
豊岡市内
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仕事カタログ 2018

掲載企業（14事業所） ※五十音順・敬称略

この仕事カタログは、豊岡市内の子育て中の女性の就労促進、事業所へのプチ勤務導入支援の一環として発行
しています。掲載されている事業所は、豊岡市が『子育て中の女性の就労促進事業』参画事業所として公募し
選定した事業所です。

〔お願い〕
掲載内容は、発行時点の情報となり、すでに応募を締め切っている場合や、内容が変更となる場合もあります
ので、応募の際には改めて確認してください。交通費や賞与なども、各事業所により支給の条件などが異なり
ますので社内規定等の確認を行ってください。

●仕事カタログ発行に関するお問い合わせ・・・・・・ 豊岡市環境経済課 TEL：0796-23-4480
●求人内容に関するお問い合わせ・・・・・・・・・・ 各事業所のお問い合せ電話番号にご連絡ください。

〔プチ勤務とは〕 シフトに加え、業務の細分化を行うことで生み出される、１日２、３時間～、週１日～
といった“超短時間勤務”での仕事です。 これまで働きたくても働けなかった主婦や子育て中の方が活躍しや
すい勤務体系で、やりがいや働く喜びを感じられる、新しい働き方です。
女性の雇用・活躍の機会を増やすだけでなく、職場全体の働き方改革にもつながるとして注目されています。

子育て・家族・仕事・私らしさ
どれも大事にしたいから！

Recruit Jobs Co.,Ltd.Ｃ

生活に合わせて短時間で働ける

1.アルタナティバ
2.出石精和園
3.ウノフク
4.錦水旅館
5.但⾺銀⾏
6.但⾺信⽤⾦庫
7.田中屋食品

8.チャイルドハウス保育園
9.ティーアンドエムズ

10.ときわ別館
11.ノヴィータ
12.ハイファイブ
13.山本屋
14.由利



例えばこんな働き方もОＫ！

簡単な接客やお客様へのサービスで
スタッフをサポートするお仕事です

豊岡で
週 日～

１１時～１４時
10時半～1４時半

家庭の用事、お子さんの病気など、急な事態の時は遠慮なくお
申し出ください。スタッフがフォローいたします。

Ｑ家庭との両立、できますか？

(有)アルタナティバ ハローワーク求人番号：28090-4737781

勤務地：豊岡市寿町11-5 ワタキ自動車内 ※勤務地は異なる場合があります
従業員：４名（女４名） 社員：４名 求人お問合せ先：上田・吉永
℡：代表上田：090-7350-7429 吉永：070-4092-7029 (9:00～18:00)

このお仕事の休日：日祝・年末年始

時給

871円

お客様のお飲物を準備

明るく清潔な店内が自慢
の、アットホームな会社で
す。

資格不要

ママ歓迎

未経験可

交通費支給 シフト勤務 従業員無料駐車場有

４０代以上歓迎

車通勤ＯＫ

能力昇給有

真心をこめたお客様対応フロントと店内の様子 丁寧にお出迎えします

「プチ勤務」

保険加入有

⼀度退社し、復職して6年目。⽉10日・4時間/日
勤務で、主に書類のチェックや整理・保管、スタッフ
のサポートをしています。（プチ勤務：川⾒さん）

未経験可：メールが扱えればPCスキル不問！ 交通費支給…公共交通機関使用の場合のみ Wワーク：応相談

勤務開始時期：即日 勤務日：月～土（希望に合わせます） 賞与：正社員登用後 能力昇給有：12カ月以上就労後～

雇用形態：パート 雇用契約期間：３カ月（更新有） ママ歓迎：ママ目線の細やかな気遣いが得意な方、大歓迎です！

その他：要運転免許

月・木
月・金・土

代表：上田さん

勤務地の例（外観）

時間～

どんな職場？

社員登用有 残業なし

週3・お昼だけ♪
週2・お昼だけ♪

土曜歓迎

例えばこんな働き方もОＫ！

障がいのある方の見守り、食事準備・
掃除などをサポートするお仕事です出石で

週 日～

10時～１３時

12時～15時半

職員の7割が子育て中／子育て経験のある女性です。日々複数の職員
が勤務して利用者さんを見守り・支援しますので、急なお休みでも
「お互い様」の精神で勤務を調整しながら勤務いただいています。

