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事業所所在地　たつの市御津町朝臣230-12
代表者名　　　岩本　信之
創業　　　　　昭和34年5月
資本金 　　　3,500万円
従業員数　　　8名
平均年齢　　　48歳
主要取引先　　官公庁

土木主任　井澤　弘明　さん

職種：土木・建築・造園
年齢：不問
採用人数：2名
勤務時間：8時から17時
休日：日祝日
給与：25万円～45万円
諸手当：有
加入保険：有
福利厚生：有

仕
事
内
容

たつの市を中心として官公庁の仕事を主にさせて頂いております。兵
庫県・たつの市のお仕事から防衛省・法務省のお仕事まで多種多様な
内容で毎回が勉強です。共に考え学びあい成長しながら仕事しません
か！！

建築・土木工事の施工管理が主な仕事内容です。それぞ
れ一名ずつ募集します。勤務地はたつの市・姫路市西部
です。仕事内容は官公庁工事の施工・工程・品質管理業
務をお願いしたいと考えてます。管理手順等の一からの
指導・相談も丁寧に行いますので初心者の方も安心して
応募下されば幸いです。

岩本土木重機株式会社

会社概要

担当 岩本信之
電話 079-322-0636
E-mail iwamoton＠skyblue.ocn.ne.jp

採用に関する問い合わせ先

採用情報

自社自慢、技術・製品等の紹介

求職者への
メッセージ

たつの市御津町で創業63年を迎えることができました。支えてくださった方々・協力してくださった業者の
方々・そして社員と家族に感謝御礼申し上げます。これからも益々頑張りますので、一緒に頑張ってみようかと
思う方を募集します。宜しくお願いします。
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事業所所在地　たつの市御津町朝臣230-12
代表者名　　　岩本　信之
創業　　　　　昭和34年5月
資本金 　　　3,500万円
従業員数　　　8名
平均年齢　　　48歳
主要取引先　　官公庁

土木主任　井澤　弘明　さん

職種：土木・建築・造園
年齢：不問
採用人数：2名
勤務時間：8時から17時
休日：日祝日
給与：25万円～45万円
諸手当：有
加入保険：有
福利厚生：有

仕
事
内
容

たつの市を中心として官公庁の仕事を主にさせて頂いております。兵
庫県・たつの市のお仕事から防衛省・法務省のお仕事まで多種多様な
内容で毎回が勉強です。共に考え学びあい成長しながら仕事しません
か！！

建築・土木工事の施工管理が主な仕事内容です。それぞ
れ一名ずつ募集します。勤務地はたつの市・姫路市西部
です。仕事内容は官公庁工事の施工・工程・品質管理業
務をお願いしたいと考えてます。管理手順等の一からの
指導・相談も丁寧に行いますので初心者の方も安心して
応募下されば幸いです。

岩本土木重機株式会社

会社概要

担当 岩本信之
電話 079-322-0636
E-mail iwamoton＠skyblue.ocn.ne.jp

採用に関する問い合わせ先

採用情報

自社自慢、技術・製品等の紹介

求職者への
メッセージ

たつの市御津町で創業63年を迎えることができました。支えてくださった方々・協力してくださった業者の
方々・そして社員と家族に感謝御礼申し上げます。これからも益々頑張りますので、一緒に頑張ってみようかと
思う方を募集します。宜しくお願いします。

事業所所在地　たつの市神岡町大住寺428-2
代表者名　　　村中　一平
創業　　　　　平成21年10月1日
資本金　　　　300万円
従業員数　　　14名
平均年齢　　　40歳
主要取引先　　コンテナハウス2040.JP 

コンテナ事業部ショールーム　マネジャー　村中　祥夏　さん

職種：CADオペレーター
年齢：問わず
採用人数：1名
勤務時間：ご相談
休日：ご相談
給与：ご相談
諸手当：通勤手当
加入保険：社会保険　労働保険

仕
事
内
容

初めまして！株式会社ゲンイチ　コンテナ事業部の村中　祥夏と申し
ます。明るく楽しい職場であなたのスキルを生かしませんか。是非ご
応募お待ちしております。

営業担当と打合せの元、建築用コンテナの平面図、立面
図、パース図を描くお仕事です。　　　　

株式会社ゲンイチ

会社概要

担当 村中　一平
電話 0791-65-2601
E-mail muranaka@2040hyogo.jp

採用に関する問い合わせ先

採用情報

自社自慢、技術・製品等の紹介

求職者への
メッセージ

弊社取り扱いの建築用コンテナは、これまで流通してきたISO規格の輸送用コンテナとは全く違う商品です。JIS
鋼材で組み立てられたコンテナは日本の厳しい建築基準法に適合し、構造計算ができるコンテナで、平時はもち
ろん有事の際でも地域のシェルター等に活用いただけるコンテナです。
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事業所所在地　たつの市新宮町新宮1041-2
代表者名　　　進藤　栄六
創業　　　　　大正2年（1913年）8月1日
資本金　　　　6,000万円
従業員数　　　42名
平均年齢　　　52歳
主要取引先　　兵庫県、たつの市、他官公庁、民間企業

施工本部工事部長　佐用　昌平　さん

職種：技術職（建築・土木）
年齢：18歳以上
採用人数：若干名
勤務時間：8：00～17：00
休日：日・祝・第2、4土曜　会社カレンダーに準ずる　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
給与：当社規定に基づき決定します
諸手当：資格手当、地域手当、家族手当、交通費全額支給
加入保険：健康保険、厚生年金、雇用保険、労災保険完備
福利厚生：財形貯蓄、社員研修旅行、資格支援制度、各セミ
ナー参加費補助、慶弔見舞金,退職金制度（勤続3年以上）、
パソコン購入費補助、携帯電話貸与（弊社規定）

仕
事
内
容

建築現場全体を動かす仕事ですから、覚える事がたくさんありますが
それだけ日々成長していく自分を実感できます。将来を見据えていろ
んなことにチャレンジできる方なら成長も早いでしょう。

建築技術職は建築工事の施工管理から品質・原価・工
程・安全管理などを行います。さらに設計や積算、企画
や見積もり作成など建築工事に関わる仕事全般をお任せ
します。業者の手配や、作業工程の設定、詳細図面の作
成などを行っています。現場の巡回を始め、施工に問題
が無いか、安全に作業されているかを確認します。

株式会社進藤組

会社概要

担当 大浦　伸一
電話 0791-75-0081
E-mail info@shindogumi.com

採用に関する問い合わせ先

採用情報

自社自慢、技術・製品等の紹介

求職者への
メッセージ

株式会社進藤組は、変化を的確に読み取り、絶えず一歩先を歩む姿勢で、大正2年の創業以来、たつの市の本社
を中心に、広範なエリアで街造り、建築物企画、設計、施工のニーズにお応えしてきました。今までも、これか
らも、愛するこの街・人々がより安心、安全で快適に過ごせるよう大きな発展の礎を築いていきます。

事業所所在地　たつの市新宮町下野田44-4
代表者名　　　白井　利樹
創業　　　　　昭和54年6月1日
資本金 　　　1,000万円
従業員数　　　4名
平均年齢　　　45歳
主要取引先　　兵庫県･たつの市　 企業様 個人様

代表取締役　白井　利樹　さん

職種：建設作業員 土木作業員
年齢：18歳から50歳くらい
採用人数：1名
勤務時間：約8時間(夜勤無し)
休日：会社カレンダーに準ずる
給与：初任217,500円～348,000円(経験・資格等により設定。
研修期間有。)
諸手当：通勤手当 家族手当 資格手当
加入保険：雇用保険 社会保険 厚生年金 労災保険
福利厚生：資格取得支援 慶弔見舞金 健康診断

仕
事
内
容

意欲のある方お待ちしてます。若い方や未経験の方も大丈夫。現場で
コツコツ仕事を覚え身に着けていきましょう。工務店の仕事は工程を
経て完成につながる達成感があり、喜んで頂ける楽しさがあります。
ぜひ一緒に！

新宮町にある本社を拠点に、建築・土木工事一式を請負
う会社です。個人のお客様はもちろん、大手企業様から
の工事依頼も受け、ご希望に沿った形に仕上げますの
で、高い評価とご信頼をいただいております。建築工
事・土木工事・舗装工事・鉄筋工事・生コン打設・各種
片付け・その他手元作業等、仕事内容は様々です。

大和工務店株式会社

会社概要

担当 白井
電話 0791-75-3505
E-mail daiwa3505@mist.ocn.ne.jp

採用に関する問い合わせ先

採用情報

自社自慢、技術・製品等の紹介

求職者への
メッセージ

デスクワークよりも現場で体を使った仕事がしたい！という方。モノ作りがしたい！という方。将来、建設現場
で工事一式を請負う自分を想像できる方。一緒に工務店を盛り上げてくださる方を、お待ちしております。初心
者歓迎です。各作業に専門の職人さんを配置しますので一緒に作業してください。毎日変化のある仕事です。
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事業所所在地　たつの市新宮町新宮1041-2
代表者名　　　進藤　栄六
創業　　　　　大正2年（1913年）8月1日
資本金　　　　6,000万円
従業員数　　　42名
平均年齢　　　52歳
主要取引先　　兵庫県、たつの市、他官公庁、民間企業

