
月給 免許・資格

8時30分～17時30分 普通自動車運転免許必須

183,640円
～

280,470円
（従業員数 27人 ） 年齢 44歳以下 加入保険等 週所定労働日数 必要な経験

時給 免許・資格

(1)9時00分～16時30分 普通自動車運転免許必須

970円 (2)9時00分～17時00分
～

1,500円
（従業員数 350人 ） 年齢 不問 加入保険等 週所定労働日数 必要な経験

時給 免許・資格

1,050円
～

1,050円
（従業員数 23,385人 ） 年齢 不問 加入保険等 週所定労働日数 必要な経験

月給 免許・資格

8時00分～17時00分

285,000円 大型自動車第二種免許
～

380,000円
（従業員数 81人 ） 年齢 59歳以下 加入保険等 週所定労働日数 必要な経験

月給 免許・資格

10時00分～19時00分

250,000円
～

300,000円
（従業員数 25人 ） 年齢 59歳以下 加入保険等 週所定労働日数 必要な経験

時給 免許・資格

11時00分～15時00分

960円
～

960円
（従業員数 80人 ） 年齢 60歳以上 加入保険等 週所定労働日数 必要な経験

月給 免許・資格

8時30分～17時00分 普通自動車運転免許必須

170,000円
～

200,000円
（従業員数 1,511人 ） 年齢 不問 加入保険等 週所定労働日数 必要な経験

時給 免許・資格

10時00分～15時30分

960円
～

1,000円
（従業員数 13人 ） 年齢 不問 加入保険等 週所定労働日数 必要な経験

月給 免許・資格

200,000円
～

500,000円
（従業員数 11人 ） 年齢 18歳～59歳 加入保険等 週所定労働日数 必要な経験

時給 免許・資格

（月給換算）

207,360円
～

276,480円
（従業員数 38,791人 ） 年齢 不問 加入保険等 週所定労働日数 必要な経験

月給 免許・資格

163,200円
～

163,200円
（従業員数 17人 ） 年齢 18歳以上 加入保険等 週所定労働日数 必要な経験

時給 免許・資格

(1)10時30分～16時30分

1,100円
～

2,000円
（従業員数 7人 ） 年齢 不問 加入保険等 週所定労働日数 必要な経験

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

28110- 1606631 正社員◆
販売及び事務

販売に関する接客及びそれに関する事務業務に従
事する。
＊農業や園芸関係に興味のある方希望

＊長期勤務可能な方希望

＊パソコン操作あり（入力程度できれば可）

他

田中種苗　株式会社 正社員 盆・年末年始

兵庫県洲本市桑間８５１－１
雇用期間の定めなし

就業場所： 洲本市桑間８５１－１ 採用
人数 2人

雇用・労災・
健康・厚生

28110- 1612731 支援員(喫茶店業
務･販売･利用者支
援)

