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福知山営業所福知山営業所
関西電力
福知山営業所
ハイムアハイムアスストトリリアアハイムアストリア

勝田鈑金工作所勝田鈑金工作所勝田鈑金工作所

竹下駅南ビル竹下駅南ビル竹下駅南ビル

京都銀行

株式会社フジワーク アールイン福知山2階 A号室

京都北事業所〒620-0940 京都府福知山市駅南町3丁目20-1
アールイン福知山2階A号室

大  阪  本  社 〒530-0011｠大阪府大阪市北区大深町3番1号
グランフロント大阪タワーB 16階

※当社は個人情報守秘義務を厳守しています！

http://www.fujiwork.co.jp

※駐車場完備
《応募》 お気軽に電話連絡の上、履歴書（写貼）持参にてお越し下さい。
※事業所内で履歴書を作成して頂く場合は当社にて履歴書をご用意致します。
※新型コロナウイルスの影響により、採用にはお時間を頂くことがございます。

株式会社 フジワーク

夜間・休日も
24H365日
電話受付中!

フジワークは全国規模で展開する大手総合人材サービス会社です。フジワークは全国規模で展開する大手総合人材サービス会社です。フジワークは全国規模で展開する大手総合人材サービス会社です。
★全国の求人内容については、
　当社インターネットサイトをご確認下さい（株）フジワーク京都北事業所にて面接を行います。ご案内

※まずはお電話にてご予約をお願いします。
※お時間等ご都合の合わない方もお気軽に
   ご相談下さい。

《待遇》 ●寮対応可能（希望相談可） ●有給休暇 ●週払い制度有 ●各種保険完備 ●各種健康診断実施
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その他 福井県 兵庫県 京都府
(中丹・丹後)(但馬・丹波)(嶺南)

●派遣社員 ◆舞鶴市

労働者派遣事業/派13-300487 　有料職業紹介事業/13－ユー300437

〒600-8233 
京都府京都市下京区油小路通木津屋橋下る
北不動堂町490番2 CW京都駅前7Ｆ

◎業務内容などお気軽にお問合せ下さい

株式会社ルフト・メディカルケア
採用
担当

日本全国を
カバーする
当社サイトも
ご覧下さい

0120-333-140
0120-661-620夜間休日

ダイヤル

病院内で簡単なPC入力、電話対応、書類の
ファイリング等難しい作業は一切御座いません。

人気の

事務
案件!! 

★家庭との両立可能
★週2日～OK
★フルタイムも扶養内もOK
★20歳～60歳以上も活躍中
★無資格・未経験者大歓迎

初心者の方でも手厚くサポート!
働きやすい環境です。

①フルタイム／

②パ ー ト／

勤務時間・
日数は
相談可能！

【時間】 8：30～17：15（実働7.75h） ※短時間の相談可能 【休日】 土日祝 ※パート希望の方は他にも休みあり
【待遇】 有給、各種社会保険、制服貸与、資格所得支援制度あり、車・バイク・自転車可

病院一般事務員のお仕事です。業務
内容

＋交通費（全額支給）1,400円～
＋交通費（全額支給）1,350円～

時給

給与

《工場内作業》募集

京都冷菓株式会社 〒623-0031 綾部市味方町久保勝1番地
☎0773-42-0264

電話連絡の上、履歴書（写貼）をご持参下さい。
※正社員は履歴書（写貼）・職務経歴書を下記迄郵送下さい。
※高校生不可、60歳未満（60歳定年の為）、○B は65歳未満

応募

【休日】 土・日・祝・その他（土曜日の出勤もあり／会社カレンダーによる）
【待遇】 交通費支給（距離に応じて）、賞与･一時金支給（年2回 ※昨年実績2回）、雇用保険･
　　　 労災保険加入