施工本部工事部長　佐用　昌平　さん

職種：技術職（建築・土木）
年齢：18歳以上
採用人数：若干名
勤務時間：8：00～17：00
休日：日・祝・第2、4土曜　会社カレンダーに準ずる　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
給与：当社規定に基づき決定します
諸手当：資格手当、地域手当、家族手当、交通費全額支給
加入保険：健康保険、厚生年金、雇用保険、労災保険完備
福利厚生：財形貯蓄、社員研修旅行、資格支援制度、各セミ
ナー参加費補助、慶弔見舞金,退職金制度（勤続3年以上）、
パソコン購入費補助、携帯電話貸与（弊社規定）

仕
事
内
容

建築現場全体を動かす仕事ですから、覚える事がたくさんありますが
それだけ日々成長していく自分を実感できます。将来を見据えていろ
んなことにチャレンジできる方なら成長も早いでしょう。

建築技術職は建築工事の施工管理から品質・原価・工
程・安全管理などを行います。さらに設計や積算、企画
や見積もり作成など建築工事に関わる仕事全般をお任せ
します。業者の手配や、作業工程の設定、詳細図面の作
成などを行っています。現場の巡回を始め、施工に問題
が無いか、安全に作業されているかを確認します。

株式会社進藤組

会社概要

担当 大浦　伸一
電話 0791-75-0081
E-mail info@shindogumi.com

採用に関する問い合わせ先

採用情報

自社自慢、技術・製品等の紹介

求職者への
メッセージ

株式会社進藤組は、変化を的確に読み取り、絶えず一歩先を歩む姿勢で、大正2年の創業以来、たつの市の本社
を中心に、広範なエリアで街造り、建築物企画、設計、施工のニーズにお応えしてきました。今までも、これか
らも、愛するこの街・人々がより安心、安全で快適に過ごせるよう大きな発展の礎を築いていきます。

事業所所在地　たつの市新宮町下野田44-4
代表者名　　　白井　利樹
創業　　　　　昭和54年6月1日
資本金 　　　1,000万円
従業員数　　　4名
平均年齢　　　45歳
主要取引先　　兵庫県･たつの市　 企業様 個人様

代表取締役　白井　利樹　さん

職種：建設作業員 土木作業員
年齢：18歳から50歳くらい
採用人数：1名
勤務時間：約8時間(夜勤無し)
休日：会社カレンダーに準ずる
給与：初任217,500円～348,000円(経験・資格等により設定。
研修期間有。)
諸手当：通勤手当 家族手当 資格手当
加入保険：雇用保険 社会保険 厚生年金 労災保険
福利厚生：資格取得支援 慶弔見舞金 健康診断

仕
事
内
容

意欲のある方お待ちしてます。若い方や未経験の方も大丈夫。現場で
コツコツ仕事を覚え身に着けていきましょう。工務店の仕事は工程を
経て完成につながる達成感があり、喜んで頂ける楽しさがあります。
ぜひ一緒に！

新宮町にある本社を拠点に、建築・土木工事一式を請負
う会社です。個人のお客様はもちろん、大手企業様から
の工事依頼も受け、ご希望に沿った形に仕上げますの
で、高い評価とご信頼をいただいております。建築工
事・土木工事・舗装工事・鉄筋工事・生コン打設・各種
片付け・その他手元作業等、仕事内容は様々です。

大和工務店株式会社

会社概要

担当 白井
電話 0791-75-3505
E-mail daiwa3505@mist.ocn.ne.jp

採用に関する問い合わせ先

採用情報

自社自慢、技術・製品等の紹介

求職者への
メッセージ

デスクワークよりも現場で体を使った仕事がしたい！という方。モノ作りがしたい！という方。将来、建設現場
で工事一式を請負う自分を想像できる方。一緒に工務店を盛り上げてくださる方を、お待ちしております。初心
者歓迎です。各作業に専門の職人さんを配置しますので一緒に作業してください。毎日変化のある仕事です。
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事業所所在地　たつの市神岡町沢田931
代表者名　　　菅森　勝博
創業　　　　　平成17年1月11日
資本金　　　　300万円
従業員数　　　29名
平均年齢　　　38歳
主要取引先　　旭化成ホームズ株式会社、住友林業株式会社他

工事課　入社4年目　宮野　裕俊　さん

職種：施工スタッフ
年齢：概ね45歳位まで（経験考慮）
採用人数：若干名
勤務時間：8：00～17：00
休日：土・日・祝（GW・夏季・年末年始長期休暇あり）
給与：210,000円～
諸手当：休日手当、通勤手当、役職手当他
加入保険：各種社会保険
福利厚生：産休・育児休暇　介護休暇　社宅　年次健康診断
資格取得支援　

仕
事
内
容

この仕事の魅力は、今も将来的にも必ず人の力が必要とされる所だと
思います。AIやロボットでは出来ない【職人の技】を４年間の間に身
に着けていた事で、コロナ禍でも収入が下がることはなかったです。

新築・リフォーム現場にて足場の組立・解体作業です。
住宅用足場がメインなので高い所が苦手な方でもすぐに
慣れることができ、安心して働けます。
大手ハウスメーカーの仕事を受注しているので安定した
仕事量があります！
年齢・学歴・職歴・性別一切問いません。
真面目に取り組んで頂ける方を募集しています。

有限会社テックビルド兵庫

会社概要

担当 渡邊
電話 0791-62-4090
E-mail info@tec-hyogo.jp

採用に関する問い合わせ先

採用情報

自社自慢、技術・製品等の紹介

求職者への
メッセージ

高所作業では必須の『足場』という役割を「安全」「衛生」「快適」の３つのコンセプトで提供し、作業員の施
工中の安全確保と足場の品質管理も図るために自主的に安全パトロールの活動を定期的に実施しています。また
外国人技能実習生の受入れを積極的に行っていますので、国際交流の一端にも役立てることができます。　
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事業所所在地　たつの市神岡町沢田931
代表者名　　　菅森　勝博
創業　　　　　平成17年1月11日
資本金　　　　300万円
従業員数　　　29名
平均年齢　　　38歳
主要取引先　　旭化成ホームズ株式会社、住友林業株式会社他

工事課　入社4年目　宮野　裕俊　さん

職種：施工スタッフ
年齢：概ね45歳位まで（経験考慮）
採用人数：若干名
勤務時間：8：00～17：00
休日：土・日・祝（GW・夏季・年末年始長期休暇あり）
給与：210,000円～
諸手当：休日手当、通勤手当、役職手当他
加入保険：各種社会保険
福利厚生：産休・育児休暇　介護休暇　社宅　年次健康診断
資格取得支援　

仕
事
内
容

この仕事の魅力は、今も将来的にも必ず人の力が必要とされる所だと
思います。AIやロボットでは出来ない【職人の技】を４年間の間に身
に着けていた事で、コロナ禍でも収入が下がることはなかったです。

新築・リフォーム現場にて足場の組立・解体作業です。
住宅用足場がメインなので高い所が苦手な方でもすぐに
慣れることができ、安心して働けます。
大手ハウスメーカーの仕事を受注しているので安定した
仕事量があります！
年齢・学歴・職歴・性別一切問いません。
真面目に取り組んで頂ける方を募集しています。

有限会社テックビルド兵庫

会社概要

担当 渡邊
電話 0791-62-4090
E-mail info@tec-hyogo.jp

採用に関する問い合わせ先

採用情報

自社自慢、技術・製品等の紹介

求職者への
メッセージ

高所作業では必須の『足場』という役割を「安全」「衛生」「快適」の３つのコンセプトで提供し、作業員の施
工中の安全確保と足場の品質管理も図るために自主的に安全パトロールの活動を定期的に実施しています。また
外国人技能実習生の受入れを積極的に行っていますので、国際交流の一端にも役立てることができます。　

事業所所在地　たつの市龍野町大道326-2
代表者名　　　中井　大輔
創業　　　　　昭和42年
資本金　　　　300万円
従業員数　　　16名
平均年齢　　　33歳
主要取引先　　日立造船株式会社・日鉄エックスエンジ株式会社・
　　　　　　　株式会社タクマプラント（順不同）

代表取締役　中井　大輔　さん

職種：技術職
年齢：新卒
採用人数：4名
勤務時間：8：00～17：00
休日：日曜、土曜（不定）、年末年始、夏季休暇、年次有給
休暇、慶弔休暇
給与：大学生　205,000円
諸手当：家族手当、通勤手当、役付手当、精勤手当、住宅手
当 ほか
加入保険：健康保険、厚生年金保険、雇用保険、労災保険
福利厚生：奨学金補助制度、資格お祝い金制度、全社員iPad
支給 ほか

