
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

普通自動車免許一種
64歳以下 (1) 8時00分～17時00分

常雇 160,000 (従業員数 10人)
正社員 ～ 京都府舞鶴市

省令１号 200,000 26060- 2609291
変形（１年単位）

40歳以下 (1)21時00分～ 6時00分
常雇 190,000 (従業員数 38人) (2)22時00分～ 7時00分
正社員 ～ 京都府舞鶴市

省令３号のイ 250,000 26060- 2610091
変形（１年単位） 普通自動車免許一種

45歳以下 (1) 8時00分～17時00分
常雇 160,000 (従業員数 26人)
正社員 ～ 京都府舞鶴市

省令３号のイ 220,000 26060- 2599691
普通自動車免許ＡＴ

40歳以下 (1)14時00分～22時00分
常雇 165,000 (従業員数 10人)
正社員 ～ 京都府舞鶴市

省令３号のイ 250,000 26060- 2600591
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 155,400 (従業員数 11人)
正社員 ～ 京都府舞鶴市

277,500 26060- 2602091
交替制あり 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 198,800 (従業員数 70人) (2)16時00分～ 9時00分
正社員以外 ～ 京都府舞鶴市

198,800 26060- 2603391
変形（１ヶ月単位） 普通自動車免許ＡＴ

59歳以下 (1) 8時30分～17時30分
常雇 163,000 (従業員数 5人)
正社員 ～ 京都府舞鶴市

省令１号 345,000 26060- 2607791
変形（１ヶ月単位） 中型一種（８ｔ限定）

不問 (1) 8時00分～19時00分
臨時4ヶ月未満 170,000 (従業員数 23人) (2) 8時00分～17時00分
正社員以外 ～ 京都府舞鶴市

210,000 27020-41978291
変形（１ヶ月単位） 普通自動車免許ＡＴ

不問
臨時4ヶ月未満 189,200 (従業員数 23人)  9時00分～20時30分
正社員以外 ～ 京都府舞鶴市 の間の8時間

189,200 27020-42016991

30歳以下 (1) 8時30分～17時00分
常雇 148,600 (従業員数 342人) (2) 7時30分～16時00分
正社員 ～ 京都府舞鶴市 (3)17時00分～ 8時30分

省令３号のイ 180,700 26060- 2597091 確定給付年金

薬剤師
30歳以下 (1) 8時30分～17時00分

常雇 199,400 (従業員数 342人)
正社員 ～ 京都府舞鶴市

省令３号のイ 221,200 26060- 2598391 確定給付年金

普通自動車免許一種
35歳以下 (1) 9時00分～17時00分

常雇 148,000 (従業員数 6人)
正社員 ～ 京都府舞鶴市

省令３号のイ 243,000 26060- 2588191
変形（１年単位）

不問 (1) 8時00分～17時00分
常雇 176,000 (従業員数 8人)
正社員 ～ 京都府舞鶴市

198,000 26060- 2580391

自動車板金塗
装

有限会社　福田
自動車鉄工

京都府舞鶴市女布小字大所７４７ 雇用・労災・
健康・厚生

フォークリフトオ
ペレーター

株式会社　舞京
通商

京都府舞鶴市字北吸１００６－６ 雇用・労災・
健康・厚生

総合事務職 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

薬剤師 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

【週休３日導入】
セールスドライ

佐川急便株式会
社

大阪市此花区島屋４丁目４－５１ 雇用・労災・
健康・厚生

軽四セールスド
ライバー職（舞

佐川急便株式会
社

大阪市此花区島屋４丁目４－５１ 雇用・労災・
健康・厚生

技官（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 公災・健康・
厚生

配管工、機械工 株式会社　ＭＫ
Ｃ

京都府舞鶴市溝尻中町１４－３ 雇用・労災・
健康・厚生

一般事務 株式会社　フジタ
実業（フジタ学
園）

京都府舞鶴市北浜町２－１８ 雇用・労災・
健康・厚生

工務店サービス
スタッフ／図面

株式会社　滝口
工務店

京都府舞鶴市字伊佐津３３９－１ 雇用・労災・
健康・厚生

金属機械加工
技術者（夜勤専

萬工業　株式会
社

京都府舞鶴市字別所２８８番地の１ 雇用・労災・
健康・厚生

配送 株式会社西村住
建商事

京都府舞鶴市字森小字ムシウ２２５ 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

配管メンテナン
ス

株式会社　翔輝
美工業

京都府舞鶴市矢之助町３２番地７ 雇用・労災・
健康・厚生

ハローワーク舞鶴 
TEL 0773-75-8609 
６月 １７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

変形（１ヶ月単位） 牽引免許（一種）
59歳以下 (1) 8時45分～17時00分 大型自動車免許一種

常雇 250,000 (従業員数 46人)
正社員 ～ 京都府舞鶴市

省令２号 450,000 26060- 2581691
変形（１ヶ月単位） 大型自動車免許一種

59歳以下 (1) 8時45分～17時00分
常雇 235,000 (従業員数 48人)
正社員 ～ 京都府舞鶴市

省令２号 340,000 26060- 2583491
変形（１ヶ月単位）

不問 (1) 8時30分～16時15分
常雇 165,000 (従業員数 7人) (2) 9時30分～18時30分
正社員 ～ 京都府舞鶴市 (3)13時30分～19時30分

165,000 26060- 2584791
交替制あり 普通自動車免許ＡＴ

不問 (1) 8時30分～17時30分
臨時4ヶ月以上 154,080 (従業員数 94人) (2) 9時30分～18時30分
正社員以外 ～ 京都府舞鶴市

171,200 26060- 2586291
変形（１ヶ月単位） 普通自動車免許ＡＴ

40歳以下 (1) 9時00分～ 8時59分
常雇 152,000 (従業員数 42人) (2) 7時30分～16時30分
正社員 ～ 京都府宮津市 (3)10時30分～19時30分

省令３号のイ 333,400 26071- 1635091
変形（１ヶ月単位） 普通自動車免許一種

40歳以下 (1) 9時00分～18時00分
常雇 152,000 (従業員数 46人)
正社員 ～ 京都府宮津市

省令３号のイ 333,400 26071- 1636391

鉄道業務（駅） ＷＩＬＬＥＲ　ＴＲＡ
ＩＮＳ　株式会社
（京都丹後鉄道）

京都府宮津市字鶴賀２０６５－４ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

鉄道施設管理
業務、鉄道車両

ＷＩＬＬＥＲ　ＴＲＡ
ＩＮＳ　株式会社
（京都丹後鉄道）

京都府宮津市字鶴賀２０６５－４ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

調剤事務・受付 有限会社　あい
薬局

京都府舞鶴市字浜８０１番地 雇用・労災・
健康・厚生

事務職 社会福祉法人
グレイスまいづる

京都府舞鶴市字布敷小字中島５２－１ 雇用・労災・
健康・厚生

トレーラー運転
手

株式会社　京綾
貨物輸送　舞鶴
営業所

京都府舞鶴市字喜多１１０５－１３ 雇用・労災・
健康・厚生

大型運転手 株式会社　京綾
貨物輸送　舞鶴
営業所

京都府舞鶴市字喜多１１０５－１３ 雇用・労災・
健康・厚生