20万円～30万円

地元へのUターン、田舎暮らしご希望のIターンも歓迎!ご相談にのりますので、まずはお気軽にお電話下さい。

●正社員 ●パート社員 ◆綾部市

○A 正社員
【時間】 7：00～24：00
　　　 ※交代勤務

時給

970円 1,070円①・③

○B パート社員
【時間】 ①12：00～17：00
　　　 ②17：00～22：00
　　　 ③12:30～21：00

常用

②

担当
トシマ
アシダ(　　　)

宮津税務署☎0772-22-3271〒626-8571 宮津市字鶴賀2070-14

◎まずはお気軽にお問い合わせください。
担当

蒲田

時給970円

税務補助事務員募集
確定申告における税務補助業務 《採用人数》

11名【期  間】 令和5年1月下旬～令和5年3月下旬
　　　　＊詳細な時期につきましてはお問い合わせ下さい
【資  格】 パソコン（ワード・エクセル入力程度）スキル必要
【時  間】 9：00～17：00（内実働5～6時間、休憩1時間）
【休  日】 土・日・祝
【待  遇】 通勤手当実費支給、雇用・労災保険有
【選考方法】 面接時にパソコン入力テストを行います。
　　　　 （簡易な文章及びエクセル入力）

◆仕事◆

現在、自動音声案内につき、２番を押して頂けましたら直接繋がります

●パート ◆宮津市

ガマダ

●正社員 ◆綾部市

喜楽鉱業株式会社
■再生重油の製造・販売・油系産業廃棄物の処理、他

〒623-0116 京都府綾部市下八田町上澤10-5 
http://www.kiraku-k.com/☎0773-42-3335

《応募》 電話連絡の上、履歴書（写真貼付）、職務経歴書を持参又は発送下さい。

（担当：野田）

年齢により
スタート月給が
決まります

35歳以上

正社員募集!! 20～50代活躍中!! 未経験者大歓迎!!

昭和48年設立。工場20ヵ所、営業所12ヵ所。主な事業は機械関係の整備と廃油類の処理・処分です。
お客様の経済的利益と、地球環境保全への貢献を使命と考え、廃油類の再利用と無害化に尽力しています。

18～34歳は
249,500円～月給

月収例

183,500円～246,800円月給

＋諸手当＋残業手当
＋諸手当＋残業手当

①構内作業 エンジンオイル・機械油・プラスチックなど、回収した
処理物を重機やフォークリフトで仕分け・加工 300,000円

8：30～17：30

月収例②プラント操作・メンテナンス
焼却プラントの監視・
巡回・点検及び
メンテナンス等

400,000円
7：30～16：30、15：00～0：00、23：30～翌8：30の3交替シフト制

月収例③タンクローリー運転手
タンクローリー車で廃油のルート集配・回収。
県内及び近郊のガソリンスタンドへの油系
廃棄物・再生油等の運搬。タンク・ピットの清掃等

322,500円
8：30～17：30

経験不問。

☎0773-22-2288

医療法人 福知会

もみじヶ丘病院

●正職員 ◆福知山市

★年間休日120日のゆとりある勤務です!!
★年休も取得しやすく、定時で帰れます!
★毎年昇給あります!

精神保健福祉士募集!!

給与
月給

賞与
◎別途扶養手当、通勤手当有

郵送先／〒620-0879
福知山市荒木3374

【勤務】 8：30～17：00 【休日】 土・日・祝
年2回（78万円以上）※前年度実績

 履歴書（写真貼付）を下記まで郵送ください。（担当：総務課）応募 
詳しくは
お問い合わせ
ください

200,900円～248,900円
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その他福井県兵庫県京都府
(中丹・丹後) (但馬・丹波) (嶺南)