仕
事
内
容

地元たつの市で、長く楽しく働きたい方！！
私たちの機械類の点検整備・修理などの仕事は、「手に職がつく」タ
イプの仕事です。
きっとこれからの皆さんの一生の財産になりますよ！

火力発電所や様々な工場の安全弁や仕切弁など様々な流
体の流れを止めるバルブ、流れをつくるポンプなどの回
転機器の点検整備・修理を行っています。
機械の組立て・調整の作業の際は、時に1/100ｍｍの単位
で調整を行ったりする仕事もあります。

有限会社中井工業

会社概要

担当 松田
電話 0791-64-2022
E-mail nakai-gyoumu@outlook.jp

採用に関する問い合わせ先

採用情報

自社自慢、技術・製品等の紹介

求職者への
メッセージ

自分たちが担当した業務で、お客様が喜んでくださる様子を身近で感じることができるので、やりがいは大きい
仕事です。規模は小さいですが、私たちの会社ならではだと思います。
また平均年齢が33歳と、若い世代が中心の会社であることも特徴です。年が近いこともあり、みんな気さくで仲
が良い会社です！
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事業所所在地　たつの市龍野町末政225-1
代表者名　　　上田　和彦
創業　　　　　平成19年4月1日
資本金　　　　500万円
従業員数　　　8名
平均年齢　　　32歳

工事部　班長　小島　さん

職種：①建設現場スタッフ　※未経験・アルバイト歓迎
　　　②配管工・溶接工（経験者）
年齢：18歳以上
採用人数：10名
勤務時間：8：00～17：00（休憩120分）
①工場作業日早終わり応相談
休日：土曜・日曜・夏季・年末年始　※繁忙により出勤の場合も有
給与：①時給1200円～1500円　②月給30万円以上
※経験により異なる。面接時決定
※年収例/年収720万円（月/60万円）31歳　経験14年（施工管理
+現場作業）
勤務地：工場（たつの市）、兵庫県南西部中心の各現場
※出張有（出張手当・食事手当有）
諸手当：役職手当、残業手当、深夜手当、交通費支給（会社規定）
加入保険：健康保険（建設国保）、厚生年金、雇用保険、建退共制度加入
福利厚生：有（会社負担）

仕
事
内
容

僕も未経験から始めました。建設業の中でも『配管』という仕事
は難しい所や覚える所もありますが、出来る事が増えると自分の
スキルUPと共に収入もUP！休日に趣味を思いっきり楽しめます
よ！一緒に働こう！

図面に合わせ鉄やステンレス等の配管を切り、溶接、組
立し、作った製品を現地に取付に行ったりします。①道
具の名前や建設業のルールから覚えていきます。先輩社
員の補佐につきながら一つずつ仕事を覚えていってくだ
さい。②経験年数や経歴によって現地調査から見積、施
工管理などもお任せしていきます。

株式会社和工業

会社概要

担当 総務部
電話 0791-64-0753
E-mail nagomi_daihyou@nagomikogyo.co.jp

採用に関する問い合わせ先

採用情報

自社自慢、技術・製品等の紹介

求職者への
メッセージ

仕事に必要な資格は会社負担で取得が可能です。弊社のスタッフは、施工管理＆技能士の資格を持っていますの
で技術力が自慢です。また、スピード感もあるので、確かな技術をお客様の納期に合わせて納品する事が可能で
す。自社工場も有り。
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事業所所在地　たつの市龍野町末政225-1
代表者名　　　上田　和彦
創業　　　　　平成19年4月1日
資本金　　　　500万円
従業員数　　　8名
平均年齢　　　32歳

工事部　班長　小島　さん

職種：①建設現場スタッフ　※未経験・アルバイト歓迎
　　　②配管工・溶接工（経験者）
年齢：18歳以上
採用人数：10名
勤務時間：8：00～17：00（休憩120分）
①工場作業日早終わり応相談
休日：土曜・日曜・夏季・年末年始　※繁忙により出勤の場合も有
給与：①時給1200円～1500円　②月給30万円以上
※経験により異なる。面接時決定
※年収例/年収720万円（月/60万円）31歳　経験14年（施工管理
+現場作業）
勤務地：工場（たつの市）、兵庫県南西部中心の各現場
※出張有（出張手当・食事手当有）
諸手当：役職手当、残業手当、深夜手当、交通費支給（会社規定）
加入保険：健康保険（建設国保）、厚生年金、雇用保険、建退共制度加入
福利厚生：有（会社負担）

仕
事
内
容

僕も未経験から始めました。建設業の中でも『配管』という仕事
は難しい所や覚える所もありますが、出来る事が増えると自分の
スキルUPと共に収入もUP！休日に趣味を思いっきり楽しめます
よ！一緒に働こう！

図面に合わせ鉄やステンレス等の配管を切り、溶接、組
立し、作った製品を現地に取付に行ったりします。①道
具の名前や建設業のルールから覚えていきます。先輩社
員の補佐につきながら一つずつ仕事を覚えていってくだ
さい。②経験年数や経歴によって現地調査から見積、施
工管理などもお任せしていきます。

株式会社和工業

会社概要

担当 総務部
電話 0791-64-0753
E-mail nagomi_daihyou@nagomikogyo.co.jp

採用に関する問い合わせ先

採用情報

自社自慢、技術・製品等の紹介

求職者への
メッセージ

仕事に必要な資格は会社負担で取得が可能です。弊社のスタッフは、施工管理＆技能士の資格を持っていますの
で技術力が自慢です。また、スピード感もあるので、確かな技術をお客様の納期に合わせて納品する事が可能で
す。自社工場も有り。

事業所所在地　たつの市新宮町觜崎161
代表者名　　　志水　照実
創業　　　　　昭和46年11月8日
資本金　　　　2,000万円
従業員数　　　5名
平均年齢　　　50歳
主要取引先　　イトメン㈱・新宮運送㈱・茨木塗料㈱

従業員一同

職種：電気工事業・管工事業・消防施設
年齢：～50歳まで
採用人数：2名
勤務時間：8：00～17：00
休日：日曜日・祝日　週休二日制
給与：初任給180,000円～　能力に応じて決定いたします
諸手当：通勤手当・資格手当・賞与手当等
加入保険：雇用保険・健康保険・厚生年金
福利厚生：退職金共済
　　　　　　

仕
事
内
容

少人数でアットホームな会社です。初心者の方でも丁寧に指導い
たしますので電気工事に興味がある方、経験のある方は気軽に連
絡お願い致します。

屋内外の配線工事・冷暖房設備工事・高圧電気設備工
事・工場内電気設備工事

株式会社志水電気

会社概要

担当 志水秀作
電話 0791-75-1298
E-mail shimizu-e@gaia.eonet.ne.jp

採用に関する問い合わせ先

採用情報

自社自慢、技術・製品等の紹介

求職者への
メッセージ

社員数は少ないですが高い技術力を持ち、50年の蓄積されたノウハウと技術をお客様に合ったニーズを提案し満
足していただけるよう、常に努力しています。仕事への責任感と達成感を感じることが出来るやりがいのある仕
事です。
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事業所所在地　たつの市新宮町大屋668-12
代表者名　　　木南　一志
創業　　　　　昭和37年11月1日
資本金 　　　3,000万円
従業員数　　　92名
平均年齢　　　45歳
主要取引先　　日触物流株式会社、株式会社ＪＳＰ、
　　　　　　　西日本衛材株式会社

本社営業所　藤岡　透壱(ﾌｼﾞｵｶ ﾄｳｲ)　さん

職種：トラックドライバー(4トン車)
年齢：45歳くらいまで(応相談)
採用人数：2～3名
勤務時間：8時～17時　※ただし配達先の場所や納品時間
帯など運行行程により変動します。
休日：日曜、祝日、その他指定休日
給与：26万円～34万円　※運行内容により変動します。
諸手当：無事故手当、家族手当、作業手当、通勤手当等
加入保険：健康・厚生年金・雇用・労災
福利厚生：育児休暇、介護休暇、特別休暇制度、慶弔見舞金、
確定拠出年金制度、資格取得支援制度、脳MRI健診費用会社
負担、※その他の車種(大型トラック、タンクローリー)につい
ても募集していますのでお気軽にお問い合わせください。

仕
事
内
容

私は入社当初は2トントラック担当でしたが、現在は４トントラックで
仕事をしています。当社は資格取得支援制度もあって将来的には大型
トラックに乗務することを目標にしています。私達と一緒に仕事しま
しょう。

トラックによる輸送業務　近距離・中距離がメインで
す。積込、輸送(運行)、荷卸し、その他付随作業を行って
いただきます。運ぶ荷物は主に発泡スチロール製品、ト
イレットペーパー等です。配達エリアは主に近畿、北
陸、中部、中国地方となります。未経験の方は横乗りか
ら指導いたしますのでご安心ください。

