
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

交替制あり
18歳以上 (1) 6時45分～14時45分

臨時4ヶ月以上 227,261 (従業員数 663人) (2)14時45分～22時45分
正社員以外 ～ 京都府舞鶴市 (3)22時45分～ 6時45分

省令１号 227,261 26060- 4442991

不問 (1) 8時30分～17時15分
臨時4ヶ月以上 144,200 (従業員数 40人)
正社員以外 ～ 京都府舞鶴市

144,200 26060- 4443491
変形（１年単位） 大型自動車免許

不問 (1) 8時00分～17時00分
常雇 240,000 (従業員数 8人)
正社員 ～ 京都府舞鶴市

320,000 26060- 4444791
交替制あり 医療事務資格

不問 (1) 8時30分～17時15分
臨時4ヶ月以上 183,192 (従業員数 95人) (2) 9時30分～18時15分
正社員以外 ～ 京都府舞鶴市

183,192 26060- 4446291
交替制あり 普通自動車免許（ＡＴ限定）

18歳以上 (1) 1時30分～ 5時00分
常雇 160,000 (従業員数 18人) (2)13時30分～17時00分
正社員 ～ 京都府舞鶴市

省令２号 160,000 26060- 4449091
変形（１ヶ月単位） 普通自動車免許（ＡＴ限定）

18歳～40歳 (1) 8時30分～17時30分
常雇 200,100 (従業員数 20人)
正社員 ～ 京都府舞鶴市

省令３号のイ 230,700 25010-10637791
変形（１年単位） 普通自動車免許

44歳以下 (1) 8時00分～17時00分
常雇 223,790 (従業員数 10人)
正社員 ～ 京都府舞鶴市

省令３号のイ 246,742 26020-27761491
普通自動車免許

34歳以下 (1) 9時30分～18時10分
常雇 177,000 (従業員数 11人) (2) 9時00分～17時40分
正社員 ～ 京都府舞鶴市

省令３号のイ 253,000 26020-27648991 確定給付年金

変形（１年単位） 普通自動車免許（ＡＴ限定）

59歳以下 (1) 8時00分～17時00分
常雇 158,000 (従業員数 33人)
正社員 ～ 京都府舞鶴市

省令１号 208,000 26060- 4437891

不問 (1) 8時45分～19時00分
常雇 155,000 (従業員数 8人)
正社員 ～ 京都府舞鶴市

200,000 26060- 4417691
普通自動車免許（ＡＴ限定）

40歳以下 (1) 8時00分～16時45分
常雇 150,000 (従業員数 300人)
正社員 ～ 京都府舞鶴市

省令３号のイ 180,000 26060- 4418991

59歳以下 (1) 8時30分～17時30分
常雇 170,000 (従業員数 22人) (2) 9時30分～18時30分
正社員 ～ 京都府舞鶴市 (3) 8時30分～13時30分