Ｑ家庭との両立、できますか？

Ｑプチ勤務の先輩は？
食事の準備・見守りや片付け等の業務で3名が活躍中です。

(福)兵庫県社会福祉事業団 出石精和園
勤務地：出石町荒木1300 成人寮、 豊岡市役所本庁舎2F 楽々庵豊岡店 ほか
従業員：280名・（男86名・女194名） 内、パート：154名
求人お問合せ先：人事担当 中瀬・藤原 ℡：0796-52-4811(平日9:00～17:00)

このお仕事の休日：土日祝・年末年始（都合のつく日だけ土日祝勤務も歓迎）

時給

876円～

チューリップ祭りで記念写真

開設52年、入所・通所施
設等を運営する障がい児
者施設です。50,60代の方
も活躍されている職場です。

資格不要

ママ歓迎

未経験可

交通費支給 シフト勤務 従業員無料駐車場有

４０代以上歓迎

車通勤ＯＫ

能力昇給有

レストランでランチ準備みんな一緒にポリちぎり お茶の用意をサポート

「プチ勤務」

保険加入有

1年間の育児休暇から復帰して、仕事で育児のリフ
レッシュ、育児で仕事のリフレッシュをしながら、楽しく
働いています。(支援員：岡本さん）

交通費支給…公共交通機関及び私用自動車等規定による

勤務開始時期：即日 勤務日：月～金（土日祝勤務も歓迎） 能力昇給有…1年以上就労後～ 車通勤OK：要任意保険加入

雇用形態：パート 雇用契約期間：2019年3月末まで（更新有） シフト勤務：月単位で勤務表作成 社員登用有：年数回採用試験有

時給：876円～896円（職員研修修了の有無、資格等による。勤務状況により処遇改善手当支給） その他：介護福祉・保育関連有資格者歓迎

月・火・水

木・金・土

通所担当：西田さん

時間～

どんな職場？

社員登用有 残業なし 運転免許不要

ＷワークＯＫ

お昼まで♪
お昼から♪
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ハローワーク求人番号：28090-5163081



例えばこんな働き方もОＫ！

自動倉庫の商品を全国のお取引先
へ出荷するお仕事です

豊岡で
時間～

週 日～

9時～12時

13時～16時

パートの5名全員がママです。中には、小学生以下4人の子育
てをしながら働くママが2名います。

Ｑ家庭との両立、できますか？

Ｑプチ勤務の先輩は？

未就学の子どものいるママが4名います。任されたポジション
以外にも能力次第で仕事範囲のステップアップが可能です。

㈱ウノフク
勤務地：豊岡市梶原328番地
℡：0796-23-1155
求人お問合せ先：業務部長 河本（こうもと）
従業員：34名（男16名・女18名） 社員：29名 パート：女5名

このお仕事の休日：土日祝・お盆期間・年末年始

時給

880円～

かばんの街・豊岡のかばん
メーカーです。誕生日・結婚記
念日には会社からお祝いが届
く、アットホームな会社です♪

資格不要

ママ歓迎

未経験可 従業員無料駐車場有車通勤ＯＫ

お客様向けに箱入れ加工商品をピッキング＆仕分け パソコンで受注・出荷指示

「プチ勤務」

保険加入有

かばん出荷業務だけでなく、ホームページのデザイ
ン・運営管理もしています。仕事だけでなく、懇親
会や忘年会にも参加。コミュニケーションを⼤事に
しながら楽しく働いています。
（先輩スタッフ：吉本さん）

勤務開始時期：応相談 勤務日：月～金 雇用形態：パート
保険加入有：社会保険週30時間・雇用保険週20時間以上の場合
時給：880円～900円 雇用契約期間：2カ月（更新有）

その他：午前のみ／午後のみ勤務も選択可・PC得意な方歓迎

月・火・木

月・水・金

勤務地の外観 みんなで記念写真

どんな職場？

残業なし運転免許不要

週５歓迎

平日のみ

午前だけ♪
午後だけ♪

得意先様専用のラベル付け

錦水旅館
勤務地：豊岡市城崎町湯島759
℡：0796-32-2024 求人お問合せ先：大将（たいしょう）
従業員：10名（男5名・女5名） 社員：6名 パート：4名

