
職種
年齢

雇用形態
日祝他

月給 (1)8時00分～17時00分 その他

191,000円

～

（年齢：　59歳以下　） 440,000円

正社員 35060-  651801 1人

土日祝他

月給 (1)8時00分～17時30分 毎　週

180,000円 (2)8時00分～18時00分

～

（年齢：　59歳以下　） 280,000円

正社員 35060-  636201 1人

日他

月給 (1)8時00分～17時00分 その他

220,000円

～

（年齢：　64歳以下　） 370,000円

正社員 35060-  633401 2人

他

月給 (1)9時00分～19時00分 毎　週

600,000円

～

（年齢：　不問　） 600,000円

正社員 35060-  639301 1人

日祝他

月給 (1)8時00分～18時00分 その他

230,000円 (2)8時30分～18時30分

～ (3)8時00分～13時00分

（年齢：　59歳以下　） 270,000円

正社員 35060-  656601 1人

水日祝

月給 (1)8時50分～17時00分 毎　週

230,000円 (2)8時50分～20時30分

～

（年齢：　不問　） 230,000円

正社員 35060-  644201 1人

他

月給 (1)8時00分～16時45分 その他

141,600円 (2)8時30分～17時15分

～

（年齢：　不問　） 149,700円

正社員以外 35060-  655301 1人

日祝他

月給 (1)8時00分～17時00分 その他

145,000円 (2)8時30分～17時30分

～

（年齢：　59歳以下　） 200,000円

正社員 35060-  649901 1人

日祝他

月給 (1)8時00分～17時00分 その他

191,000円

～

（年齢：　59歳以下　） 440,000円

正社員 35060-  652201 1人

他

月給 (1)5時15分～14時15分 毎　週

160,000円 (2)10時00分～19時00分

～

（年齢：　不問　） 180,000円

正社員以外 33010-11102001 1人

他

月給 (1)7時30分～16時30分 その他

200,000円

～

（年齢：　不問　） 300,000円

正社員 35060-  640101 1人

日他

月給 (1)8時00分～17時00分 その他

160,000円

～

（年齢：　40歳以下　） 200,000円

正社員 35060-  643801 1人

年末年始・盆

シフトによる（週
４０時間制）
盆・年末年始

＊ご相談の上決
定します。

山口県萩市大字紫福２１３７

会社カレンダー
による

（就業場所：従業員数　7　人）

山口県萩市大字唐樋２－４　「サンリブ萩
店」１Ｆ

（就業場所：従業員数　59　人）

柔道整復師

ＪＲ山陰線　萩

＊会社カレン
ダーによる　
＊土曜休み（月
により２～３日）
＊ＧＷ・盆・年末

※月間勤務表に
よる

（就業場所：従業員数　11　人）

○一般公共工事に伴う設計・積算及び測
量業務　等
＊パソコン操作の得意な方歓迎





株式会社　富士調査
設計

山口県萩市大字椿２１４３－１

就業場所:萩市

萩駅
（就業場所：従業員数　16　人）

○看護業務全般







正・准看護師 医療法人　わたぬき
クリニック

山口県萩市大字東浜崎町５３

就業場所:萩市

現場技術者業務全般
＊現場で設計図面に合わせて、測量・写真
撮影・図面チェック
　および人員の配置等を行っていただきま
す。



有限会社　金子建設

設計技師

（就業場所：従業員数　10　人）

一般土木技術員

休　日
求人数

就業場所:萩市

施工管理 建設現場における施工管理全般
○現場の確認
○イメージプラン作成
○工程・予算管理
○協力業者との打ち合わせ
・経験者は、優遇いたします。
・資格を取得しつつ、着実にキャリアアップ

豊田鋼機　株式会社 山口県萩市大字椿東２８８４－１

東萩

＊会社カレン
ダーによる
＊土曜休み（月
により２～３日）
＊ＧＷ・盆・年末（就業場所：従業員数　59　人）

就業時間所在地・就業場所賃 金仕事内容 求人者名

就業場所:萩市

萩バスセンター

就業場所:萩市

調剤薬局での薬剤師業務全般
○処方箋による調剤
○服薬指導
○薬剤管理等

有限会社　窪井薬局

シフトによる　＊
月７～８日

薬剤師

萩循環まぁーるバス御船倉入口

鍼灸整骨院にて患者さんへ施術サービス
をしていただきます
〈主な業務〉
・手技療法　マッサージ、ストレッチなど
・電気療法　ハイボルテージ、超音波など
・運動療法　リハビリ運動指導、セルフケア
指導

