢附１８０６－
１

雇用・労災・
健康・厚生・
財形

雇用期間の定めなし

事務 株式会社　吉田自動車整
備工場

千葉県南房総市中５５２ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし
又は 8時00分～19時00分の
間の8時間程度

保全業務見習 グロリア　株式会社 千葉県南房総市石堂３１２－１ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし

ルートセールス 株式会社　さわらび 千葉県鴨川市金束７８１ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし

食事処係 南房観光　株式会社　館
山シーサイドホテル

千葉県館山市八幡８２２ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

雇用期間の定めなし

造園工
（トライアル併用）

有限会社　アサヒ造園土
木

千葉県館山市二子９ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし

看護師又は准看護師 社会福祉法人　善憐会
小規模特別養護老人ホー
ム「夕凪の郷」

千葉県南房総市久枝２５７ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

雇用期間の定めなし

調理 白浜オーシャンリゾート
株式会社　ナクアホテル
アンドリゾーツマネジメ
ント

千葉県南房総市白浜町白浜２７８４
番地

雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上） 又は 5時30分～21時00分の

間の7時間程度

清掃作業員 房総実業　株式会社 千葉県館山市南条２８７－５ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし

一般事務 株式会社　渡辺冷食 千葉県鴨川市大里２－１ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし

生活支援員（契約職員） 社会福祉法人　薄光会
鴨川ひかり学園

千葉県鴨川市代１２９７ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

太陽光工事作業員、現場
作業員

高橋建築 千葉県館山市広瀬８５２－１ 雇用・労災

雇用期間の定めなし

事務職 南房総市朝夷商工会 千葉県南房総市千倉町瀬戸２２９４ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし

平成３１年２月１日 号

所在地・就業場所

看護助手 医療法人社団　志高会
たてやま整形外科クリ
ニック

千葉県館山市安布里２２９ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

歯科助手（館山） 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
又は 8時00分～19時00分の
間の8時間程度

℡ 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。 
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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３１年２月１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。 

普通自動車免許ＡＴ
44歳以下 (1) 8時00分～17時00分

200,000円～260,000円
省令３号のイ

（従業員数 29人 ）

正社員 12040-  472591 就業場所千葉県南房総市

管理栄養士
59歳以下 (1) 8時30分～17時00分

222,000円～244,000円 (2)10時00分～18時30分
省令１号

（従業員数 280人 ）

正社員 12040-  474091 就業場所千葉県鴨川市

不問 (1) 8時00分～16時00分
136,700円～141,267円

　

（従業員数 9人 ）

正社員以外 12040-  476691 就業場所千葉県南房総市

変形（１年単位）
59歳以下 (1) 8時30分～17時30分

160,000円～160,000円
省令１号

（従業員数 345人 ）

正社員以外 12040-  478491 就業場所千葉県鴨川市

大型自動車免許一種
不問 (1) 9時00分～18時00分 大型自動車免許二種

150,000円～150,000円
　

（従業員数 8人 ）

正社員 12040-  480591 就業場所

普通自動車免許一種
不問 (1) 8時30分～17時15分

151,900円～156,550円
　

（従業員数 3人 ）

正社員以外 12040-  466091 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30分～17時30分

185,000円～185,000円 (2)11時00分～20時00分
省令１号

（従業員数 3人 ）

正社員 12040-  438291 就業場所千葉県館山市

59歳以下 (1) 8時30分～17時00分
144,100円～180,900円

省令１号

（従業員数 293人 ）

正社員 12040-  420291 就業場所千葉県館山市

看護師
不問 (1) 8時20分～17時30分 准看護師

200,000円～250,000円 (2) 8時20分～12時00分
　

（従業員数 10人 ）

正社員 12040-  421591 就業場所千葉県館山市

普通自動車免許ＡＴ
不問 (1) 8時15分～17時15分

172,000円～185,200円
　

（従業員数 16人 ）

正社員以外 12040-  422191 就業場所千葉県南房総市

普通自動車免許ＡＴ
18歳～59 (1) 8時30分～17時00分

176,000円～220,000円
省令１号

（従業員数 15人 ）

正社員 12040-  431091 就業場所千葉県館山市

普通自動車免許一種
59歳以下 (1) 8時00分～17時00分

154,400円～200,000円
省令１号

（従業員数 8人 ）

正社員 12040-  410791 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15分

147,200円～147,200円 (2) 8時40分～17時25分
　

（従業員数 4人 ）

正社員以外 12040-  415091 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55分～17時30分

171,000円～171,000円
　

（従業員数 10人 ）

正社員 12040-  382891 就業場所千葉県南房総市

中型自動車免許一種
69歳以下 (1) 8時00分～17時00分

184,891円～208,000円 (2) 8時00分～12時00分
省令１号

（従業員数 17人 ）

正社員 12040-  402491 就業場所千葉県南房総市

※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２月２６日（火）に開催します。詳細はハローワーク館山までお問い合わせください。

ごみ収集車の運転手また
は運転補助

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

製材工 株式会社　早川 千葉県南房総市千倉町北朝夷１８０ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし

窓口業務 日本郵便　株式会社　館
山柏崎郵便局

千葉県館山市沼１５９１ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

農作業 株式会社　花いちご 千葉県南房総市和田町花園８９８ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし

警備システムオペレー
ター

東亜警備保障　株式会社 千葉県館山市正木８４４－４ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし
又は16時00分～ 0時00分の
間の6時間程度

介護員（デイサービス）
フルタイムパート

株式会社　りぼん 千葉県南房総市上滝田１７７６ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし

看護師 医療法人　伊賀整形外科
クリニック

千葉県館山市北条２１９８－３ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし

事務（総務）役職候補者 社会医療法人社団　木下
会　館山病院

千葉県館山市長須賀１９６ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

雇用期間の定めなし

《急募》業務スタッフ
（正社員）

丸高石油　株式会社 千葉県館山市沼９７９ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし

≪急募≫作業員（臨時職
員）

一般財団法人　南房総農
業支援センター

千葉県南房総市富浦町青木２８番地 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

観光バスの運転手 有限会社　花まる観光自
動車

千葉県南房総市岩糸２５９９－１ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし

清掃員 社会福祉法人　太陽会 千葉県鴨川市大幡１２２２－１ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

雇用期間の定めあり（4ヶ
月未満）

調理補助および食堂ス
タッフ（おさかな倶楽部）

岩井富浦漁業協同組合 千葉県南房総市富浦町多田良１２５
４－７５

雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし

管理栄養士 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

コンクリート二次製品の
営業（ルートセールス）

有限会社　三滝コンク
リート工業

千葉県館山市川名６９０ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし
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