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岡山北商工会
きっとみつかるあなたにぴったりの求人情報！
求人募集・お問い合わせは、直接募集企業へ

職種の分類 ア アルバイト パ パート 内 内職正 正社員

新規創業・記帳指導・税務・事業資金についてのご相談は…　最寄りの岡山北商工会へ！
一宮支所

岡山市北区楢津650番地１
TEL（086）284-0397

本部（御津）
岡山市北区御津宇垣1630番地１
TEL（086）724-2131

津高支所
岡山市北区吉宗６７６番地１
TEL（086）2９４-２３４５

上道支所
岡山市東区楢原４６５番地９
TEL（086）２９７－２０５８

建部支所
岡山市北区建部町福渡４７３番地１

TEL（086）７２２-０４０５

 社会保険労務士　田中哲也

従業員を雇用している事業所
の「人」に関する様々な問題
をサポートし、経営者の立場
に立って解決します。『経営
者と従業員が共に幸せになれ
る職場作り』を目標に中小企
業様を支援していますので、
何かお困りのことがあればお
気軽にご相談ください。

 田中社会保険労務士事務所
■住所 岡山県赤磐市高屋405-32
　　　　高屋ビル2F
■TEL 086-954-4706
■FAX　086-954-4707
■E-mail　info@tetsuyatanaka.com
■ＨＰ http://tetsuyatanaka.com/

た なかてつ や平成28年度の雇用関係の助成金のうち、
　　お勧めの助成金についてご紹介します。
①介護支援取組助成金
　雇用保険に加入している従業員に下記の取組を実施した事
業主に60万円が支給されます。
　●育児・介護休業規程を制定
　●介護に関するアンケートを実施
　●介護に関する相談窓口担当者の選定
　●介護に関する研修を実施
②キャリア形成促進助成金（制度導入コース）
　正社員に対する職業能力評価を、ジョブ・カードを活用し計画
的に行う制度を導入し、適用した場合に50万円が助成されま
す。
③キャリアアップ助成金（正社員化コース）
　６か月以上勤務する有期契約社員を正社員にし、６か月勤務し
た場合に1人あたり60万円が支給されます。

　なお、ほとんどの助成金は、労働条件
通知書（雇用契約書）、出勤簿（タイム
カード）、賃金台帳、就業規則などの帳
簿類を提出することになります。そして、労働法に違反してい
ないように整備することが必要になりますので、ご不明な場合
は最寄りの社会保険労務士にご相談ください。