株式会社新宮運送

会社概要

担当 木南晋一
電話 0791-75-1212

採用に関する問い合わせ先

採用情報

自社自慢、技術・製品等の紹介

求職者への
メッセージ

『小鳥』のマークの新宮運送。運んでいるのは化学製品や発泡スチロール製品、トイレットペーパーなど私たち
の生活に欠かせないものです。安全輸送を第一に様々な取り組みを行っています。その一例として無事故・無違
反・無トラブルの継続4000日達成を目指すS-DEC（エスデック）運動を実施しています。
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事業所所在地　たつの市新宮町新宮1068-34
代表者名　　　木南　晋一
創業　　　　　平成7年11月8日
資本金　　　　2,000万円
従業員数　　　33名
平均年齢　　　52歳
主要取引先　　御津町園芸組合、株式会社ニップン

主任　垣谷　昌宏　さん

職種：トラックドライバー
年齢：特になし（定年65歳まで）
採用人数：2名
勤務時間：納品地等の諸条件によって異なる
休日：日祝日を基本とする。（GW、お盆、年末休暇あり）
給与：23万円～28万円程度（総額）
諸手当：通勤手当、無事故手当等あり
加入保険：兵庫県運輸業健康保険組合、厚生年金等
福利厚生：中小企業退職金共済加入、確定拠出年金制度

仕
事
内
容

当社に入社された方は、運転手未経験の方も多くおられます。車に興
味があったり、遠方へ行ってみたいなど思いは色々でも地元で働きた
い！という方は是非お問い合わせお待ちしております！

3ｔトラックもしくは4ｔトラックにて、京阪神を中心に
配送業務を行っています。基本的には日帰りできる内容
がほとんどですが、東海方面や北陸方面への輸送依頼が
ある場合もあります。輸送は、食品原料や青果物、廃畳
等の産業廃棄物と多岐にわたりますが、入社後先輩社員
の指導を基に手順を覚えてもらいます。

常磐運輸株式会社

会社概要

担当 採用担当
電話 ０７９１－７５－３８８３
E-mail tokiwaun@poppy.ocn.ne.jp

採用に関する問い合わせ先

採用情報

自社自慢、技術・製品等の紹介

求職者への
メッセージ

当社は、播磨地域を中心に生産された青果物や特産品、その原料となる食品原料を輸送しています。構成する年
齢層も幅広く、たつの、佐用、宍粟等西播磨地域の方が在籍しています。基本的には日帰りできる地域への輸送
をになっております。　

事業所所在地　たつの市新宮町大屋668-12
代表者名　　　木南　一志
創業　　　　　昭和37年11月1日
資本金 　　　3,000万円
従業員数　　　92名
平均年齢　　　45歳
主要取引先　　日触物流株式会社、株式会社ＪＳＰ、
　　　　　　　西日本衛材株式会社

本社営業所　藤岡　透壱(ﾌｼﾞｵｶ ﾄｳｲ)　さん

職種：トラックドライバー(4トン車)
年齢：45歳くらいまで(応相談)
採用人数：2～3名
勤務時間：8時～17時　※ただし配達先の場所や納品時間
帯など運行行程により変動します。
休日：日曜、祝日、その他指定休日
給与：26万円～34万円　※運行内容により変動します。
諸手当：無事故手当、家族手当、作業手当、通勤手当等
加入保険：健康・厚生年金・雇用・労災
福利厚生：育児休暇、介護休暇、特別休暇制度、慶弔見舞金、
確定拠出年金制度、資格取得支援制度、脳MRI健診費用会社
負担、※その他の車種(大型トラック、タンクローリー)につい
ても募集していますのでお気軽にお問い合わせください。

仕
事
内
容

私は入社当初は2トントラック担当でしたが、現在は４トントラックで
仕事をしています。当社は資格取得支援制度もあって将来的には大型
トラックに乗務することを目標にしています。私達と一緒に仕事しま
しょう。

トラックによる輸送業務　近距離・中距離がメインで
す。積込、輸送(運行)、荷卸し、その他付随作業を行って
いただきます。運ぶ荷物は主に発泡スチロール製品、ト
イレットペーパー等です。配達エリアは主に近畿、北
陸、中部、中国地方となります。未経験の方は横乗りか
ら指導いたしますのでご安心ください。

株式会社新宮運送

会社概要

担当 木南晋一
電話 0791-75-1212

採用に関する問い合わせ先

採用情報

自社自慢、技術・製品等の紹介

求職者への
メッセージ

『小鳥』のマークの新宮運送。運んでいるのは化学製品や発泡スチロール製品、トイレットペーパーなど私たち
の生活に欠かせないものです。安全輸送を第一に様々な取り組みを行っています。その一例として無事故・無違
反・無トラブルの継続4000日達成を目指すS-DEC（エスデック）運動を実施しています。
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事業所所在地　たつの市新宮町新宮555
代表者名　　　黒田　秀規
創業　　　　　平成19年2月1日
資本金　　　　1,000万円
従業員数　　　59名
平均年齢　　　47.44歳
主要取引先　　嘱託医：かんだ内科クリニック
　　　　　　　　　　　うえだハートクリニック

介護部　松浦　聡志　さん

職種：高齢者介護
年齢：18歳～65歳
採用人数：2名
勤務時間：シフト制
　7：00～16：00　　8：30～17：30
　10：00～19：00　12：00～21：00
　17：00～翌9：00（夜勤）　短時間パートも相談可
休日：週休2日制（勤務表による）
6か月経過後年次有給休暇日数10日
給与：203,000円～239,100円
諸手当：皆勤手当5,000円　扶養手当4,000円～22,000円
　　　　主任手当5,000円～10,000円
加入保険：雇用　労災　健康　厚生
福利厚生：未経験者は、「初任者研修」受講費を当社で負担、
研修日は勤務扱い。

仕
事
内
容

アムール新宮では、お一人おひとりに合った“個別ケア”を目標に掲げ、
日々の介護に取り組んでいます。指導はマンツーマンで行います。入
居者様の生活を一緒に明るく支えて頂ける方、お待ちしています！

・65歳以上の自立者を含む高齢者への支援。
・介護を必要とする方への心身の介護（食事・入浴・排
泄・余暇支援等）
・生活支援（リネン交換、買物支援等）

介護付有料老人ホーム
アムール新宮

会社概要

担当 神谷
電話 0791-75-5558
E-mail m.kamiya@a-shingu.com

採用に関する問い合わせ先

採用情報

自社自慢、技術・製品等の紹介

求職者への
メッセージ

アムール新宮は、ご夫婦でのご入居（自立・要介護問わず）や、介護認定を受けていないお元気な方、医療的ケ
ア（経管栄養、インスリン注射、ストマ交換など）が必要な方、認知症のあられる方などたくさんの方にご入居
頂いています。看護職員が２４時間常駐しているので、入居者様だけでなく、介護職員も安心して働けます。
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事業所所在地　たつの市新宮町千本2294-1
代表者名　　　村上　真之助
創業　　　　　平成10年3月5日
従業員数　　　39名
平均年齢　　　52歳

栄養士　村上　和泉　さん

職種：支援員、看護師
年齢：60歳まで
採用人数：支援員2名、看護師1名
勤務時間：日勤（9:00～17:15）、その他シフトによる。
夜勤あり（支援員）
休日：月8～9日（年間100日）学校行事等の休みを考慮します
給与（諸手当を含む）：
　支援員224,200円～310,000円
　看護師229,000円～291,000円
諸手当：通勤、住居、扶養、資格、調整、処遇改善手当
加入保険：健康保険、厚生年金、雇用保険、労災保険
福利厚生：永年勤続表彰、制服貸与他
賞与：4.5ヵ月
職場見学・職場体験可能です。お気軽にご連絡ください。

仕
事
内
容

入職して自分が思っていた不安が払拭されました。障害があるからと
いって何も出来ない訳ではないです。偏見がある社会で強く生きてい
ます。真っ直ぐな利用者に一度会ってみて下さい。

【支援員】
知的障害者に農作業（野菜づくり）や紙すき等の作業を
一緒に行い、自立を促します。また、必要な利用者に食
事・排泄・入浴等の介助を同性介助で行います。未経験
の方も歓迎。
【看護師】
安心した生活が送れるよう利用者・職員の健康管理。受
診対応及び配薬管理。

社会福祉法人アルーラ福祉会

会社概要

担当 西村
電話 0791-75-1562
E-mail tss-flower21@cap.ocn.ne.jp

採用に関する問い合わせ先

採用情報

自社自慢、技術・製品等の紹介

求職者への
メッセージ

都会では感じることが出来ない自然豊かな施設です。野菜を一緒に作り、食に対して大切さを知る。紙製品作り
は、名刺やはがきなど個々に活躍できる場を増やし、モノの大切さ、生きることについて考えることができると
思います。

