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お仕事カタログ 2019

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.

生活に合わせて短時間から働ける

掲載事業所 ※五十音順・敬称略

①アルタナティバ
②出石精和園
③ウィラー
④エスアール
⑤ここのか
⑥但馬銀行
⑦但馬信用金庫
⑧テラスハウス保育園

⑨東海商事

⑩ときわ別館

⑪豊岡観光イノベーション

⑫ノヴィータ

⑬ハイファイブ

⑭山本屋

⑮由利

とは

１日２、３時間～、週１日～といった“超短時間勤務”で働くスタイ
ルのことです。 業務の細分化を行うことで、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、仕事にやりがいや喜びを感じながら
活躍できる新しい働き方です。

豊岡市は、「プチ勤務」の普及浸透による市内女性の雇用・活躍の
機会創出と、職場全体の働き方改革（ワークイノベーション）を
推進しています。

このカタログは、豊岡市内の企業におけるプチ勤務の導入支援の一環として発行しています。
上記掲載事業所は、豊岡市が『子育て中の女性の就労促進事業』として公募し選定した企業です。

Recruit Jobs Co.,Ltd.Ｃ



外国のお客様もご来店

例えばこんな働き方もОＫ！

豊岡で
時間～

週 日～

10時～13時

12時～15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
し出くださればスタッフがフォロー致します！

この職場の働きやすさPOINT

(有)アルタナティバ ハローワーク求人番号：28090-5417691

勤務地：豊岡市内
求人お問合せ先：上田・吉永（9:00～18:00）
℡：上田：090-7350-7429 吉永：070-4092-7029
上田：ueda.naoko@alternativa-japan.com 吉永：yoshinaga.yuri@alternativa-japan.com

従業員：6名（女6名 うちパート：2名）

時給

900円

自動車のリース・レンタカーを行っ
ている会社です。明るく清潔な店内
で、アットホームな環境です。プチ
勤務のママスタッフも互いに助け
合って働いています！

楽しく踊った柳まつり整備士さんのサポート業務

「プチ勤務」 月平均10日、１日４～５時間勤務しています。一
度退社し、復職して６年目。主な仕事は書類チェッ
クや整理保管、スタッフのサポートです。ご不安な事気
軽にご相談ください！（先輩スタッフ・川見さん）

仕事内容：自動車リース・販売店舗でのお客様受付・おもてなし、書類整理・備品発注等の一般事務

月・火・水

勤務地の外観

どんな職場？

お昼まで♪

お昼から♪

お客様に「ありがとう」と言っていただけるとすごく嬉しい！！
更に一緒に働く仲間にうまく業務をつなぎ効率よく仕事ができると
達成感を感じます。ママ目線の細やかな気遣いも発揮できますよ。

このお仕事のやりがいPOINT

PCスキル不問・車や接客好きな方歓迎！
市内店舗でのお客様対応・一般事務

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 社員登用有

残業なし

能力昇給有

PCワーク中の様子

勤務開始時期：即日 雇用形態：パート 雇用契約期間：3カ月（更新有） その
他：運転免許必須、土日祝も勤務歓迎、6か月～昇給有、勤務日は希望優先

木・金・土

１

図書館へお出かけ

例えばこんな働き方もОＫ！

出石で
時間～

週 日～

15時～17時

11時半～13時
昨年入られたプチ勤務の方２名が両立に無理のないシフトで活躍
中です！職員の７割が子育て中か子育て経験のある女性です。急
なお休みでも「お互い様」の精神でシフトを調整しながら勤務い
ただいています。

この職場の働きやすさPOINT

(福)兵庫県社会福祉事業団 出石精和園
勤務地：豊岡市出石町宮内1031 児童寮・第２成人寮
求人お問合せ先：出石精和園成人寮宛総務課田熊 ℡：0796-52-4811
（平日9:00～17:00）
従業員：290名（男90名・女200名 うちパート：196名男40名・女156名）

時給

899円～

919円

開設53年、入所・通所施設等を運営す
る障がい児者施設です。幅広い年齢の
柔軟な働き方のパート職員が沢山います。
中には働きながらその経験を糧に関連資
格の取得を目指す方もいらっしゃいます。