※記載されている助成金は平成28年6月1日現在の情報に基
づいています。法律改正等の要因
により支給要件が変わったり廃止
されたりすることがあります。

住　所：岡山市北区田益483-1　ＴＥＬ：086-294-3111

伝統と歴史のある名門ゴルフ場で働いてみませんか？

※電話（随時受け付けております。）

桃の郷観光開発㈱ 岡山カントリークラブ

ア
岡山駅より車で15分（8㎞）
岡山I.C.より車で3分（2.5㎞）
通勤にとても便利なゴルフ場です。
正社員・契約社員（社会保険完備）
も併せて募集します。

▼仕事内容　①ゴルフ場のコース管理　②レストランホールスタッフ
　　　　　　  ③コース売店での接客業務

▼勤 務 地　岡山カントリークラブ

▼給　　与　①時給800円　②時給900～950円（まかない付）　③時給750円（まかない付）

▼資　　格　①普通自動車運転免許（AT限定不可）　②③不問

▼待　　遇　業務終了後、ゴルフ場でプレーが出来ます。

▼勤務時間　①6：00～11：00の間の3～5時間程度　②8：00～17：00の間の4～7時間程度
　　　　　　③8：00～17：00の間の4～7時間程度

▼休　　日　会社の指定する日、希望される日など相談可　　 ▼採用担当者　総務部 小島・片岡

住　所：〒709-3122　岡山市北区建部町𠮷田235　TEL：086-722-0343

▼仕事内容　鋳造用鋳型の製造、仕上げ

▼勤 務 地　当社、土師方工場又は𠮷田工場（北区建部町内）

▼給　　与　雇用形態により面談のうえ

▼資　　格　特になし　  ▼待　　遇　社保、労災、雇用保険完備、交通費、制服支給

▼勤務時間　8：00～17：00　勤務時間は相談に応ず

▼休　　日　日曜、他、当社カレンダーによる　 ▼採用担当者　景山　傑（スグル）

チュウゾウヨウ イ  ガタ

自動車や建設機械などのエンジン
や足まわりに必要な鋳物（イモノ）。
当社は鋳物の生産に欠かすことの
できない砂の型を製造している会
社です。

景山産業㈱

ア正 正社員、アルバイト、パート募集パ

※随時面接を行っております。
　お電話下さい。

住　所：〒701-2124　岡山市北区御津高津1630-12　ＴＥＬ：086-724-2121

内職さん大募集！！

▼仕事内容　小物製品の検査、部品取り付け等　 ▼勤 務 地　自宅又は当社（岡山市北区御津高津）

▼給　　与　出来高制  社内規定作業標準時間1秒当たり0.1円

▼資　　格　不問（検査経験がある方優遇）

▼待　　遇　月末締、翌20日支払

▼勤務時間　8：30～17：30　　 ▼休　　日　土・日・祝

▼採用担当者　総務 ※まずはお電話下さい。

作業はご自宅か当社でしていただき
ます。詳しい内容につきましてはお問
い合わせ、見学にお越し頂きご確認
下さい。

株式会社ダイメイ・岡山

内

▼勤 務 地　①カフェ・ガレージハウス（〒709-2117　岡山市北区御津野々口207　　ＴＥＬ：086-724-9133）
　　　　　  ②うどん・ 一休さん　　 （〒709-2117　　　　　　〃　　　　　194-1　ＴＥＬ：086-724-2193）