協栄設備サービス株式会社
☎0773-45-3260

■業務請負業 ■労働者派遣事業（派）26-050003 ■清掃管理業務 ■設備管理業務 ■産業廃棄物収集運搬業

綾部市渕垣町久田14番地の1
https://kyoei-setsubi.com/

正社員募集

◎面接時は履歴書（写貼）
　をご持参下さい。 
◎受付／月～金（祝祭日除く）
　　　　8：30～17：15

月収

169,000円～

【時間】 ①8：00～17：00 ※残業・休出あり ②8：00～17：00、20:00～5:00 ※残業・休出あり
【休日】 土・日 ※年末年始・GW・夏期（年間休日122日）
【資格】 59歳以下の方（政令1号）、普通免許（通勤用）
【待遇】 昇給有、賞与有（勤続2年目以降）、通勤手当支給（上限有）

【時間】1日 3時間45分 ※時間帯は応相談
【勤務】 週２～4日

◎別途交通費、手当、残業・休出代支給、各種社会保険完備

①仕分け、格納、出荷作業（日勤のみ）
②自動車、産業用部品の製造（交替）

《試用期間3ヶ月は日給7,800円～8,000円》

※日勤のみ、残業月10時間含む①

195,000円～② 25万円以上可能※交替制、　残業月20時間含む

●正社員 ●パート ◆綾部市

★女性活躍中 ★年齢不問

清掃スタッフ募集
時給 980円～

トイレ、更衣室、
食堂等の清掃

勤務地

綾部
工業団地

勤務地

綾部
工業団地

未経験で
始めた方
ばかりです

新規ライン
増設に伴い

増員

●パート ●アルバイト ◆舞鶴市

●パート ●アルバイト ◆舞鶴市

〒623-0003 綾部市城山町7番2（綾部工業団地内）☎0773-40-2620
国産部品工業株式会社

https://www.kbk-k.co.jp

●パート ◆綾部市

（　　　）採用
担当

【時間】 9:00～15:00 【休日】 土・日曜日
【待遇】 交通費有（上限30,000円）、ユニフォーム貸与、各種社会保険有

パートスタッフ募集
時給1,000円
募集
職種

①一般事務（2名）
②技術職場の補助作業（1名）
③工場内軽作業（1名）

まずはお気軽にお問い合わせください。応 募

厚生労働省認定
ユースエール
認定企業

４名

●パート ●アルバイト ◆福知山市

フロント
清掃
募集中! HOTEL GEN 福知山店

福知山市長尾
小字芦谷40-13☎072-765-0050

時給1,000円～
《応募》 電話連絡の上、履歴書（写真貼付）持参

ホテル

受付専用ダイヤル
（猪名川店）

【仕事】 ホテルの清掃・調理、他 フロント業務
【時間】 9：00～翌9：00迄の間 ※時間･曜日応相談
【待遇】 交通費規程内支給、
　　　 車通勤可

★昼夜、時間を問わず入れる方優遇!!

（試用期間あり）



4

その他福井県兵庫県京都府
(中丹・丹後) (但馬・丹波) (嶺南)
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その他 福井県 兵庫県 京都府
(中丹・丹後)(但馬・丹波)(嶺南)

●ご案内・ご誘導

合同会社 あゆみ
☎0773-75-4001

《面接場所》
 シティホール（最寄）

＊お問い合わせ受付時間 9：00～16：30まずはお気軽にお電話ください。応募

承認No.22_112_13

●正社員 ◆綾部市・福知山市・舞鶴市

【舞 鶴 地 区】 ☎0773-75-4444
【福知山地区】 ☎0773-23-3336
【綾 部 地 区】 ☎0773-40-1211

スタッフ募集
やりたい仕事がそこにある!!
転職、主婦（夫）、学生大歓迎!

●打合せ、段取り、営業
30万円以上可担 当 司 会★あなたの声で

　大切な人を送り出す

事 務

●TEL応対、発注

ホール

★和やかな時間の
　おもてなし

●お料理の配膳

フード

《2023年 シティホールグループ》

★心を込めてプランニング
　バリバリ働く人求む!

