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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!



協栄設備サービス株式会社☎0773-45-3260
綾部市渕垣町久田14番地の1
■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

https://kyoei-setsubi.com/ 受付／月～金（祝祭日除く）9：00～17：00
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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)

舞鶴市字伊佐津514-2

Hotto Motto 舞鶴伊佐津店
☎0773-78-5061

（担当：小谷）

時間帯要相談!! まずはお電話下さい。詳細は面談にて。応 募

はじめよう!おいしい笑顔届ける仕事!
クルーさん募集!!
【内容】 お弁当の調理、レジ接客
【時間】 8：00～22：30 
　　　 ※全時間帯募集 ※シフト制
【待遇】 制服貸与、車通勤可

時給

968円～

★1日2～3Hの短時間でもOK!
★未経験、高校生も大歓迎♪
★年齢不問 ★週1日～OK ★WワークOK!!

●パート ●アルバイト ◆舞鶴市

土日祝
出勤日数により
手当て支給!!

●契約社員 ●派遣社員 ◆福知山市・京都府大山崎町

【待遇】 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! 免許取得制度有

●正社員 ◆福知山市、他

《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!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。……ほとんどの先輩が未経験からはじめました。…
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） 

給与
336,500円～
   396,500円

働きやすい職場認証制度登録簿に登録されました。

■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

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(　　　)

【職種】 レジ接客・商品補充・商品発注・清掃等

★土・日・祝勤務できる方
　歓迎!
☆勤務時間・休日等は相談
　に応じます!全時間帯

ローソン

967円 997円 1,209円
時 間

時 給

朝5：00～9：00 9：00～22：00 22：00～翌5：00
◎制服貸与 ◎車・バイク通勤OK!

福知山郵便局前店☎0773-22-3304

新規クルーさん大募集！

同時募集! ☎0773-23-4576
☎0773-20-5454
☎0773-27-0012
☎0773-33-3663

●蛇ケ端店………
●前田店…………
●石原店…………
●猪野々店………

ローソン各店舗へ
お電話下さい

◎2h～でもOK! ◎お電話お待ちしてます!

社員・店長候補同時募集

募集
時間

●アルバイト ◆福知山市
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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

☎0772-22-8314（担当/採用係）
●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。）
※2/28、3/2・7・8・10・13・14・20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）

1,000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）

●パート ◆宮津市

《　　　　　　　　　》

まずはお気軽にお電話ください。

●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

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）

●正社員 ◆綾部市

経験不問。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
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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)

安寿の里 スタッフ募集!

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歳以上の方でも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》 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 ●パート ◆宮津市

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

◎新卒・ブランクある方でもご応募下さい

（業務手当・地域手当含む） ※実務経験加味

給与

管理栄養士
221,836円～

【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
　　　　（社会福祉主事、介護福祉士応相談）
【その他】 待機手当1,500円/回

（業務手当、地域手当、相談業務従事手当、待機手当含む）
※実務経験加味

給与

生活相談員
236,000円～

【資  格】 介護福祉士(他の資格は応相談）
【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

（業務手当、処遇改善手当、夜勤手当、地域手当含む） 
※特別処遇改善加算支給実績あり
※実務経験加味

給与

介護スタッフ
1,000円～

【業務内容】 介護事業にかかる総務事務業務
　　　　パソコン操作できる方（ワード、エクセル）
　　　　用務で外出時に公用車を使用する場合も
　　　　 あります
【時  間】 8：30～17：30
【勤務日数】 18～20日 ※勤務時間・日数相談に応じます
【雇用期間】 令和5年4月1日～令和6年6月30日
　　　　（産休代替要員の為の募集です）

時給

事務職員

●パート ●アルバイト ◆福知山市

●契約社員 ◆舞鶴市●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）

●派遣社員 ◆福知山市・丹波市

寮あります。 入居可能!

アウトソーシングジャパン株式会社
☎0773-25-4147

■派遣業(派)26-300127  有料職業紹介事業 26-ユ-300093 ※月収・時給については、各種手当・賞与を含んでおります。

★プロのワークアドバイザーが、親切・丁寧にご案内いたしますので、お気軽にご連絡下さい。お電話お待ちしております。
〒620-0940 福知山市駅南町3-6 竹下駅南ビル HPからの応募もOK！ http://outsourcing-jp.co.jp 

0120-416-418

ここからも
色々な
お仕事情報が
見られます!!