このお仕事の休日：不定

例えばこんな働き方もОＫ！

①客室セッティング ②和食店での
接客 高時給が魅力のお仕事です

城崎で
週 日～

11時～14時
18時半～20時半

数名でシフトを組みますので、子育てや家事の空いた時間を
使って無理なく働けます。

Ｑ家庭との両立、できますか？

Ｑプチ勤務の先輩は？

若女将は3歳児のママ。お昼のセッティング担当として働いて
います。

時給

①1,000円

②1,500円

お客様に喜ばれる整ったお部屋

客室数20室の小さな旅館で
す。先輩スタッフが一から丁
寧にお教えしますので、未経
験の方もご安心ください。

資格不要

ママ歓迎

未経験可

交通費支給 シフト勤務 従業員無料駐車場有

４０代以上歓迎

車通勤ＯＫ

能力昇給有

高級感あるレストランお茶セットを用意 心を込めたおもてなし

「プチ勤務」

保険加入有

子育て中から働き始め、今では色々な業務を担当してい
ます。スタッフそれぞれが能⼒を活かしながら、協⼒してお
客様のお迎え準備をしています。
（客室セッティングスタッフの先輩：竹谷さん）

勤務開始時期：即日 勤務日：事前に希望日を調整します。 雇用形態：パート

勤務時間帯：①午前～14時 ②17時～21時 雇用契約期間：6カ月（更新有）

能力昇給有…6カ月以上就労後～

その他： 1年以上継続勤務いただくと旅館での昼食に無料ご招待！

金・土
月・水・金

社長：大将さん 勤務地の外観

時間～

どんな職場？

社員登用有 残業なし 高時給

①週3・お昼前後だけ♪
②週末・夜ちょっとだけ♪

→②はリフレッシュを兼ねてお子さんをご両親やだんなさん
にみてもらいながら短時間で効率的に働きたい！という方に
おススメのお仕事です。（平日・週末の組み合わせ可）

土日祝歓迎

運転免許不要 ＷワークＯＫ

3

4



例えばこんな働き方もОＫ！

銀行ＡＴＭコーナーのクリーニング、
行内事務補助などのお仕事です

市内全域で
時間～

週 日～

13時～1５時

9時～12時

職員の事務作業をサポートいただくお仕事ですので、急なお休
み等でも対応可能です。

Ｑ家庭との両立、できますか？

Ｑプチ勤務の先輩は？

今回新たに募集するため、現在、対象者はいません。

㈱但馬銀行 ハローワーク求人番号： 28090-4763281

勤務地：豊岡市千代田町1番5号（本店住所） ※支店での勤務を含む募集です
℡： 0796-24-2111 （平日9:00～17:00)
求人お問合せ先：人事部 谷村・北井 従業員：698名（男425名・女273名）

このお仕事の休日：土日祝・年末年始

時給

880円

創立120年を経過。地元
の皆様に親しまれてきた
歴史ある銀行です。

資格不要

ママ歓迎

未経験可

交通費支給

４０代以上歓迎

車通勤ＯＫ

ATMコーナーのクリーニング パソコンでのデータ入力

「プチ勤務」

保険加入有

勤務日数・時間・場所はご希望をふまえ調整しま
すので、採⽤スタッフにお気軽にご相談ください。
(人事部：谷村さん) 

勤務開始時期：応相談 勤務日：月～金（時間帯は相談可）
雇用形態：パート 加入保険有：週の所定労働時間が20時間以上ある場合
雇用契約期間：3カ月（更新有） その他：駐車場は要手配

月・金

月・水・金

本店外観

ご経験者の方は窓口事務のお仕事もあります

どんな職場？

平日のみ

運転免許不要

残業なし

週3・午後だけ♪

週2・午前だけ♪

例えばこんな働き方もОＫ！

PCを使った信用金庫の営業店業務を
サポートするお仕事です

豊岡で
時間～

週 日～

9時～1５時

9時～16時

ライフスタイルに合わせて有給休暇を時間単位で取得できるな
ど、しくみを整えています。

Ｑ家庭との両立、できますか？

Ｑプチ勤務の先輩は？

正職員として入庫し、育児休業明けの職員で時短勤務で活躍
する職員が10名います。

但馬信用金庫
勤務地：豊岡市中央町17番8号 ※本店住所（勤務地は異なる場合があります）
℡：0796-23-1200（平日9:00～18:00） 求人お問合せ先：人事部 小山・長谷川・齊藤
従業員：384名（男226名・女158名） 一般：346名 嘱託：25名 パート：13名