お食事のお手伝い 美味しくいただきます

「プチ勤務」 仕事と育児との両立は大変なこともありますが、まわり
のスタッフに笑い話・悩み話を聞いてもらいながら楽しく
仕事しています。（支援員・守山さん）

仕事内容：障がいのある子どもや大人の方の見守り・生活のサポート、外出時の同伴、介護職員の補助など

土・日

水

勤務地の外観

どんな職場？

平日週１日だけ♪

週末だけ超短時間♪

利用者さんの笑顔や素直な感情にふれたり、成長など良い変化に
関われた時にやりがいを感じます。お仕事を通じ支援の知識経験
が自然に身につきます。

このお仕事のやりがいPOINT

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

運転免許不要 社員登用有 残業なし

能力昇給有

音楽に合わせ身体を動かそう！

勤務開始時期：応相談雇用形態：パート 雇用契約期間：1年（更新有） その他：
未経験歓迎、週１日から歓迎、勤務時間数により手当支給有・、年数回社員登用
試験有、車通勤も交通費支給有、1年後昇給有、希望に合わせ勤務調整可

（資格等
による）

週1日・1.5時間からOK！無理なく始めて
自分のペースで働き続けられる福祉のお仕事

２



WILLERは25周年を迎えました

例えばこんな働き方もОＫ！

豊岡で
時間～

週 日～

9時～13時

16時～19時
子育て中の急なお休みもフォローしあう環境があります。指導力
に富んだ社員がとても丁寧に研修するので、未経験でも安心して
お仕事をできます。

この職場の働きやすさPOINT

WILLER(ウィラー)(株) ハローワーク求人番号：27020-65440691

勤務地：豊岡市大磯町1番79号 但馬地域地場産業振興センター5F 
求人お問合せ先：人事 鈴木 ℡： 06-6123-7250 （平日10:00～17:00）
Email：saiyo@willer.co.jp
従業員：23名（男1名・女21名・産休1名 うちパート：17名）

時給

900円～

1,100円（経験者）

あらゆる交通を結ぶ移動ポータルサイト
「WILLER TRAVEL」のカスタマーセンター
です。地域の皆様と一緒に豊岡を盛り上
げる活動を行っています。思いやりを大切
にする職場で、長く働く方が多くいます。

京都丹後鉄道グループ 沿線エリアの地方創生を行っています

「プチ勤務」

仕事内容：WILLER TRAVELサイトや関連サービスに関するお問い合わせ対応、チャットサービスの返答など

オフィス拡大予定です

どんな職場？

お昼までで終わり♪

週２・夕方だけ♪

お客様の悩みを解決したり信頼いただける瞬間を肌で感られます。
直接「ありがとう」を聞け、本当に良かった！と思うことが沢山あ
ります。お客様の声を全グループに共有し改善しようとする会社の
姿勢にも共感しています。（M.Yさん)

このお仕事のやりがいPOINT

ママ歓迎未経験可 交通費支給 シフト勤務 ＷワークＯＫ

運転免許不要 社員登用有 残業なし

個々のお客様に寄り添った対応

勤務開始時期：即日 雇用形態：パート 雇用契約期間：6カ月（更新有）
その他：パートから契約社員になった方多数！インターネットサイトでの買物経
験だけあればOK、前月に翌月の勤務希望申請し調整、土日祝勤務も歓迎

とにかく、働きやすいです。友人にも「そこで働きた
い！」と言われます。スタッフが仲良く、育児への理解
があり、社員の方がすごく優しく、丁寧で安心できます。
できるだけ長く働き続けたいですね。（M.Yさん)

カスタマーセンターでのお問い合わせ
対応スタッフ（電話・メール・チャット）

３

オフィスのエントランス

例えばこんな働き方もОＫ！

豊岡で
時間～

週 日～

時間帯相談可

9時～17時

女性社員の割合が多く、産休・育休経験者もいるので、育児や家庭
と仕事の両立には「お互いさま」と理解ある雰囲気です。

この職場の働きやすさPOINT

(株)エスアール
勤務地：豊岡市日高町浅倉27番地
求人お問合せ先：山岸・堀田 ℡： 0796-42-0410
Email：job@sr-co.com

従業員：60名（男15名・女45名 うちパート：5名男1名・女4名）

時給

1,000円～

2,500円

設立31年目を迎える人材派遣・職業紹
介・アウトソーシングの会社です。近年、
ICT総合サポート部門を立ち上げました。
柔軟な働き方でご活躍いただけます！

チームで打ち合わせ オフィスの様子

「プチ勤務」
子どもの急な体調不良による欠勤も受け入れてもらえ、
学校行事などにも気兼ねなく参加できる、働きやすい
雰囲気です。（スタッフ・Y.Yさん）

時給：①1,200～2,500円 ②1,000～1,200円（不定期：１日～数週間） 時給はいずれも経験スキルにより決定

単発１日

勤務地の外観

どんな職場？

在宅勤務も相談可♪

この日だけフル勤務♪

せっかくのSE経験やIT業界での経験・事務能力が眠っていません
か？フルタイム勤務でなくても十分に経験・スキルを活かせる働き
方ができますよ！単発のお仕事は不定期・資格不要。気軽にご登録
ください！