御許町はり灸整骨院 山口県萩市大字御許町１００－１

営業・販売

萩市／調理師（特養ち
はるえん）

東萩

就業場所:萩市

（就業場所：従業員数　59　人）

就業場所:萩市

就業場所:萩市

（就業場所：従業員数　0　人）

職業指導員（なないろ） ○就労維持支援Ｂ型事業において、事業
利用者の就労支援の補助を行っていただ
きます。
○その他の作業もあります。
＊菓子作り、パン作り
＊菓子等の配達あり
「介護」

社会福祉法人　ふた
ば園

山口県萩市大字三見３８５２番地の１

就業場所:萩市

東萩

（就業場所：従業員数　44　人）

就業場所:萩市

○パソコン入力（エクセル・ワード・パワー
ポイント）
○資料作成・申請業務
○仕訳業務
○役所等への書類の提出
・経験者は、優遇いたします。
・資格を取得しつつ、着実にキャリアアップ

むつみ豚飼育管理職候
補

作業員（木材加工）

鍛冶屋

ＪＲ玉江駅

就業場所:萩市

（就業場所：従業員数　6　人）

就業場所:萩市

一般事務

ＪＲ山陰線　東萩

豊田鋼機　株式会社 山口県萩市大字椿東２８８４－１

シフト制

○山口県下における住宅・事務所・店舗・
工場などの空調機器・住宅設備機器や省
エネ機器の営業。
○ルート営業
・経験者は、優遇いたします。
・資格を取得しつつ、着実にキャリアアップ
が図れます。

豊田鋼機　株式会社 山口県萩市大字椿東２８８４－１

＊会社カレン
ダーによる
＊土曜休み（月
により２～３日）
＊ＧＷ・盆・年末

（就業場所：従業員数　9　人）

○個装用（ギフト・陶芸・おせち等）の木箱
の製造
＊手作業または一部機械を使用し、木板
の切断・加工作業、
　木箱の組立、のり付け、仕上げ等を行い
ます。

株式会社　美萩工芸 山口県萩市大字山田字東沖田４１８４

（就業場所：従業員数　115　人）

特養の「ちはるえん」内厨房での調理師業
務。
主に、仕込み、調理、盛付、配膳、発注な
どを行っていただきます。
　＊経験者、優遇。
　＊未経験者、ブランクのある方、第二新
卒の方歓迎

エームサービスジャ
パン株式会社　中国
事業部

岡山県岡山市北区柳町１丁目１－１　住友
生命岡山ビル１５階

＊第２・第４土曜
日休み　＊年末
年始
＊会社カレン
ダーによる

○むつみ豚の飼育管理業務
（繁殖・分娩・肥育・健康管理等）
○生産管理・コスト管理等
○豚舎内外でのショベルローダー・リフトに
よる作業
＊２ｔトラック使用
＊詳細につきましては面接時にご説明致し