省令１号 190,000 26060- 4422191
変形（１ヶ月単位）

45歳以下 (1) 8時45分～18時00分
常雇 170,000 (従業員数 26人)
正社員 ～ 京都府舞鶴市

省令３号のイ 200,000 26060- 4425691

　◎　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

自動車用各種
ガラス製造業務

日本板硝子　株
式会社　舞鶴事
業所

京都府舞鶴市字大波下小字浜田２５５番地 雇用・労災・
健康・厚生

事務員（西支所
市民・年金係）

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

運転手 大正建材　株式
会社

京都府舞鶴市字伊佐津６５ 雇用・労災・
健康・厚生

医療事務 市立舞鶴市民病
院

京都府舞鶴市字倉谷１３５０－１１ 雇用・労災・
健康・厚生

新聞販売　（正
社員）

合同会社　永井
新聞舗

京都府舞鶴市北浜町１０番地４ 雇用・労災・
健康・厚生

スーパーバイ
ザー（店舗管理

リ・プロダクツ株
式会社

滋賀県大津市浜町１－６ 雇用・労災・
健康・厚生

金属加工　【急
募】

松井アーキメタ
ル　株式会社

京都市下京区麩屋町通仏光寺下ル鍋屋町２
５７番地５

雇用・労災・
健康・厚生

営業職 株式会社　スズ
キ自販京都

京都府向日市寺戸町寺田５０－２ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

一般事務（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

動物看護師 いちご動物病院 京都府舞鶴市字伊佐津３５４－４ 雇用・労災・
健康・厚生

設備点検補助 日硝興産　株式
会社　舞鶴支店

京都府舞鶴市字大波下小字浜田２５５番地 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

医療事務 医療法人　秀仁
会　さくら眼科
米田クリニック

京都府舞鶴市字伊佐津１１２－１２ 雇用・労災・
健康・厚生

寝具　福祉用具
等の製造業（就

株式会社　パシ
フィックウエーブ

京都府舞鶴市京田１８７番地－１ 雇用・労災・
健康・厚生

ハローワーク舞鶴 
TEL 0773-75-8609 
１０月 ７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） 普通自動車免許（ＡＴ限定）

35歳以下 (1) 7時30分～17時00分
常雇 200,000 (従業員数 4人)
正社員 ～ 京都府舞鶴市

省令３号のイ 230,000 26060- 4428791
変形（１ヶ月単位） 普通自動車免許（ＡＴ限定）

18歳～40歳 (1) 8時30分～17時30分
常雇 200,100 (従業員数 20人)
正社員 ～ 京都府舞鶴市

省令３号のイ 230,700 25010-10399191

不問 (1) 8時00分～17時00分
臨時4ヶ月以上 175,000 (従業員数 17人)
正社員以外 ～ 京都府舞鶴市

175,000 25010-10402291
交替制あり

59歳以下 (1) 8時00分～17時00分
常雇 146,000 (従業員数 6人) (2)13時00分～18時30分
正社員 ～ 京都府舞鶴市 (3) 8時00分～13時00分

省令１号 150,000 26060- 4410791
調理師

不問 (1) 9時00分～14時00分 普通自動車免許（ＡＴ限定）

常雇 171,347 (従業員数 2人) (2)18時00分～21時00分
正社員 ～ 京都府舞鶴市

200,000 26060- 4412291
変形（１ヶ月単位）

18歳～59歳 (1) 8時30分～17時15分
常雇 180,000 (従業員数 0人) (2) 8時30分～20時45分
正社員 ～ 京都府舞鶴市 (3)20時30分～ 8時45分

省令１号 220,000 28030-14754291
交替制あり

59歳以下 (1) 8時00分～17時00分
常雇 165,000 (従業員数 40人) (2) 8時30分～17時30分
正社員 ～ 京都府舞鶴市 (3) 9時00分～18時00分

省令１号 165,000 26060- 4091891 厚生年金基金

45歳以下 (1)10時00分～19時00分
常雇 160,000 (従業員数 4人) (2)10時00分～17時30分
正社員 ～ 京都府舞鶴市

省令３号のイ 160,000 26060- 4093591
歯科衛生士

不問 (1)10時00分～19時00分
常雇 190,000 (従業員数 4人) (2)10時00分～17時30分
正社員 ～ 京都府舞鶴市

240,000 26060- 4094191

プラント運転従
事者

田中プラント　株
式会社

舞鶴市倉谷１０１６番地 雇用・労災・
健康・厚生

店舗清掃管理
（スーパーバイ

リ・プロダクツ株
式会社

滋賀県大津市浜町１－６ 雇用・労災・
健康・厚生

清掃スタッフ責
任者候補（ラ

リ・プロダクツ株
式会社

滋賀県大津市浜町１－６ 雇用・労災・
健康・厚生

看護助手 西村医院 京都府舞鶴市字浜７７１番地 雇用・労災・
健康・厚生

調理（板前） 有限会社　亀寿
司

京都府舞鶴市字松陰寺内７６－４ 労災

バイオマス発電
設備の運転管

株式会社　タクマ
テクノス　西日本
支社

兵庫県尼崎市金楽寺町２丁目２－３３　タクマ
ビル

雇用・労災・
健康・厚生

歯科衛生士 いとう歯科 京都府舞鶴市溝尻町１２－６　
エトワール山崎　１Ｆ

雇用・労災・
健康

医療事務 医療法人　荒木
クリニック

京都府舞鶴市字京田１８－１ 雇用・労災・
健康・厚生

歯科助手 いとう歯科 京都府舞鶴市溝尻町１２－６　
エトワール山崎　１Ｆ

雇用・労災・
健康


