
時給 免許・資格

(1)9時00分～17時00分 普通自動車運転免許 必須

950円
～

950円
（従業員数 450人 ） 年齢 不問 加入保険等 週所定労働日数 経験

時給 免許・資格

(1)9時00分～14時00分

900円
～

900円
（従業員数3,300人 ） 年齢 不問 加入保険等 週所定労働日数 経験

免許・資格

(1)8時00分～17時00分 普通自動車運転免許 必須

1,419円
～

1,677円
（従業員数 15人 ） 年齢 不問 加入保険等 週所定労働日数 経験

月給 免許・資格

(1)8時00分～17時00分

220,000円 二級建築士
～ ２級建築施工管理技士

300,000円 一級建築士
（従業員数 19人 ） 年齢 59歳以下 加入保険等 経験

月給 免許・資格

(1)8時00分～17時00分 普通自動車運転免許 必須

250,000円 第三種電気主任技術者
～

500,000円
（従業員数 232人 ） 年齢 59歳以下 加入保険等 経験

日給（月額換算） 免許・資格

(1)13時00分～23時00分

239,293円 大型自動車免許
～

530,000円
（従業員数 16人 ） 年齢 18歳～59歳 加入保険等 経験

月給 免許・資格

(1)8時00分～17時00分 普通自動車運転免許 必須

200,000円 車両系建設機械
～ ２級土木施工管理技士

300,000円 ２級管工事施工管理技士

（従業員数 9人 ） 年齢 64歳以下 加入保険等 経験

日給（月額換算） 免許・資格

(1)8時00分～17時00分

216,000円 フォークリフト運転技能者
～ 大型自動車免許

345,600円 車両系建設機械
（従業員数 37人 ） 年齢 61歳以下 加入保険等 経験

月給 免許・資格

(1)7時30分～17時00分 普通自動車運転免許 必須

175,000円 １級建築施工管理技士
～ ２級建築施工管理技士

340,000円
（従業員数 20人 ） 年齢 61歳以下 加入保険等 経験

時給 免許・資格

(1)10時00分～14時00分 普通自動車運転免許 必須

900円
～

950円
（従業員数 250人 ） 年齢 不問 加入保険等 週所定労働日数 経験

時給 免許・資格

900円
～

1,000円
（従業員数 15人 ） 年齢 59歳以下 加入保険等 週所定労働日数 経験

時給 免許・資格

(1)13時00分～18時00分

1,000円
～

1,000円
（従業員数 31人 ） 年齢 不問 加入保険等 週所定労働日数 経験

雇用期間の定めあり
契約更新の可能性あり（原則更新）

就業場所： 淡路市志筑１５４２－１
採用
人数

1人 雇用・労災

28110- 3836501
学習支援員

小学生の公文の採点・指導、その他小学生の学習支
援などを行っていただきます。
（採点・指導方法についてはご説明します。）

＊応募の際は、ハローワークの紹介状・履歴書（写
真添付）を郵送してください。

土日祝
社会福祉法人　椎の木会　児童養護施設　聖
智学園 パート労働者

兵庫県淡路市志筑１５４２－１

週4日～週5日

28110- 3828501
製瓦工

●瓦の製造作業です。

・瓦の梱包作業、成形作業
・瓦の検査作業
・レンガの梱包等

＊応募にはハローワークの紹介状が必要です。　

日他

栄和瓦産業株式会社
パート労働者

兵庫県南あわじ市松帆慶野１１３６

週2日以上

雇用期間の定めなし

8時00分～17時00分の間の3
時間以上

就業場所： 南あわじ市松帆慶野１１３６
採用
人数

3人 労災

パソコン操作（ワード、エ
クセル）ＣＡＤ操作できる
方

雇用期間の定めなし

就業場所： 洲本市鮎屋宇久シ原６３６番
フローラすもと

採用
人数

1人 労災

28110- 3766301 調理補助（フローラ
すもと）

・身体障害者の通所サービス（利用定員３０名）に
おける利用者様の食事の準備をお願いします。
調理補助業務です。
１０：００～１４：００の４時間。休憩なし。
（水）（日）は定休日の為、休み。それ以外の曜日
の勤務をお願いします。
　＊応募にはハローワークの紹介状が必要です。応
募を希望される方は、職業紹介窓口までお越しくだ
さい。

