
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

変形（１ヶ月単位） 普通自動車免許一種
59歳以下 (1) 9時30分～18時00分

常雇 206,000 (従業員数 21人)
正社員 ～ 京都府舞鶴市

省令１号 206,000 26020-35399471
変形（１ヶ月単位） 看護師

不問 (1) 8時00分～16時45分 准看護師
臨時4ヶ月以上 167,034 (従業員数 75人) (2)16時00分～ 9時00分
正社員以外 ～ 京都府舞鶴市

195,729 26060- 4978371
普通自動車免許ＡＴ

不問 (1) 8時30分～17時30分 介護福祉士
臨時4ヶ月以上 151,360 (従業員数 13人) ホームヘルパー２級
正社員以外 ～ 京都府舞鶴市

158,240 26060- 4985071
変形（１年単位）

45歳以下 (1) 8時00分～17時00分
臨時4ヶ月以上 185,400 (従業員数 45人)
正社員以外 ～ 京都府舞鶴市

省令３号のイ 206,000 26060- 4987671
普通自動車免許ＡＴ

不問 (1) 8時00分～17時00分 介護福祉士
臨時4ヶ月以上 151,360 (従業員数 11人) (2)13時00分～22時00分 ホームヘルパー２級
正社員以外 ～ 京都府舞鶴市 (3)22時00分～ 7時00分

158,240 26060- 4988571

不問 (1) 8時00分～17時15分
臨時4ヶ月未満 146,363 (従業員数 18人)
正社員以外 ～ 京都府舞鶴市

146,363 26060- 4997471
交替制あり

不問 (1) 7時00分～16時00分
常雇 156,880 (従業員数 29人) (2) 9時00分～18時00分
正社員以外 ～ 京都府舞鶴市 (3)13時00分～22時00分

235,520 26060- 4998771
小型船舶操縦士

不問 (1) 8時00分～16時45分
臨時4ヶ月以上 172,366 (従業員数 60人)
正社員以外 ～ 京都府舞鶴市

172,366 26060- 4999871
変形（１ヶ月単位）

18歳～35歳 (1) 9時00分～ 0時00分
常雇 180,000 (従業員数 100人)
正社員 ～ 京都府舞鶴市

省令２号 215,000 27060-44012071
変形（１ヶ月単位） 介護支援専門員

不問 (1) 8時30分～17時30分 社会福祉士
常雇 250,000 (従業員数 163人) 介護福祉士
正社員 ～ 京都府舞鶴市

400,000 26060- 4922871
普通自動車免許一種

不問 (1) 8時00分～17時00分
常雇 184,800 (従業員数 5人)
正社員 ～ 京都府舞鶴市

280,000 26060- 4923271
普通自動車免許一種

64歳以下 (1) 8時00分～17時00分
常雇 184,800 (従業員数 5人)
正社員 ～ 京都府舞鶴市

省令１号 280,000 26060- 4924971
変形（１ヶ月単位） 看護師

59歳以下 (1) 8時30分～17時30分 准看護師
常雇 187,000 (従業員数 141人) (2) 9時30分～18時30分
正社員 ～ 京都府舞鶴市

省令１号 306,200 26060- 4926071

土木工事作業
員

阪本建設　有限
会社

京都府舞鶴市字上福井１７０２番地の１ 雇用・労災・
健康・厚生

看護職員（特別
養護老人ホー

社会福祉法人
博愛福祉会

京都府舞鶴市字市場３９０番地 雇用・労災・
健康・厚生

管理職・管理職
候補（正社員）

社会医療法人社
団　正峰会　アザ
レア舞鶴

京都府舞鶴市和田中田　１０５５－１ 雇用・労災・
健康・厚生

現場監督候補 阪本建設　有限
会社

京都府舞鶴市字上福井１７０２番地の１ 雇用・労災・
健康・厚生

技術補佐員（港
務隊）

海上自衛隊　舞
鶴地方総監部

京都府舞鶴市字余部下１１９０番地 雇用・労災・
健康・厚生

店長候補（舞鶴
店）

株式会社　あき
んどスシロー

吹田市江坂町１－２２－２ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

事務員 舞鶴市役所 京都府舞鶴市字北吸１０４４番地 雇用・公災・
健康・厚生

介護職 医療法人社団
外松医院
ハーモニーデイ
サービスセンター

京都府舞鶴市字竹屋９８－１番地 雇用・労災・
健康・厚生

介護職員 社会福祉法人
真愛の家

京都府舞鶴市字上安１６９７－３６ 雇用・労災・
健康・厚生

技術補佐員（看
護師）

海上自衛隊　舞
鶴地方総監部

京都府舞鶴市字余部下１１９０番地 雇用・労災・
健康・厚生

介護職員 社会福祉法人
真愛の家

京都府舞鶴市字上安１６９７－３６ 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

【急募】営業ス
タッフ

京都トヨペット
株式会社

京都市下京区朱雀正会町１－２ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

管理職 日本海工業　株
式会社

京都府舞鶴市字大波下２８５番地 雇用・労災・
健康・厚生

ハローワーク舞鶴
TEL 0773-75-8609
１２月１１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

