
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）
18歳～44歳 (1)15時00分～ 0時00分

常雇 265,083 (従業員数 13人) (2)18時00分～23時00分
正社員 ～ 京都府舞鶴市 (3)20時00分～ 5時00分

省令３号のイ 438,139 13170-54225791 確定拠出年金

変形（１ヶ月単位）
35歳以下 (1) 8時30分～19時00分

常雇 170,000 (従業員数 9人) (2) 8時30分～18時00分
正社員 ～ 京都府舞鶴市 (3) 9時30分～18時00分

省令３号のイ 170,000 26060- 4863691

不問 (1) 8時15分～17時15分
常雇 160,000 (従業員数 3人)
正社員 ～ 京都府舞鶴市

324,000 26060- 4880991
変形（１ヶ月単位） 保育士

59歳以下 (1) 8時30分～17時30分
常雇 175,320 (従業員数 32人) (2) 7時15分～16時15分
正社員 ～ 京都府舞鶴市 (3) 9時00分～18時00分

省令１号 175,320 26060- 4848991 厚生年金基金

不問 (1) 8時00分～16時45分
臨時4ヶ月以上 142,936 (従業員数 11人)
正社員以外 ～ 京都府舞鶴市

142,936 26060- 4850291
日商簿記２級

不問 (1) 8時00分～17時00分
臨時4ヶ月以上 188,931 (従業員数 57人)
正社員以外 ～ 京都府舞鶴市

223,282 26060- 4852191
作業療法士

59歳以下 (1) 8時30分～17時30分
常雇 184,100 (従業員数 65人)
正社員 ～ 京都府舞鶴市

省令１号 238,500 26060- 4853091
言語聴覚士

59歳以下 (1) 8時30分～17時30分
常雇 184,100 (従業員数 65人)
正社員 ～ 京都府舞鶴市

省令１号 238,500 26060- 4854391

不問 (1) 8時00分～17時00分
臨時4ヶ月以上 145,530 (従業員数 39人) (2) 9時00分～17時00分
正社員以外 ～ 京都府舞鶴市

174,240 26060- 4855691
８トン限定中型自動車免許

18歳～40歳 (1) 3時00分～12時00分
常雇 200,000 (従業員数 16人)
正社員 ～ 京都府舞鶴市

省令３号のイ 400,000 26060- 4856991
看護師

59歳以下 (1) 8時00分～16時45分
常雇 198,800 (従業員数 70人) (2)16時00分～ 9時00分
正社員 ～ 京都府舞鶴市

省令１号 198,800 26060- 4857491
はり師

不問 (1) 8時30分～20時00分 柔道整復師
常雇 230,000 (従業員数 1人) (2) 8時30分～12時00分 あん摩マッサージ指圧師

正社員 ～ 京都府舞鶴市 きゅう師
300,000 26060- 4859891

不問 (1) 8時00分～16時45分
臨時4ヶ月以上 142,935 (従業員数 3人)
正社員以外 ～ 京都府舞鶴市

142,935 26060- 4861091

鍼灸師・柔道整
復師・あんまマッ

にしかわ鍼灸整
骨院

京都府舞鶴市字余部上２９２番地 雇用・労災

事務補佐員（原
価監査官室）

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

中型運転手
（ルート配送）

エム・シー・エル
アローズ　株式
会社

京都府舞鶴市字喜多１１０５番地４５ 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

言語聴覚士 京都府立舞鶴こ
ども療育センター

京都府舞鶴市字行永２４１０番地３７ 雇用・労災・
健康・厚生

電子ユニット品
製作

株式会社　クリエ
イティブ舞鶴支
店

京都府舞鶴市字余部下１１８０番地 雇用・労災・
健康・厚生

経理事務 株式会社　田中
工務店

京都府舞鶴市字倉谷１０１６ 雇用・労災・
健康・厚生

作業療法士 京都府立舞鶴こ
ども療育センター

京都府舞鶴市字行永２４１０番地３７ 雇用・労災・
健康・厚生

保育教諭 幼保連携型　認
定こども園　さくら
こども園

京都府舞鶴市七条中町８－２０ 雇用・労災・
健康・厚生

事務補佐員（舞
鶴基地業務隊

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

歯科助手、受付 あさぬま歯科 京都府舞鶴市字浜１１１０番地１Ｆ 雇用・労災・
健康・厚生

電気工事 ＹｏＣａＤｏ！ 京都府舞鶴市字南田辺８２－１１０　シャーメ
ゾン北田辺２０３号

雇用・労災

　◎　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

正社員店舗ス
タッフ（魚民　東

株式会社　モン
テローザフーズ

東京都武蔵野市中町１－１７－３　６．モンテ
ローザ三鷹本社ビル

雇用・労災・
健康・厚生・
財形

ハローワーク舞鶴 
TEL 0773-75-8609 

１１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) 9時15分～17時00分
臨時4ヶ月未満 166,050 (従業員数 11人) (2) 9時00分～16時45分
有期雇用派遣 ～ 京都府舞鶴市

166,050 27010-74234091

27歳以下 (1) 9時00分～18時00分
常雇 195,200 (従業員数 10人)
正社員 ～ 京都府舞鶴市

省令３号のイ 214,700 26020-30858191 確定拠出年金

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 160,000 (従業員数 30人)
正社員 ～ 京都府舞鶴市

省令１号 240,000 26060- 4842291
普通自動車免許

不問 (1) 8時30分～17時30分
常雇 200,000 (従業員数 1人)
正社員 ～ 京都府舞鶴市

270,000 17010-31243791
普通自動車免許（ＡＴ限定）

64歳以下 (1) 8時00分～17時00分
常雇 188,000 (従業員数 4人)
正社員 ～ 京都府舞鶴市

省令１号 218,000 26060- 4820091

40歳以下 (1) 5時00分～14時00分
常雇 210,000 (従業員数 13人)
正社員 ～ 京都府舞鶴市

省令３号のイ 210,000 26060- 4827291

企業担当スタッ
フ

株式会社　丸福
産業

京都府舞鶴市字大波下２８５番地 雇用・労災・
健康・厚生

漁業作業員 有限会社　成生
水産

京都府舞鶴市成生３６－２ 雇用・労災・
健康・厚生

機械工 小阪金属工業
株式会社

京都府舞鶴市字森勘尻２２０－３３ 雇用・労災・
健康・厚生

インテリア資材
の営業と内装工

ユニベールサー
ビス株式会社

石川県金沢市三口町火２５８番地 雇用・労災・
健康・厚生

大手損保会社
で一般事務／

株式会社東京海
上日動キャリア
サービス　関西
支社

大阪府大阪市中央区本町３丁目５－７　御堂
筋本町ビル５階

雇用・労災・
健康・厚生

一般事務 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