★声と真心で
　安心を届ける ★丁寧に…

　　だから安心

★委細面談
★現地面接OK!
■警備業 大阪府公安委員会認定 62002947

警備員大募集

株式会社 クズハセキュリティ
090-4647-5733 担当:

田村

■勤務地／福知山市内・八幡市

寮
あり

【資格】 男女・年齢･
　　　 経験不問
【待遇】 社会保険完備

大阪府枚方市
楠葉中町61-13

●契約社員 ◆福知山市・八幡市

（　　）

即日
OK

●パート ●アルバイト ◆福知山市

●パート ●アルバイト ◆福知山市

スタッフ募集!!

福知山市長田野町2-47-2（担当:管理課）☎0773-20-2461ポテトフーズ関西工場株式会社

★味の素株式会社の業務用サラダを
　生産しています。☆丁寧に指導します!増産

のため

【待遇】 交通費別途支給、社会保険完備・雇用保険・労災、有給休暇、制服貸与、社割制度 【休日】 土･日（土曜は勤務の場合有）、年末年始、お盆

応募 お気軽にお電話ください。

【時間】 17：00～2：00
★賞与年2回（合計1ヵ月分）

3 ポテト･パスタサラダのオペレーター作業
ポテト･パスタサラダの
オペレーター作業

【時間】 8：00～17：00

時給1,000円
月収

18万円以上可 時給1,100円時給1,000円
月収

25万円以上可
+深夜手当

2

★賞与年2回（合計1ヵ月分）
★女性活躍中

【時間】 12：30～17：00

じゃがいものトリミング・
ピッキング作業1

★扶養内で勤務できます
★週4日勤務 ★女性活躍中

●パート ●アルバイト ◆京丹後市

リラクゼーションくらぶイヤシス マイン峰山店
☎0772-62-3500

癒しのお仕事!!リラクゼーションサロンでの施術・受付業務
★未経験OK!!資格・経験不要!!
★先輩がイチから教えるので安心
★お客様の心身の疲れを癒すお仕事です

【時間】 9:45～20:00の間のシフト制
　　　 ※1日4h～、週3～OK ※土日祝勤務できる方歓迎
【待遇】 社会保険、労災完備、交通費支給（上限25000円）、施術の従業員割引有

時給1,000円～（研修期間中は970円）
＊指名料全額支給（500円/人）

《応募》まずはお気軽にお問い合わせください。

マイン峰山1階
勤務地

京丹後市峰山町新町1606-1

0120-083-203

京都府京都市伏見区
横大路天王後21番地1ホットスタッフ京都株式

会社
■まずはお気軽にお電話又はHPより
　WEBかんたんエントリーにて
　お問い合わせください！

●各種保険完備
●週払い制度有(規程有)
●制服貸与●退職金制度有
●通勤手当支給(規程有) 他

070-2242-1011担当直通

木 村 検 索ほっとけんさく

①綾部市

【時間】 8：00～17：00の間で4H以上
【休日】 土日祝＋大型連休有（週5日～勤務）

時給

1,100円
★髪型・ネイル自由
★私服で勤務

出張面談・WEB面談・
電話面談実施中!
場所や時間、ご都合に合わせて

ご対応いたします!

待遇綾部・舞鶴・福知山の方
大歓迎♪

※車・バイク通勤可

◎フルタイム

1,000円
◎扶養内パート

（綾部駅徒歩15分）

扶養内勤務OKの座り仕事♪
②綾部市

【時間】 6：00～15：30の間で5H以上
【休日】 週3日～OKの自己申告シフト勤務

時給1,100円
★年齢不問 ★休日・時間自由♪

※車・バイク通勤可
（淵垣駅徒歩15分）

かんたんパック詰め♪

男女活躍中!! 主婦・シニアの方
大歓迎♪

●派遣社員 ◆綾部市



その他福井県兵庫県京都府
(中丹・丹後) (但馬・丹波) (嶺南)

労働者派遣事業/派13-300487　有料職業紹介事業/13－ユー300437

〒600-8233 京都府京都市下京区油小路通木津屋橋下る北不動堂町490番2 CW京都駅前7Ｆ

◇業務内容などお気軽にお問合せ下さい

株式会社 ルフト・メディカルケア
日本全国をカバー
する当社サイトも
ご覧下さい

★短時間(実働5.5時間)で高時給!

