
月給 免許・資格

(1)9時00分～18時00分

300,000円
～

350,000円

（従業員数 210人 ） 年齢 59歳以下 加入保険等 経験

月給 免許・資格

(1)8時30分～18時30分

220,000円 (2)8時30分～17時30分 歯科衛生士

～

290,000円 週４４時間特例事業所

（従業員数 5人 ） 年齢 59歳以下 加入保険等 経験

時給 免許・資格

(1)8時00分～12時00分

1,300円 (2)18時00分～23時00分

～

1,300円

（従業員数 7,937人 ） 年齢 18歳以上 加入保険等 週所定労働日数 経験

時給 免許・資格

950円
～

1,000円

（従業員数 200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)8時30分～12時30分

1,250円 (2)14時30分～18時30分 視能訓練士

～ （火・土　午後診療休み）

1,300円

（従業員数 12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

924円 調理師

～

924円

（従業員数 800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

180,000円
～

300,000円

（従業員数 17人 ） 年齢 59歳以下 加入保険等 経験

月給 免許・資格

(1)9時00分～18時00分

200,000円 二級整備士免許あれば尚可

～

300,000円

（従業員数 22人 ） 年齢 59歳以下 加入保険等 経験

時給 免許・資格

(1)6時00分～15時00分

1,000円 (2)9時00分～18時00分 調理師

～ (3)11時00分～20時00分

1,500円

（従業員数 18,071人 ） 年齢 不問 加入保険等 週所定労働日数 経験

36010-16799401 （請）調理師（兵庫県
洲本市桑間）

介護老人保健施設　せんけい苑の厨房におい
て
施設給食の調理業務全般に携わっていただき
ます。
調理補助、盛付け、配膳、洗浄等のお仕事で
す。
朝食９０食、昼食１８０食、夕食９５食