水日

社会福祉法人　淡鳳会
パート労働者

兵庫県淡路市野島貴船字平見２４６－１

週3日～週5日

28110- 3879501
建築・現場監督員

・建築現場の管理監督及び現場作業

・写真整理、ＣＡＤによる製図、工程管理

※経験者はもちろんの事、未経験者でも可能です。

＊パソコン操作（ワード、エクセル）ＣＡＤ操作で
きる方

土日

光洋建設　株式会社
正社員

兵庫県南あわじ市中条中筋９３９
雇用期間の定めなし

就業場所： 南あわじ市中条中筋９３９
採用
人数

1人 雇用・労災・健
康・厚生

業務経験

雇用期間の定めなし

就業場所： 南あわじ市湊１３５４
採用
人数

1人 雇用・労災・健
康・厚生

28110- 3878201 現場作業員（重機オ
ペレーター含む）

大型トラックへの青果物の積込作業

手積み、フォークリフト使用共にあり

土木・建築・解体現場での作業。

＊応募の際は、ハローワークの紹介状が必要です。
応募を希望される方は、職業相談窓口へお越しくだ
さい。

土他

松井開発運輸株式会社
正社員

兵庫県南あわじ市湊１３５４

28110- 3875401
水道配管工

＊給排水設備工事、上下水道工事における配管工、
重機オペレーター業務、ダンプ運転等現場により柔
軟な対応ができる方。
＊業務経験者のみ
＊試用期間３ヶ月あり
＊土木施工管理技士または管工事施工管理技士あれ
ば尚良し
＊応募にはハローワークの紹介状が必要です。応募
を希望される方は、職業相談窓口までお越しくださ
い。

日祝他

小畠水道　株式会社
正社員 月１回土曜日、年

末年始（１２／３０～
１／４）夏季休（８／
１３～８／１６）備考

兵庫県南あわじ市賀集福井４６９番地の１
雇用期間の定めなし

就業場所： 南あわじ市賀集福井４６９番地の１
採用
人数

2人 雇用・労災・健
康・厚生

自家用受変電設備の維持管
理及び工事の実務経験

雇用期間の定めなし

就業場所： 南あわじ市八木大久保７２２－１
採用
人数

1人 雇用・労災・健
康・厚生

28110- 4032901
大型運転手

関西⇔関東　間の冷凍食品の配送
京阪神や中長距離の指定先へ野菜、冷凍食品の配送
と引取り
＊必要な免許・資格：大型自動車運転免許１種。
フォークリフト免許あれば尚良し
＊運送業未経験の方、丁寧に指導します。
＊面接の際は、履歴書・ハローワークの紹介状を持
参してください。

土他

株式会社　三陸
正社員 土曜日とその他

月７日程度
兵庫県南あわじ市八木大久保７２２－１

28110- 4012201 自家用電気工作物
保安管理業務

・本社、資材センター自社保有船舶の自家用電気工
作物の保安管理業務
・自社保有船舶の電気設備の維持管理
・資材センター保有の発電機の保安管理業務
・その他、電気技術者としての業務全般