事業所所在地　たつの市新宮町新宮555
代表者名　　　黒田　秀規
創業　　　　　平成19年2月1日
資本金　　　　1,000万円
従業員数　　　59名
平均年齢　　　47.44歳
主要取引先　　嘱託医：かんだ内科クリニック
　　　　　　　　　　　うえだハートクリニック

介護部　松浦　聡志　さん

職種：高齢者介護
年齢：18歳～65歳
採用人数：2名
勤務時間：シフト制
　7：00～16：00　　8：30～17：30
　10：00～19：00　12：00～21：00
　17：00～翌9：00（夜勤）　短時間パートも相談可
休日：週休2日制（勤務表による）
6か月経過後年次有給休暇日数10日
給与：203,000円～239,100円
諸手当：皆勤手当5,000円　扶養手当4,000円～22,000円
　　　　主任手当5,000円～10,000円
加入保険：雇用　労災　健康　厚生
福利厚生：未経験者は、「初任者研修」受講費を当社で負担、
研修日は勤務扱い。

仕
事
内
容

アムール新宮では、お一人おひとりに合った“個別ケア”を目標に掲げ、
日々の介護に取り組んでいます。指導はマンツーマンで行います。入
居者様の生活を一緒に明るく支えて頂ける方、お待ちしています！

・65歳以上の自立者を含む高齢者への支援。
・介護を必要とする方への心身の介護（食事・入浴・排
泄・余暇支援等）
・生活支援（リネン交換、買物支援等）

介護付有料老人ホーム
アムール新宮

会社概要

担当 神谷
電話 0791-75-5558
E-mail m.kamiya@a-shingu.com

採用に関する問い合わせ先

採用情報

自社自慢、技術・製品等の紹介

求職者への
メッセージ

アムール新宮は、ご夫婦でのご入居（自立・要介護問わず）や、介護認定を受けていないお元気な方、医療的ケ
ア（経管栄養、インスリン注射、ストマ交換など）が必要な方、認知症のあられる方などたくさんの方にご入居
頂いています。看護職員が２４時間常駐しているので、入居者様だけでなく、介護職員も安心して働けます。



医
療
・
福
祉

45

事業所所在地　たつの市誉田町福田780-3
代表者名　　　理事長　西川　光明
創業　　　　　昭和62年4月
従業員数　　　600名
平均年齢　　　42歳

西はりまリハビリテーションセンター　梅田　さん

職種：介護職員
年齢：不問（60歳定年）
採用人数：２名
勤務時間：7：00～16：00
10：00～19：00　17：00～9：00
休日：112日（夜勤者96日）
給与：180,160円（大学卒）
諸手当：業務手当　5,600円　処遇改善手当　35,000円～
特定処遇改善手当　2,000円～
新処遇改善手当　6,000円
その他手当交通費、住宅手当、資格手当
加入保険：健康保険、厚生年金、雇用保険、労災
福利厚生：賞与3.5ケ月　退職手当共済制度あり
資格取得支援　就職祝い金　時間有給休暇

職種：介護職員
年齢：不問（６０歳定年）
採用人数：２名
勤務時間：７：００～１６：００
１０：００～１９：００　１７：００～９：００
休日：１１２日（夜勤者９６日）
給与：１８０，１６０円～
諸手当：業務手当　５，６００円　処遇改善手当　３５，０００円～　
特定処遇改善手当　２，０００円～　
新処遇改善手当　６，０００円　その他手当交通費、住宅手当、
資格手当
加入保険：健康保険、厚生年金、雇用保険、労災
福利厚生：賞与３．５ケ月　退職手当共済制度あり　
資格取得支援　就職祝い金　時間有給休暇

仕
事
内
容

介護の知識や技術・資格等が無くても、丁寧に指導させていただ
きますので、「やってみたい」という気持ちがあれば大丈夫で
す。やりがいと魅力のある福祉の仕事にチャレンジしましょう。

入居者への介護業務及び生活全般の支援
居室で、入居（利用）の方に、食事・入浴・トイレなど
の介護や日常生活上の支援

社会福祉法人円勝会

会社概要

担当 前田
電話 0791-63-3053
E-mail saiyou@enshoukai.com

採用に関する問い合わせ先

採用情報

自社自慢、技術・製品等の紹介

求職者への
メッセージ

円勝会では、「高齢者支援」だけでなく、「障がい者支援」「カフェ運営」など幅広い事業を手掛けています。
そしてそれらのどの事業にも共通しているのが「心動く仕事」であること。
円勝会は、働く仲間や利用者など、様々なチャレンジを応援しています。
あなたの心を動かし、笑顔になれるチャレンジをしてみませんか？
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事業所所在地　たつの市揖西町小神1551
代表者名　　　德永　憲威
創業　　　　　昭和63年3月
資本金　　　　2億8,000万円
従業員数　　　310名（男98名/女212名）
平均年齢　　　38歳

老健　旭陽　介護副主任　川口　さん

介護職　【特養・老健・デイサービス他】
給与　月給203,230円～277,350円
別途　資格手当10,000円（介護福祉士）※賞与年3回（5.7.12月）
看護職  【特養・老健・看多機・デイＳ他】
給与　月給200,000円～281,740円
※日勤のみ可能　※別途処遇改善手当あり
※特定処遇期末賞与（5月末）規定による
リハビリ職（PT・OT)　【入所・通所・訪問】
給与　月給200,000円～244,360円
※別途処遇改善手当あり　※特定処遇期末賞与（5月末）規定による
【共通】採用予定人数5名
勤務時間/ 7：30～19：00（8時間シフト制）
              16：45～(夜勤）20：30～（夜勤）
休日/週休2日制（年間114日）
昇給年1回、各種保険完備、交通費別途支給
住宅手当、残業手当、その他福利厚生有
　  パート職員もご相談ください！
960円～1,540円（職種による）

仕
事
内
容

当施設は未経験者からベテランの方まで様々な方が活躍されていま
す。プリセプター制度の導入をしており教育体制も整っておりますの
で安心して働いて頂けます。当施設で一緒に働いて頂ける方をお待ち
しております。

介護職
食事・入浴・排泄等の介助
日常生活全般のお世話及びレクリエーションなど。
看護職
健康管理、服薬管理、バイタルチェック、医療機関受診の付添い、
その他医療ケア全般。
リハビリ職　PT・OT
入所・通所・訪問の個別リハビリ
身体の機能回復訓練や福祉用具などの使用方法や助言など身体機能
回復についてのご相談など。

社会福祉法人桑の実園福祉会

会社概要

担当 猪澤・岩本
電話 0791-66-1360
E-mail m_izawa@kuwanomien.jp

採用に関する問い合わせ先

採用情報

自社自慢、技術・製品等の紹介

求職者への
メッセージ

◎たつの市内に20以上有る事業所を組み合わせて【利用者本位】の立場に立った運営を行っております。
◎創業35年以上の実績
◎事業所内託児所を完備し、送迎付き学童保育も利用できます。（託児利用料半額）
◎資格取得支援制度・資格取得祝い金制度あり。
◎1日就業体験可！お気軽にお問い合せ下さい！

　  

事業所所在地　たつの市誉田町福田780-3
代表者名　　　理事長　西川　光明
創業　　　　　昭和62年4月
従業員数　　　600名
平均年齢　　　42歳

西はりまリハビリテーションセンター　梅田　さん

職種：介護職員
年齢：不問（60歳定年）
採用人数：２名
勤務時間：7：00～16：00
10：00～19：00　17：00～9：00
休日：112日（夜勤者96日）
給与：180,160円（大学卒）
諸手当：業務手当　5,600円　処遇改善手当　35,000円～
特定処遇改善手当　2,000円～
新処遇改善手当　6,000円
その他手当交通費、住宅手当、資格手当
加入保険：健康保険、厚生年金、雇用保険、労災
福利厚生：賞与3.5ケ月　退職手当共済制度あり
資格取得支援　就職祝い金　時間有給休暇

職種：介護職員
年齢：不問（６０歳定年）
採用人数：２名
勤務時間：７：００～１６：００
１０：００～１９：００　１７：００～９：００
休日：１１２日（夜勤者９６日）
給与：１８０，１６０円～
諸手当：業務手当　５，６００円　処遇改善手当　３５，０００円～　
特定処遇改善手当　２，０００円～　
新処遇改善手当　６，０００円　その他手当交通費、住宅手当、
資格手当
加入保険：健康保険、厚生年金、雇用保険、労災
福利厚生：賞与３．５ケ月　退職手当共済制度あり　
資格取得支援　就職祝い金　時間有給休暇

仕
事
内
容

介護の知識や技術・資格等が無くても、丁寧に指導させていただ
きますので、「やってみたい」という気持ちがあれば大丈夫で
す。やりがいと魅力のある福祉の仕事にチャレンジしましょう。