有限会社　小野養豚 山口県萩市大字吉部下４７０４

℡ 0838-22-0714 

萩公共職業安定所 

山口県萩市大字平安古町５９９－３ ◎ 面接にはハローワークが発行する紹介状が必要です。 

      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。 

◎ 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。 

◎ パートタイム求人の場合、賃金は時間額です。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。 

◎仕事内容欄はスペースの都合ですべて表示できない場合がありますので、詳しい内容については相談窓口でお尋ねください。  

【令和2年3月25日発行】 
令和2年3月16日～令和2年3月22日受理分 

次回発行は令和2年4月1日の予定です。 
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職種
年齢

雇用形態

休　日
求人数

就業時間所在地・就業場所賃 金仕事内容 求人者名

◎仕事内容欄はスペースの都合ですべて表示できない場合がありますので、詳しい内容については相談窓口でお尋ねください。  

日祝他

月給 (1)9時00分～18時00分 その他

139,000円 (2)9時00分～13時00分

～

（年齢：　59歳以下　） 150,000円

正社員 35060-  645501 1人

日祝他

月給 (1)8時00分～17時00分 その他

180,000円

～

（年齢：　59歳以下　） 430,000円

正社員 35060-  653501 1人

土日祝他

月給 (1)8時30分～17時30分 毎　週

160,000円

～

（年齢：　35歳以下　） 200,000円

正社員 40050- 4031901 1人

日祝他

月給 (1)8時30分～17時15分 その他

180,000円

～

（年齢：　不問　） 180,000円

正社員 35030- 3325601 1人

日他

日給 (1)8時00分～17時00分 その他

194,400円

～

（年齢：　64歳以下　） 259,200円

正社員 35060-  632101 2人

日祝他

月給 (1)8時00分～17時00分 その他

175,000円

～

（年齢：　59歳以下　） 330,000円

正社員 35060-  650701 1人

日祝他

月給 (1)7時30分～17時00分 その他

180,000円

～

（年齢：　44歳以下　） 220,000円

正社員 35060-  635801 1人

他

月給 (1)8時30分～17時30分 その他

155,000円

～

（年齢：　不問　） 155,000円

正社員以外 35060-  637501 1人

土日他

月給 (1)8時30分～17時30分 毎　週

208,000円

～

（年齢：　35歳以下　） 275,000円

正社員 34140- 6462801 1人

用務員 宗教法人　松陰神社 山口県萩市椿東松本１５３７ 他

日給 (1)6時30分～16時00分 その他

167,056円

～ 就業場所:萩市

（年齢：　不問　） 167,056円 松陰神社前バス停

正社員以外 35060-  641401 （就業場所：従業員数　23　人） 1人

日祝他

時給 (1)8時00分～13時00分 その他

1,200円 (2)8時30分～13時30分

～ (3)13時00分～18時00分

（年齢：　59歳以下　） 1,400円 又は8時00分～17時00分の

パート労働者 35060-  657901 間の5時間以上 1人

日祝他

時給 (1)16時20分～17時55分 毎　週

900円 (2)18時00分～19時35分

～ (3)19時40分～21時15分

（年齢：　不問　） 1,800円

パート労働者 34151-  281701 2人

土日祝他

時給 (1)9時00分～16時00分 毎　週

890円

～

（年齢：　不問　） 890円

パート労働者 35060-  647301 1人

土日祝他

時給 (1)9時00分～15時30分 毎　週

880円

～

（年齢：　不問　） 900円

パート労働者 35060-  642701 1人

○神社境内の清掃
○祭典後直会の準備片付け
○トイレの清掃
○その他雑務　等

シフト制
＊月７～８日
休み

○通所リハビリの送迎運転
○利用客の誘導・リハビリ補助等
＊主にリハビリ補助を行います。
＊使用する車は、ノア・シエンタ・アクア・ス
ペーシア等
＊送迎以外の時間には利用者の誘導やリ
ハビリ補助の業務あり

医療法人萩一歩会
かわかみ整形リハビ
リテーションクリニッ
ク

山口県萩市大字椿東２８６３－７

＊盆休み　　８月
１３・１４・１５日
＊正月休み　１
月２・３日
＊その他

リハビリ補助および送
迎補助

空調工事・電気工事・水
道工事

ＪＲ山陰本線　東萩駅

東萩

就業場所:萩市

（就業場所：従業員数　22　人）

就業場所:萩市

土曜日２回
年末年始・盆

○測量機器を用いた屋外での測量作業
○屋内での測量データ計算処理やＣＡＤソ
フトによる各種図面作成
＊屋外作業の移動に社用車を運転しても
らうことがあります
　（試用期間終了後）

大和コンサル　株式
会社

福岡県久留米市城南町２３－３

年末年始

○冷凍空調工事及びそれにかかわる電気
工事
○エアコン他設備のメンテナンス更新工事
○トイレ・お風呂・キッチン等の水道工事
・経験者は、優遇いたします。
・資格を取得しつつ、着実にキャリアアップ
が図れます。

豊田鋼機　株式会社 山口県萩市大字椿東２８８４－１

＊会社カレン
ダーによる
＊土曜休み（月
により２～３日）
＊ＧＷ・盆・年末（就業場所：従業員数　59　人）

測量技師

ケーブルテレビ局のメン
テナンス

東萩

就業場所:萩市

（就業場所：従業員数　4　人）

就業場所:萩市

○山口県下における、工場や建設現場へ
の商品や材料の配送配達業務
・経験者は、優遇いたします。
・資格を取得しつつ、着実にキャリアアップ
が図れます。
・有給取得率を全社で向上中です。

豊田鋼機　株式会社 山口県萩市大字椿東２８８４－１

・ケーブルテレビ局の保守対応
・ケーブルテレビ局の外線工事及び内線工
事
・支障移転工事、停波対応
※書類選考及びパソコン操作（ワード、エク
セル）のテストがあります。

