
月給 免許・資格

(1)9時00分～8時59分 普通自動車運転免許 必須

178,000円 (2)9時00分～18時00分

～ (3)18時00分～9時00分

211,000円

（従業員数 258人 ） 年齢 18歳～44歳 加入保険等 経験

日給（月額換算額） 免許・資格

(1)8時00分～17時00分

177,650円
～

209,000円

（従業員数 70人 ） 年齢 18歳～59歳 加入保険等 経験

時給 免許・資格

905円
～

905円

（従業員数 50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

普通自動車運転免許 必須

1,000円 保育士
～

1,100円

（従業員数 30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00分～13時00分 普通自動車運転免許あれば尚可

1,000円 (2)12時00分～17時00分 原動機付自転車免許
～

1,200円

（従業員数 180,000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)5時30分～11時00分

930円 (2)7時00分～12時30分

～ (3)9時00分～17時00分

1,130円

（従業員数 1,002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 普通自動車運転免許あれば尚可

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

230,000円
～

280,000円

（従業員数 242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～17時30分 普通自動車運転免許 必須

160,000円 三級自動車整備士
～

200,000円

（従業員数 5人 ） 年齢 不問 加入保険等 経験

時給 免許・資格

979円
～

979円

（従業員数 83,000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)7時30分～9時15分

930円 (2)12時00分～14時00分

～ (3)17時00分～18時45分

930円

（従業員数 220人 ） 年齢 不問 加入保険等 週所定労働日数 経験

28010- 5055811 セキュリティスタッフ
（洲本・正社員）

契約先に設置したセンサーが作動した際に官制の指示で
現場急行し、安全確認を行う業務です。お客様の要請に
よっては、軽度なセンサーの調整やＡＴＭの障害対処、
施設を巡回し安全確認や点検を行います。
未経験の方でも安心して働ける研修制度があります。
また、警備に必要な資格取得制度やスキルアップ講習制
度もあります。

他

日本安全警備　株式会社 正社員 ４週８休シフト制
平均月間労働時間
１７３時間兵庫県神戸市中央区京町７１番地　山本ビル５Ｆ

必要な免許資格
あれば尚良し含

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

雇用期間の定めなし

休憩時間
（１）は３００分
（２）は６０分

就業場所：
洲本市本町６丁目２－１７
　淡路支社

採用
人数

1人
雇用・労災・健康・厚
生

（３）は２４０分

28110-  944611
警備員（急募）

・淡路島内工事現場での工事車両の誘導
＊主に一般道路での交通誘導になります。

＊寮完備（朝夕食付き）
＊日払い制度有（１日５、０００円支給、残額は給料日
に支給）

※学歴：不問   ※法令により１８歳未満応募不可。

土日祝

コスモセキュリティー　株式会社 正社員

兵庫県南あわじ市神代國衙１６８８－２
雇用期間の定めなし

就業場所： 島内 採用
人数

10人
雇用・労災・健康・厚
生

28110-  946111 販売員（イオン洲本
店）

「１００円ＳＨＯＰダイソー　イオン洲本店」での
レジ接客、商品発注（パソコン操作有）、陳列の仕事で
す。

＊土曜・日曜・祝日に月半分以上勤務可能な方

＊レジ、販売経験があれば望ましい（未経験者でも可）
＊２か月の研修を経て、商品の発注、陳列など売場部門
を担当して頂きます。  ＊ＷワークＯＫ

他

株式会社　ワインショップ西村 パート労働者 交替制
休日相談可

兵庫県洲本市本町８丁目９－２３
雇用期間の定めあり

（原則更新）

就業場所：
洲本市塩屋１－１－８
１００円ＳＨＯＰダイソー　イオン洲本
店

採用
人数

1人 労災

28110-  952611
（こもれび）指導員

＊放課後等デイサービス
  障がいをもったこどもたちを対象に、日常生活に必要
な動作や集団生活でのコミュニケーションの取り方など
を習得することを目的に指導する療育施設です。（県認
可施設）
＊簡単な身体介助（排泄・食事）あり
＊送迎業務あり
  行き：各学校→こもれび、帰り：こもれび→各家庭
＊＊資格がない方でも応募可です。