このお仕事の休日：土日祝・年末年始

時給

900円～

上司・部下の敷居が低く、
アットホームな職場です。

資格不要

ママ歓迎 交通費支給 従業員無料駐車場有

４０代以上歓迎

車通勤ＯＫ

社員登用有

いつも笑顔で「いらっしゃいませ」パソコンの入力作業 職員は金庫の“顔”です

「プチ勤務」

保険加入有

育児休業から復帰して7年経ち、子供はもう⼩学
生です。子育てに奮闘しながら、頑張っています。
（人事部：吉谷さん）

勤務開始時期：応相談 雇用形態：パート 雇用契約期間：応相談
時給：900円 ～ 1,050円 ※業務内容、就業時間、人事考課により変動
交通費：2km以上の方のみ 能力昇給有：6か月以上就労～
社員登用有：年1回登用試験あり（受験資格要件有） 車通勤OK：要申請
保険加入有：雇用保険 週20時間以上勤務の場合

月・火・水

本店外観

どんな職場？

週3・早め終了♪
週4・もう少し頑張る♪

高時給

能力昇給有 平日のみ

月・火・水・木

経験者歓迎

先輩が教えてくれます
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例えばこんな働き方もОＫ！

子育て経験が活きる！園児と遊んだり
保育士の業務をサポートする仕事です

豊岡で
時間～

週 ～

７時半～13時

11時～15時

保育園なので家庭の様々な事への理解があります！複数の職員
でフォローしますので、急なお休みも安心してご相談ください。

Ｑ家庭との両立、できますか？

(福)豊友会 チャイルドハウス保育園
勤務地：豊岡市下陰字西浅黒5番地
℡：0796-23-7799（平日8：30～17：00）
求人お問合せ先：採用担当 大木本（おおきもと）
従業員：36名（男3名・女33名） 社員：20名 パート：16名

このお仕事の休日：日祝・年末年始

時給

895円

安心空間でだっこしたり遊んだり

スタッフの年齢は20歳～70歳！みんながまるで家族のような、
和気あいあいの保育園です。

資格不要

ママ歓迎

未経験可 ４０代以上歓迎

ＷワークＯＫ

栄養満点の給食を準備園庭での土あそび 我が子を思い出す食事風景

「プチ勤務」

保険加入有

⼩さい頃からの夢をかなえるため、現場でスキルを
身につけながら、勉強もしています。（吉田さん）

勤務開始時期：11月～（応相談） 勤務日：月～金 時間帯：応相談
雇用形態：パート 雇用契約期間：～平成31年3月31日（更新有）

月・火・水
月・水・金

採用担当：大木本さん 園庭からの様子

Ｑどんな職場？
平日のみ

交通費支給

車通勤ＯＫ

運転免許不要社員登用有

残業なし

お昼まで♪

昼間だけ♪
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例えばこんな働き方もОＫ！

関西を代表する名物そば「出石そば」
をチームで製造するお仕事です

出石で
時間～

週 日～

9時半～1５時

9時～12時

パートスタッフのほとんどが子育て経験者です。みんなでひと
とおりの作業を行うので、急なお休みも互いにカバーできます
し、他のスタッフとの交代勤務も柔軟に対応可能です。

Ｑ家庭との両立、できますか？

Ｑプチ勤務の先輩は？

これからプチ勤務のスタッフを増やしていく予定です。

㈱田中屋食品 ハローワーク求人番号：28090-3637881

勤務地：豊岡市出石町町分66番地
℡：0796-52-2128（平日9:00～17:00) 求人お問合せ先：製造部 村尾・山根
従業員：28名（男16名・女12名） 社員：11名 パート：男6名・女11名

