
職種
年齢

雇用形態
木日祝他

月給 (1)8時30分～17時30分 毎　週
410,000円

～
（年齢：　59歳以下　） 410,000円

正社員 35060- 2245111 1人
日祝他

月給 (1)8時30分～18時00分 なし
190,000円 (2)8時30分～13時30分

～
（年齢：　59歳以下　） 300,000円

正社員 35060- 2235611 1人
他

時給 (1)7時00分～16時00分 毎　週
140,026円 (2)9時00分～18時00分

～
（年齢：　不問　） 140,026円

正社員以外 35060- 2242311 1人
他

月給 (1)13時30分～21時30分 その他
220,000円

～
（年齢：　69歳以下　） 250,000円

正社員 35060- 2249511 1人
他

日給 (1)8時00分～17時00分 毎　週
176,000円

～
（年齢：　不問　） 176,000円

正社員以外 35060- 2233011 4人
日祝他

日給 (1)8時15分～17時00分 その他
188,800円

～
（年齢：　不問　） 212,400円

正社員 35060- 2244911 1人
日他

月給 (1)8時00分～17時00分 その他
160,000円 (2)16時00分～0時00分

～ (3)0時00分～8時00分
（年齢：　40歳以下　） 170,000円

正社員 35060- 2241011 1人
日他

月給 (1)8時00分～17時00分 その他
180,000円

～
（年齢：　不問　） 250,000円

正社員 35060- 2236911 1人
製品出荷および製造 嶋村化成　株式会社 山口県萩市大字吉部下１１５２４－２ 日他

月給 (1)8時00分～17時00分 その他
160,000円

～ 就業場所:萩市
（年齢：　40歳以下　） 170,000円

正社員 35060- 2240411 1人
他

時給 (1)18時00分～20時30分 その他
860円

～
（年齢：　不問　） 900円

パート労働者 35060- 2246711 1人
日他

時給 (1)7時30分～16時30分 毎　週
1,000円 (2)7時30分～11時30分

～
（年齢：　不問　） 1,000円

パート労働者 35060- 2243611 1人
日他

時給 (1)9時00分～16時00分 毎　週
900円

～
（年齢：　不問　） 900円

パート労働者 35060- 2234311 1人

シフト制
毎月第１・第３水
曜は店休日　年
始１／１～１／３

就業場所:萩市
ＪＲ山陰本線　萩

シフト制（お休み
の希望は考慮し
ます）
月６日休み

就業場所:萩市
ＪＲ山陰本線　東萩

雨天時等

ＧＷ・夏期・年末
年始休暇　その
他会社カレン
ダーによる
就業時間（１）日

盆　年末年始

工場機械オペレーター ○ポリエチレンパイプの製造における機械
オペレーター
○金型の段取り替え
○機械の段取り組替、整備
○製品の品質管理、製品検査
○製品出荷のチェック
＊転勤はありません。

嶋村化成　株式会社 山口県萩市大字吉部下１１５２４－２

就業場所:萩市

（就業場所：従業員数　27　人）

休　日
求人数

就業場所:萩市

薬剤師 ○薬の調剤、管理等 萩むらた病院 山口県萩市今古萩町３０番地の１

ＪＲ山陰本線　東萩

勤務予定表によ
る

石材加工・墓石据付け

販売員（ファーマーズ
マーケット）

就業時間所在地・就業場所賃 金仕事内容 求人者名

○宿泊客のお部屋確認（清掃状態・備品
などのチェック）
○宿泊客のお部屋へのご案内
○夕食の準備・サービス・後片付け
○翌日のテーブルセッティング
＊部屋ごとに担当します。

