
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) 8時30分～17時15分

臨時4ヶ月以上 154,000 (従業員数 19人)
正社員以外 ～ 京都府舞鶴市

173,000 26060-  365791
普通自動車免許ＡＴ

不問 (1) 8時30分～17時15分
臨時4ヶ月以上 173,000 (従業員数 3人)
正社員以外 ～ 京都府舞鶴市

173,000 26060-  366891
普通自動車免許一種

40歳以下 (1) 7時30分～16時30分
常雇 193,000 (従業員数 13人)
正社員 ～ 京都府舞鶴市

省令３号のイ 193,000 26060-  368591
普通自動車免許ＡＴ

59歳以下 (1) 8時00分～18時00分
常雇 145,000 (従業員数 2人)
正社員 ～ 京都府舞鶴市

省令１号 150,000 26060-  370691
普通自動車免許ＡＴ

不問 (1) 8時00分～17時00分
常雇 225,000 (従業員数 0人)
正社員 ～ 京都府舞鶴市

325,000 26060-  374891
変形（１ヶ月単位） 介護支援専門員

59歳以下 (1) 8時30分～17時30分 普通自動車免許ＡＴ
常雇 196,900 (従業員数 156人) (2) 9時00分～18時00分
正社員 ～ 京都府舞鶴市 (3) 9時30分～18時30分

省令１号 221,400 26060-  377191
変形（１年単位） 普通自動車免許ＡＴ

59歳以下 (1) 8時00分～17時00分
常雇 155,000 (従業員数 2人)
正社員 ～ 京都府舞鶴市

省令１号 200,000 26060-  306791
変形（１年単位） 普通自動車免許一種

59歳以下 (1) 8時00分～17時00分
常雇 180,000 (従業員数 8人)
正社員 ～ 京都府舞鶴市

省令１号 250,000 26060-  307891
変形（１年単位） フォークリフト技能者

不問 (1) 6時00分～15時00分
常雇 200,000 (従業員数 57人) (2) 8時00分～17時00分
正社員 ～ 京都府舞鶴市

200,000 26060-  311691
普通自動車免許ＡＴ

不問 (1) 9時00分～18時00分
常雇 162,500 (従業員数 78人)
正社員 ～ 京都府舞鶴市

181,400 26060-  314791

59歳以下 (1) 8時30分～17時00分
常雇 155,900 (従業員数 185人)
正社員 ～ 京都府舞鶴市

省令１号 175,900 26060-  318191
歯科衛生士

59歳以下 (1) 9時00分～19時00分
常雇 200,000 (従業員数 5人) (2) 9時00分～16時00分
正社員 ～ 京都府舞鶴市

省令１号 250,000 26060-  278891

病院内栄養管
理科事務スタッ

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

歯科衛生士 おぜき駅前歯科
医院

京都府舞鶴市字南田辺南表町４０－１ 雇用・労災・
健康

仕分け作業員 丹後西濃運輸
株式会社

京都府舞鶴市字上安１５０６ 雇用・労災・
健康・厚生

事務員 社会福祉法人
成光苑　ライフ・
ステージ　舞夢

京都府舞鶴市字桑飼上小字深田１０８８番地
１

雇用・労災・
健康・厚生

営業（配送セン
ター）

株式会社　こや
ま

京都府舞鶴市字市場６３番地 雇用・労災・
健康・厚生

介護支援専門
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

一般事務 株式会社　こや
ま

京都府舞鶴市字市場６３番地 雇用・労災・
健康・厚生

大工見習い 株式会社　谷口
住宅

京都府舞鶴市字下福井３９０－１ 労災・健康・
厚生

屋根、外壁工事 メタルスレート 京都府舞鶴市引土２８９番地茜ハウス１０１号
室

公園管理等作
業業務（花壇

公益財団法人
舞鶴市花と緑の
公社

京都府舞鶴市字多祢寺２４－１２ 雇用・労災・
健康・厚生

舞鶴市一般家
庭不燃焼物収

有限会社　幸友
社

京都府舞鶴市字吉野５１８ 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

経理事務 公益財団法人
舞鶴市花と緑の
公社

京都府舞鶴市字多祢寺２４－１２ 雇用・労災・
健康・厚生

ハローワーク舞鶴
TEL 0773-75-8609
１月 １５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

45歳以下 (1) 9時00分～19時00分
常雇 160,000 (従業員数 5人) (2) 9時00分～16時00分
正社員 ～ 京都府舞鶴市

省令３号のイ 200,000 26060-  279291
変形（１年単位） 普通自動車免許ＡＴ

59歳以下 (1) 8時00分～17時00分 介護福祉士
常雇 174,400 (従業員数 15人)
正社員 ～ 京都府舞鶴市

省令１号 227,000 26060-  280091
普通自動車免許ＡＴ

不問 (1) 8時30分～17時30分
常雇 149,760 (従業員数 3人)
正社員以外 ～ 京都府舞鶴市

149,760 26060-  265391
変形（１ヶ月単位） 調理師

18歳以上
常雇 250,000 (従業員数 10人)  9時00分～23時00分
正社員 ～ 京都府舞鶴市 の間の8時間

省令２号 300,000 26060-  270591
変形（１ヶ月単位）

不問
常雇 167,580 (従業員数 10人)  9時00分～23時00分
正社員 ～ 京都府舞鶴市 の間の8時間

200,000 26060-  271191

不問 (1) 8時30分～17時30分
常雇 156,000 (従業員数 27人) (2)10時00分～19時00分
正社員 ～ 京都府舞鶴市

161,000 26060-  275991
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 185,373 (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 193,410 26071-  246891
変形（１ヶ月単位） 普通自動車免許一種

18歳～34歳 (1) 9時00分～18時00分
常雇 220,100 (従業員数 30人) (2)18時00分～ 9時00分
正社員 ～ 京都府舞鶴市 (3)20時00分～ 9時00分

省令３号のイ 229,600 26020- 1152391 確定拠出年金

普通自動車免許ＡＴ
59歳以下

常雇 160,000 (従業員数 0人)  8時00分～20時00分
正社員 ～ 京都府舞鶴市 の間の8時間

省令１号 200,000 26070-  150391

生花の製作、販
売（西舞鶴店）

株式会社　ＹＡ
ＭＡＺＯＥ　（花工
房）

京都府京丹後市峰山町御旅１１９９－１ 雇用・労災・
健康・厚生

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

セキュリティス
タッフ（ＢＥ）

セコム　株式会
社　近畿本部

京都市下京区河原町通松原上ル２丁目富永
町３３８番　

雇用・労災・
健康・厚生・
財形

調理見習い、調
理補助

株式会社　魚源 京都府舞鶴市字引土２６３－１８ 雇用・労災・
健康・厚生

医療事務 片山産婦人科 京都府舞鶴市字倉谷４００－１ 雇用・労災・
健康・厚生

総合保険代理
店での事務（損

有限会社　北京
都総合ＰＲＩＮＯＦ

京都府舞鶴市字上安１９９－５９ 雇用・労災・
健康・厚生

調理人 株式会社　魚源 京都府舞鶴市字引土２６３－１８ 雇用・労災・
健康・厚生

歯科助手 おぜき駅前歯科
医院

京都府舞鶴市字南田辺南表町４０－１ 雇用・労災・
健康

介護職員（デイ
サービスセン

社会福祉法人
安寿会

京都府舞鶴市字上安小字吉口４８１番地 雇用・労災・
健康・厚生