このお仕事の休日：日祝・ＧＷ・お盆期間・年末年始

時給

875円

丁寧に行う箱詰め作業

今年で設立40周年のそば
製造会社。従業員が楽し
みながら仕事を行えるよう、
環境を整えています。

資格不要

ママ歓迎

未経験可

交通費支給 シフト勤務 従業員無料駐車場有

４０代以上歓迎

車通勤ＯＫ

ＷワークＯＫ

作業開始前の準備力を合わせて美味しいそば作り 生産室全体の様子

「プチ勤務」

保険加入有

未経験・子育て真っ最中から勤務し始め、今も子
育てを終えたママ達とともに毎日楽しく働いていま
す。学校⾏事の時も休みが取りやすく、⻑く働き続
けられますよ。（製造スタッフ：水嶋さん）

勤務開始時期：即日 勤務日：月～土（繁忙期のみ日祝勤務ご相談）
時給：最低賃金変動により変更の可能性有 雇用形態：パート
雇用契約期間：1年（更新有・試用期間3カ月）

火・土

月・水・金

責任者：村尾さん 勤務地の外観

どんな職場？

昼食まで♪

昼間だけ♪
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ハローワーク求人番号：28090-66878



笑顔でお迎え・おもてなし

例えばこんな働き方もОＫ！

①ゲストルームセッティングスタッフ②チェックイ
ンスタッフ③ディッシュウォッシャースタッフ城崎で

時間～

週 日～

8時半～11時半
14時～16時

両立可能な職種を選びました。複数人で成り立つお仕事ばかりなの
で、急な都合でお休みする事態が発生してもメンバーでフォローし
あえます。シフトの急な変更も前日まで対応します。

Ｑ家庭との両立、できますか？

Ｑプチ勤務の先輩は？
チェックインスタッフで0歳児のママ１名がプチ勤務をしています。

ときわ別館 ハローワーク求人番号：①28090-4749081 ②28090-4747281

勤務地：豊岡市城崎町湯島1013番地 ③28090-4748181

℡：0796-32-2814（10:00～21:00）
求人お問合せ先：社長 原 従業員：25名（男10名・女15名） 社員：20名 パート：5名

このお仕事の休日：従業員がしっかり休めるよう、毎週必ず休館日を設定しています

時給

1,000円

従業員の仲がいい旅館。
年に2～3回開催している
焼肉等の懇親会にも是
非ご参加くださいね。

資格不要

ママ歓迎

未経験可 交通費支給

シフト勤務

従業員無料駐車場有

４０代以上歓迎 車通勤ＯＫ

ＷワークＯＫ

自慢の美しい庭洗うお皿を機械にセット

「プチ勤務」

保険加入有

仕事をしながら３児を育てた経験から、まずは子
育てしながらでも働ける場をご⽤意し、ご相談に乗
りながらあなたに合った働き方を作っていけたらと
思っています。（⼥将：原さん）

勤務開始時期：即日 勤務日：指定なし（金土日に勤務できる方大歓迎！）
雇用形態：パート 雇用契約期間：定めなし
その他：週ごとに勤務曜日が違ってもOK・15時以後は勤務後温泉に入浴可！

木・金
月・金・土

勤務地の外観

ゲストルームを丁寧にお掃除

どんな職場？

運転免許不要 社員登用有

土日祝歓迎 高時給

金・日 18時半～20時半

①午前だけ♪

③夜にちょっとだけ♪
②午後だけ♪

週末や夜、リフレッシュを兼ねてお子さんをご両親やだんなさんに
みてもらいながら短時間働きたい！という方にもおススメです。
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例えばこんな働き方もОＫ！

笑顔で接客！「城崎スイーツ」の販売
でお客様に幸せな時間を届けるお仕事
です

豊岡・
城崎で

時間～

週 日～

女性スタッフの大半が子育て中または子育て経験のある方たち
です。スタッフ同士協力し合って、急なお休みもフォローし
合っています。

Ｑ家庭との両立、できますか？

Ｑプチ勤務の先輩は？

小学生以下のお子さんのいるプチ勤務の方が1名、ほかに週4
～5日勤務の方が4名います。

(有)ティーアンドエムズ
勤務地：豊岡市下陰18-4(本社) / 豊岡市城崎町湯島857(城崎店)
℡： 0796-24-3099 （平日9:00～17:00)
求人お問合せ先：人事担当 谷口真由美
従業員：19名（男7名・女12名） 社員：11名 パート：女8名