＊試用期間３ヶ月（同条件）

土日祝

株式会社森長組
正社員

兵庫県南あわじ市賀集８２３
雇用期間の定めなし

就業場所： 南あわじ市賀集８２３
採用
人数

1人 雇用・労災・健
康・厚生

建設業・土木業　経験

雇用期間の定めなし

就業場所： 淡路市生穂１８０３－２
採用
人数

2人 雇用・労災・健
康・厚生

28110- 4011801
建築設計監理

建築設計に関する業務
・図面作成（ＣＡＤ）
・図面作成補助
・工事設計監理
・各種建築申請業務

日祝他

関西ハウス工業　株式会社
正社員 夏期休暇、年末年

始
兵庫県淡路市生穂１８０３－２

建築設計経験

28110- 3980201 電気工事に係わる補
助作業

＊土木、草刈、電線路巡視補助
＊電気工事に係わる配管、配線機器据付
＊補助、その他の雑務（電工補助員）

＊ハローワークから電話連絡の上、面接日前日まで
に届くよう応募書類（紹介状、履歴書、職務経歴
書）を郵送してください。

日祝他

株式会社　国益電業社
パート労働者 第２、４土曜日（振

替変更有）夏季３
日　年末年始３日
月１５日～２０日の

兵庫県洲本市宇山３－４－１２

週3日～週5日

雇用期間の定めなし

就業場所： 洲本市宇山３－４－１２
採用
人数

3人 雇用・労災

日給（時間換算
額）

週3日～週5日 社会人経験。
接客経験あれば尚可。

雇用期間の定めあり
契約更新の可能性あり（原則更新）

就業場所： 淡路市岩屋１８３３－４
松帆の浦バス停下車徒歩３分

採用
人数

2人 労災

28020-16337601 浴室清掃（淡路市岩
屋）

●大手企業の福利厚生施設での浴室清掃業務
　　
　○浴室洗い場の清掃

火水他

ウオクニ株式会社　神戸支店
パート労働者

兵庫県神戸市灘区船寺通４丁目５番１６号

週2日以上

契約更新の可能性あり（条件あり）

就業場所： 洲本市上加茂４－６
当社　管理事務所

採用
人数

1人 雇用・労災

必要な免許資格
あれば尚良し含

13040-83421401
管理人（洲本）

・ビレッジハウス（旧雇用促進住宅）の巡回・内覧
業務
・入退去の立合い
・家賃収納
・書類作成
・担当エリア内住宅の巡回（社用車使用）
・修繕工事の手配

他

ビレッジハウス・マネジメント　株式会社
パート労働者 シフト制：週休２日

土日祝出勤東京都港区虎ノ門４－３－１３　ヒューリック神谷
町ビル４階

雇用期間の定めあり

求人番号・事業所名
所在地・就業場所

職種/年齢
採用人数

仕事の内容
賃金

加入保険等
就業時間等 休日等

◎この求人情報は求人票の一部抜粋です。条件をすべて提示したものではありません。詳細は求人票参照。

詳しい内容を知りたい方、応募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。

◎求人への応募にはハローワークが発行する紹介状が必要です。

◎掲載求人が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。 ℡ ０７９９－２２－０６２０

厚生労働省

ハローワークすもと
令和2年9月15日号



　ハローワークは、平日８：３０～１７：１５まで開庁しておりますが、職業相談・職業紹介をご希望の方に

つきましては、以下、ご案内いたします。

９：００～１６：４５の間のご利用をお勧めさせていただきます。

ハローワーク洲本　0799-22-0620

ハローワーク洲本の職業相談・職業紹介を
ご利用いただくにあたってのご案内

ハローワーク洲本では、所要時間の目安や窓口の混雑状況により、　

求職活動について

※求人票の内容については職業相
談窓口をご利用ください。

ハローワークには、求人を探すためのパソコンがあります。（求人検索機）

淡路島内の求人のほか、全国各地の求人も探せます。

もちろんハローワークの窓口で職員が皆様のご希望をお伺いしながら求人を探します！

例えば・・・・ピンポイントで○○○○会社の求人が出ていないか？とか

※　　求人は求人検索・ハローワークインターネットサービスともに日々更新しています　　　　　　　　

　　☆　　応募してみたい求人が見つかった！　　

　　☆　　（株）○○○○の求人は出ていないかな？

　　☆　　短い時間（少ない日数）でも応募できるのかな？

　　☆　　何人ぐらい応募しているのかな？

　　☆　　応募してみたいけど、年齢や学歴で応募できないよなあ・・・・。

　　☆　　チャレンジしてみたいけど自分の経験（スキル）で大丈夫だろうか・・・。

　　☆　　候補の求人がいくつかあるんだけど絞り込めない・・・

下書きで結構ですのでお持ちいただければより具体的なアドバイスが受けられます！

応募してみたい求人があればその求人への応募を想定して書いてきていただけるとよりOK！

経験豊富なアドバイザーが皆さんのお話を伺いながら、就職活動の様々な悩みの解決をお手伝いします。

一人で思い悩むよりも誰かに話すことで気づくことも多いですよ！

こんな職種に就きたいんだけど求人票に書いてあるスキルに自信がない・・・。

こんな時に職業訓練の案内もしております。

兵庫労働局のHPでも概要が確認できます。

募集期間・選考試験などがありますので、興味のある方は早めにご相談ください。

窓口の相談の中でぜひこの人に担当してもらいたい！などご要望がありましたらぜひおっしゃってください！

各担当者がしっかりフォローしてまいります！

基本、毎週火曜日に皆様の就職活動に役立つ内容のセミナーを開催しています。

ビデオセミナー（予約不要）・演習型セミナー（要予約）ぜひご参加ください。

（企業の採用担当者が来所し、その場で応募できます。）

③　そのほかにも窓口ではこんなサービスがあります！

★どのように仕事を探したらいいんだろう？

★ミニ面接会も毎月開催しています。　

ハローワークの窓口では、求人票だけではわからない事業所の情報を伝えたり条件の緩和が可能かの確認も行っています。

お気軽にご相談ください。

★児童扶養手当を受給している方は「ひとり親・就労サポート事業」として担当者がご相談に乗りますので、総合案内に申し出てください。

★職業訓練制度もあります。

(http://hyougo-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/)

★担当制もやってます！

★セミナーを開催しています！

★応募の際に必要な書類（履歴書・職務経歴書など）のアドバイスが受けれます！

ハ　ロ　ー　ワ　ー　ク　の　利　用　案　内

★人（職員）を使う！

　　　　　　　検索のポイントなども説明しますので、ご自分では探せなかった求人が窓口相談では見つかるかもしれませんよ！

①　求　人　を　探　そ　う　！

★機械を使う！

★ネットを使う！

ご自宅のパソコン、お手元のスマートフォンで、求人が探せます！

ハローワークインターネットサービス（httpｓ//www.hellowork.go.jp）

※　　求人との出会いは、タイミングも大事です！　毎日チェックしてくださいね！

②　こんな時・・・・。窓口で聞いてみよう！　訊いてみよう！

　　☆　　会社は土日にも営業しているみたいだけど、土日休みでの応募ができないかな？

　　☆　　応募したいがどんな会社か知らないので不安だなあ・・・。

地域若者サポートステーション（あかし若者サポートステーション）のご案内
【活動内容】 働くことに不安を抱える若者を対象に自立のための就労支援を行っています。

【対 象】 １５歳～３９歳までの就労を希望される方

【場所・日時】 洲本市 （ハローワーク洲本会議室：洲本市塩屋２丁目４－５）・・・毎月 第２・４水曜日

淡路市 （淡路市役所内会議室：淡路市生穂新島８番地）・・・毎月 第２水曜日

南あわじ市 （南あわじ市役所内相談室：南あわじ市市善光寺２２番地１）・・・毎月 第４水曜日