入居者への介護業務及び生活全般の支援
居室で、入居（利用）の方に、食事・入浴・トイレなど
の介護や日常生活上の支援

社会福祉法人円勝会

会社概要

担当 前田
電話 0791-63-3053
E-mail saiyou@enshoukai.com

採用に関する問い合わせ先

採用情報

自社自慢、技術・製品等の紹介

求職者への
メッセージ

円勝会では、「高齢者支援」だけでなく、「障がい者支援」「カフェ運営」など幅広い事業を手掛けています。
そしてそれらのどの事業にも共通しているのが「心動く仕事」であること。
円勝会は、働く仲間や利用者など、様々なチャレンジを応援しています。
あなたの心を動かし、笑顔になれるチャレンジをしてみませんか？
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事業所所在地　たつの市揖保町栄93-11
代表者名　　　竹中　一功
創業　　　　　平成23年7月20日
従業員数　　　正社員13名　パート5名
平均年齢　　　33歳
主要取引先　　福祉関係機関、民間一般企業

統括　片岡　秀樹　さん

職種：支援員兼コーディネーター
年齢：30歳以下(キャリア形成のため)
採用人数：1名
勤務時間：8：00～17：00
休日：土、日　(会社カレンダー適用、年末年始、お盆、
GW休みあり)
給与：初任給22万円～
諸手当：交通費別途、1万円支給
加入保険：雇用、労災、健康、厚生
福利厚生：育児休業取得実績あり

仕
事
内
容

(G)頑張る(H)人を(O)応援します、を合言葉に8年間、支援員として携わ
ってきました。支援では思うようにいかないことの連続でしたが、情
熱を持って向き合えば、何かしら形が見えてくることが分かりまし
た。

利用者さんの「就職したい」「充実した生活を送りた
い」などの目標を一緒に実現するお手伝いをして頂きま
す。軽度な障害を持たれている方が多く、作業に出向い
た企業への就職実現に力を入れています。仕事内容は、
農業、組立、内職などの仕事を利用者さんと一緒に行
い、その人に合った仕事が出来るよう支援していきま
す。

NPO法人たつのGHO

会社概要

担当 片岡
電話 0791-67-1327
E-mail npohoujin@tatsunogho.com

採用に関する問い合わせ先

採用情報

自社自慢、技術・製品等の紹介

求職者への
メッセージ

思い返すと10年前、スタッフ3名、利用者6名からのスタートでした。現在は、スタッフ18名、利用者50名以上
の多機能サービスを行う施設になりました。おかげさまで企業との連携も強く、これまで27名の方が就職されま
した。私達の仕事は、企業様や利用者さんの目標実現をサポートし皆さんを元気にしていく仕事です。
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事業所所在地　たつの市龍野町島田667
代表者名　　　井上　喜通
創業　　　　　昭和25年5月
資本金　　　　5,000万円
従業員数　　　203名
平均年齢　　　43歳

事務部　森崎　進　さん

職種：①看護師
　　　②ヘルパー
年齢：不問
採用人数：①②　若干名
勤務時間：シフト制による
休日：年間 113日
給与：①230,000円～
　　　②155,000円～
諸手当：資格手当、皆勤手当　等
加入保険：社会保険
福利厚生：産休、育休

仕
事
内
容

当院はアットホームな雰囲気で、ブランクのある方でも不安なく業務
を行っておられます。ヘルパー業務は資格がなくても業務は行え、入
職後資格を取得することもできます。院内保育所を併設し子育てしな
がら働けます。

①　病棟での看護業務
②　ヘルパー業務
     （入浴介助、排泄介助、食事介助 等）
【採用担当】
（TEL）0791-62-1301　（担当者）　森崎

医療法人社団緑風会　
龍野中央病院

会社概要

担当 森崎　進
電話 0791-62-1301
E-mail tch-main@tatsuno-ch.jp

採用に関する問い合わせ先

採用情報

自社自慢、技術・製品等の紹介

求職者への
メッセージ

【診療科目】　内科　循環器　消化器　糖尿病　眼科　整形外科　耳鼻咽喉科　透析リハビリテーション
【介護施設】　オアシス（訪問看護　訪問介護　通所介護居宅支援事業所）
　　　　　　　オアシス+富永（地域密着型通所介護）
　　　　　　　龍野中央病院（通所リハビリテーション）

事業所所在地　たつの市揖保町栄93-11
代表者名　　　竹中　一功
創業　　　　　平成23年7月20日
従業員数　　　正社員13名　パート5名
平均年齢　　　33歳
主要取引先　　福祉関係機関、民間一般企業

統括　片岡　秀樹　さん

職種：支援員兼コーディネーター
年齢：30歳以下(キャリア形成のため)
採用人数：1名
勤務時間：8：00～17：00
休日：土、日　(会社カレンダー適用、年末年始、お盆、
GW休みあり)
給与：初任給22万円～
諸手当：交通費別途、1万円支給
加入保険：雇用、労災、健康、厚生
福利厚生：育児休業取得実績あり

仕
事
内
容

(G)頑張る(H)人を(O)応援します、を合言葉に8年間、支援員として携わ
ってきました。支援では思うようにいかないことの連続でしたが、情
熱を持って向き合えば、何かしら形が見えてくることが分かりまし
た。

利用者さんの「就職したい」「充実した生活を送りた
い」などの目標を一緒に実現するお手伝いをして頂きま
す。軽度な障害を持たれている方が多く、作業に出向い
た企業への就職実現に力を入れています。仕事内容は、
農業、組立、内職などの仕事を利用者さんと一緒に行
い、その人に合った仕事が出来るよう支援していきま
す。

NPO法人たつのGHO

会社概要

担当 片岡
電話 0791-67-1327
E-mail npohoujin@tatsunogho.com

採用に関する問い合わせ先

採用情報

自社自慢、技術・製品等の紹介

求職者への
メッセージ

思い返すと10年前、スタッフ3名、利用者6名からのスタートでした。現在は、スタッフ18名、利用者50名以上
の多機能サービスを行う施設になりました。おかげさまで企業との連携も強く、これまで27名の方が就職されま
した。私達の仕事は、企業様や利用者さんの目標実現をサポートし皆さんを元気にしていく仕事です。
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事業所所在地　たつの市神岡町東觜崎473-5
代表者名　　　德永　金清
創業　　　　　平成6年
従業員数　　　160名
平均年齢　　　38歳

総務人事部　部長　西浦　敏夫　さん

看護職【正看】
給与　月給274,300円～341,280円
看護職【准看】
給与　月給232,400円～298,600円
看護助手
給与　月給197,000円～265,900円
　【共通】採用予定人数3名
　※夜勤4回含む　　※日勤のみ可
勤務時間　8：45～17：15（日勤）
　　　　17：00～翌9：00（夜勤）
　　　　※7時間45分（日勤）シフト制
休日/週休2日制（年間110日）
昇給年1回、各種保険完備、交通費別途支給
残業手当、その他福利厚生有
　　　　　パート職員もご相談ください！
【正看】1,350円～1,800円
夜勤１回：32,613円～40,150円
【准看】1,250円～1,700円
夜勤１回：30,940円～38,480円
　　　　Wワーク可能！！

仕
事
内
容

当院は平成6年に開院し、急性期から慢性期にわたって地元地域に根差
した医療を積極的に提供しております。5年以内にはたつの市中心部に
新築移転する計画です。職場見学等もお気軽にお問い合わせくださ
い。

　　　　　　　看護部のお仕事
看護職：外来・入院病棟のおける看護師業務
・一般、療養病床、透析室、外来での勤務
・夜勤専従も相談可
看護助手：入院患者の看護助手
患者様の生活面のケアが主な業務内容です。
救急病院として24時間救急対応を行っております！

医療法人社団仁德会　
とくなが病院

会社概要

担当 西浦・大杉
電話 0791-65-2232
E-mail toshio_nishiura@tokunaga-hospital.jp

採用に関する問い合わせ先

採用情報

自社自慢、技術・製品等の紹介

求職者への
メッセージ

　当院で働くセールスポイント
★子育て世代のママさん看護師を応援！
託児所完備、学童保育完備、子育て支援調整手当あり。
★ブランク明けでも安心して働けるプリセプター制度で安心！
確かな知識・技術をもって個人を尊重した温かい看護・介護を提供します！！
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事業所所在地　たつの市揖保町西構171-2
代表者名　　　理事長　藤田　和隆
創業　　　　　平成23年4月1日
従業員数　　　36名
平均年齢　　　42歳

小椋　さん

職種：生活支援員　看護師
年齢：不問
採用人数：若干
勤務時間：8時45分～17時30分
　　　　　生活支援員　不規則勤務有
休日：月8回　有休制度あり
給与：165,600円～207,200円
諸手当：住宅手当　夜勤手当　
　　　　通勤手当　資格手当　扶養手当
加入保険：雇用　労災　健康　厚生
福利厚生：リゾートホテル利用補助　
　　　　　スポーツ等クラブ補助　他