このお仕事のやりがいPOINT

在宅業務委託可！①業務システム開発SE
（経験者）②データ入力（短期）

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

ＷワークＯＫ

社員登用有

残業なし

能力昇給有

平日のみ

PCワーク得意な方歓迎！

勤務開始時期：ご相談可 雇用形態：契約/業務委託/アルバイト 雇用契約期間：
業務による その他：時間帯柔軟対応可,フルタイム社員登用可、年齢より経験重視

４

月・水・金

火・木・金
金・土



心が安らぐ生活を支援

例えばこんな働き方もОＫ！

豊岡で
時間～

週 日～

１0時～13時半

１７時～20時 子育て中の女性が多く、年齢も働き方も様々な中、互いに助け合っ
て働いています。お子さんの体調が悪い時にも出来るだけ融通をき
かせ勤務の調整をしています。未経験の方にも丁寧にお教えするの
で安心です。

特別養護老人ホームここのか
勤務地：豊岡市九日市上町７８５番地
求人お問合せ先：足立 ℡： 0796-21-9057（平日8：30～17：30）
Email：kokonoka@aso.or.jp

従業員：66名（男14名・女52名 うちパート：37名 男5名・女32名）

この職場の働きやすさPOINT

時給

930円～

1,000円

H26年4月開設、入居者・利用者様それぞれ
の自分時間が流れるあたたかい場所を目指
しています。職員も楽しみ・悲しみを共に感じ、
笑い、楽しみながらご支援しています。

秋のお散歩風景 お茶しながらおしゃべり

「プチ勤務」 先輩ママがたくさんいて楽しい職場です。2年間の育児休業か
らの復帰で不安でしたが、皆の助けをえながら、職場に子ども
を連れていったりして育児しながら働いています。仕事も育児
もガッチリです。（デイ介護士・福冨さん）

仕事内容：入居者・利用者の施設内での日常生活の支援、健康管理、リハビリの支援、行事運営・参加支援など

金・土

勤務地の外観

どんな職場？

無理ない時間帯♪

夕方から♪

「ありがとう」「来てくれるのを待ってたで！」などと声をかけて
頂いたとき、いつもその方を思って接しているのが伝わるんだなと
嬉しくなります！

このお仕事のやりがいPOINT

ぬくもりある新設特養老人ホームでの

日常生活やリハビリ、行事などの支援

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

社員登用有

行事も一緒に楽しみます

勤務開始時期：即日 雇用形態：パート 雇用契約期間：2020.3末まで（更新
有） その他：介護関連資格お持ちの方や土日祝可の方も歓迎・交通費実費
支給・服装自由・勤務日や時間帯は希望に応じて柔軟対応可、プチ勤務の方
も賞与があります！現在特にリハビリをお手伝いくださる方を大募集中です！

賞与有

７時～9時火・木 朝だけ♪

５

相談しやすい職場環境

例えばこんな働き方もОＫ！

市内全域で

時間～

週 日～

9時～15時

9時～15時

プチ勤務の方はいてくださると助かるサポート戦力として期待して
いますが、お子さんの病気などでの急なお休みにも対応可能な体制
をとっています。

(株)但馬銀行
勤務地：豊岡市千代田町1番5号(本店営業部） ※勤務地は支店を含む
求人お問合せ先：人事部 田中・北井 ℡：0796-24-2115（平日9：00～17：00）
Email：jinji@tajimabank.co.jp
従業員：675名 （本店営業部：26名 男10名・女16名 うちパート6名）

時給

900円

地域の皆さまに最も信頼される銀行を目
指しています。お客様の大事な資産をお
預かりする仕事なので堅いイメージですが、
みんな笑顔で働き、チームワークのある
職場です。

窓口端末機の操作 PCでのデータ入力

「プチ勤務」 子育てしながらのお仕事は最初難しいと思っていまし
たが、勤務体制など相談に乗っていただき、自分にと
って働きやすい環境です。また、子供が体調不良のと
きは周りの方に助けていただきながら急なお休みにも
対応してもらっています。思い切ってプチ勤務を始め
て良かったです。（プチ勤務の先輩 Y.Aさん）