このお仕事の休日：不定休（シフトによる）

時給

880円～

ジェラート・アイスも人気商品

オリジナルブランドのジェ
ラートやスイーツの製造
販売を行う会社。アット
ホームな職場です。

資格不要

ママ歓迎

未経験可

交通費支給 シフト勤務 従業員無料駐車場有

４０代以上歓迎 車通勤ＯＫＷワークＯＫ

ドリンクやスイーツの販売レジの機械を使ってお会計 ギフト商品の箱詰め・ラッピング

「プチ勤務」

保険加入有

週2日勤務・勤続1年半です。子育て中のパート
さんたちと協⼒し合って楽しく働いています。
（先輩スタッフ：丸岡さん）

勤務開始時期：即日 雇用形態：パート 保険加入有：勤務日数による
時給：880円～900円 日・祝日900円～950円
雇用契約期間：6か月（更新有） その他：ほとんどの方が未経験からです

土・日
月・水・日

城崎店 本社：豊岡店

どんな職場？

土日祝歓迎

週3・お昼まで♪
土日集中♪

社員登用有 能力昇給有 残業なし

8:50～12:50
10:50～14:50
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例えばこんな働き方もОＫ！

宿泊・通販サイトのページ作成や
データ入力・管理などのお仕事です

豊岡で
時間～

週 日～

13時～16時

9時～15時

お子さんの行事や病気など急なお休みにも対応できる体制を整
えています。またお子さんの有無にかかわらずそれぞれの家庭
のペースに合わせた勤務時間で働いていただいています。

Ｑ家庭との両立、できますか？

Ｑプチ勤務の先輩は？

現在8名の方が活躍中です。20～40代と年齢は幅広く、経歴
もさまざまです。

㈱ハイファイブ ハローワーク求人番号：28090-5126481

勤務地：豊岡市泉町6−31 3階
℡：0796-29-2633（平日9:00～18:00） 求人お問合せ先：藤原・森
従業員：18名（男6名・女12名） 社員：9名 パート：男1名・女8名

このお仕事の休日：土日祝・夏季休暇・年末年始休暇

時給

880円～

宿泊・通販サイトのページ
作成・データ入力管理作業

ウェブサイトの制作・運営・
マーケティング等を行う会社
です。家庭を持つ女性が多
く活躍しています。

資格不要

ママ歓迎

未経験可

交通費支給 シフト勤務 従業員無料駐車場有

４０代以上歓迎

車通勤ＯＫ

ＷワークＯＫ

「プチ勤務」

保険加入有

週5日・5時間勤務で、勤続4年目になります。当
初幼稚園だった子は現在⼩学生です。⼩さい子ど
もを持つ親にとっては⼤変働きやすい職場です。
（EC事業部：高田さん）

勤務開始時期：即日 勤務日：月～金（時間帯を含めかなり融通がききます！
仕事内容に合わせ相談の上で決めています。）
時給：880円～1,500円 雇用形態：パート
雇用契約期間：3か月（更新有） その他：慣れれば一部在宅勤務も可

月・水・金

月～金

勤務地エントランス

どんな職場？

平日のみ

能力昇給有 社員登用有

週5・午後だけ♪

週3・早め終了♪

残業なし

通販サイト管理での撮影作業女性スタッフが活躍中

例えばこんな働き方もОＫ！

完全在宅PCワークで楽々両立！求人
記事作成や応募者対応のお仕事です自宅で

時間～

週 日～

10時～13時
13時～15時

子育て中のママが多数在籍！自宅が職場なので、仕事が一段落
したらすぐに家事に取りかかれます。応募者とはメールでのや
りとりが主ですので、お子さんが近くにいても音を気にする必
要はありません。

Ｑ家庭との両立、できますか？

㈱ノヴィータ 東京都新宿区新宿5-11-4 龍生堂ビル6F

勤務地：ご自宅 ※採用面談や打ち合わせはすべてオンラインで行います
℡：03-5369-0958（平日10：00～17：00）
求人お問合せ先：小田垣・笈田（おいだ）
従業員：31名（男15名・女16名） 社員：24名 パート：2名 ほか

