
最低賃金に関する特設サイト
http://www.saiteichingin.info/

※５０音順 ※詳細につきましては、記載の連絡先よりお問い合わせください。※５０音順 ※詳細につきましては、記載の連絡先よりお問い合わせください。

府内の有効求人倍率が 1.5 倍を超える昨今、

さまざまな業種で人手不足が課題となっています。

府内の有効求人倍率が 1.5 倍を超える昨今、

さまざまな業種で人手不足が課題となっています。

経営改善貸付制度
日本政策金融公庫

トライアル雇用助成金（一般トライアルコース）

職業経験、技能、知識の不足などにより就業が
困難な求職者を試行的に雇用する事業主の皆様へ

商工会議所や商工会などの経営指導を受けている小規模事業者の方が、

経営改善に必要な資金を無担保・無保証人でご利用できる制度です。

商工会議所や商工会などの経営指導を受けている小規模事業者の方が、

経営改善に必要な資金を無担保・無保証人でご利用できる制度です。

（平成30年12月12日現在）

日本政策金融公庫　http://www.jfc.go.jp/n/finance/search/kaizen_m.html

融資対象者

融資限度額

ご返済期間

① 常時使用する従業員が20人以下(商業・サービス業5人以下 )

② 最近1年以上伊根町で事業を営んでいる事業所

③ 原則6ヶ月以上商工会の経営指導を受けている事業所

④ 所得税･法人税･事業税･町府民税のすべて完納している事業所

⑤商工業者で日本政策金融公庫国民生活事業の非対象業種でない事業所

資 金 用 途

※次のすべての条件を満たしていることが必要

運転資金

無担保・無保証人

10年以内
(据置期間:2年以内）

7年以内
(据置期間:1年以内）

設備資金

年　利　率

保証人・担保

2,000万円

1.11％

※元金均等月賦返済

マル経融資

。

清掃・
ベッドメイキング

伊根町平田 56舟屋の宿 あうら

0772－32－0067 （担当／石倉）

平成３０年 5 月にオープン。人気の

舟屋をリノベーションした 1 日 1 組

限定のお宿です。素泊まりですが近隣には食事

処・カフェ・バス停・商店などがあり立地も良いです。

平成３０年 5 月にオープン。人気の

舟屋をリノベーションした 1 日 1 組

限定のお宿です。素泊まりですが近隣には食事

処・カフェ・バス停・商店などがあり立地も良いです。

清掃・洗い場等
伊根町字平田 507与謝荘

0772－32－0278 （担当／倉野）

昔ながらの舟屋を改装したレト

ロモダンな民宿で海側のお部屋か

らは伊根の舟屋群が間近に見るこ

とができ、お食事は 1 階部分を改装

したダイニングでゆっくりとおくつろぎできます。

昔ながらの舟屋を改装したレト

ロモダンな民宿で海側のお部屋か

らは伊根の舟屋群が間近に見るこ

とができ、お食事は 1 階部分を改装

したダイニングでゆっくりとおくつろぎできます。

客室清掃等
岩ガキ出荷作業

伊根町亀島 863-1舟屋の宿 蔵   

0772－32－0815 （担当／倉）

1 日 1 組限定の舟屋の宿です。

岩ガキの養殖もしており、春か

ら夏にかけては岩ガキの出荷卸

販売、小売販売もしております。

1 日 1 組限定の舟屋の宿です。

岩ガキの養殖もしており、春か

ら夏にかけては岩ガキの出荷卸

販売、小売販売もしております。

土木工事
伊根町本庄上 1621-1丸谷建設㈱

0772－33－0045 （担当／丸谷）

地域に貢献する企業を

目指し、地元である伊根

町を中心に様々な工事

に対して親切で丁寧な

取り組みを心がけております。

地域に貢献する企業を

目指し、地元である伊根

町を中心に様々な工事

に対して親切で丁寧な

取り組みを心がけております。

建築工事一式
伊根町字亀島 466－2千原建築㈱

0772－32－0456 （担当／和久田）

ホールスタッフ
伊根町字平田 491舟屋食堂

0772－32－0800 （担当／濱野）

平成 30 年 4 月に伊根町観光案内

所の 2 階にオープンした飲食店

です。伊根湾で水揚げされた新鮮

な魚を舟屋群を眺めながら堪能

できます。　

平成 30 年 4 月に伊根町観光案内

所の 2 階にオープンした飲食店

です。伊根湾で水揚げされた新鮮

な魚を舟屋群を眺めながら堪能

できます。　

定置網の操業、
魚の選別、網修理等

伊根町字新井㈲新井崎水産

0772－32－0700 （担当／石倉）

沿岸 3 漁場で大型定置網を経営

しています。従業員は現在 25 名

で従業員寮もあります。

職場体験や見学なども可能です。

沿岸 3 漁場で大型定置網を経営

しています。従業員は現在 25 名

で従業員寮もあります。

職場体験や見学なども可能です。

ホールスタッフ
伊根町本庄浜 111-1PIENO 伊根店

0772－33－0513 （担当／松山）

地元農家さんから直接仕入れた京

野菜を活用した本格イタリアンや

名産「筒川そば」を食べることがで

きるので小さい子供さんからご年

配の方までお楽しみいただけます。

地元農家さんから直接仕入れた京

野菜を活用した本格イタリアンや

名産「筒川そば」を食べることがで

きるので小さい子供さんからご年

配の方までお楽しみいただけます。

接客等
伊根町本庄上 1191上山商会

0772－33－0758 （担当／上山）

自社にて車検・修理などができ、

最短で翌日にお渡しができま

す。給油はもちろん洗車機もご

ざいますのでお気軽にお問合