仕事内容：銀行本店／支店窓口でのお客様対応、専用端末の操作、PCでのデータ入力、TEL応対など

月～木

勤務地の外観

どんな職場？

週3日♪

週4日♪

最初は覚えることが沢山あり大変かもしれませんが、お客様に喜
んでいただけることも多い仕事。直接「ありがとう」と言ってい
ただくと嬉しくなります。

経験者・未経験者問わず、やる気歓迎!
銀行本支店での窓口業務・事務補助

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

残業なし

能力昇給有 平日のみ

このお仕事のやりがいPOINT

この職場の働きやすさPOINT

お客様に笑顔で対応

勤務開始時期：応相談 雇用形態：パート 雇用契約期間：1年間（更新有）
その他：制服支給・駐車場代支給・賞与年2回支給・パート職員は年齢を問わず
活躍中。プチ勤務から開始してステップアップし、長く働ける職場です。

賞与有

６

月・火・木

月・火・水



本部でのデスクワーク

例えばこんな働き方もОＫ！

市内全域で
時間～

週 日～

9時～15時

9時～13時

現在活躍中のパート職員のほとんどが子育て経験者。勤務時間は働
きやすいよう柔軟に調整しています。業界経験不問。PCワークや
難しそうに見える金融機関の仕事も丁寧に教えてもらえます。

この職場の働きやすさPOINT

但馬信用金庫
勤務地：豊岡市中央町17-8（本店・本部） ほか通勤可能な店舗
求人お問合せ先：人事担当 齊藤・吉谷 ℡： 0796-23-1200 （平日9:00-17:00）
Email：jinji@tanshin.co.jp

従業員：355名（男199名・女156名 うちパート：15名男1名・女15名）

時給

900円～

創業以来地域密着型金融を徹底して推
進。「地域の皆さまと共に発展し、地元の
企業・生活者の豊かな生活を実現するこ
と」を目指し取り組んでいます。

お客様に笑顔で応対します ご来店時は「いらっしゃいませ」

「プチ勤務」

勤務開始時期：要相談 雇用形態：パート 雇用契約期間：1年（更新有） 交
通費：通勤距離2km以上は支給、勤続年数・試験や条件により嘱託職員や正
職への登用有、業務内容により昇給有、場合により賞与支給有

月～金

本店の外観

どんな職場？

週3・早めの終了♪

週５・昼までで終了♪

向上心と学ぶ意欲次第で、仕事を通じて「金融のエキスパート」とし
ての知識・経験を得られます！簿記・FPなどの資格も活かせます。

このお仕事のやりがいPOINT

資格不要 ママ歓迎未経験可

交通費支給

従業員無料駐車場有

４０代以上歓迎

車通勤ＯＫ 運転免許不要

社員登用有 残業なし

能力昇給有

平日のみ

先輩のサポートで安心スタート

仕事内容：本部や営業店での一般事務、PC入力業務、お客様応対等

週３日でパート職員として働いています。子育てや家の
用事のため、週単位で来られる日だけ勤務しています。
時間的な希望も聞いてもらえますのでとても働きやすい
職場ですよ。（総務部・後藤さん）

未経験OK・キャリアアップも目指せる
信用金庫での入力業務・一般事務

７

子どもたちはぐっすり夢の中

例えばこんな働き方もОＫ！

豊岡で
時間～

11時～15時

15時～18時
職員の家庭への様々な理解があります。勤務形態の相談にも柔軟に
対応します。複数の職員で保育しているので、急なお休みもO.Kです。

この職場の働きやすさPOINT

(福)豊友会 テラスハウス保育園 他
勤務地：豊岡市中陰404（テラスハウス保育園）など豊岡市内の４保育園
求人お問合せ先：大木本 ℡： 0796-23-7799 （平日8:30～17:00）
Email：terrancehouse@houyuukai.jp

従業員：86名（男4名・女82名 うちパート：45名女45名）

時給

935円～

1,000円

人生の先輩から後輩まで！年齢層が幅広
く、なんでも話せる家族のような和気あい
あいの保育園です。プチ勤務の先輩も活
躍中で安心してスタートできます。働きな
がら保育士資格を取得する方もいますよ。

園児と一緒にお散歩 じぶんで きられたね！

「プチ勤務」 久々の社会復帰に不安がありましたが、自分のライフ
スタイルに合わせた働き方ができ楽しく働いています。
（プチ勤務の先輩・Y.Kさん）

仕事内容：給食介助、片付け、お昼寝の準備、園内環境整備など ※保育士資格をお持ちの方はより幅広く担当可能

勤務地の外観

どんな職場？

ゆっくり出勤♪

午後遅めだけ♪

保育士のサポートをする中で、大人にも子どもにも必要とされてい
ることが実感できます。資格がなくても、わが子の子育て経験がプ
ラスに！資格をお持ちで実務未経験の方や退職された方も保育の喜
びを再度実感できます！