不問 (1) 8時30分～16時45分
臨時4ヶ月未満 144,840 (従業員数 104人)
正社員以外 ～ 京都府舞鶴市

148,920 26060- 4948871

不問 (1) 9時30分～18時20分
臨時4ヶ月以上 162,000 (従業員数 3人) (2)11時10分～20時00分
正社員以外 ～ 京都府舞鶴市

205,200 27010-81624771

不問 (1) 9時00分～18時00分
臨時4ヶ月以上 150,000 (従業員数 10人)
有期雇用派遣 ～ 京都府舞鶴市

150,000 27020-77921571

不問 (1) 8時15分～17時15分
臨時4ヶ月未満 147,840 (従業員数 36人)
正社員以外 ～ 京都府舞鶴市

147,840 13080- 4588572
変形（１年単位） 保育士

不問 (1) 7時15分～16時15分 幼稚園教諭免許
常雇 161,000 (従業員数 23人) (2) 7時30分～16時30分
正社員 ～ 京都府舞鶴市 (3) 8時00分～17時00分

161,000 26060- 4905471

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- 4907871

45歳以下 (1) 8時30分～17時00分
常雇 148,200 (従業員数 339人) (2) 7時00分～15時30分
正社員 ～ 京都府舞鶴市 (3)13時00分～21時30分

省令３号のイ 172,100 26060- 4908271 厚生年金基金

臨床検査技師
40歳以下 (1) 8時30分～17時00分

常雇 180,700 (従業員数 339人) (2) 7時30分～16時00分
正社員 ～ 京都府舞鶴市

省令３号のイ 197,000 26060- 4909971 厚生年金基金

変形（１年単位） 大型自動車免許一種
59歳以下 (1) 5時00分～14時00分

常雇 187,000 (従業員数 18人)
正社員 ～ 京都府舞鶴市

省令１号 187,000 26060- 4890571 厚生年金基金

変形（１年単位） 普通自動車免許ＡＴ
不問 (1) 9時00分～18時00分

常雇 175,000 (従業員数 3人)
正社員 ～ 京都府舞鶴市

390,000 26060- 4894271
変形（１年単位） 普通自動車免許ＡＴ

45歳以下 (1) 9時00分～18時00分 自動車整備３級ガソ
常雇 175,000 (従業員数 3人)
正社員 ～ 京都府舞鶴市

省令３号のイ 390,000 26060- 4895971
変形（１年単位） 普通自動車免許ＡＴ

35歳以下 (1) 9時00分～18時00分
常雇 160,000 (従業員数 9人)
正社員 ～ 京都府舞鶴市

省令３号のイ 220,000 26060- 4900171
普通自動車免許ＡＴ

不問 (1) 8時30分～17時30分
臨時4ヶ月未満 162,400 (従業員数 15人)
有期雇用派遣 ～ 京都府舞鶴市

162,400 26051- 2169771

不問 (1)18時00分～ 3時00分
臨時4ヶ月以上 162,400 (従業員数 15人)
有期雇用派遣 ～ 京都府舞鶴市

162,400 26051- 2170971
交替制あり

18歳以上 (1) 7時00分～15時00分
臨時4ヶ月未満 185,129 (従業員数 33人) (2)15時00分～23時00分
有期雇用派遣 ～ 京都府舞鶴市 (3)23時00分～ 7時00分

省令２号 193,200 26071- 2729371
変形（１ヶ月単位） 調理師

不問
臨時4ヶ月以上 190,000 (従業員数 12人)  5時30分～20時00分
正社員以外 ～ 京都府舞鶴市 の間の8時間程度

240,000 27060-42465871 確定拠出年金

入れ込み、取
上、検査、運搬

株式会社　Ｎ・Ｓ・
Ｋ

京都府与謝郡与謝野町字金屋４６５－１ 雇用・労災・
健康・厚生

調理師
福祉施設／舞

株式会社　ＬＥＯ
Ｃ　東海・関西・
中四国支社

大阪府大阪市淀川区宮原４丁目１－１４　
住友生命新大阪北ビル３階

雇用・労災・
健康・厚生

ポテトサラダの
製造

協栄設備サービ
ス　株式会社

京都府綾部市渕垣町久田１４番地の１ 雇用・労災・
健康・厚生

ポテトサラダの
製造

協栄設備サービ
ス　株式会社

京都府綾部市渕垣町久田１４番地の１ 雇用・労災・
健康・厚生

自動車整備士 有限会社　山本
モータース

京都府舞鶴市字北吸９１２ 雇用・労災・
健康・厚生

営業販売員 有限会社　東山
商会

京都府舞鶴市福来問屋町７８５－４１ 雇用・労災・
健康・厚生

大型トラック乗務
員

舞鶴運輸　株式
会社

舞鶴市字喜多１１０５－１６ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

自動車販売営
業

有限会社　山本
モータース

京都府舞鶴市字北吸９１２ 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・
財形

臨床検査技師 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・
財形

保育士・幼稚園
教諭

平保育園 京都府舞鶴市字中田４４０－１ 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

（派）受付・案内
（舞鶴市）

株式会社　かん
でんジョイナス

大阪市北区梅田３丁目３－１０　梅田ダイビル
７Ｆ

雇用・労災・
健康・厚生

一般事務／舞
鶴年金事務所

日本年金機構 東京都杉並区高井戸西３丁目５番２４号 雇用・労災・
健康・厚生

一般事務（臨時
職員）

京都府中丹広域
振興局

京都府舞鶴市字浜２０２０ 雇用・公災・
健康・厚生

アパレル販売職 株式会社オン
ワード樫山　大阪
支店

大阪市中央区本町４丁目３－６ 雇用・労災・
健康・厚生