山口テレコム　株式
会社

山口県宇部市鍋倉町６－６

（就業場所：従業員数　3　人）

＊会社カレン
ダーによる
＊土曜休み（月
により２～３日）
＊ＧＷ・盆・年末（就業場所：従業員数　59　人）

配送および入出庫

山陰線　玉江
（就業場所：従業員数　11　人）

○一般的な土木作業に従事していただき
ます。






有限会社　金子建設 山口県萩市大字紫福２１３７

会社カレンダー
による

一般土木作業員

ルート配送

東萩

就業場所:萩市

（就業場所：従業員数　10　人）

就業場所:萩市

山口県萩市大字山田字東沖田４２０６－１

年末年始・盆

就業場所:萩市

○製造に関わる作業
（事業所内及び外部にある冷蔵庫からの
原材料等の入出庫）
○海産物のルート配送および営業補助
等
（配送の範囲は、萩市内及び近郊）
＊採用後、希望者は営業職に配置転換可

株式会社　大一商店

営業職（ルートセール
ス）／萩支店

【あなたのアイデアで、”売れる”自動販売
機を作っていくお仕事です】　＊車両２～３ｔ
トラック
■担当エリアのお得意先を回り、商品補
充、売上金回収や商品ラインナップの変更
などを行います。又新規のお客様の獲得な
ど、ＫＩＲＩＮの看板としてご活躍いただきま

株式会社　キリンビ
バックス

広島県広島市東区二葉の里３丁目５番７号
グラノード広島４階

会社カレンダー

就業場所:萩市

（就業場所：従業員数　7　人）

配送管理 ○リネン品（シーツ・毛布・タオル・枕カバー
等）のルート配送
○運転・車輛管理表と業務日報を記入して
頂きます。
○納品伝票等の発行はありませんが、出
荷表と集荷実績表は記入して頂きます。
○在庫管理　

株式会社　Ｔ．Ｌ．Ｓ． 山口県萩市大字山田４２４１番地の６

＊基本的に木・
日曜休み（その
他会社カレン
ダーによる）
＊年末年始は１

就業場所:萩市

ＪＲ玉江
（就業場所：従業員数　26　人）

正・准看護師 ○看護業務全般（外来のみ）
＊労働日数はご相談に応じます。（週３日
～６日程度）
＊就業時間８：００～１７：００の勤務時間に
ついては、ご相談に応じます。
（内、５時間以上勤務については、休憩時
間６０分有り）

医療法人　わたぬき
クリニック

山口県萩市大字東浜崎町５３

＊シフト制による
※休日はご相談
ください。就業場所:萩市

萩循環まぁーるバス御船倉入口
（就業場所：従業員数　11　人）

塾講師（萩教室） 「明光義塾　萩教室」において、数学・英語
の非常勤講師（１対３の個別指導）
＊数学・英語のどちらかでも可
＊勤務日数・就業時間について相談に応じ
ます
＊週１日以上の勤務可
＊主婦（夫）の方・未経験者歓迎！研修シ