このお仕事のやりがいPOINT

子育て経験を活かせる！市内保育園での
園児のお世話や保育士のサポート業務

資格不要 ママ歓迎未経験可

交通費支給 シフト勤務

４０代以上歓迎

車通勤ＯＫ

ＷワークＯＫ

運転免許不要 残業なし

我が子を思い出しながら

勤務開始時期：2020年4月 雇用形態：パート 雇用契約期間：1年（更新有）
その他：駐車場有（有料）、固定時間勤務も可、保育士資格をお持ちの方も
歓迎・時給優遇します！

週 日～

８

月・水・金

月・火・水

火・木・金



使用済工具を受領交換

例えばこんな働き方もОＫ！

豊岡で
時間

月 日

10時～16時
9時～14時

全国の同業務14名の多くが子育てやご両親の介護中の女性です！少ない日
数で集中して働けるのが魅力です。ご自身の車で自宅から訪問先に直行で
きて効率的。急な事情の際は前後の日に変更するなど柔軟対応できます。

この職場の働きやすさPOINT

東海商事(株)ツールリメイク
勤務地：豊岡市神美台157-21 （東海バネ工業 豊岡神美台工場）
求人お問合せ先：吉原 ℡：0798-72-1899(平日8:30～17:30)
Email：yoshihara-t@tokaiweb.net

従業員：20名（男5名・女15名 うち業務委託：16名女14名）

日給

6,000円～

12,000円

オーダーメイドバネで知られる親会社・東海バ
ネ工業のオフィスにあります。社員とのやりとり
は楽しいスタンプで溢れるLINEで！月2回の勤
務でお客様と会話したり他の従業員と会うのが
リフレッシュ＆楽しみになりますよ！

おしゃれな休憩スペース 可愛くて人気のキャラクター

「プチ勤務」 週２日勤務からスタートして、子供の成長に合わせ
日数を増やしてきました。とても働きやすい職場なの
で、私も含め10年以上働いているスタッフがたくさん
います！（子育て中のスタッフ・船橋さん）

仕事内容：お取引先工場を定期訪問し工具回収・代替品納品・新商品のご案内、簡単なオフィスワークなど

隔週木曜

オフィスの外観

どんな職場？

無理ない時間♪

終了後にゆっくり昼食♪

お取引先を訪問するなかで普段の生活では接することのない「ものづくり」
の現場を知ることができます。金属の加工などについてお客様からたくさん
教えていただけ、とてもおもしろいです。（スタッフ・大垣さん）

このお仕事のやりがいPOINT

隔週１日の勤務で効率よく高収入！
車でお取引先訪問・プチ営業＆事務補助

資格不要 ママ歓迎未経験可

交通費支給 従業員無料駐車場有

４０代以上歓迎

車通勤ＯＫ

ＷワークＯＫ

残業なし

能力昇給有

平日のみ

気さくな雰囲気のオフィス

勤務開始時期：採用決定から2週間以内 雇用形態：業務委託 雇用契約期
間：6カ月（自動更新） その他：ガソリン代別途支給、車の運転が好きな方や営
業経験のある方にぴったり！慣れてこられたらウェブサイトの更新業務などもご
相談させてください。

隔週月曜

９

明るい笑顔でお迎え

例えばこんな働き方もОＫ！

城崎で
時間～

週 日～

9時半～11時半
14時～16時

ときわ別館
勤務地：豊岡市城崎町湯島1013番地
求人お問合せ先：社長 原 ℡：0796-32-2814（10:00～21:00）
Email: tokiwa@kinosaki.co.jp
従業員：16名（男10名・女6名 うちパート：6名 男2名・女4名）

時給

1,000円～

1,100円

全23室、閑静な佇まいの温泉旅
館です。“従業員ファースト”をモッ
トーに社長自ら働きやすい職場づく
りに意欲的に取り組んでいます。

資格不要

ママ歓迎

未経験可 交通費支給

従業員無料駐車場有

４０代以上歓迎 車通勤ＯＫ

ＷワークＯＫ

美しい庭にも癒されますお皿は機械が洗ってくれます

「プチ勤務」

勤務地の外観

丁寧なお掃除でおもてなし

どんな職場？

運転免許不要

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♪

この職場の働きやすさPOINT

このお仕事のやりがいPOINT

仕事内容：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

未経験からスタートの方大歓迎！
短時間OK・高時給の旅館スタッフ

勤務開始時期：即日 雇用形態：パート 雇用契約期間：1年間（更新有）
その他：未経験の方のフレッシュな感性大歓迎！土日祝の勤務を歓迎、
長期勤務歓迎、格安の給食有、業務終了後に無料で入浴可

