
月給 免許・資格

(1)6時30分～17時00分 普通自動車運転免許必須

165,000円
～

240,000円

（従業員数 53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00分 普通自動車運転免許必須

157,200円
～

173,000円

（従業員数 22人 ） 年齢 40歳以下 加入保険等 経験

月給 免許・資格

(1)8時45分～18時45分 普通自動車運転免許必須

150,000円 (2)8時45分～12時45分

～

160,000円

（従業員数 21人 ） 年齢 59歳以下 加入保険等 経験

時給 免許・資格

(1)9時45分～13時15分

1,100円 (2)9時45分～19時15分

～ (3)13時00分～19時15分

1,250円

（従業員数 23,355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)5時30分～12時00分

928円 (2)12時00分～18時00分 危険物取扱者（乙種）
～ (3)18時00分～23時30分

945円

（従業員数 30人 ） 年齢 18歳以上 加入保険等 週所定労働日数 経験

月給 免許・資格

266,000円
～

300,000円

（従業員数 850人 ） 年齢 39歳以下 加入保険等 経験

時給 免許・資格

1,000円 美容師
～ 管理美容師

1,200円

（従業員数 29人 ） 年齢 64歳以下 加入保険等 週所定労働日数 経験

時給 免許・資格

(1)10時00分～14時00分

1,000円 (2)15時00分～17時00分

～ (3)18時00分～21時00分

1,000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

(1)17時15分～9時00分

930円 (2)9時00分～17時15分

～ (3)17時00分～22時00分

930円

（従業員数 29,936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

(1)7時00分～13時00分 普通自動車運転免許必須

928円 (2)13時00分～19時00分 危険物取扱者（乙種）
～

928円

（従業員数 45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

980円
～

1,000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

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

・土曜日は交替制、
隔週　・年末年始休
暇（１２／３１～１／
４）・お盆休暇（８月
中旬２日）（会社カレ
ンダーによる）

普通自動車運転免許
あれば尚可

9時00分～22時00分の
間の8時間程度

28110- 5314911
コース管理

・コース内の芝刈り　※芝の管理メンテナンス
・土木作業他
・芝刈機等の機械メンテナンス

◆応募の際はハローワークの紹介状が必要です◆
◆紹介状の発行は電話でも受け付けしています◆

日他

淡路フェリーボート株式会社（洲本ゴルフ倶楽部）
正社員 ４週７休

年末年始休み：有
兵庫県洲本市池内１２６２

8時45分～20時00分の
間の6時間程度

雇用期間の定めなし

就業場所： 洲本市池内１２６２
採用
人数

1人 雇用・労災・健康・厚生

28110- 5316711
総務部一般事務

総務課にて一般事務を担当して頂きます。
（主な担当業務）
　・パソコンによる経理伝票の記帳処理
　・社会保険事務
　・従業員の出退勤・休日取得のテェック
　・給与計算事務
　・経費等の支払事務
◆応募の際はハローワークの紹介状が必要です◆
◆紹介状の発行は電話でも受け付けしています◆

