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タウンスポットに関するお問い合わせは　

●求人情報／正社員・アルバイト・パート・契約社員・
   派遣スタッフ・業務委託その他 ●その他

地地元お仕事探しの情報満載!元お仕事探しの情報満載!地元お仕事探しの情報満載!
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関西電力関西電力
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)

★空き時間を有効に! ★働くママをサポート

【時間】 ①10：00～15：00(昼休憩１時間)
　　　 ②10：00～13：00
　　　 ③13：00～16：00
【休日】 木・土・日･祝

冠婚葬祭に関するお得な情報や各イベント
の案内、チラシのポスティングなど、
誰にでもできるお仕事です。

★経験･知識､学歴は問いません。人物重視の採用です。

月給

【時間】 9：00～17：00 【休日】 土日祝、その他当社規定日
【待遇】 社会保険制度有（研修期間終了後）、車・バイク・自転車通勤OK
【資格】 要普通免許
※詳しくは面談時にご説明致します。

18万円～28万円

●正社員 ●パート ●アルバイト ◆福知山市・綾部市・舞鶴市

業務内容など、しっかり説明致します。

時給

主婦の方も
大活躍中です

承認No.C_EI-003441
（担当：採用係迄）
福知山市駅南町2丁目252☎0773-24-2200互助会サロン エリア推進企画室

大々的に募集!

☆勤務時間相談可能♪ ☆週2～勤務OK!
☆急なお休みも対応致します!

1,200円

初心者の方
大歓迎

■景気に左右されない冠婚葬祭業■ 《応募》 お電話にて希望勤務地（福知山・綾部・舞鶴）をお申し出下さい。

福知山・綾部・舞鶴にて

※委細面談にて

①案内（インフォメーション、レセプション）・フロント
②個人営業 ③店長・マネージャー候補（サービス）

会社説明会
開催

※担当者不在の場合がございますので、必ず事前に
　ご連絡お願い致します。

パートスタッフ 新規正社員

《PRスタッフ》

1,000円
《ポスティングスタッフ》

〒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）

《応募》まずはお気軽にお問い合わせください。

厚生労働省認定
ユースエール
認定企業

４名 2/10（金）

《会場》
北部産業創造
センター

綾部市企業就職
面接会に参加
します!

●アルバイト ◆三方上中郡

時給1,500円
〒915-8520 福井県越前市池ノ上町38（担当：奥山）

☎0778-25-7860

【時 間】 8：25～17：20
【休 憩】 1時間5分
【勤務日】 土日、他長期連休中の勤務です
　　　 （月4日～6日程度の勤務）
　　　  ※就業時間・就業日はシフトにより3日前迄に連絡します
【資 格】 普通自動車免許、定年65歳まで
【期 間】 6ヵ月の更新制（長期勤務可能な方）
【待 遇】 作業服貸与

休日

◎応募／まずは下記までお電話下さい。※新型コロナウィル感染拡大防止の取組に、入社前にPCR検査(当社負担)を受けて頂きます

残業手当、
交通費支給

★副業歓迎♪
★60代も活躍中

アルバイト募集

株式会社 アイシン福井・サービス

三方上中郡若狭町若狭テクノバレー1号堤1番
機械の拭きあげ清掃

勤務地

職　種

●パート ◆宮津市

☎0772-22-8314（担当/採用係）
まずはお気軽に
お電話ください。

●電話受付：8:30～17:30（不定休のため、繋がらない事が有ります。）
※1/30・31、2/3・4・9・10・13・14・17・18・21・22はお受けできません。

《宮津市田井地区の研修・宿泊施設》

清掃スタッフ募集
研修・宿泊施設の日常清掃作業
（ベッドメイク無し）

970円～
時給

【勤務日】 シフト制
【就業時間】 8:30～16:30（内1時間休憩）
【勤務数】 年間130日程度
　　　　 ◎3月・4月・9月／月12日程度 ◎5月・6月・７月・８月／月15日程度
　　　　 ◎10月・11月／月8日程度 ◎12月・1月・2月／月5日程度
【その他】 交通費支給(規定による)、制服貸与、研修期間あり（経験問いません）