急な都合でのお休みもメンバーでフォロー、シフト変更も前日まで対応。
子育ての段階に応じて無理なく勤務時間を増やすこともできますよ。

仕事をしながら３児を育てました。働きやすい場を
ご用意しますので、あなたに合った働き方をご一緒

に作っていけたらと思っています。（女将・原さん）

おもてなし技術の習得はご自身にとっても大きな財産になります。チーム
ワークでお客様の笑顔を生むお仕事は気持ちもリフレッシュできます。平
日でも高時給＆土日祝休前日勤務は時給100円UP！

（土日祝
休前日）

10

月・金・土
木・金

金・日



職場のメンバーです

例えばこんな働き方もОＫ！

豊岡で
時間～

週 日～

9時半～12時半
13時～16時

少人数の職場ですが、皆がフォローし合いながら仕事を進めています
ので、お子さんの病気などでの急なお休みにもチームで対応できます。

この職場の働きやすさPOINT

時給

1,000円

(社)豊岡観光イノベーション
勤務地：豊岡市大磯町１番７９号 じばさんビル５階
求人お問合せ先：経営企画部・川角（かわすみ）
℡： 0796-21-9002 （平日8:30～17:15） Email：info@toyooka-tourism.com

従業員：9名（男4名・女5名）

豊岡市の観光を推進する、設立4年目の
一般社団法人です。インバウンドを中心と
した観光市場のデータを細かく分析し、会
議を重ね、日々戦略を練っています。

神鍋にてツアーの造成 国内営業の様子

「プチ勤務」 自分のアイディアが通りやすい、フラットな社風です。地
元の方々はもちろん、様々な国の方々と一緒に仕事
をすることが多く、充実した毎日を過ごしています。
（営業部・谷垣さん）

仕事内容：①中国語ほかでの豊岡情報の発信・セールス ②豊岡での着地型旅行商品の企画・販売

勤務地の外観

どんな職場？

お昼まで♪

午後だけ♪

豊岡に来て観光を楽しんでいただける外国人ののお客様が増えるこ
とは地域経済の発展にも繋がります。豊岡の魅力を海外にまで伝え、
体験していただくことで直接地域に大きく貢献できます。語学力を
生かしたい方も、力を大いに発揮できるチャンスです。

このお仕事のやりがいPOINT

豊岡市への外国人観光客を増やす！
海外向けPR・旅行商品企画販売

資格不要

ママ歓迎交通費支給

従業員無料駐車場有

車通勤ＯＫ

社員登用有 残業なし

能力昇給有

平日のみ

お花見をしながらランチ

勤務開始時期：2020年4月 雇用形態：パート 雇用契約期間：6カ月（更新
有） その他：片道2km以上交通費支給、1年以上～昇給有
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得意分野を活かせる環境

例えばこんな働き方もОＫ！

豊岡で
時間～

週 日～

9時～12時

13時～16時
自宅が職場なので仕事が一段落したらすぐに家事や送迎ができ、
お子さんの急病でも対応可能。メンバーのほとんどが子育て中の
ママなので情報交換もできますよ！

この職場の働きやすさPOINT

(株)ノヴィータ
勤務地：ご自宅 豊岡事業所：豊岡市中央町7-2
求人お問合せ先：小田垣・笈田（おいだ）
Email：s_oida@novitanet.com （メールのみ）

従業員：40名（男14名・女26名 うちパート：9名 女9名）

時給

1,000円

東京本社は2006年設立、豊岡事業所は
昨年12月にオープン。全員リモートワーク
ですが週1日は事務所で課題や不明点を
共有。子育ての情報交換もできますよ！

自宅でのＰＣ作業が基本 オンライン打合せで効率的

「プチ勤務」 3歳の子供がいますが、子育て中のメンバーが多く助け
合いながら仕事を進めています。子供の用事でのお休
みもとりやすいです。（プチ勤務の先輩・田下さん）

仕事内容：本社や取引先の採用業務支援、メールマーケティング、LP制作、SNSでの情報発信

月・火・金

勤務地の外観

どんな職場？

午前のみ♪

午後のみ♪

入社した時は在宅勤務は働きやすくていいなとしか考えていませんでした
が、今は誰かのために役に立つ仕事やチーム一丸となって取り組む仕事が
こんなにも楽しいんだということを毎日実感しています！（Sさん）