年末年始

就業場所:萩市
ＪＲ山陰本線　萩

（就業場所：従業員数　7　人）
○ファーマーズマーケットでの接客・販売・
レジ業務
＊年度単位での契約

山口県農業協同組
合　萩統括本部

山口県萩市大字江向４３１番地２

（就業場所：従業員数　85　人）

（就業場所：従業員数　13　人）

看護師 ○看護業務全般
○診療・検査業務
○その他、院内雑務等

みやうち内科消化器
科クリニック

【短期】果実収穫・運搬
作業

渡辺農園 山口県萩市濁渕２３５４

山口県萩市大字椿字小迫２１６２－４

○みかんのもぎ取り　　　　
（大照院前に集合して、現場までトラックに
て送迎）
＊約２０ｋｇのみかんのコンテナを車に積
み込む作業や、木に登っての作業もありま
す。（※ある程度体力が必要）
※２０日程度の勤務です。

就業場所:萩市
ＪＲ山陰本線　萩

○石材切削加工
○工場内でのパレット解体や、小型ポリッ
シャーを使用しての石材　研磨作業
○現場での墓石据付け及び墓石解体撤
去作業

株式会社　上田墓石
彫刻店

（就業場所：従業員数　2　人）

（就業場所：従業員数　20　人）

山口県萩市大字椿字金谷２７８８－１

食事サービス係（雁嶋
別荘）

山口県萩市大字堀内２１０－１２

布団敷き（萩一輪） ○客室の布団敷き業務
＊業務状況により出勤日数の変更があり
ます。
＊就業日数等ご相談に応じます。

株式会社　萩城観光
ホテル

山口県萩市大字堀内４８５番地の２

技術職（配管工・サービ
スエンジニア）

有限会社　北門屋敷

就業場所:萩市

（就業場所：従業員数　4　人）

ＪＲ山陰本線　東萩

ＪＲ山陰本線　萩

シフト制による

就業場所:萩市
ＪＲ山陰本線　玉江

（就業場所：従業員数　48　人）

※会社カレン
ダーによる＊Ｇ
Ｗ・盆・年末年始
【土曜日の勤務】
４月～６月毎週休

就業場所:萩市
ＪＲ山陰本線　萩

（就業場所：従業員数　13　人）
○ポリエチレンパイプ製品出荷業務
○機械の段取り組替、整備等製造業務
＊転勤はありません。
＊資格や経験がなくても、もちろん大丈夫
です。
＊現在活躍している先輩社員が、仕事の
流れを指導します。

ＧＷ・夏期・年
末年始休暇
その他会社カ
レンダーによるＪＲ山陰本線　東萩

（就業場所：従業員数　27　人）

○萩・阿武地区の、個人宅やビル、道路工
事等の配管工事に携わっていただきま
す。
○住宅・ビル等の配管工事（上下水道）
○住宅・ビル等のエアコン設置
＊未経験の方も歓迎、ご指導します。
＊詳しくは面接時にご説明します。

株式会社　西日本設
備サービス

山口県萩市椿３５４６－１

配送員 ○帯鋸・刃物の集荷、配達作業
（萩市中心・長門市・山口市・益田市など）
○出荷作業など

株式会社　時山帯鋸
加工所

山口県萩市大字山田３９３４－１

＊相談の上休日
を決定
年末年始　盆　Ｇ
Ｗ

就業場所:萩市
ＪＲ山陰本線　玉江

（就業場所：従業員数　4　人）

製氷冷凍冷蔵作業員 ○氷の製造・販売
○冷凍・冷蔵庫の保管作業
＊氷の配達がある場合があります。
＊冷所の作業が多い為体力が必要です。

山口県漁業協同組
合　はぎ統括支店

山口県萩市大字椿東６４４６番地５「山口県
漁業協同組合　はぎ統括支店」

シフトによる
※出勤日ご相談
ください。就業場所:萩市

ＪＲ山陰本線　東萩
（就業場所：従業員数　0　人）

℡ 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3年10月27日発行】
令和3年10月18日～令和3年10月21日受理分