喫茶店コパンえんぎょうじでの接客・調理及び南
あわじ市庁舎内にある売店での接客を障害福祉施
設に通う利用者とともしていただきます。

接客や障害者の就労支援に興味がある方大歓迎で
す！

土日祝他

社会福祉法人　淡路島福祉会 パート労働者 盆休み・年末年始
休暇

兵庫県南あわじ市八木寺内３７３－１
雇用期間の定めあり

原則更新 就業時間は面接時に希
望をお聞きします。

就業場所： 南あわじ市市円行寺１３５番地の２ 採用
人数 1人

雇用・労災・
健康・厚生

調整することも可能で
す。 週4日～週5日

13070-20255031 接客･調理(丸亀製麺
南あわじ店)＊急募

丸亀製麺　南あわじ店　【セルフスタイル讃岐うどん
店】

オープンキッチン内での接客・調理・製麺等のお仕事
です。
分かりやすいレシピや先輩スタッフの指導があるので
未経験の方でも安心してお仕事して頂けます。

一緒にお客様を笑顔にするお仕事しませんか？

他

株式会社丸亀製麺 パート労働者 ｼﾌﾄ制(労働時間･労
働日数により有休日
数は変わります)東京都渋谷区道玄坂１－２１－１渋谷ソラスタ１９階

雇用期間の定めあり

原則更新

就業場所： 南あわじ市山添１６０－１ 採用
人数 3人 労災

休憩時間は1日6時間以
上の勤務がある場合 週3日～週6日

9時00分～23時00分の
間の3時間以上

28110- 1598431 正社員◆
バスドライバー

下記２つのうち両方又はいずれかを選択してください｡
〇観光バス
　各種団体の親睦旅行・学校行事（遠足）等に乗務。日
帰りもしくは１泊２日がメインとなります。
〇送迎バス
　スクールバス・学校のクラブ・企業送迎に乗務。
決まったコース及び時間での運行となります
※乗務する車両は、力量に応じてマイクロ・中型・大型
バスのいずれかとなります。

他

株式会社ショーゼン 正社員 会社カレンダーによ
る

兵庫県淡路市木曽下１６２－３
雇用期間の定めなし

就業場所： 淡路市木曽下１６２－３ 採用
人数 2人

雇用・労災・
健康・厚生

13080-27266131 ｳｪﾃﾞｲﾝｸﾞﾌﾟﾗﾝﾅｰ
/淡路市

グランドニッコー淡路内でのウェディングプラン
ナー業務
・結婚式のプロデュース。（新規接客業務、打合
せ業務）

・婚礼事業の受発注等の事務的業務

火他

株式会社　ミケランジェロ 正社員 火曜日定休以外にシ
フト１日休日。

東京都新宿区四谷三栄町１１－１６
雇用期間の定めなし

就業場所：
淡路市夢舞台２番地
ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾆｯｺｰ淡路内ｳｪﾃﾞｲﾝｸﾞｻﾛﾝ

採用
人数 2人

雇用・労災・
健康・厚生

休日数は暦の土日祝
日の日数と同数。

未経験者歓迎
ﾌﾞﾗｲﾀﾞﾙ業界経験者優遇

28110- 1579831 館内の窓拭き､ｴｱｺﾝ
や冷蔵庫の清掃等

【６０歳以上限定求人】
館内の窓拭き壁紙補修とエアコンや冷蔵庫フィルター清
掃、露天風呂の浴槽管理をします。どちらか片方だけで
も構いません。どちらの仕事も複数名で対応します。
＊勤務日数・時間は柔軟にご都合に合わせられます。週
１回１時間～でも大丈夫です。仕事に慣れてきましたら
勤務の延長も検討いただけるとありがたいです。

他

株式会社　プラザ淡路島 パート労働者 シフト制

兵庫県南あわじ市阿万吹上町１４３３－２
雇用期間の定めなし

就業場所： 南あわじ市阿万吹上町１４３３－２ 採用
人数 1人 労災 １日1～4時間勤務 週1日～週5日

12080- 6156631 営業店長
(淡路店)

◆２０２３年５月オープン予定／６０代活躍中◆
地場のゼネコンや展示販売場に来訪するお客様に店舗や
事務所等として地域密着の販売営業を行う店長候補を募
集。
接客・商品説明・現場下見・ＰＣを用いた簡易図面作
成・見積もり・現場立会・引渡し等接客事務をサポート
するパートスタッフと協力して行うお仕事です。
オンラインによる研修も充実しています。

土日祝他

三協フロンテア　株式会社＊＊＊ 正社員以外 ＧＷ、夏季、年末年
始

千葉県柏市新十余二５
雇用期間の定めあり

条件あり

就業場所：
洲本市炬口１丁目３－２５(予定)
三協ﾌﾛﾝﾃｱ株式会社淡路店

採用
人数 1人

雇用・労災・
健康・厚生

営業経験(業種不問)

28110- 1556531 食堂
キッチンスタッフ

【島らーめん食堂太陽亭】でのお仕事
＜主な業務＞
・キッチン業務
（仕込みや食材の管理、ラーメンや定食の調理、レ
ジ、洗い物など）
・セルフシステムのため配膳はありません
※食事補助あり
※土日祝日勤務（シフト制）