仕
事
内
容

学生時の実習で、職場の雰囲気に魅かれ、入職して６年になります。
今も変わらずアットホームな良い雰囲気で、年齢に関係なく、誰にで
も何でも相談できる環境にあります。まずは、どんな所か見に来てく
ださい。

知的障害者の日常支援（食事・排泄・入浴等の介助）
や、個々の障害の特性に応じた支援内容の計画、実践、
レクリエーションや外出行事等の余暇の発案　等

社会福祉法人パレット会

会社概要

担当 冨士川
電話 0791-67-1881
E-mail pr-tatuno@guitar.ocn.ne.jp

採用に関する問い合わせ先

採用情報

自社自慢、技術・製品等の紹介

求職者への
メッセージ

人の幸せとは？介護や支援の本質とは何か？等、よりよいサービスの提供を職員一丸となって探究しています。
みんながアイデアを出しあえて明るく思いやりのある職場です。まずは、一度見学にお越しください。お待ちし
ております。

事業所所在地　たつの市神岡町東觜崎473-5
代表者名　　　德永　金清
創業　　　　　平成6年
従業員数　　　160名
平均年齢　　　38歳

総務人事部　部長　西浦　敏夫　さん

看護職【正看】
給与　月給274,300円～341,280円
看護職【准看】
給与　月給232,400円～298,600円
看護助手
給与　月給197,000円～265,900円
　【共通】採用予定人数3名
　※夜勤4回含む　　※日勤のみ可
勤務時間　8：45～17：15（日勤）
　　　　17：00～翌9：00（夜勤）
　　　　※7時間45分（日勤）シフト制
休日/週休2日制（年間110日）
昇給年1回、各種保険完備、交通費別途支給
残業手当、その他福利厚生有
　　　　　パート職員もご相談ください！
【正看】1,350円～1,800円
夜勤１回：32,613円～40,150円
【准看】1,250円～1,700円
夜勤１回：30,940円～38,480円
　　　　Wワーク可能！！

仕
事
内
容

当院は平成6年に開院し、急性期から慢性期にわたって地元地域に根差
した医療を積極的に提供しております。5年以内にはたつの市中心部に
新築移転する計画です。職場見学等もお気軽にお問い合わせくださ
い。

　　　　　　　看護部のお仕事
看護職：外来・入院病棟のおける看護師業務
・一般、療養病床、透析室、外来での勤務
・夜勤専従も相談可
看護助手：入院患者の看護助手
患者様の生活面のケアが主な業務内容です。
救急病院として24時間救急対応を行っております！

医療法人社団仁德会　
とくなが病院

会社概要

担当 西浦・大杉
電話 0791-65-2232
E-mail toshio_nishiura@tokunaga-hospital.jp

採用に関する問い合わせ先

採用情報

自社自慢、技術・製品等の紹介

求職者への
メッセージ

　当院で働くセールスポイント
★子育て世代のママさん看護師を応援！
託児所完備、学童保育完備、子育て支援調整手当あり。
★ブランク明けでも安心して働けるプリセプター制度で安心！
確かな知識・技術をもって個人を尊重した温かい看護・介護を提供します！！
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事業所所在地　たつの市新宮町光都3丁目32-1
代表者名　　　三木　成文
創業　　　　　大正5年3月
資本金　　　　3,500万円
従業員数　　　70名
平均年齢　　　35歳
主要取引先　　日鉄物産㈱、阪和興業㈱、三星商事㈱

代表取締役社長　三木　成文　さん

職種：営業　機械オペレーター
年齢：35歳程度まで
採用人数：2名程度
勤務時間：8:00～17:00
休日：土曜3回／月、日、祭日　お盆、年末年始　
当社カレンダーによる
給与：25万円～30万円（営業）　20万円～28万円（機械オペレーター）
諸手当：家族手当2,000円～1万円　残業手当　職能手当　他
加入保険：雇用、労災、健康、厚生

仕
事
内
容

早く安全に鉄を運べるか？どのような加工が必要か？日々変化するニ
ーズに全力で取り組んでおります。今後も分析研鑽を怠らずお客様に
寄添い成長したいと考えています。意欲のある方ご応募お待ちしてお
ります。

【営業】社用車で兵庫県内を中心に顧客先を訪問して頂
きます。未経験者にも丁寧に指導いたします。
【機械オペレーター】鋼材の入荷、出荷作業、鋼材切
断、一次加工作業など。多くの方が未経験から始められ
ていますので丁寧に指導いたします。

三木弘鋼材株式会社

会社概要

担当 三木
電話 0791-58-1118
E-mail i-miki@mikk..jp

採用に関する問い合わせ先

採用情報

自社自慢、技術・製品等の紹介

求職者への
メッセージ

大正5年、鋼材販売店として創業いたしました。現在は兵庫県を中心に約400社の需要家の皆様に販売させて頂い
ております。年間取扱量は約8万トン、そのうち約4割は鋼材を加工し半製品として販売しています。大型、小口
案件すべてのお客様のご要望にお応えできるよう社員一同努めております。
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事業所所在地　たつの市新宮町新宮341-3
代表者名　　　井戸　啓文
創業　　　　　昭和38年
資本金　　　　1,000万円
従業員数　　　10名
平均年齢　　　40歳
主要取引先　　ブンセン、新宮町企業

代表取締役　井戸　啓文　さん

職種：自動車整備士
年齢：不問
採用人数：業務好調の為　1～2名
勤務時間：8：00～17：00
休日：日・祝　
諸手当：資格手当・家族手当・通勤手当
加入保険：厚生年金保険・健康保険・雇用保険
応募資格：普通運転免許

仕
事
内
容

 幅広い年代が活躍中。
異業種からの転職も大歓迎です。「整備士の仕事をしたいけど資格・
経験がないから」「資格はあるけど、ブランクがあるから」年齢、性
別、学歴問わず整備士になりたいアナタをお待ちしております。

・指定工場での自動車整備
・新車、中古車の整備
・点検、車検、修理
・オイル交換、部品取り付け
・洗車
※自動車検査員の資格をお持ちの方は資格をいかせま
す。
何年も渡って同じお客様から指名を頂くこともあり、整
備士としての知識や技術を信頼してもらえたとやりがい
がでます。

株式会社新宮サービス

会社概要

担当 井戸　啓文
電話 0791-75-0453
E-mail sssr@poem.ocn.ne.jp

採用に関する問い合わせ先

採用情報

自社自慢、技術・製品等の紹介

求職者への
メッセージ

創業62年目！
いまや、車は高嶺の花ではなく一家に一台、生活を支え人生を豊かにするものになっています。当社は自動車販
売を通し地域に貢献してきました。 そんな当社で地域のトータルカーライフサポーターとして、カーライフ文化
に貢献していける仲間を募集します。

事業所所在地　たつの市新宮町光都3丁目32-1
代表者名　　　三木　成文
創業　　　　　大正5年3月
資本金　　　　3,500万円
従業員数　　　70名
平均年齢　　　35歳
主要取引先　　日鉄物産㈱、阪和興業㈱、三星商事㈱

代表取締役社長　三木　成文　さん

職種：営業　機械オペレーター
年齢：35歳程度まで
採用人数：2名程度
勤務時間：8:00～17:00
休日：土曜3回／月、日、祭日　お盆、年末年始　
当社カレンダーによる
給与：25万円～30万円（営業）　20万円～28万円（機械オペレーター）
諸手当：家族手当2,000円～1万円　残業手当　職能手当　他
加入保険：雇用、労災、健康、厚生

仕
事
内
容

早く安全に鉄を運べるか？どのような加工が必要か？日々変化するニ
ーズに全力で取り組んでおります。今後も分析研鑽を怠らずお客様に
寄添い成長したいと考えています。意欲のある方ご応募お待ちしてお
ります。

【営業】社用車で兵庫県内を中心に顧客先を訪問して頂
きます。未経験者にも丁寧に指導いたします。
【機械オペレーター】鋼材の入荷、出荷作業、鋼材切
断、一次加工作業など。多くの方が未経験から始められ
ていますので丁寧に指導いたします。

三木弘鋼材株式会社

会社概要

担当 三木
電話 0791-58-1118
E-mail i-miki@mikk..jp

採用に関する問い合わせ先

採用情報

自社自慢、技術・製品等の紹介

求職者への
メッセージ

大正5年、鋼材販売店として創業いたしました。現在は兵庫県を中心に約400社の需要家の皆様に販売させて頂い
ております。年間取扱量は約8万トン、そのうち約4割は鋼材を加工し半製品として販売しています。大型、小口
案件すべてのお客様のご要望にお応えできるよう社員一同努めております。
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事業所所在地　たつの市龍野町富永732-2
代表者名　　　河田　茂実
創業　　　　　昭和15年
従業員数　　　4名
平均年齢　　　21歳