▼給　　与　①カフェ・ガレージハウス　850円～
　　　　　  ②うどん・ 一休さん　　　 900円～　

▼資　　格　不問　　 ▼待　　遇　社保・労災・雇用保険完備・交通費補助、制服貸与、食事付

▼勤務時間　①カフェ・ガレージハウス　7：45～14：00または11：30～17：30
　　　　　  ②うどん・ 一休さん　9：30～17：00の間で応相談

▼休　　日　シフト制・週1日勤務から応相談

▼採用担当者　カフェ・ガレージハウス→長崎　うどん・一休さん→前田

研修期間は－50円
土日祝は100円UP

※電話連絡をいただいた後、面接にお越し下さい。
　勤務内容・時間等、お気軽にご相談下さい。

飲食店未経験の方も
お気軽にご応募下さい。
丁寧に指導致します！
土日祝に勤務可能な方
大歓迎です！
正社員も募集中です。

店舗情報
www.oldboy-village.com

㈲オールドボーイ
カフェ・うどん店スタッフ急募！正 ア パ

｝

カフェ・うどん店での接客と調理

住　所：〒709-3113　岡山市北区建部町下神目985-１　ＴＥＬ：086-722-0505

▼勤 務 地　岡山市北区建部町下神目985-１

▼給　　与　時給 750円～800円

▼資　　格　要普免

▼待　　遇　労災、交通費支給

▼勤務時間　8：00～17：00（内、３～４時間相談可）

▼休　　日　土、日曜、他当社カレンダーによる（相談可）

▼採用担当者　大鳥 ※随時面接を行っております。まずはお電話下さい。

視力の良い方、歓迎します。更に確認・注意力のある方であれば時給は能力に応じます。 当社は、ゴム部品製造です。パソコン作業の出来る方、優遇（基本操作）

大鳥産業㈱

パ ゴム製品の検査
▼勤 務 地　岡山市北区建部町下神目985-１

▼給　　与　時給 750円～800円

▼資　　格　要普免

▼待　　遇　労災、交通費支給

▼勤務時間　8：00～12：00（内、３～４時間相談可）

▼休　　日　土、日曜、他当社カレンダーによる

▼採用担当者　大鳥 ※随時面接を行っております。まずはお電話下さい。

パ 事務員

住　所：〒709-2121　岡山市北区御津宇垣1708　ＴＥＬ：086-724-0399

土木技術者・技術者補佐 募集

▼勤 務 地　岡山市北区御津地域ならびに周辺地域

▼給　　与　月17万円～（高卒）　資格、経験を考慮（試用期間あり）

▼資　　格　普通自動車免許（AT限定不可）　　 ▼待　　遇　社会保険、労災保険、雇用保険

▼勤務時間　午前8時から午後5時（繁忙時残業あり）

▼休　　日　日曜日  ほか当社カレンダーによる　　 ▼採用担当者　小西　徹
※履歴書を送付してください。

株式会社  小西組

正

社用車（ハイエースクラス）を使用して、主に岡山、倉敷エリアの観光地土産店や量販店への
和菓子納品のルート営業

住　所：〒701-1214　岡山市北区辛川市場642-1　ＴＥＬ：086-284-2883

▼勤 務 地　JR岡山駅2Fさんすて南館内

▼給　　与　月170,000円～

▼資　　格　不問

▼待　　遇　社保（試用期間終了後）、労災、雇用保険、交通費支給

▼勤務時間　7：00～15：00、10：00～18：00、12：00～20：00でローテーション

▼休　　日　隔週、週休二日制

▼採用担当者　工藤（クドウ） ※まずはお電話下さい。

㈲金萬堂本舗

正 接客の好きな方募集
▼勤 務 地　岡山市北区辛川市場642-1

▼給　　与　月160,000円～200,000円

▼資　　格　要普免（AT限定不可）

▼待　　遇　社保（試用期間終了後）、労災、雇用保険、交通費支給（上限あり）

▼勤務時間　8：30～17：00

▼休　　日　事業所シフトによる

▼採用担当者　工藤（クドウ） ※まずはお電話下さい。

正 当社商品の納品業務です

勤務地は岡山駅構内で、通勤も便利です。スタッフ同士協力しての販売業務になります。
店長候補としてリーダーシップの取れる方をお待ちしています、44才以下（省令3号のイ）の方募集。

和菓子の販売
ルート営業

住　所：〒709-3144　岡山市北区建部町富沢428-3　ＴＥＬ：086-722-0205

調理補助

▼仕事内容　調理補助　　 ▼勤 務 地　岡山市北区建部町富沢428-3

▼給　　与　時給 900円～

▼資　　格　不問　　 ▼待　　遇　労災・雇用保険、制服貸与

▼勤務時間　午前2：00～6：00　　 ▼休　　日　週休2日（週3日でも可）

▼採用担当者　小西 ※随時面接を行っております。

おむすびの製造や
揚げ物をお願いします。

㈱河本食品

パ

住　所：〒709-2133　岡山市北区御津金川353-6　ＴＥＬ：086-724-0441

塗装業

▼勤 務 地　主に岡山市から県北方面

▼給　　与　175,000円～300,000円

▼資　　格　普通免許　　 ▼待　　遇　社会保険、労災、編用保険、距離により交通費支給

▼勤務時間　8：00～17：00　就業時間とは別に現場への移動時間あり

▼休　　日　日曜日（雨天の際、平日が休日になる時もある）　　 ▼採用担当者　野上
※気になる方は、まずは1本お電話下さい。

㈱野上塗装

正 元気のある人、
手に職を付けたい人、
一緒にがんばってみませんか！
昇給UPもあなた次第！

ＴＥＬ：086-722-2500

配膳・厨房、清掃、フロント、加工品製造

▼勤 務 地　たけべ八幡温泉（建部上510-1）、加工場（建部上517-1）

▼給　　与　時給 750円（3ヶ月研修期間有り）

▼資　　格　特になし　　 ▼待　　遇　労災、制服貸与

▼勤務時間　6：00～21：00実働3～5時間、日数・時間は相談に応じます。

▼休　　日　シフト表による　　 ▼採用担当者　支配人 金畑
※上記に連絡の上、履歴書｛写真添付）をご提示ください。

一般財団法人 岡山市建部町観光公社

パ


