
まいづる求人情報(週刊 )
先週一週間に受理した求人の情報です｡

職　種
　年齢・
　省令

賃　金 求人者名 就業時間 加入保険等 必要な免許資格

普通自動車免許ＡＴ
不問 (1) 9時00分～18時00分 看護師

常雇 210,000 (従業員数 45人) 准看護師
正社員 ～ 京都府舞鶴市

210,000 26060- 4186671
変形（１年単位）

不問 (1) 6時00分～15時00分
常雇 148,400 (従業員数 14人)
正社員 ～ 京都府舞鶴市

148,400 26060- 4187571
変形（１ヶ月単位） 大型自動車免許一種

45歳以下 (1) 4時00分～12時00分 牽引免許（一種）
常雇 340,800 (従業員数 21人) (2) 3時00分～11時00分
正社員 ～ 京都府舞鶴市 (3) 2時00分～10時00分

省令３号のイ 450,800 26060- 4188471
変形（１ヶ月単位）

不問 (1) 5時00分～14時30分
常雇 170,000 (従業員数 23人)
正社員 ～ 京都府舞鶴市

170,000 26060- 4189771

40歳以下 (1) 5時00分～14時00分
常雇 210,000 (従業員数 13人)
正社員 ～ 京都府舞鶴市

省令３号のイ 210,000 26060- 4196471
普通自動車免許ＡＴ

不問 (1) 8時00分～17時00分
常雇 185,000 (従業員数 16人)
正社員 ～ 京都府舞鶴市

185,000 26060- 4198871
変形（１年単位） 普通自動車免許ＡＴ

40歳以下 (1) 8時00分～17時00分
常雇 150,000 (従業員数 46人)
正社員 ～ 京都府舞鶴市

省令３号のイ 200,000 26060- 4177371
変形（１ヶ月単位） 普通自動車免許一種

不問 (1) 8時00分～17時00分
常雇 253,000 (従業員数 4人)
正社員 ～ 京都府舞鶴市

345,000 26060- 4185371

不問 (1) 8時30分～17時00分
臨時4ヶ月以上 158,100 (従業員数 339人)
正社員以外 ～ 京都府舞鶴市

158,100 26060- 4155471

18歳以上 (1) 9時15分～17時30分
常雇 215,200 (従業員数 17人) (2)12時00分～20時00分
正社員 ～ 京都府舞鶴市 (3)15時45分～23時30分

省令２号 225,200 26060- 4159971
変形（１ヶ月単位） 普通自動車免許一種

59歳以下 (1) 9時00分～17時30分
常雇 150,000 (従業員数 7人)
正社員 ～ 京都府舞鶴市

省令１号 300,000 26060- 4166271
普通自動車免許一種

59歳以下 (1) 9時00分～18時00分
常雇 170,000 (従業員数 9人)
正社員 ～ 京都府舞鶴市

省令１号 230,000 26060- 4171771
変形（１ヶ月単位） 管理栄養士

不問 (1) 7時30分～16時00分
常雇 180,000 (従業員数 185人) (2) 9時30分～18時00分
正社員 ～ 京都府舞鶴市

210,000 26060- 4173271

商品配送 株式会社　ましも 京都府舞鶴市字北田辺３７－３ 雇用・労災・
健康・厚生

管理栄養士 医療法人　医誠
会　東舞鶴医誠
会病院

京都府舞鶴市字大波下小字前田７６５番１６ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

ホール業務・カ
ウンター業務

株式会社　晃商 京都府舞鶴市字福来小字穴谷２１３番地 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

自動車販売整
備

株式会社　ハヤ
シオートサービス

京都府舞鶴市字鹿原８６０番地 雇用・労災・
健康・厚生

軽土木作業員 有限会社　古川
土木

京都府舞鶴市北浜町１２－４ 雇用・労災・
健康・厚生

看護助手 舞鶴赤十字病院 京都府舞鶴市字倉谷４２７ 雇用・労災・
健康・厚生

一般事務 株式会社　田中
屋

京都府舞鶴市字下福井１１８３－７　京都府
北部地方卸売市場内

雇用・労災・
健康・厚生

一般事務（舞鶴
本社）

志摩機械　株式
会社

京都府舞鶴市字上福井１１７番地 雇用・労災・
健康・厚生

仕分け、配送、
営業

舞鶴合同青果
株式会社

京都府舞鶴市字下福井１１８３－７ 雇用・労災・
健康・厚生

漁業作業員 有限会社　成生
水産

京都府舞鶴市成生３６－２ 雇用・労災・
健康・厚生

仕分け、配送 株式会社　京都
ファーム彩

京都府舞鶴市字下福井１１８３－７ 雇用・労災・
健康・厚生

トレーラー運転
手

マリネックストラン
スポートサービス
株式会社

京都府舞鶴市字浜２０２５番地の４ 雇用・労災・
健康・厚生

　◎　求人の詳しい内容を知りたい方、面接を希望される方はハローワークの窓口へお問い合わせください。
　◎　面接にはハローワークが発行する紹介状が必要です。
　◎　パートタイム求人の場合、賃金は時間給です。また、労働時間によっては記載されている各種社会保険に加入できない場合があります。
　◎　ハローワークでは随時紹介を行っていますので、この求人の中でもすでに決定済となっている場合があります。その際にはあしからずご了承ください。