次回発行は令和3年11月4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。

他
時給 (1)9時30分～15時00分 毎　週
900円 (2)8時30分～14時00分

～
（年齢：　不問　） 950円

パート労働者 35060- 2250311 1人
他

時給 (1)9時00分～12時00分 毎　週
890円 (2)9時00分～15時00分

～
（年齢：　不問　） 890円

パート労働者 35060- 2239811 1人
他

時給 (1)8時00分～15時00分 その他
857円 (2)17時00分～23時00分

～
（年齢：　不問　） 857円

パート労働者 35060- 2238711 1人
他

時給 (1)20時00分～0時00分 その他
860円

～
（年齢：　不問　） 900円

パート労働者 35060- 2247811 1人
他

時給 (1)10時30分～14時30分 その他
860円

～
（年齢：　不問　） 900円

パート労働者 35060- 2248211 1人
山口県萩市大字椿東２９７０－９ 土日祝他

時給 (1)9時00分～17時00分 毎　週
920円 (2)9時00分～16時00分

～ 就業場所:萩市
（年齢：　不問　） 920円

パート労働者 35060- 2237111 1人

（就業場所：従業員数　88　人）
食器洗い（夜）（萩一輪） ○食器洗い及び食器片付け

＊業務状況により出勤日数の変更があり
ます。
＊就業日数等ご相談に応じます。

株式会社　萩城観光
ホテル

山口県萩市大字堀内４８５番地の２

シフト制による

就業場所:萩市
ＪＲ山陰本線　玉江

（就業場所：従業員数　48　人）

            ぜひ、お気軽にご利用ください。

　　　ハローワーク萩     ☎0838-22-0714

　　　※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。　　　　　　　

窓口での支援メニューのご案内

食器洗い（朝）（萩一輪） ○食器洗い及び食器片付け
＊業務状況により出勤日数の変更があり
ます。
＊就業日数等ご相談に応じます。

株式会社　萩城観光
ホテル

山口県萩市大字堀内４８５番地の２

シフト制による

就業場所:萩市
ＪＲ山陰本線　玉江

（就業場所：従業員数　48　人）
○公園・文化財施設等の草取り（主に手作
業）
○集めた草木の運搬等の関連作業
※萩地区内の公園及び施設（本社事務所
に集合して現場に向かう）
※萩市役所周辺・旧厚狭毛利家萩屋敷長
屋・旧児玉家・城下町駐輪場周辺・萩しー

萩公共サービス　株
式会社

年末年始（１２
月２９日～１月
３日）＊ただし
年に数回、土ＪＲ山陰線　東萩駅

（就業場所：従業員数　7　人）

公園施設の管理作業
（萩地区内）

ホテル客室清掃スタッ
フ

ビジネスホテルの清掃業務です。
○客室内の清掃
○使用済みのタオルやシーツ類の回収
○ベッドメイキング
○シャンプー類や歯ブラシなどのアメニ
ティの補充
○朝食会場や廊下などのパブリックス

株式会社　ホテル旅
館マネジメント（ホテ
ルアクシアイン萩）

山口県萩市大字土原３７０－４８

シフト制

就業場所:萩市
ＪＲ山陰本線　東萩

（就業場所：従業員数　9　人）

（就業場所：従業員数　88　人）

株式会社　千春楽 山口県萩市大字堀内４６７－２

就業場所:萩市
ＪＲ山陰本線　玉江

洗い場係 ○食器洗い（機械を使用）
○盛り付けの手伝い
○調理場の清掃
＊業務状況により出勤日数の変更ありま
す。


株式会社　千春楽 山口県萩市大字堀内４６７－２

シフトにより休日
数の変更あり

就業場所:萩市
ＪＲ山陰本線　玉江

清掃係 ○客室、館内の清掃
○その他清掃関連雑務　等
＊就業時間（１）（２）選択してください。
＊業務状況により出勤日数の変更ありま
す。

シフトにより休日
数の変更有り

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
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