5万円支給!入社
祝金

①福知山市
【時間】 8：45～17：15
【休日】 土・日・祝（会社カレンダー）

製品の組立・検査
10名
大募集

②丹波市
【時間】 8：15～17：15
【休日】 土・日・祝（会社カレンダー）

組立・加工

1,700円時給

③福知山市
【時間】 7：00～16：00 19：00～4：00
【休日】 シフト制

検査

1,300円時給

年2回
ボーナス

有り

1,400円時給

高時給

★3月、4月スタートOK!!

お待ちしてください？

「降りる方がお済みになるまでお待ちしてください」ある駅でこんなアナウンスを聞き、少し
気になりました。「お待ちしてください」は「お待ちする」に「てください」をつけた形です。「お
待ちする」は謙譲表現ですから、自分や身内に使う表現です。駅では「降りる方」も「待つ方」も
お客様ですから、謙譲表現は使えません。正しくは「お待ちになってください」または「お待ち
ください」となります。「お送りしてください」や「お送りしていただけますか」も同様です。

お し ご と ＊

ワ ン ポ イ ン ト

●契約社員 ◆舞鶴市

●パート ◆舞鶴市
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株式会社 フォールズ 京都府福知山市字拝師135番地1 ☎0773-23-7306 衣川
担当

 お気軽にご相談ください。《お問い合わせ》 

経験･未経験問わず、どんな質問･疑問にもお答えします!!

★車も免許もない　★女性ですが大丈夫？
★２０万以上稼げますか？
★人間関係が苦手…　★福利厚生は？
★危ないでしょ？
★すぐに働きたい

★定年（65歳）を迎えました。仕事ありますか？
★土日や、長期休暇のみは可能？
★稼ぎたい!夜勤だけってある？

例えば…

履歴書なしでも相談可能です! 

経験不問

休業中の1日8時間のアルバイトや女性も活躍中!!

家電付寮有り
(2.5万円～)

施設・イベント・交通誘導施設・イベント・交通誘導

警備業務警備業務
説明会開催説明会開催!!!!

施設・イベント・交通誘導

警備業務
説明会開催!! なんでも

ご相談下さい。
あなたのご希望に
あった勤務を
ご提案致します!

（1DK、家族用など）
即入寮
可能

●インフォメーション ◆福知山市･綾部市･舞鶴市他

まずはお電話
お待ちしてます!

各社お仕事各社お仕事
面接・説明会・登録会面接・説明会・登録会

各社お仕事
面接・説明会・登録会

WEEKLY CALENDAR
おしごと内容など、詳しくご説明します。

各社お仕事
面接・説明会・登録会

WEEKLY CALENDARWEEKLY CALENDAR

随 

時

おしごと内容など、詳しくご説明します。

● ㈱トーコー福知山営業所では2/27（月）～3/3（金）9：00～20：00にお仕事説明会を
　 行います。

事前に参加日時をご予約頂くとスムーズです!

◆協栄設備サービス㈱面接登録会…10：00～16：00 舞鶴商工観光センター4F

◆協栄設備サービス㈱面接登録会… 9：00～17：00 中丹勤労者福祉会館

◆協栄設備サービス㈱面接登録会… 9：00～17：00 あやべ・日東精工アリーナ

◆協栄設備サービス㈱面接登録会… 9：00～16：00 ハローワーク舞鶴

◆日総工産㈱面接会…………………12：30～16：30 市民交流プラザふくちやま ※要予約

◆協栄設備サービス㈱面接登録会…  9：00～17：00 京都府立丹波自然公園

◆日総工産㈱面接会…………………13：00～17：00 中丹勤労者福祉会館 ※要予約

◆日総工産㈱面接会…………………13：00～17：00 舞鶴西駅交流センター ※要予約

◆日総工産㈱面接会…………………12：30～16：30 市民交流プラザふくちやま ※要予約

月2/27

火2/28
水3/    1

火3/    7
月3/ 13

水3/ 15

金3/    3



福知山市字中ノ27 福知山市商工会館3F

広告No.322302023
〈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

2月27（月）～3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



福知山駅
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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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