せお立ち寄りください。

自社にて車検・修理などができ、

最短で翌日にお渡しができま

す。給油はもちろん洗車機もご

ざいますのでお気軽にお問合

せお立ち寄りください。

一般事務
電気・設備工事

伊根町字日出 552－1㈱沢田電気

0772－32－0091 （担当／澤田）

電気・電話・下水道・ガス・ボイラ

ー浄化槽工事や家電販売・修理

などにおいて誠意を込めたサー

ビスの提供に取り組んでいます。

電気・電話・下水道・ガス・ボイラ

ー浄化槽工事や家電販売・修理

などにおいて誠意を込めたサー

ビスの提供に取り組んでいます。

定置網の操業、網修理等
漁港めしスタッフ

伊根町蒲入 1123-6蒲入水産㈲

0772－33－0266 （担当／佐川）

大型定置網 2 ヶ統経営しており、期間

限定 (4 月末～ 9 月末 ) で地元で獲れた魚をふん

だんに使った「漁港めし」を営業し毎年多くの方に

来店していただいております。

大型定置網 2 ヶ統経営しており、期間

限定 (4 月末～ 9 月末 ) で地元で獲れた魚をふん

だんに使った「漁港めし」を営業し毎年多くの方に

来店していただいております。

ホール・
キッチンスタッフ

伊根町字平田 593－1㈱ S a b a i 　

0772－32－1700 （担当／永濱）

平成２９年 4 月オープンの伊根町観

光交流施設「舟屋日和」にて飲食店

「鮨割烹 海宮 -WADATSUMI-」と「イネ

カフェ」の 2 店舗を運営しております。

平成２９年 4 月オープンの伊根町観

光交流施設「舟屋日和」にて飲食店

「鮨割烹 海宮 -WADATSUMI-」と「イネ

カフェ」の 2 店舗を運営しております。

接客・清掃等
伊根町字津母 570㈱油屋

0772－32－0306 （担当／濱野）

目の前に広がる日本海を眺めら

れる、源泉かけ流しの温泉で疲

れを癒し日本海の海の幸と採れ

たての四季折々の幸の饗宴をお

楽しみいただける温泉宿です。

目の前に広がる日本海を眺めら

れる、源泉かけ流しの温泉で疲

れを癒し日本海の海の幸と採れ

たての四季折々の幸の饗宴をお

楽しみいただける温泉宿です。

新築工事や大規模な改修工事では

長い将来を見据え、壁量計等や地

盤改良など安全性を十分に考慮し

豊富な大工経験を活かした施工法

でお客様の想いを形にします。

新築工事や大規模な改修工事では

長い将来を見据え、壁量計等や地

盤改良など安全性を十分に考慮し

豊富な大工経験を活かした施工法

でお客様の想いを形にします。

鮮魚加工スタッフ・
販売員

伊根町平田 610-2伊根浦漁業㈱

0772－32－0018 （担当／古板）

大型定置網漁業を経営。そこで捕

れた新鮮な魚をその日の内に加

工し、舟屋の里公園内売店にて販

売しております。

大型定置網漁業を経営。そこで捕

れた新鮮な魚をその日の内に加

工し、舟屋の里公園内売店にて販

売しております。

お問い合わせ／ハローワーク宮津 TEL.０７７２－２２－８６０９

「トライアル雇用」は、職業経験の不足などから就職が困難な求職者を原則３カ月

間の試行雇用することにより、その適性や能力を見極め、常用雇用への移行のきっ

かけとしていただくことを目的とした制度です。労働者の適性を確認した上で常

用雇用へ移行することができるため、ミスマッチを防ぐことができます。事業主の

皆さまには、「トライアル雇用求人」を積極的に提出していただくようお願いします。

事前にトライアル雇用求人をハローワーク、地方運輸局、職業紹介事業

者に提出し、これらの紹介により、対象者を原則３カ月の有期雇用で雇

い入れ、一定の要件を満たした場合に、助成金を受けることができます。

トライアル雇用
有期雇用契約（原則3カ月）

期間の定めのない雇用
（常用雇用契約）

トライアル雇用実施計画書の提出期間
支給申請期間

2週間

トライアル雇用開始 常用雇用契約締結

～伊根町の企業で  ～うこ働

助成金の支給額

対象者1人当たり 月額最大４万円（最長３カ月間）

■トライアル雇用のイメージ ※ハローワークから紹介を受けた場合

〈時間額〉 UP
円

京都府 最低賃金

平成30 10年 月 1日から882円
26

２カ月

求職者と企業をつなぐため、「働きやすい職場」「働き続けたい職場」をつくる企業支援に力を入れています求職者と企業をつなぐため、「働きやすい職場」「働き続けたい職場」をつくる企業支援に力を入れています

トライアル雇用期間終了後、
月額 最大４万円 支給
（最長３カ月）

伊根浦散策案内人
伊根町字平田 491伊根町観光協会

0772－32－0277 （担当／大里）

観光客に同行し、伊根の歴史や文

化などをお伝えします。地域住民

にとって負担のない観光地域づ

くりを目指す上で、重要な役割を

担うやりがいのある内容です。

観光客に同行し、伊根の歴史や文

化などをお伝えします。地域住民

にとって負担のない観光地域づ

くりを目指す上で、重要な役割を

担うやりがいのある内容です。

接客スタッフ
伊根町菅野 580イネノソラＧＯＨＡＮ

0772－47－9787 （担当／後藤）

平成３０年 4 月に大阪より

夫婦で移住し、１１月にオ

ープンいたしました。伊根

野菜を中心に自家製のお米

やお味噌など使用したランチを提供しております。

平成３０年 4 月に大阪より

夫婦で移住し、１１月にオ

ープンいたしました。伊根

野菜を中心に自家製のお米

やお味噌など使用したランチを提供しております。

最低賃金制度 検 索