日祝他

淡路米穀　株式会社
正社員

兵庫県洲本市五色町鮎原上８３２－１
雇用期間の定めなし

就業場所： 洲本市五色町鮎原上８３２－１
採用
人数

1人 雇用・労災・健康・厚生

28110- 5318211
受付

調剤薬局での受付事務（処方箋入力・レセプト
等）
販売商品の管理等

◆応募の際はハローワークの紹介状が必要です◆
◆紹介状の発行は電話でも受け付けしています◆

日祝

有限会社　広田薬局
正社員 木・土曜日は午後

休み
兵庫県南あわじ市広田広田２３８

雇用期間の定めなし

（１）月・火・水・金曜日

就業場所： 兵庫県洲本市納３０３
採用
人数

1人 雇用・労災・健康・厚生
（２）木・土曜日 医療関係の受付業務

28110- 5323111
店内スタッフ

衣料品の陳列、レジ、売り場管理等の業務に従事
していただきます。

◆応募の際はハローワークの紹介状が必要です◆
◆紹介状の発行は電話でも受け付けしています◆

他

ファッションセンターしまむら　南淡店
パート労働者 シフトによる

兵庫県南あわじ市賀集八幡１６－１
雇用期間の定めなし

シフト制
（１）の勤務の場合は休憩
なし

就業場所： 南あわじ市賀集八幡１６－１
採用
人数

1人
雇用・労災・健康・厚生・
財形

（３）の勤務は休憩３０分 週5日～週5日

28110- 5290611 セルフガソリンスタン
ドでの監視

セルフガソリンスタンドにて、給油の監視業務を
行っていただきます。
＊就業時間（１）～（３）の交替制です。
＊就業日数は面接時相談応じます。
　始業・終業時間相談可
※危険物（乙４）所持者（必須）
◆応募の際はハローワークの紹介状が必要です◆
◆紹介状の発行は電話でも受け付けしています◆

他

淡路砿油　株式会社
パート労働者 交替制

相談可
兵庫県淡路市岩屋１４１４－１

8時00分～12時30分の
間の4時間程度

雇用期間の定めなし

（１）～（３）交替制

就業場所：
淡路市志筑３１１０－１ 志筑給油
所

採用
人数

1人 労災
週1日～週5日

27010-55117411 スイーツ販売：洲本
市

シャトレーゼ＜経験不問＞
＜業績好調につき、来春兵庫県内に新店舗オープン予
定！＞
洋菓子、和菓子のお店シャトレーゼの店長候補とし
て、販売、接客及び仕入、在庫管理、シフト管理、ア
ルバイト教育、販促活動など店舗運営全般をお任せし
ます。
新店舗オープンまでは既存店舗の勤務となります。
通勤圏外への勤務の場合は社宅手配有り
＊来春の高校、専門、短大、大學卒業組も歓迎

他

ニッケアウデオＳＡＤ　株式会社
正社員 シフト制

シフト毎に４週８休大阪府大阪市中央区安土町３丁目５－６　ナカヒロ
ビル６Ｆ

雇用期間の定めなし

就業時間の間で実働８時間
シフト制

就業場所： 広島県内４店舗、兵庫県内４店舗
採用
人数

2人 雇用・労災・健康・厚生

28080- 9071011 ヘアカラー専門店で
のカラーリスト

《急募》スマートカラーＫｉｒｅｉ　南あわじ店
○ヘアカラー、塗布、シャンプー
○カラー専門店のオープンスタッフ募集です。
カットスタイリング　の業務がないので技術に不
安があったり、ブランクがあっても安心です。

◆応募の際はハローワークの紹介状が必要です◆
◆紹介状の発行は電話でも受け付けしています◆

他

株式会社ｆｌａｒｅ　ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ
パート労働者 週２～３日の勤務も

可能兵庫県明石市大久保町駅前１－１７－１０　パレ・ロ
ワイヤル参番館１Ｆ

雇用期間の定めなし

休憩時間は就業時間により
異なります。

就業場所：
南あわじ市賀集八幡北３７８－１
イオン南あわじ店内

採用
人数

2人 労災
就業時間相談可 週4日～週5日 サロンワーク経験１年以

上

28110- 5274611
品だし（短期）

商品棚補充・冷蔵庫補充・ダンボール片付け
レジ補佐・荷物受入・荷物の片付け　等

＊１２月のみの勤務
＊月～金曜日メイン（土・日も可）
＊学生アルバイト可
◆応募の際はハローワークの紹介状が必要です◆
◆紹介状の発行は電話でも受け付けしています◆

他

株式会社　ワインショップ西村
パート労働者

兵庫県洲本市本町８丁目９－２３
日々雇用または１ヶ月未満

契約更新の可能性なし 上記時間の内３時間か
ら最長４時間

就業場所： 洲本市本町８丁目９－２３
採用
人数

3人 労災
週2日～週3日

28020-19109811 医療事務（救急受
付）

兵庫県立淡路医療センター救急受付のお仕事
【お仕事内容】
・平日の診療時間外の受付
・料金計算
・現金授受
・パソコン入力
・電話応対など
【働き方改革関連認定企業】