●正社員 ●アルバイト ◆福知山市・舞鶴市・丹波市

有限会社ふじみ 福知山市長田488-5

正社員・
アルバイト募集

応  募　　詳しくはお気軽にお電話下さい。

 ★各種保険あり

コンクリートミキサー車
での運送業務

福知山・舞鶴・
氷上方面

【資格】 大型免許・普通免許
【時間】 8：00～17：00
　　　 （時間外あり）

数名

《給与》
正社員

アルバイト

月給

日給

300,000円前後
14,000円※試用期間

　あり

080-2488-7733
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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)

●パート ●アルバイト ◆舞鶴市

株式会社スリーアローズ
◆応募／お気軽にお電話下さい。面接時の履歴書は不要です。（月曜定休）

【時間】 10：00～15：30 ※シフト制
【休日】 週休制
【待遇】 交通費規定支給、食事付き、制服支給
　　　 有給休暇、賞与（寸志）支給
【仕事】 調理補助、食券の受取り、
　　　 料理の配膳、洗い場･清掃

パート・アルバイト募集

時給 980円～

福知山駅前

★土日祝出勤できる方希望 ★時間応相談 ★Wワーク歓迎

福知山市駅前町
（駅から徒歩2分）

《勤務地》

☎0773-45-8747
080-2425-8036

●パート ●アルバイト ◆福知山市

◎1分単位
　計算

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(　　　)

塩見技研 090-2110-7181
福知山市土師宮町2丁目89-3

《応募／詳細はお電話にて。お気軽にお問合せ下さい。》

★責任感の
　強い方ぜひ
　ご協力ください。

簡単なバリ取り作業
★舞鶴市・綾部市等、
　遠方の方も可能です!!

内職さん募集!長期

視力が良い方

●内職 ◆福知山市他 ●正職員 ◆綾部市

０７７４-３０-９００３

☎0773-22-2288

医療法人 福知会

もみじヶ丘病院

●正職員 ◆福知山市

《応募》 履歴書（写真貼付）を下記まで郵送ください。（担当：総務課）

◇郵送先
〒620-0879
福知山市荒木3374

お気軽に
お問い合わせください

正職員募集!!
看護師

給与
月給 254,000円～

84万円以上賞与 年2回

（一律夜勤手当6回含32,400円）
※一律諸手当含む ★回数超過分は別途支給

【勤務】 ①0：30～9：00 ②7：15～15：45 ③8：30～17：00 ④10：30～19：00 
　　　 ⑤16：30～翌1：00 ※交替勤務
【休日】 週休2日制、その他　※月10日程度休み有（夏季休暇・特別休暇、他）
【待遇】 各種社会保険、シューズ貸与、その他 ※敷地内禁煙

前年度実績

介護職員
給与
月給 186,000円～

60万円以上賞与 年2回

（一律夜勤手当6回含27,000円）

前年度実績

★経験不問※一律諸手当含む ★回数超過分は別途支給
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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)
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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)

●契約社員 ◆小浜市・舞鶴市・福知山市

西日本高速道路サービス関西株式会社 福知山支店 〒620-0853 
福知山市長田野町3-5-1

☎0773-27-7927 ※土･日は受付けて
　おりません9時～17時（担当：高木･大島）

お電話連絡または下記まで履歴書（写真貼付）を郵送下さい。書類選考の上、追って面接日をお知らせ致します。 
※面接時は、簡単な筆記試験を行います。

高速道路の料金スタッフ募集!
舞鶴若狭自動車道

【勤務地】

月給

173,500円～

①福知山料金所（福知山市長田野町3丁目5-1）
②綾部料金所（綾部市有岡町破堰2）
③舞鶴西料金所（舞鶴市字堀1503）
④舞鶴東料金所（舞鶴市字堂奥443）

高速道路のETC機器の監視、操作、お客様対応、料金の精算などのお仕事です。

【勤務】 1年毎の契約更新 8：45～翌9：15（実働15時間10分／昼夜勤務）
　　　 ※休憩9時間20分（連続4時間休憩含む） ※仮眠有
　　　 ☆昼夜勤務月10回～11回（1ヵ月毎に勤務表作成）
【休日】 月9日（2月のみ8日） ※年間107日
【待遇】 交通費全額支給（2km以上）、車通勤可、制服貸与、
　　　 各種社会保険完備、正社員登用制度有（登用後、退職金制度有）

