
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ＡＴ
18歳～34歳 (1) 9時00分～20時00分

常雇 219,000 (従業員数 9人) (2) 8時30分～19時30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 239,500 26020-20642991 確定拠出年金

交替制あり 管理栄養士
61歳以下 (1) 8時30分～17時00分

常雇 160,000 (従業員数 342人) (2) 9時30分～18時00分
正社員 ～ 京都府舞鶴市

省令１号 199,400 26060- 3155391 確定給付年金

変形（１ヶ月単位）
不問 (1) 8時30分～17時30分

臨時4ヶ月以上 165,000 (従業員数 5人)
正社員以外 ～ 京都府舞鶴市

200,000 26060- 3156691
変形（１年単位） 普通自動車免許ＡＴ

45歳以下 (1) 8時30分～17時00分
常雇 150,000 (従業員数 112人) (2) 9時30分～18時00分
正社員 ～ 京都府舞鶴市 (3)10時00分～18時30分

省令３号のイ 200,000 26060- 3157991 確定給付年金

不問 (1) 8時30分～17時15分
臨時4ヶ月未満 147,084 (従業員数 600人)
正社員以外 ～ 京都府舞鶴市

147,084 26060- 3158491
変形（１ヶ月単位） 看護師

18歳以上 (1) 7時30分～16時00分 准看護師
常雇 183,400 (従業員数 180人) (2) 8時30分～17時00分
正社員 ～ 京都府舞鶴市 (3)16時00分～ 9時00分

省令２号 231,200 26060- 3148691 確定給付年金

薬剤師
不問 (1) 8時30分～17時00分

常雇 335,000 (従業員数 180人)
正社員 ～ 京都府舞鶴市

435,000 26060- 3149991

不問 (1) 8時00分～17時00分
臨時4ヶ月未満 258,560 (従業員数 12人)
正社員以外 ～ 京都府舞鶴市

290,880 26060- 3153191
フォークリフト免許

不問 (1) 8時00分～16時45分 普通自動車免許一種
臨時4ヶ月以上 195,687 (従業員数 18人)
有期雇用派遣 ～ 京都府舞鶴市

195,687 26051- 1254091
変形（１年単位） 普通自動車免許ＡＴ

不問
臨時4ヶ月以上 210,000 (従業員数 19人)  9時30分～20時30分
正社員以外 ～ 京都府舞鶴市 の間の8時間程度

255,000 27020-50235991

18歳以上 (1) 0時00分～ 8時30分
臨時4ヶ月未満 152,250 (従業員数 12人)
有期雇用派遣 ～ 京都府舞鶴市

省令２号 152,250 26051- 1252591

不問 (1) 8時00分～17時00分
臨時4ヶ月未満 162,400 (従業員数 12人)
有期雇用派遣 ～ 京都府舞鶴市

162,400 26051- 1253191
変形（１年単位）

35歳以下 (1) 9時00分～18時00分
常雇 155,000 (従業員数 9人)
正社員 ～ 京都府舞鶴市

省令３号のイ 190,000 26060- 3137091

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

営業サポート
（部品受注・発

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

リフォーム営業
（舞鶴市）

株式会社　エ
ディオン

大阪府大阪市北区中之島２丁目３番３３号
大阪三井物産ビル８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

金属製品製作
加工の補助作

協栄工業　有限
会社

京都府舞鶴市字小倉１５６番地の２ 雇用・労災

フォークリフト運
転業務

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

看護師、准看護
師

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

薬剤師 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

事務職員 医療法人医誠会
介護老人保健施
設　エスペラル東
舞鶴

京都府舞鶴市字大波下小字前田７６５ー１６ 雇用・労災・
健康・厚生

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

管理栄養士 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

現場補助業務 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

　◎　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

機械警備のス
タッフ／セコム

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

ハローワーク舞鶴 
TEL 0773-75-8609 
７月 ２２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年単位） 大型自動車免許一種
不問 (1) 8時00分～17時00分

常雇 280,000 (従業員数 20人)
正社員 ～ 京都府舞鶴市

430,000 26060- 3140491
変形（１年単位） 大型自動車免許一種

45歳以下 (1) 8時00分～17時00分
常雇 260,000 (従業員数 20人)
正社員 ～ 京都府舞鶴市

省令３号のイ 350,000 26060- 3141791
変形（１年単位） 大型自動車免許一種

45歳以下 (1) 8時00分～17時00分
常雇 300,000 (従業員数 20人)
正社員 ～ 京都府舞鶴市

省令３号のイ 450,000 26060- 3142891
変形（１ヶ月単位）

18歳以上 (1) 8時30分～17時00分
常雇 167,200 (従業員数 180人) (2) 6時00分～14時30分
正社員 ～ 京都府舞鶴市 (3) 7時00分～15時30分

省令２号 167,200 26060- 3143291
変形（１ヶ月単位） 普通自動車免許ＡＴ

59歳以下
常雇 190,000 (従業員数 7人)  9時00分～18時00分
正社員 ～ 京都府舞鶴市 の間の8時間程度

省令１号 300,000 26060- 3147391
変形（１ヶ月単位）

不問 (1) 8時45分～16時45分
常雇 151,900 (従業員数 3人) (2)12時00分～20時00分
正社員以外 ～ 京都府舞鶴市

182,280 13140-10797591
普通自動車免許ＡＴ

59歳以下 (1) 8時30分～17時30分
常雇 162,000 (従業員数 6人)
正社員 ～ 京都府舞鶴市

省令１号 162,000 26060- 3122991

介護職員 株式会社　ジオ 京都府舞鶴市京田６３ 雇用・労災・
健康・厚生

お酒のルート配
送／ＡＴ限定可

有限会社　リカー
ショップサカイ

京都府舞鶴市字浜４３４－１ 雇用・労災・
健康・厚生

婦人服店内販
売（舞鶴）

株式会社　タツミ
ヤ

東京都八王子市暁町１－３２－１３ 雇用・労災・
健康・厚生

セメントタンク車
運転手

アサヒ産業運輸
株式会社

京都府舞鶴市字喜多１１０５－１５ 雇用・労災・
健康・厚生

病院ケアスタッ
フ

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

大型運転手 アサヒ産業運輸
株式会社

京都府舞鶴市字喜多１１０５－１５ 雇用・労災・
健康・厚生

運転手（８ｔトラッ
ク）【未経験者歓

アサヒ産業運輸
株式会社

京都府舞鶴市字喜多１１０５－１５ 雇用・労災・
健康・厚生