株式会社ＳＴＭ 広島県大竹市西栄　３丁目１７番１号

※年次有給休暇
は法定通り（勤
務日数等によっ
て日数が異なり
ます）

就業場所:萩市

（就業場所：従業員数　10　人）

総合受付業務および関
連業務

○萩市役所の総合受付での案内業務
○その他の関連業務　

萩公共サービス　株
式会社

山口県萩市大字椿東２９７０－９

年末年始　１２／
２９～１／３
＊２人交代での
シフト

就業場所:萩市

もよりの駅・バス停から徒歩（　）分
（就業場所：従業員数　0　人）

事務員 ○一般事務
○伝票入力
○在庫管理
○電話応対・来客応対　等

株式会社　井町海産 山口県萩市大字山田４２６２－１

盆・年末年始

就業場所:萩市

楽々園前
（就業場所：従業員数　16　人）
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職種
年齢

雇用形態

休　日
求人数

就業時間所在地・就業場所賃 金仕事内容 求人者名

◎仕事内容欄はスペースの都合ですべて表示できない場合がありますので、詳しい内容については相談窓口でお尋ねください。  

土日他

日給 (1)9時00分～16時00分 毎　週

850円

～

（年齢：　不問　） 850円

パート労働者 38010- 9552101 1人

他

時給 (1)9時30分～14時30分 その他

950円 (2)17時00分～21時00分

～

（年齢：　不問　） 950円

パート労働者 35060-  654001 1人

土日祝他

日給 (1)6時30分～9時30分 毎　週

1,500円 (2)14時00分～16時30分

～

（年齢：　不問　） 1,500円

パート労働者 35070- 1786701 1人

日祝他

時給 (1)8時30分～15時30分 毎　週

900円

～

（年齢：　不問　） 900円 又は8時00分～16時00分の

パート労働者 35060-  634701 間の6時間程度 1人

他

時給 (1)9時00分～16時00分 その他

829円

～

（年齢：　69歳以下　） 900円 又は9時00分～16時00分の

パート労働者 35060-  638001 間の3時間以上 1人

他

時給 (1)7時30分～16時30分 毎　週

840円 (2)8時00分～17時00分

～

（年齢：　不問　） 840円

パート労働者 35060-  658101 1人

清掃員（全眞会病院） 他

時給 (1)8時00分～12時00分 毎　週

850円

～ 就業場所:萩市

（年齢：　不問　） 850円

パート労働者 35010- 2762501 （就業場所：従業員数　3　人） 1人

　　　※この情報紙は、ハローワーク萩の求人の一部です。 ハローワーク萩では、皆様の来所をお待ちしてます。

　　※応募される場合は、ハローワークの紹介状をお持ちください。　　　　　　　

            ぜひ、お気軽にご利用ください。

窓口での支援メニューのご案内

　　　ハローワーク萩     ☎0838-22-0714

調理（山口県） 事業所で働いている職員６名程度の昼食、
夕食を作る
家庭料理程度の内容なので食材を近くの
店で買い物する
米・調味料などは松山から直送するので肉
魚野菜などを買う
夕食が出来上がったら並べておいて退社

有限会社　松山中央
給食

愛媛県松山市勝岡町４５－１

ＧＷ、盆休み、正
月休みは続けて
１週間程度休み就業場所:萩市川上

（就業場所：従業員数　1　人）

板場補助 ○板長の補佐
○調理
○下ごしらえ
＊魚やイカをさばく仕事もあります。
＊仕事の詳細については面接時ご説明い
たします。
＊勤務日はご相談に応じます。

有限会社　萩心海 山口県萩市大字土原３７０番地の７１

＊休日につきま
しては相談の上
決定します就業場所:萩市

ＪＲ東萩駅
（就業場所：従業員数　9　人）

特別支援学校バス添乗
員（萩）

特別支援学校送迎バスの添乗業務
・バス車内で生徒さんのお世話をしながら、
ドライバーの安全運行を補助する仕事です

防長交通　株式会社 山口県周南市松保町７番９号

就業場所:萩市

（就業場所：従業員数　78　人）

水産物加工員 ○しらす、かえりを干す作業　
○パック詰め、干物の荷作り　　　
○うるめの丸干し等の干魚の製造等
○魚をさばいて開く作業
＊未経験の方も丁寧に指導します。
＊就業時間・日数等ご相談下さい。
※仕事のスタートは５月上旬を予定してい

有限会社　大栄 山口県萩市東浜崎町菊ヶ浜１４９－５

シフトによる

就業場所:萩市

定期船乗り場入り口
（就業場所：従業員数　7　人）

全眞会病院内のにおける、外来フロア、病
室の日常清掃
（主に拭き、掃き：掃除機使用）
＊未経験の方でも研修がございますので
安心してご応募ください。

サマンサジャパン株
式会社　山口営業所

山口県山口市吉敷下東１丁目３－１　山陽
ビル吉敷１Ｆ

交替制
有給休暇は法
定通り付与

ルート配送 ○リネン品（シーツ・毛布・タオル・枕カバー
等）のルート配送
○簡単な配送・集荷業務です。
○運転・車輛管理表と業務日報を記入して
頂きます。
○納品伝票等の発行はありませんが、出
荷表と集荷実績表は記入し　て頂きます。

株式会社　Ｔ．Ｌ．Ｓ． 山口県萩市大字山田４２４１番地の６

基本的に木・日
曜休み（その他
会社カレンダー
による）
年末年始は１月

就業場所:萩市

ＪＲ玉江
（就業場所：従業員数　26　人）

清掃スタッフ（週３日程
度）

萩・明倫学舎の清掃および環境整備
○館内（室内・廊下・トイレなど）の清掃
○館外（通路・周辺など）の清掃
【応募締切】令和２年４月６日（月）※必着


特定非営利活動法
人　萩明倫学舎

山口県萩市江向６０２番地

シフト制（萩・明
倫学舎は２月第
１火曜日とその
翌日以外は年中
無休施設のた

就業場所:萩市

もよりの駅・バス停から徒歩　１分
（就業場所：従業員数　14　人）

1．   求人のくわしい情報や会社の情報のご案内 

2．   求人票を見るときのポイント、探し方のアドバイス 

3．   応募書類（履歴書や職務経歴書）の書き方アドバイスや添削 

4．   面接を受けるときの心構えやアドバイス 

5．   就活に役立つセミナーや面接会等の情報提供 

6．   転職に役立つハロートレーニング（職業訓練）の案内 

7．   就活に関するあらゆる悩みごと相談        など 
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