他

株式会社　ソラスト　神戸支社
パート労働者 シフトによる

兵庫県神戸市中央区小野柄通７丁目１－１
日本生命三宮駅前ビル７Ｆ

雇用期間の定めあり

（原則更新） 月7～8回のシフト勤
務。
就業時間３は休憩な

就業場所：
洲本市塩屋１丁目１番１３７号
兵庫県立淡路医療センター

採用
人数

1人 雇用・労災・健康・厚生
週２０時間以上の勤務 週2日～週3日

28110- 5269711 スタンド監視業務（あ
いが）

・セルフスタンド「ラ・カレテーラあいが」での
監視、接客業務に従事して頂きます。
＊試用期間３ヶ月有（同一賃金）
＊始業、就業時間、勤務日数は相談に応じます
＊危険物取扱者乙種の有資格者
＊６５歳以上の方歓迎いたします。
◆応募の際はハローワークの紹介状が必要です◆
◆紹介状の発行は電話でも受け付けしています◆

他

小森石油　株式会社
パート労働者 シフト割表によって

曜日固定で決めま
す兵庫県洲本市桑間３３５－１

雇用期間の定めあり

（条件あり）

就業場所：
洲本市安乎町平安浦１８９３
　ラ・カレテーラあいが

採用
人数

2人 労災
シフト制 週1日程度

28110- 5271411 レンタカー受付、電
話受付

・ニコニコレンタカーの受付業務
・電話受付業務
＊土勤務できる方

※面接時には、応募書類（ハローワーク紹介状・
履歴書）をかならず持参してください。

他

株式会社　洲本観光タクシー
パート労働者

兵庫県洲本市桑間１８０－３
雇用期間の定めなし

就業場所：
洲本市海岸通２丁目５－２６
　ニコニコレンタカー

採用
人数

1人 労災
週2日～週5日

◎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、　

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

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】　全国各地の求人も探せます。

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

下書きの状態でお持ちいただければ、より具体的なお話ができます！

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してみませんか。何か気づきがあるかも！

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・・・。

兵庫労働局のHPでも概要が確認できます。【ハロトレ】  ( jsite.mhlw.go.jp/hyogo-roudoukyoku/)

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。

毎週金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（予約必要）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。）

求職者マイページを開設しませんか?　＊ハローワークの窓口でメールアドレスを登録してね　!(^^)!

　　　　　　　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！

★窓口で聞いてみませんか！

ハ　ロ　ー　ワ　ー　ク　の　利　用　案　内

　　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（www.hellowork.mhlw.go.jp/）

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、条件緩和が可能か、などの確認も行っています。

★セミナーを開催しています！ 　　　※オンラインセミナーなども開催しています。（要予約）

★ミニ面接会も毎月開催しています。　

お気軽にご相談ください。

★履歴書・職務経歴書など書類作成のアドバイスも実施しています！

★どのように仕事を探したらいいんだろう？

★職業訓練制度もあります。

★ハローワークで申込みが必要です。

各コースとも試験があります。

場所：

＊テクニカルメタルワーク科 ① 募集期間 ～令和３年１１月３０日(火)

＊住宅リフォーム技術科 ② 訓練期間 ①～③は

＊ＦＡソリューション技術科 ③ 　　　　｀22.1/6～6/30

見学説明会 11/10、17、24

【職業訓練受講生募集】

ポリテクセンター兵庫（尼崎市武庫豊町）

コ
ー

ス

場所：
＊ビル管理技術科 ① 募集期間
＊電気制御技術科 ② ①②③ は　～令和３年１２月７日（火）
＊住宅リフォーム技術科 ③
＊金属加工科 ④ ④⑤ は　～令和４年１月６日（木）
＊住宅リフォーム技術科 ⑤

訓練期間 ①② は　｀22. 1/5～6/29 見学説明会
③ は　｀22. 1/5～7/28
④⑤ は　｀22. 2/2～7/28

コ
ー

ス

ポリテクセンター加古川（加古川市東神吉町）

①②③は11/9、30

④⑤は　12/9、21