このお仕事の休日：土日祝・ＧＷ・年末年始

時給

1,000円～

子どもとの時間も十分確保

資格不要

ママ歓迎

未経験可 ４０代以上歓迎 ＷワークＯＫ

スマホも大切なツールモニター２画面使用もおすすめ
東京本社ではチームで仕事

を進めています

「プチ勤務」
中学生と⼩学校高学年の子どもがいます。
リラックスできる⾃宅での勤務、社員さんとの連絡
もメールでスムーズ。安心して勤務できます！
（先輩スタッフ：笈田さん）

勤務開始時期：即日 勤務日：月～金（ライフスタイルに合わせ調整可）
時給：1,000円～1,500円 ※最初の36時間で業務レベルを測定し確定
雇用形態：業務委託 雇用契約期間：3カ月（更新有）
その他：ご自宅での完全リモートワーク。PC・スマホはご自身のものまたは貸与。
事前申告の時間に勤務。通信費等の経費請求可。PC基本スキルある方歓迎。

月・火・木・金
月・水・金

豊岡出身：小田垣社長 豊岡オフィスOPEN予定

どんな職場？

平日のみ能力昇給有 運転免許不要

残業なし

高時給

WEB関連事業を行う企
業です。ご自宅を職場
にした最先端の働き方
を実現してみませんか。

昼食前まで♪
週4・午後ちょっとだけ♪

11

12



例えばこんな働き方もОＫ！

旅館でのフロント、お部屋準備、お客
様のご案内・お見送りのお仕事です

城崎で
時間～

週 日～

13時半～16時

9時～15時

シフトは週単位で組みますので、都合の悪い日は事前にお知ら
せいただければ無理なく働けるよう調整できます。

Ｑ家庭との両立、できますか？

Ｑプチ勤務の先輩は？
お子さんのいる女性が活躍中。シニアの方もおられます。

山本屋 ハローワーク求人番号： 28090-4782681

勤務地：豊岡市城崎町湯島643 
℡： 0796-32-2114 求人お問合せ先：高宮
従業員：30名（男14名・女16名） 社員：9名 パート：21名

休日：定めなし

時給

880円～

お見送りや荷物のお預かり

海外のお客様も来られる
旅館です。いろいろな人
と会えますよ！人生経験
を活かして働けます。

資格不要 ママ歓迎未経験可

交通費支給 シフト勤務 従業員無料駐車場有

４０代以上歓迎

車通勤ＯＫ

ＷワークＯＫ

細やかな気配りで客室の準備笑顔で「いらっしゃいませ」 城崎ビールのテイクアウト販売

「プチ勤務」

私も3人の子どもを育ててきました！わからないこと
やご不安なことはどうぞお気軽にお問合せ下さいね。
（⼥将：高宮さん）

勤務開始時期：即日 勤務日：全曜日から週3日以上 雇用形態：パート 時給：880円～900円 雇用契約期間：3カ月（更新有）
保険加入有：雇用保険（週20時間以上勤務の場合） その他：笑顔で接客いただける方なら未経験でも大歓迎です！

金・土・日

火・金・土

勤務地の外観

どんな職場？

運転免許不要 社員登用有 残業なし

午後のみ♪
週3・しっかりめ♪

土日祝歓迎

能力昇給有

保険加入有

例えばこんな働き方もОＫ！

高い品質を誇る鞄づくりの工程に
直接たずさわれるお仕事です

豊岡で
時間～

週 日～

9時～12時
１3時～16時

社員の7割が女性！同世代の子育て中の社員もたくさんいます。お互
いを理解し、助け合える職場です。個人的な急な休みにも理解があ
ります。

Ｑ家庭との両立、できますか？

Ｑプチ勤務の先輩は？
プチ勤務の募集は今回が初めてのチャレンジですが、子育て中の
仲間と一緒に楽しく働いていただけたらと思います。

㈱由利
勤務地：豊岡市中陰376-15
℡：0796-23-5201（平日9：00～17：00） 求人お問合せ先：松下・栗原
従業員：228名（男65名・女163名） 社員：215名 パート：13名