所在地･就業場所

訪問入浴看護
師（管理職候

株式会社　日本
福祉総合企画

京都府舞鶴市字平野屋１９番地 雇用・労災・
健康・厚生

ハローワーク舞鶴
TEL 0773-75-8609

１０月 １６日 発行



職　種
　年齢・
　省令

賃　金 求人者名 就業時間 加入保険等 必要な免許資格所在地･就業場所

交替制あり 調理師
不問 (1) 5時30分～14時30分 栄養士

臨時4ヶ月以上 151,200 (従業員数 63人) (2) 9時15分～18時15分 管理栄養士
正社員以外 ～ 京都府舞鶴市 (3)11時00分～20時00分

203,700 26060- 4174971
変形（１年単位）

不問 (1) 8時00分～18時00分
常雇 155,520 (従業員数 2人)
正社員 ～ 京都府舞鶴市

216,000 26060- 4143071
普通自動車免許ＡＴ

不問
臨時4ヶ月以上 166,400 (従業員数 105人)  8時00分～21時15分
正社員以外 ～ 京都府舞鶴市 の間の8時間

166,400 26060- 4147471
変形（１ヶ月単位） 普通自動車免許ＡＴ

不問 (1) 9時30分～18時30分
臨時4ヶ月以上 152,000 (従業員数 5人)
正社員以外 ～ 京都府舞鶴市

152,000 26060- 4148771
変形（１ヶ月単位） 普通自動車免許ＡＴ

不問 (1) 8時15分～17時15分
臨時4ヶ月以上 152,000 (従業員数 20人)
正社員以外 ～ 京都府舞鶴市

152,000 26060- 4149871

不問 (1) 8時30分～12時30分
常雇 270,000 (従業員数 1人) (2)15時30分～19時00分
正社員 ～ 京都府舞鶴市

270,000 26060- 4150171
変形（１年単位） 普通自動車免許ＡＴ

不問 (1) 8時00分～17時00分
常雇 164,500 (従業員数 23人)
正社員 ～ 京都府舞鶴市

183,000 26060- 4154571
普通自動車免許ＡＴ

不問 (1) 8時45分～17時45分
臨時4ヶ月以上 140,592 (従業員数 12人)
正社員以外 ～ 京都府舞鶴市

140,592 26030-13300671

不問 (1) 8時30分～17時00分
臨時4ヶ月未満 132,680 (従業員数 400人)
正社員以外 ～ 京都府舞鶴市

149,260 26010-33418871

業務代替職員
（事務補助員）

京都地方裁判所 京都市中京区菊屋町（丸太町通柳馬場東入
ル）

雇用・公災・
健康・厚生

一般事務兼現
場補助

株式会社　アート 京都府舞鶴市字小倉６７番地の１ 雇用・労災・
健康・厚生

商品配送業務
（舞鶴）

株式会社　増田
医科器械

　　京都市伏見区竹田藁屋町５０番地 雇用・労災・
健康・厚生

観光協会職員 一般社団法人
京都府北部地域
連携都市圏振興
社　舞鶴地域本

京都府舞鶴市字北吸１０３９－２　舞鶴市政
記念館内

雇用・労災・
健康・厚生

医療器具の管
理・事務部長

有限会社　西舞
鶴コンタクトレン
ズ

京都府舞鶴市字南田辺４３－１（舞邦ビル１
Ｆ）

労災

郵便外務作業 日本郵便株式会
社　東舞鶴郵便
局

京都府舞鶴市字浜７６０番地－１ 雇用・労災・
健康・厚生

観光協会職員 一般社団法人
京都府北部地域
連携都市圏振興
社　舞鶴地域本

京都府舞鶴市字北吸１０３９－２　舞鶴市政
記念館内

雇用・労災・
健康・厚生

調理師 京都府立舞鶴こ
ども療育センター

京都府舞鶴市字行永２４１０番地３７ 雇用・労災・
健康・厚生

トリマー ドッグショップ　Ｒ
ｅａｃｈ　ｏｕｔ

舞鶴市田中町１８－６ 雇用・労災