このお仕事のやりがいPOINT

自宅が仕事場！プチ勤務先輩も活躍中の
PCワーク・デジタルマーケティング業務

資格不要 ママ歓迎未経験可 ４０代以上歓迎

車通勤ＯＫ

ＷワークＯＫ

社員登用有 残業なし能力昇給有 平日のみ

週1回は事務所でミーティング

勤務開始時期：即日（応相談） 雇用形態：パート（業務委託等可） 雇用契約期
間：3カ月（更新有） その他：自宅にPC・WiFi環境必須、Word・Excel・PowerPoint
の得意な方歓迎、事務所出勤時の駐車場は自己手配、ご都合に合わせ土日勤務
もOK

火・水・木

12

月・木・金

月・水・金



例えばこんな働き方もОＫ！

豊岡で
時間～

週 日～

13時～16時

9時～15時

女性が多く活躍中！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、柔軟な勤務時間で働けます。

担当クライアントの情報と魅力を発信し、いかに売上を上げられ
るかを一緒になって考えます。結果も見えるのでやりがい・達成
感があります。

(株)ハイファイブ
勤務地：豊岡市泉町6−31 3階
求人お問合せ先：藤原・森 ℡：0796-29-2633（平日9:00～18:00）
Email：info@hi5.jp

従業員：18名（男6名・女12名 うちパート：9名 男1名・女8名）

時給

920円～

1,500円

宿泊サイト作成・入力管理

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。現在旅
館様をクライアントとした事業に力を
入れています。

資格不要

ママ歓迎

未経験可

交通費支給 従業員無料駐車場有

４０代以上歓迎

車通勤ＯＫ

ＷワークＯＫ

女性スタッフが活躍中

「プチ勤務」
週5日・5時間勤務で、勤続６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 雇用形態：パート 雇用契約期間：3か月（更新有）
その他：慣れれば仕事内容に合わせ一部在宅勤務も可・時間帯も柔軟対応可・
イラストレーターほか専門ソフト経験ある方歓迎・服装自由

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３・午後だけ♪

週3・早め終了♪

残業なし

スターウォーズがお出迎え

働き方いろいろ・勤務時間も柔軟に対応！
宿泊予約サイトの企画・運営・データ入力

この職場の働きやすさPOINT

このお仕事のやりがいPOINT

個性あふれるデスク

仕事内容：宿泊予約サイトの企画・運営、クライアントとの打ち合わせやご提案、データ入力など
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例えばこんな働き方もОＫ！

城崎で
時間～

週 日～

1１時半～１４時

17時半～20時半
お食事処やレストランでのお仕事は1人で担当する部屋食よりも覚えやすく、
初めての方も安心。リーダー含め若いメンバーが多く、働きやすい職場です。

この職場の働きやすさPOINT

(有)山本屋
勤務地：豊岡市城崎町湯島643
求人お問合せ先：高宮美奈 ℡：0796-32-2114
Email：info@kinosaki.com

従業員：27名（男14名・女13名 うちパート：10名男2名・女8名）

城崎温泉の真ん中、木造3階建・創業
350年の歴史ある旅館です。地ビール工
場を持ち、レストランも経営。日本人のお
客様はリピーター多数、海外のお客様に
も多くお越しいただいています。

従業員旅行のひとコマ

「プチ勤務」 子供の事などで用事がある時は前もって伝えればシフ
トを調整してくださるので、助かっています。女将さんと
も楽しくママ談義していますよ！（フロント・岩田さん）

仕事内容：①旅館内お食事処でのサービス、お部屋のお布団セッティング②地ビールレストランでのサービス・片付け

勤務地エントランス

どんな職場？

昼間・超短時間♪

週３・夜だけ♪

海外のお客様も多いですが英語ペラペラでなくてもホスピタリティさえあれば
大丈夫！接客マナーの基本が敷居高くなく学べ、普段の生活でも役立ちます。
美味しいお食事と細やかな接客を楽しんでお布団が整ったお部屋に戻られた時
のお客様の大きな満足感を担うお仕事は、短時間勤務でもやりがいがあります。

このお仕事のやりがいPOINT

接客マナーや国際感覚が自然に身につく
老舗旅館・レストランでのお客様サービス

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

運転免許不要 社員登用有 残業なし

能力昇給有

地ビールレストランGUBIGABU

勤務開始時期：即日 雇用形態：パート 雇用契約期間：6か月（更新有）
その他：土日祝も勤務できる方優遇、未経験歓迎・年齢不問（子育て経験を含む今までの
すべてのご経験が役に立ちます！）

今年できたばかりのお食事処 地ビールも自社製造です

ハローワーク求人番号：28090-5628391 
28090-5630491
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時給