土日祝他

株式会社　アクアスキーム パート労働者 シフト制
休日相談、就業時
間相談：可兵庫県淡路市志筑新島１０番地３７号

週3日～週4日

雇用期間の定めなし

就業場所： 洲本市下加茂１丁目１－４６ 採用
人数

1人 労災
9時00分～18時00分の間の4
時間以上

28110-  970111 ダイレクトメール便配
達

ダイレクトメール便をバイクで配達していただきます。 他

ヤマト運輸株式会社　淡路三原緑宅急便セン
ター パート労働者

兵庫県南あわじ市榎列西川１４０－１

週3日～週5日

雇用期間の定めなし

8時00分～21時00分の間の5
時間程度

就業場所： 南あわじ市榎列西川１４０－１ 採用
人数

2人 労災

28110- 1002611
調理補助

切り込み、盛り付け、食器洗浄業務等の仕事です。

＊経験者優遇

＊土曜・日曜・祝日に勤務できる方優遇

＊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。

他

医療法人社団淡路平成会　平成病院 パート労働者 シフト制

兵庫県南あわじ市八木養宜中１７３

週3日～週5日

雇用期間の定めあり

（原則更新） (4)12:00～17:00

就業場所： 南あわじ市八木養宜中１７３ 採用
人数

1人 雇用・労災

28110- 1014811
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

週5日程度

建築設計経験者

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- 1023211
情報システム部門職

大型汎用機の保守・システム運用管理
情報処理及びプログラム開発などを専門とする仕事で
す。
プログラミング言語はＣＯＢＯＬです。

土日祝

株式会社森長組 正社員

兵庫県南あわじ市賀集８２３

実務経験者、経理業務

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

28110- 1030711 自動車整備士（見習
い）

＊自動車整備・修理補助全般

＊自動車整備士３級あれば尚よし

日祝他

有限会社北淡自動車整備 正社員 年末年始、夏季

兵庫県淡路市浅野南４２－２

他

イオンリテール株式会社　イオンスタイル洲本 パート労働者 交替制

兵庫県洲本市塩屋１－１－８

雇用期間の定めなし

就業場所： 淡路市浅野南４２－２ 採用
人数

1人
雇用・労災・健康・厚
生

（原則更新） 6時30分～23時15分の間
の5時間

就業場所： 洲本市塩屋１－１－８ 採用
人数

4人 労災


28110- 1042411
食品レジ

イオン洲本店において食料品のレジ業務に従事して頂き
ます。
１日５時間、月間１００時間程度の勤務です

＊日曜日、祝日出勤の場合：＠１００円／時間　加給
＊４時～５時：＠３００円／時間　加給
    ５時～８時：＠２００円／時間　加給
  １６時～１９時：＠１００円／時間　加給
  １９時～２３時：＠３００円／時間　加給

9時45分～21時45分
の間の3時間程度

平日１３時～１８時の
間の４時間以上の勤務

休校日９時～１８時の
間の６時間以上の勤務

雇用期間の定めあり

（原則更新）

就業場所： 洲本市上加茂４３ 採用
人数

1人 労災

28110-  914711 食器洗い・食堂清掃
（朝）（昼）（夕）

・食後の食器の洗浄作業全般、残飯の処理等、及び食堂
の清掃作業に従事していただきます。
・朝・昼・夕も合わせて勤務ご希望の方相談可能です。

＊応募の際は、まず応募書類（ハローワークの紹介状・
履歴書）を郵送してください。書類選考のうえ、ご連絡
します。

他

医療法人　新淡路病院 パート労働者 シフト制

兵庫県洲本市上加茂４３

週3日～週5日

週3日以上

雇用期間の定めあり

◎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3年3月9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、　

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～49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番５号）・・・・・・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

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。