代表　河田　茂実　さん

職種：理・美容師（働きながら国家資格取得可）
年齢：35歳まで
採用人数：2名
勤務時間：9：30～19：00
休日：　毎月曜、第1・2・3火曜（夏季休暇、年末年始）
給与：180,000円～
諸手当：通勤手当
加入保険：雇用保険、労災保険、共済保険
福利厚生：産休・育児休暇制度、家賃補助

仕
事
内
容

女性はもちろん、男性のお客様にもご利用頂いているユニセックスサ
ロンです。「100％顧客満足」を目指し、お客様に喜んでいただけるお
店づくりをする仲間を求めています。

お客様の”美容”に関するお悩みに寄添い、お客様が毎日
少しでも楽なスタイルをご家庭で作れるよう、カット・
カラー等の施術を行っています。
顔立ちや髪質に合ったヘアスタイルの提案、ヘアケアの
アドバイス等も大切にしていますので、トレンドや技術
を常に磨いていくことも重要な仕事のひとつです。

Hair  Ayajn

会社概要

担当 河田　茂実
電話 0791-63-2426

採用に関する問い合わせ先

採用情報

自社自慢、技術・製品等の紹介

求職者への
メッセージ

髪全般のお悩み解決サロンとしてお客様からご好評頂いています。オーナーは、美容メーカーインストラクタ
ー、兵庫県講師として活躍。また、兵庫県技能顕功賞も受賞。スタッフにはコンテスト全国大会経験者がいま
す。
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事業所所在地　たつの市龍野町富永732-2
代表者名　　　河田　茂実
創業　　　　　昭和15年
従業員数　　　4名
平均年齢　　　21歳

代表　河田　茂実　さん

職種：理・美容師（働きながら国家資格取得可）
年齢：35歳まで
採用人数：2名
勤務時間：9：30～19：00
休日：　毎月曜、第1・2・3火曜（夏季休暇、年末年始）
給与：180,000円～
諸手当：通勤手当
加入保険：雇用保険、労災保険、共済保険
福利厚生：産休・育児休暇制度、家賃補助

仕
事
内
容

女性はもちろん、男性のお客様にもご利用頂いているユニセックスサ
ロンです。「100％顧客満足」を目指し、お客様に喜んでいただけるお
店づくりをする仲間を求めています。

お客様の”美容”に関するお悩みに寄添い、お客様が毎日
少しでも楽なスタイルをご家庭で作れるよう、カット・
カラー等の施術を行っています。
顔立ちや髪質に合ったヘアスタイルの提案、ヘアケアの
アドバイス等も大切にしていますので、トレンドや技術
を常に磨いていくことも重要な仕事のひとつです。

Hair  Ayajn

会社概要

担当 河田　茂実
電話 0791-63-2426

採用に関する問い合わせ先

採用情報

自社自慢、技術・製品等の紹介

求職者への
メッセージ

髪全般のお悩み解決サロンとしてお客様からご好評頂いています。オーナーは、美容メーカーインストラクタ
ー、兵庫県講師として活躍。また、兵庫県技能顕功賞も受賞。スタッフにはコンテスト全国大会経験者がいま
す。

事業所所在地　たつの市揖西町小神20-1
代表者名　　　山下　重樹
創業　　　　　平成2年2月
資本金　　　　950万円
従業員数　　　30名
平均年齢　　　35歳

所長　山下　重樹　さん

【正社員】
職種：税理士補助、社内SE
年齢：35歳程度まで
採用人数：2名
勤務時間：8：30～17：30　　
休日：年間120日（HPに休日カレンダー記載）
給与：185,000円～（能力・経験考慮）
諸手当：
通勤手当（上限15,000円）
家族手当（配偶者10,000円　子一人5,000円）
加入保険：社保（労災・雇用・健保・厚生年金）
福利厚生：教育訓練休暇、産休・育児休暇、退職金制度
【パートタイム】
職種：税理士補助
年齢：不問　　　採用人数：1名
勤務時間：上記のうち5時間以上
時給：1,000円以上

仕
事
内
容

スムーズな経営をサポートする、やりがいのある仕事です。資格・経
験をお持ちの方は、もちろん歓迎！ただ採用で重視するのはキャリア
やスキルだけではありません。ゼロからのスタートでも熱意に寄り添
っていきます。

PCでの入力、資料整理を行う等、先輩の指導を元に社内
業務に慣れていく。研修で、スキルアップを図る。(未経
験者は、会計事務所の仕事の流れ、税務の基礎知識を学
ぶことから始める。)その後、先輩と顧問先を訪問し、お
客様とのやりとりを学び、顧問先を担当していく。社内
SEはIT部門において上司の仕事を手伝う。

税理士法人山下会計事務所

会社概要

担当 山下　千秋
電話 0791-62-1388
E-mail yamashita@heart-y.com

採用に関する問い合わせ先

採用情報

自社自慢、技術・製品等の紹介

求職者への
メッセージ

ペーパーレス化支援や、経理業務の合理化支援（クラウド会計導入等）、未来会計（経営計画）による経営支
援、M＆A・事業承継支援など、業務は税務申告や会計監査にとどまりません。いかに経営者の気持ちに寄り添
えるか、経営者とのコミュニケーションを最重要視し、お客様に心から喜んでいただけるよう励んでいます。
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事業所所在地　たつの市揖保川町正條379
代表者名　　　高橋　克実
創業　　　　　昭和59年8月
資本金　　　　1億3,000万円
従業員数　　　134名
平均年齢　　　40.2歳
主要取引先　　㈱シマブンコーポレーション、日本製鉄㈱、
　　　　　　　㈱ I H I 、オリックス環境㈱、豊通マテリアル㈱、
　　　　　　　伊藤忠メタルズ㈱

総務人事部　柏　あかね　さん

職種：営業職、サービスドライバー職、施工管理職、製造職
年齢：20代～40代
採用人数：各1～2名
勤務時間：8：00～17：00
休日：日祝日、月3回土曜日休み、夏季休暇、年末年始休暇
給与：220,000円～350,000円
諸手当：通勤手当、家族手当、出張手当、時間外労働手当
加入保険：健康保険、厚生年金保険、雇用保険、労災保険
福利厚生：資格取得支援制度、従業員持株制度、ＧＬＴＤ
（団体長期障害者所得補償）加入、研修制度（入社時安全
講座、商品知識講座、社員研修）

仕
事
内
容

当社の事業は昨今世界的に話題になっているSDGsや環境問題と密接に
関わっています。必要な知識や資格取得は入社後しっかりサポートさ
せていただきます!私たちと一緒にリサイクルを通じて社会貢献しませ
んか?

脱炭素に貢献する仕事です。
お客様に廃棄物のリサイクルの提案を行い、自社工場で
廃棄物の運搬や処理を行うことで資源循環に取り組んで
います。
また、建築物等の解体工事も行っています。解体現場か
ら排出される廃棄物の資源循環、安心安全な現場管理で
環境にやさしい取り組みを行っています。

株式会社イボキン

会社概要

担当 柏　あかね
電話 0791-72-5088
E-mail akashiwa@ibokin.co.jp

採用に関する問い合わせ先

採用情報

自社自慢、技術・製品等の紹介

求職者への
メッセージ

◆社風・・・社員を家族のように考えており、社員同士仲が良く、チームワークを大切にしている職場です。
◆社内教育・資格取得支援の充実・・・未経験でも安心！担当業務に関わる様々な資格にチャレンジできます。
◆健康経営優良法人認定・・・社員の健康を第一に、安心安全に働ける職場づくりを心がけています！
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ACCESS
兵庫県
たつの市へのアクセス

○山陽自動車道路「龍野IC」「龍野西IC」
○国道2号線太子・龍野バイパス「福田ランプ」「片吹ランプ」
○中国自動車道「山崎IC」より、国道179号線を南へ。
○播磨自動車道「播磨新宮IC」（播磨科学公園都市）

○JR姫新線「本竜野駅」「東觜崎駅」「播磨新宮駅」「千本駅」「西栗栖駅」
○JR山陽本線「竜野駅」

自動車
アクセス

鉄道
アクセス

N

播但連絡道路

中国自動車道

山陽自動車道

加西福崎播磨新宮播磨新宮
播磨自動車道

鳥取自動車道

山崎
宍粟

たつの市

佐用

鳥取

本竜野

竜野

龍野

龍野西

赤穂
相生

和田山

氷ノ山

福知山

北近畿豊岡自動車道

京都府

兵庫県

鳥取県

岡山県

瀬戸内海
大阪府

西明石

社

姫路東

姫路

姫路西

春日

吉川JCT
神戸JCT

新神戸

神戸

山陽新幹線

JR山陽本線

JR姫新線

2
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