920円～

930円

月・水・金

月・火・水

金・土・日

木・土



社員旅行

例えばこんな働き方もОＫ！

豊岡で
時間～

週 日～

9時～12時

10時～14時半

新しく入られる方には教育係が作業だけでなく職場の環境にも早く
なじめるようサポートしています。育児中の方は幅広い勤務時間で
働けます。お子さんが小さい方がご自宅でできる業務もあります。

この職場の働きやすさPOINT

(株)由利
勤務地：豊岡市上陰164-5
求人お問合せ先：由利操（みさお） ℡： 0796-23-5201（平日8：30-17：35）
Email：misao@yurikk.com
従業員：123名（男39名・女84名 うちパート：17名）

時給

950円

企画から製造、販売までを手掛ける鞄の
メーカー。ものづくりの好きな人が集まっ
た、若い人が多い会社です。多様な働き
方でやりがいを感じながら長く働き続けら
れる職場づくりを実践しています。

革・生地の加工作業 鞄の糸処理、検品作業

「プチ勤務」 育児、生活環境に合わせた勤務時間で働けることが嬉しい
です。日々いろんな鞄に関わることができます。現在私は鞄
が出来上がってからの検品業務に関わっていますが、鞄の良
いところ悪いところを見つけ、良い商品をお客様に届けること
に楽しさを感じています。（プチ勤務の先輩 岡田さん）

仕事内容：皮の裁断・コバ塗り・糸始末など鞄づくりの工程作業、出荷前の検品など（在宅作業も相談可）

火・木・金

勤務地の外観

どんな職場？

午前しっかり♪

無理ない時間帯♪

たくさんの人がそれぞれの担当を担い協力しあって１つの鞄が出来
上がるときや、自分が関わった鞄が全国各地の店舗に並んでいるの
を見たときにはとてもやりがいを感じます！

このお仕事のやりがいPOINT

プチ勤務の先輩多数活躍中！鞄づくりに
直接たずさわれる各工程作業・検品など

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 社員登用有

残業なし

能力昇給有

平日のみ

ミシン縫製作業

勤務開始時期：①即日②2020年4月21日頃（保育園慣らし保育終了時期）
雇用形態：パート 雇用契約期間：1年（更新有）その他：年齢不問、
6か月～能力に応じ昇給有、25日に翌月シフト申請＆変更も可

〔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。
応募の際には改めて各事業所の問合せ先に求人内容をご確認ください。
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。社内規定等の確認を行ってください。

「お仕事カタログ２０１９」に関するお問合せ先：
豊岡市ワークイノベーション推進室 TEL：0796-21-9004 Email：w-innv@city.toyooka.lg.jp
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ポイント①配偶者の所得税はどうなる？

ポイント②社会保険はどうなる？

ポイント③税金の支払い義務・雇用保険加入はどうなる？

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： https://workinnovation.co.jp）

あなたの働き方によって変わる！

税務・社会保険等３つのポイント

働き始めるときに知っておきたいのが、税金や社会保険、雇用保険などの仕組みです。
まずは基本ポイントを正しく押さえ、ご自身や家族にとって中長期で理想の働き方は何か？を考えてみましょう。

（※現在、配偶者の扶養対象となっている方が働く場合のポイントです）

あなたの年収
（1月支払～12月支払）

配偶者の所得税
（※配偶者の年収が1,220万円以下の場合）

①103万円以下
【あなた】は所得税が0円
【配偶者】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 【配偶者】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
【配偶者】は【あなた】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。

【配偶者】年収1,220万円以下の場合：
【あなた】年収201万6,000円未満の場合には、配偶者控除・配偶者特別控除により【配偶者】に課せられる所得税は低くなります。

あなたの年収
目安

あなたの
会社規模

社会保険の加入※
配偶者の
扶養対象

106万円以下 不問 非加入 なる

106万円超～
130万円未満

500人以下 非加入 なる

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➡あなた自身が社会保険
（健康保険・厚生年金）に加入

ならない

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➡あなた自身が社会保険（健康
保険・厚生年金）に加入

ならない

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住民税 自治体に納付する税金。年収100万円程度から負担対象（住民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

※参考：社会保険に加入することで得られるメリットは？
健康保険加入で得られるもの：出産手当金（産前産後）・出産育児一時金・傷病手当金

厚生年金保険加入で得られるもの：障害厚生年金（要件有）・あなた自身の老齢厚生年金 ※国民基礎年金よりも手厚い内容です。

収入と労働時間などの条件によって、あなた自身が社会保険に加入できるかどうかが変わります。

年収が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変わり、
労働時間が週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。