他

株式会社　サンデサン パート労働者 土日祝勤務は月15日
程度｡(大晦日､元旦は
休み)兵庫県淡路市志筑３１１１－３２

雇用期間の定めなし

就業場所： 淡路市志筑９１－３ 採用
人数 1人 労災 週3日～週4日

飲食店勤務経験
調理業務経験

28110- 1559331 正社員◆競走馬
騎乗厩務飼育員

お客様からお預かりした競走馬の育成、騎乗、飼
育をしていただきます。

日他

株式会社ヒイラギステーブル 正社員

週1日休日､1日半休
兵庫県南あわじ市灘仁頃６３

雇用期間の定めなし

就業場所： 南あわじ市灘仁頃６３ 採用
人数 2人

雇用・労災・
健康・厚生

2時30分～16時00分の間
の8時間以上

牧場就労経験者
乗馬経験者

28110- 1563231
アパレル販売

・接客、品出し、商品整理、清掃等従事していた
だきます。

＊半年毎（４月１日、１０月１日）の契約更新
（原則更新）

他

株式会社　ユニクロ
ユニクロ淡路島洲本店 正社員以外

兵庫県洲本市大野１８４８
雇用期間の定めあり

原則更新

就業場所： 洲本市大野１８４８ 採用
人数 3人

雇用・労災・
健康・厚生

8時30分～21時00分の間
の8時間

ＧＷ･感謝祭(5月・11
月)､クリスマス､年末年
始出勤可能な方希望

施術及びサロン業務全般
（お手入れ、カウンセリング、受付、ＰＣ操作、清掃
等）
タイ古式・アーユルヴェーダ・ロミロミ・バリニーズ等
世界のマッサージの手技を社内で保有しているのが強み
の一つ。やる気次第で多岐に渡る技術習得が可能です。
技術サポートやスキルアップ研修等どんどん向上できる
環境です。

他

Ｒ＆Ｂホールディングス株式会社
淡路営業所 正社員 シフト

兵庫県洲本市小路谷字古茂江１２８１－３－２０３
雇用期間の定めなし

就業場所：
南あわじ市阿万吹上町1433の2
ﾌﾟﾗｻﾞ淡路島内天空のｽﾊﾟ｢ﾗﾊﾟｽ｣

採用
人数 3人

雇用・労災・
健康・厚生

12時00分～1時00分の間
の7時間程度

普通自動車運転免許あれ
ば尚可

28110- 1550631 塾講師･
家庭教師

小中高校生に対する学習支援。 日他

宏学社進学セミナー パート労働者

兵庫県淡路市志筑２３２５－２０ 雇用期間の定めあり

条件あり 又は16時30分～21時30
分の間の2時間程度

就業場所： 淡路市志筑２３２５－２０ 採用
人数 5人 労災 週1日～週5日

シフト､12時～25時の
7,5時間程度､1ヶ月170
Ｈ勤務

28110- 1540731 正社員◆ｾﾗﾋﾟｽﾄ(ﾎ
ﾃﾙﾌﾟﾗｻﾞ淡路島内)

◎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5年3月28日号



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。

ハローワークインターネットサービス

インターネットでお仕事さがし

検 索

　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

★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。【職業訓練受講生募集】

場所：

①

②

③

④

⑤

⑥

  ～令和5年4月28日(金)
訓練期間

コ
ー

ス

 4/5、12、19、26

⑤は　    　6/6～12/25
⑥は      　6/6～12/26

ものづくり機械加工科

ＩｏＴシステム技術科

住まいの点検サービス科

ビル設備サービス科

ＦＡソリューション技術科(導入講習付

ポリテクセンター兵庫（尼崎市武庫豊町）

募集期間

①②④は  6/6～11/28　　 
③は　　 　 6/6～  9/22　　　 

テクニカルメタルワーク科(導入講習付 見学説明会

場所：

コ
ー

ス

ポリテクセンター加古川（加古川市東神吉町）

募集期間

訓練期間 ①は 　 6/2～11/29

見学説明会   4/7、20

  ～令和5年4月27日(木)

ＣＡＤ/機械加工科 ①