◆資格・経験・専門知識は必要なし
◆業界未経験の方も安心です♪

1,600円

【時間】 16:00～22:00(実働5.5時間) 【休憩】 30分 【休日】 土・日・祝
【待遇】 各種社会保険完備(扶養範囲可)制服貸与・交通費支給（無料駐車可）

◎週2日から勤務OK ◎主婦の方も活躍 ◎WワークもOK ◎土日のみの出勤も可!!

●派遣社員 ◆舞鶴市

月収例
22日勤務×5.5時間×1,600円＝193,600円

11日勤務×5.5時間×1,450円＝  87,725円

◎フル出勤の場合

◎週2～3日の場合

0120-333-140
0120-661-620夜間休日

ダイヤル

採用
担当(　　)

どなたでも出来る簡単な軽作業(備品補充、清掃など)

万円支給万円支給22※規定あり※規定あり入社入社
祝金祝金

さらにさらに
今だ今だけけ!!
さらにさらに
今だ今だけけ!! 万円支給2※規定あり入社

祝金
さらにさらに
今だ今だけけ!!
さらに
今だけ!

《仕事》

時給

●嘱託職員 ◆福知山市

担当：採用選考係

〒620-0933 福知山市字篠尾62-5

☎0773-22-6241

事務員

学校法人 共栄学園
（京都共栄学園中学校・高等学校）

【職務内容】 文書作成、イベント運営補助、
　　　　 学校運営に関わる庶務、電話対応 等
【勤務開始】 2023年4月1日
【勤務時間】 8:30～17:30（月～金）※休憩60分
【応募資格】 短大卒以上
【応募方法】 履歴書を郵送、メール送信または持参
　　　　 （履歴書：写真貼付、メールアドレス明記）
【応募受付】 随時受付・選考、決定次第終了
【応募方法】 下記URL又はQRｺｰﾄﾞより求人票参照
　　　 　https://www.kyoei.ed.jp/boshu-222113/

学校事務
嘱託職員

●パート ◆福知山市

☎0773-35-0331ホクト 福知山市生野5（担当：大槻）
株式
会社

＊①と④等
　掛け持ちOK

【時間】 ①8：00～11：00 ②  9：00～12：00
　　　 ③8：00～15：00 ④13：00～18：00
【休日】 曜日シフト制 ※週2～6日

お弁当の配達

+販売手当

980円～1,200円時給

《応募》 詳しくはお問い合わせ下さい。

【勤務】 10：30～14：00 【休日】 シフト制 ※週2～5日程度

1,100円～1,400円時給

★土日のみの方大歓迎!
★Wワーク大歓迎!!★交通費支給

学生食堂運営スタッフ◆勤務地/共栄高校食堂
　　 （福知山市篠尾62-5）

★Wワーク
　大歓迎!!

◆勤務地/福知山本社

●正社員 ◆福知山市、他

各種保険完備、昇給有、寸志年2回有、
通勤手当（上限有）、マイカー通勤可、

有給休暇（6ヵ月後より）※試用期間2ヵ月有

増員

株式会社 ハート急便 福知山市字荒河小字声田和9-9
☎0773-25-2516

学歴･経験不問!