このお仕事の休日：土日祝・ほか社内年間カレンダー規定による

時給

950円

コバ塗り

社員一人一人の自主性
を尊重し、困ったときは皆
で助け合う、チームワーク
の良い会社です。

資格不要

ママ歓迎

未経験可

シフト勤務 従業員無料駐車場有

４０代以上歓迎

車通勤ＯＫ

糸しまつ検品作業 糸しまつ

「プチ勤務」

保険加入有

子供の体調不良で休まないといけない時、保育
園からの呼び出しで早退しないといけない時でも、
休みやすい会社です。 （営業部：⼩野さん）

勤務開始時期：即日 勤務日：月～金 雇用形態：パート
雇用契約期間：3カ月

月・火・水

勤務地の外観

どんな職場？

平日のみ

能力昇給有

社員登用有

残業なし

週3・お昼まで♪
週3・午後だけ♪月・火・金

14
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高時給



ポイント①「妻の年収」によって夫の所得税はどうなる？

ポイント②「妻の年収」によって社会保険はどうなる？

ポイント③税⾦等の⽀払い・雇⽤保険加⼊の要件は？

それぞれ細かな条件があります。詳しくは就労先企業や市役所、税務署等にお問い合わせ下さい。
【監修】社会保険労務士法人ワーク・イノベーション （ウェブサイト： http://work-i.co.jp）

就労にあたり知っておきたい！
税務・社会保険等３つのポイント

お仕事を始めて収⼊が得られるようになるにあたり気にしておきたいのが、税⾦や社会保険、雇⽤保険などのしくみです。妻の
年収額等によって、“夫の扶養か否か”や保険加⼊に変更が生じますが、さまざまな給付⾦や将来の年⾦の増額を⾒込める
場合もあります。まずは基本ポイントを押さえつつ、ご⾃身の理想のライフ＆キャリアプラン、家庭に合った働き方を考えましょう。

※夫が妻を扶養している場合を想定しています。

妻の年収
（1⽉⽀払〜12⽉⽀払） 夫の所得税（※夫の年収が1,220万円以下の場合）

①103万円以下 【妻】は所得税が0円
【夫】は配偶者控除が最大38万円分受けられ、所得税が低くなる。

②103万円超〜150万円以下 【夫】は配偶者特別控除が最大38万円分受けられ、所得税は低くなる。

③150万円超〜201万6,000円未満 【夫】は【妻】の収入によって、配偶者特別控除が1万円〜36万円分受け
られ、所得税は低くなる。※①②より控除額は少ない。

【夫】年収1,220万円以下の場合：
【妻】年収201万円6,000円未満の場合には、【夫】は配偶者控除・配偶者特別控除により所得税を低く抑えられます。

妻の年収目安 妻の
会社規模 妻の社会保険 夫の扶養

106万円以下 不問 非加入 夫の扶養に入る

106万円超〜
130万円未満

500人以下 非加入 夫の扶養に入る

501人以上
⽉収88,000円以上+週の所定労働時間が20時
間以上+1年以上働く⾒込➡妻自身が社保（健康
保険・厚⽣年⾦）加入

左記の場合は、夫の扶
養から外れる

130万円以上 不問
週の所定労働時間および月の所定労働日数が正
社員の４分の３以上➡妻自身が社保（健康保険・
厚⽣年⾦）加入

夫の扶養から外れる
※（妻の月収108,888
円以上が目安）

①所得税 国に納付する税⾦。年収103万円以上になると負担対象

②住⺠税 自治体に納付する税⾦。年収100万円程度から負担対象（住⺠票のある自治体により異なる）

③雇用保険 1週間の所定労働時間が20時間以上かつ31日以上継続雇用される場合に加入。
※本人負担分の保険料は賃⾦の0.3%

雇⽤保険加⼊で得られる！・・・育児休業給付⾦・介護休業給付⾦・失業給付（基本⼿当）・教育訓練給付⾦・⾼齢者雇⽤継続給付⾦など

厚⽣年⾦保険加⼊で得られる！・・・障害厚⽣年⾦（要件有）・妻⾃⾝の⽼齢厚⽣年⾦ ※国⺠基礎年⾦よりも⼿厚い内容です
健康保険加⼊で得られる！・・・出産⼿当⾦（産前産後）・出産育児⼀時⾦・傷病⼿当⾦

理想のライフ＆キャリアプラン、家庭に合った働き⽅を

妻の収⼊や労働条件によって、夫の扶養から外れ、妻⾃⾝で社会保年加⼊になるか否かが変わります。

年収100万円程度を越えるかどうかで⼀部税⾦の⽀払義務の有無が、週20時間を越えるかどうかで雇⽤保険加⼊の有無
が変わります。