＊スタッフ１５名体制（シフトの時間帯によ
り配置人数は変わります）

他

富士産業株式会社　四国事業部
パート労働者 シフト制

月９日休み（２月は８日
休み）徳島県徳島市幸町１－４４　徳島フコク生命ビル５

Ｆ

雇用期間の定めあり

（条件あり）

就業場所：
洲本市桑間字太田４９５－１
介護老人保健施設　せんけい苑　内厨房

採用
人数

1人 雇用・労災・健康・厚生

（１）～（３）の交替制 週5日程度

28110- 5111201
技術開発

オートバイパーツの開発・設計・デザイン
一般整備、部品組立て

土日他

株式会社　ピーエムシー
正社員 第２・４土曜日のどちら

か出勤の場合あり。そ
の場合は時間外手当
で対応。兵庫県淡路市志筑３０７１

雇用期間の定めなし

就業場所： 淡路市志筑３０７１ 採用
人数

1人 雇用・労災・健康・厚生
二輪整備経験あれば
尚可

28110- 5102801
水道配管工

・水道配管工
　給排水設備工事
　リフォーム工事
・酪農機械メンテナンス修理工
　搾乳機、真空ポンプ点検
　冷凍機点検、修理

日祝他

株式会社　藤井
正社員 祝日を利用した週

休二日制

兵庫県南あわじ市広田広田３６９－３
雇用期間の定めなし

就業場所： 南あわじ市広田広田３６９－３ 採用
人数

2人 雇用・労災・健康・厚生

28110- 5118401
調理師（パート）

「特別養護老人ホーム　ラガール」の入所
者・利用者の調理全般

＊勤務時間については相談に応じます。

＊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、職業相談窓口ま
でお越し下さい。

他

社会福祉法人　弘道福祉会　洲本特別養護老人
ホームラガール パート労働者 シフト制

兵庫県洲本市中川原町安坂字居屋敷９８６番地
雇用期間の定めなし

就業場所： 洲本市中川原町安坂字居屋敷９８
６番地

採用
人数

2人 雇用・労災

週5日程度 調理師経験

パート労働者 月に１度木曜日午前
（手術日）出勤、その場
合時間外で対応

兵庫県淡路市岩屋１０００
雇用期間の定めなし

（１）または（２）または
（１）＋（２）で応相談

就業場所： 淡路市岩屋１０００ 採用
人数

1人 労災

(1)月火水金土曜日
(2)月水金曜日

週1日以上

5時45分～19時45分
の間の5時間程度

28110- 5136701 ホテルの清掃業務
等／淡路市

１．ホテル共用部の清掃
２．食器洗浄

＊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、職業相談窓口ま
でお越し下さい。

＊面接時には、労働条件および仕事内容等の
詳細について今一度ご確認ください。

他

株式会社テクノス　淡路出張所
パート労働者 シフト制

兵庫県淡路市夢舞台２番地
雇用期間の定めあり

（原則更新）

就業場所： 淡路市夢舞台２番地
グランドニッコー淡路

採用
人数

10人 労災

週1日～週6日

28110- 5117101
視能訓練士

＊眼科クリニックにおける視能訓練士業務、
ならびに眼科一般検査

＊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。


木日祝他

医療法人社団　明視会　松田アイクリニック

就業場所： 南あわじ市賀集八幡７９－１ 採用
人数

1人 雇用・労災・健康・厚生

（１）月・火・水・金
（２）土

28110- 5124901 洗い場（年末年始
短期アルバイト）

＊年末年始の短期アルバイトです。
　ホテル内のレストランや宴会で使用したお
皿や食器類の洗浄・整頓を行っていただきま
す。食器洗浄機を使用します。
＊簡易業務であり、体力に自信のある方、未
経験の方でも大歓迎！
＊主婦の方や未経験の方、大学生以上の学生
様も、多数応募や勤務頂いております。
＊応募にはハローワークの紹介状が必要で
す。

他

リゾートトラスト（株）エクシブ淡路島
パート労働者

兵庫県洲本市小路谷宇古茂江１２７５－３
日々雇用

契約更新の可能性なし

就業場所： 洲本市小路谷宇古茂江１２７５－
３

採用
人数

10人 労災

週4日～週5日

必要な免許資格
あれば尚良し含

28110- 5152701 購買責任者（経験
者）

ホテル購買課において、ホテル等で使用する
飲料類、食品類、消耗品類、備品類等の業者
との交渉・商品決定・納入・引渡し等の業務
責任者として業務を担当します。
他に部下の業務管理、フォローや部署予算管
理などもあります。
このため、同職種での経験者の方の応募歓迎
します。

日他

株式会社　夢舞台
正社員 シフトにより休日取

得します。基本的に
日曜日を休日として
その他平日での休
日を取得していま

兵庫県淡路市夢舞台１番地
雇用期間の定めなし

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

同業他社での同職種での
勤務経験をお持ちの方

普通自動車運転免許
必須

普通自動車運転免許
必須

8時00分～0時30分の間の4時
間以上

ホテルの稼働状況により変
動することがあります。

※詳細特記事項欄参照

就業場所： 淡路市夢舞台１番地 採用
人数

1人 雇用・労災・健康・厚生

28110- 5156001
歯科衛生士

＊歯科衛生士業務　　　　　　　　　　
＊パソコン業務有　
勤務時間（１）…月曜・火曜・水曜・金曜日
の勤務時間
勤務時間（２）…土曜日の勤務時間

＊書類選考がある為、まずは、応募書類（履
歴書・紹介状）を郵送してください。

木日祝他

医療法人　太田歯科・矯正歯科
正社員

兵庫県南あわじ市賀集八幡７９－１

8時00分～23時00分の間の8
時間程度

午前と午後の両方をメイン
とし、午前のみや午後のみ
等、様々なパターンで勤務
可能です。

普通自動車運転免許
あれば尚可

雇用期間の定めなし

◎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11月24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・求人の紹介をご希望の方へ

は、以下のとおりご案内いたします。

９：００～１６：４０の間のご利用をお勧めします。
ハローワーク洲本　0799-22-0620

職業相談・求人の紹介を
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、相談にかかる所要時間や窓口の混雑状況を鑑みて、　

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。

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