《応募》 
詳しくはお気軽に
お問い合わせ下さい。

WEBからの
エントリーも
可能です

求ム!!やる気!元気!向上心!
…ほとんどの先輩が未経験からはじめました。…

ー64歳以下の方ー
（省令1号 ※65歳定年制） 

働きやすい職場認証制度登録簿に登録されました。

給与
336,500円～
   396,500円

■4tトラック運転手

【資格】 要中型免許
【時間】 7：30～16：30
【休日】 日･祝、他

福知山市周辺の荷物の集配業務。
得意先10件程度を担当していただきます。

給与 253,500円～
　287,500円

時間外
勤務有 

【資格】 要大型自動車一種免許
【時間】 16：00～翌１：00
　　　 この他勤務時間あり。
【休日】 日･祝、他

大口顧客様や物流センター間輸送

時間外
勤務有 

■■1010ttトトララッック運転手ク運転手■10tトラック運転手

免許取得制度有
待遇

独立行政法人
国立高等専門
学校機構 舞鶴工業高等専門学校

舞鶴市字白屋234番地☎0773-62-8861

事務職員募集!

146,100円～304,200円月給

【時間】 8:30～17:00 【休日】 土・日・祝日
【待遇】 交通費支給、各種社会保険完備、
　　　 年次有給休暇、特別休暇

履歴書、自己PR書、職歴書

学校の管理運営、教務、
学生支援、研究支援、　 

産学連携、国際交流等の業務

応募

仕事
内容

※書類選考のうえ、本校にて筆記および面接試験を実施
　します。詳しくは、本校ホームページをご覧ください。
※2月7日（火）17:00までに応募書類必着（郵送のみ）

（経験、年齢を考慮し決定いたします）

●正職員 ◆舞鶴市

月収

株式会社 TLP☎0771-42-5353

●正社員 ●非常勤 ◆南丹市・亀岡市

介護職員（勤務地①②） 看護師（勤務地①）

応募
●サービス付き高齢者向け住宅（特定処遇改善算定事業所）

お電話の上、履歴書
（写貼）ご持参下さい。

【休日】 月9日公休（年間111日）、夏季・冬季休暇有 【待遇】 各種保険完備、退職金制度有（正社員のみ）、賞与有、昇給有

スタッフ募集サービス付き
高齢者向け住宅

①Good Life栄広園（南丹市八木町南広瀬八反田5番1）
②紫苑（しおん）（亀岡市西町23番地）

◆勤務地

≪正社員≫ ≪正職員≫
時給 時給
≪非常勤≫ ≪非常勤≫

◎別途資格・経験・技能・処遇改善
　手当有

●准看護師

1,550円970円～
1,150円

26万～
30.2万円

1,750円
●正看護師

月収

※オンコール対応あり

★社員寮あり!! ★引っ越し・住宅費用一部負担あり!!
★京都市内までアクセス30分!!

【時間】 9:00～18:00
※オンコール対応あり
【時間】 9:00～18:00

（各種一律手当含む）

21万～27.4万円
※夜勤5回、各種手当含む ※処遇改善

手当あり

【時間】  7:00～16:00
　　　  9:00～18:00
　　   10:00～19:00
　　　16:30～  9:30

【時間】 7:00～19:00
　　　 の間で時間・日数
　　　 相談応じます。
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総合人材サービス 許可番号
【派遣】(派 )28-130003 【紹介】28-ユ -130005

丹波オフィス
丹波市氷上町石生2315-3 1F

☎0078-6008-4133

豊岡オフィス
豊岡市寿町11-1寿ビル2号館1階

☎0078-6008-4130

福知山オフィス 
福知山市字堀2080-8

☎0078-6008-4127

【営業時間】月～金9:00～18:00 ※通話料無料です

178

市役所

コープ

豊
岡
駅

J
R
山
陰
線

426

大開通り但銀本店

ハローワーク

アイティ

豊岡オフィス

【休暇】 GW、夏季休暇、年末年始休暇 【交通費】 上限30,000円まで支給 ※会社規定有り
【待遇】 昇給昇格、グループ賞与一時金・社会保険・雇用保険・健康保険・厚生年金・労災保険完備、残業・休出手当あり、深夜手当、有給休暇、
　　　 慶弔休暇、通勤交通費支給、社宅完備、制服貸与、従業員持株会、資格取得制度あり、定年満60歳、再雇用として原則65歳迄就業
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