
№1

会社名 （有）ほすたあ 募集職種 介護職員（資格要りません） 賃金
900円／時間　交通費支給　食事200円にて

摂れます

就業場所 グループホーム　あかとんぼ 業務内容
グループホームにお住まいの身体的にはお元

気な認知症の方への支援

住所 南あわじ市八木大久保603-1 必要資格 なし

電話番号 0799-43-3600 採用人数 2 休日 シフトにより、定休なし

担当者 馬場　靖 契約期間
2週間より長い期間の有期契約（労働者の申

し出により退職できる）
選考方法 面接

その他

№2

会社名 南あわじ市社会福祉協議会 募集職種 運転員 賃金 900円/時間　交通費支給

就業場所 なでしこデイサービスセンター 業務内容
障がい者通所事業所（生活介護）ご利用の方

の送迎

住所 南あわじ市広田広田361-5 必要資格 普通自動車第一種免許

電話番号 0799-45-1806 採用人数 1 休日 土曜日・日曜日

担当者 森　裕美 契約期間
2週間より長い期間の有期契約（労働者の申

し出により退職できる）
選考方法 面接

その他

№3

会社名 社会福祉法人　淡路島福祉会 募集職種 介護職　　介護補助職 賃金 時給900円～

就業場所 特別養護老人ホーム　翁寿園 業務内容 高齢者のお世話

住所 南あわじ市八木寺内373-1 必要資格 無

電話番号 0799-42-6006 採用人数 休日 要相談

担当者 施設長　垣　いくみ 契約期間
2週間より長い期間の有期契約（労働者の申

し出により退職できる）
選考方法 履歴書持参の上、面接

その他

№4

会社名 社会福祉法人淡路島福祉会 募集職種 介護職・介護補助職 賃金 時給900円～

就業場所 特別養護老人ホームすいせんホーム 業務内容
要支援・要介護高齢者の直接介助及び間接介

助

住所 南あわじ市賀集野田764 必要資格 なし

電話番号 0799-53-0030 採用人数 休日 要相談

担当者 施設長　榮　慎吾 契約期間
2週間より長い期間の有期契約（労働者の申

し出により退職できる）
選考方法 履歴書持参のうえ面接

その他

お仕事 「えん ～縁・円・援～」プロジェクト　求人情報（７/２７更新）

勤務時間
木曜日15：15～16：45、金曜日8：30～

10：00・15：15～16：45

送迎は主にワンボックスカー（キャラバン、ハイエース）の運転です。

勤務時間 7:00～20:00の間で8時間

殆ど家事の延長で、支援を通じてゆったりと高齢者の方と触れ合えます。

事業所情報 求人情報 条件面

（※）掲載されているのは、①契約期間2週間未満の短期求人、または②労働者から申し出れば2週間以内に退職することが認められている求人です。

（※）求人にお申し込みの際は、直接求人事業所にご連絡ください。

（※）採用時には必ず、書面により労働条件の明示を受けてください。

事業所情報 求人情報 条件面

事業所情報 求人情報 条件面

勤務時間 6～8時間/日

事業所情報 求人情報 条件面

勤務時間 １日につき、４時間～８時間



№5

会社名 社会福祉法人淡路島福祉会 募集職種 運転および営繕担当職員 賃金 900円/H、通勤手当

就業場所 養護老人ホーム さくら苑 業務内容
入居者の受診送迎、給食配送、配食、施設清

掃・管理

住所 南あわじ市福良丙22-4 必要資格 普通運転免許

電話番号 0799-54-0421 採用人数 1 休日
勤務表に準ずる（希望休など相談の上で決

定）

担当者 中川 まゆみ 契約期間

期限の定めなし（労働者の申し出により退職

できる）, 2週間より長い期間の有期契約（労

働者の申し出により退職できる）, 2週間以下

の有期契約（更新あり）, 2週間以下の有期契

約（更新なし）

選考方法 履歴書提出の上、面接にて決定

その他

№6

会社名 社会福祉法人 淡路島福祉会 募集職種 職業指導員 賃金 時給949円

就業場所
障害者福祉施設　ウインズ・きらら・クオー

レ
業務内容

障害者の労働のサポート（農業・清掃活動

等）

住所 南あわじ市神代浦壁198-1・199 必要資格 特になし

電話番号 0799-43-2811 採用人数 2 休日 土・日・祝・盆休み・年末年始

担当者 藪脇久臣 契約期間
期限の定めなし（労働者の申し出により退職

できる）
選考方法 面接

その他

№7

会社名 株式会社成田 募集職種 作業員 賃金 時給1000円（交通費支給）

就業場所 株式会社成田 業務内容 洲本市内での道路除草補助業務

住所 兵庫県洲本市中川原町中川原1387-1 必要資格 普通自動車免許

電話番号 0799-28-0101 採用人数 6 休日 土曜日、日曜日

担当者 福井啓太・常務取締役 契約期間

期限の定めなし（労働者の申し出により退職

できる）, 2週間より長い期間の有期契約（労

働者の申し出により退職できる）

選考方法 面接による（オンライン面接可能）

その他

№8

会社名 棚田精機 募集職種 精密加工業 賃金 1H・１０００円

就業場所 棚田精機 業務内容 NC旋盤の取り付け・取り外し・測定まで

住所 南あわじ市松帆志知川203 必要資格 できればマシニング・NC旋盤の熟練者

電話番号 0799-36-5603 採用人数 1 休日 土・日曜日

担当者 棚田佳典 契約期間
2週間より長い期間の有期契約（労働者の申

し出により退職できる）
選考方法 面接させて頂きます

その他

事業所情報 求人情報 条件面

勤務時間 9:00～17:00の間の4時間以上

事業所情報 求人情報 条件面

勤務時間 10：00～15：30

事業所情報 求人情報 条件面

勤務時間 8：00～17：00

有期契約後の再契約もあり

事業所情報 求人情報 条件面

勤務時間 AM8時30～PM5時30分

仕事に対して前向きで努力する方