入社2年後の契約社員の
9割以上が正社員登用です

受 付

《応募》

●パート ●アルバイト ◆福知山市●契約社員 ●パート ◆京丹後市

●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。

●正職員 ◆福知山市

福知山市字堀小字
大岩谷3374 ☎0773-22-2120

医療法人 福知会 さくら苑介護老人保健施設

藤田

急募!
正職員

担当

《応募》まずはお電話下さい。

★年間休日
　122日
★賞与年2回

【時間】 8：30～17：15
【休日】 土・日・祝

介護支援専門員
入所業務居宅ケアマネ業務

看護職員
（シフト制・夜勤あり）



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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株式会社 T&Pメディトラスト 大阪事業所
☎06-6195-6771 大阪市東淀川区東中島

4丁目7番7号

清掃・点検管理スタッフ

【時間】 《月曜～土曜》 ①  9：30～11：30
　　　　　　　　　  ②13：00～15：00
　　　 《日曜・祝日》 ①  9：30～11：30
　　　 ※週3日（シフト制）
【待遇】 制服貸与、交通費支給

当社製品である病院内の
備品（冷蔵庫やテレビ等）の清掃、管理

時給

◆仕事

1,200円～

《応募》まずはお気軽にお問い合わせください。

●パート ●アルバイト ◆与謝郡

集金・両替・
テレビカード補充作業あり

院内設置機器の 与謝郡与謝野町《勤務地》

扶養内
OK

未経験者
大歓迎

★月毎にご都合を伺ってシフトを
　決める為、ご家庭の都合やお子様
　の学校行事等ご希望を相談頂けます!

●パート ●アルバイト ◆福知山市

●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）

●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

●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

190,600円～
【業務内容】 栄養ケアマネンジメント等専任業務 
【時  間】 8：30～17：30 【休日】 土・日・祝 ※20日勤務
【資  格】 管理栄養士 ★ブランクある方でもご相談下さい

（業務手当・地域手当含む） ※実務経験加味します。

（業務手当、地域手当、相談員従事手当含む）
※実務経験加味します。

（業務手当、処遇改善手当、夜勤手当、地域手当） 
※資格取得後の経験年数に応じて基本給に加算あり。

247,600円～

206,836円～

給与

給与

給与

安寿の里
スタッフ募集!

●正社員 ◆宮津市

特別養護老人ホーム

安寿の里☎0772-26-0333〒626-0071  京都府宮津市由良751番地

（担当：畑中・山本）◆お問合せ

★60歳以上応募可能。お問い合わせください。
★施設の見学もできます。未経験の方でも、まずはご相談ください。

共通
待遇

管理栄養士

【業務内容】 施設の入退所調整、病院・行政機関との調整、
　　　　書類作成業務
【勤務時間】 8：30～17：30 【休日】 週休2日
【資  格】 介護支援専門員、社会福祉士
【その他】 待機手当1,500円/回

生活相談員

【勤務時間】 （日勤）9：00～18：00他 （夜勤）16：00～翌10：00
【勤務日数】 月20日勤務／シフト制

介護スタッフ

各種社会保険・共済制度完備、昇給有、退職制度有賞与年2回
（前年度実績4.4 ヶ月）、通勤手当支給（2㎞以上から）

正社員

●契約社員 ●パート ◆宮津市



福知山市字中ノ27 福知山市商工会館3F

広告No.322301014
〈人材派遣業（般）27-130002〉

他にもお仕事多数！

全国の
お仕事を検索

福知山営業所トーコー（株）

0120-995-117

1月30日（月）～2月3日（金）
時間／9：00～20：00  会場／トーコー福知山営業所

※その他、面接日等
　ご相談に応じます。

お仕事
説明会開催 福知山市

商工会館
3F

市
民
病
院

御霊神社

市役所

JR福知山駅
JR山陰本線

175号線
昭
和
小

毎日



派

福知山営業所

営業所

ワークスタッフナビ

※日・祝日を除く

上記以外にも多数お仕事あります

新規LINE友達大募集中

◎まずはお気軽にお問い合わせください!!
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