
　　　　　　先週一週間に受理した求人の情報です
1月２０日発行 　

職種
年齢

雇用形態・採用人数

月給 (1)8時00分～16時45分
187,860円

～
（年齢：　不問　） 187,860円

有期雇用派遣労働者（1人） 26051-   95201

月給 (1)8時00分～16時45分
207,976円 (2)16時00分～9時00分

～
（年齢：　18歳以上　） 243,076円

正社員以外（1人） 26060-  275501

月給 (1)7時30分～15時00分
250,000円 (2)8時00分～17時00分

～ (3)8時30分～19時00分
（年齢：　59歳以下　） 350,000円

正社員（1人） 26060-  251301

月給 (1)8時30分～17時15分
163,333円

～
（年齢：　不問　） 163,333円

正社員以外（1人） 26060-  223201

月給 (1)8時15分～17時15分
200,000円

～
（年齢：　59歳以下　） 230,000円

正社員（1人） 26060-  143001

月給 (1)8時30分～17時30分
200,100円

～
（年齢：　18歳～40歳　） 230,700円

正社員（1人） 25010-  491001

月給 (1)8時30分～17時00分
150,000円

～
（年齢：　59歳以下　） 184,000円

正社員（1人） 26060-  187301

月給 (1)9時00分～18時00分
201,000円

～
（年齢：　不問　） 231,000円

正社員（1人） 26060-  235601

月給 (1)7時30分～16時30分
300,000円

～
（年齢：　不問　） 350,000円 又は13時30分～22時30分

正社員（1人） 27080- 1563401 の間の8時間程度

月給 (1)8時00分～16時45分
165,412円

～
（年齢：　不問　） 165,412円

正社員以外（1人） 26060-  277301

月給 (1)8時30分～18時15分
165,000円

～
（年齢：　不問　） 200,000円

正社員（1人） 26060-  210901

月給 (1)7時30分～17時00分
220,000円

～
（年齢：　不問　） 250,000円

正社員（1人） 26060-  194001

月給 (1)8時00分～17時00分
184,000円

～
（年齢：　45歳以下　） 345,000円 又は8時30分～17時30分の

正社員（3人） 26060-  254101 間の8時間程度
詰所掃除・洗濯係 板ガラス内に複数ある詰所（休憩所）の掃 日硝興産　株式会社 京都府舞鶴市字大波下小字浜田２５５番地

月給 (1)8時00分～16時45分
149,137円

～ 就業場所:舞鶴市
（年齢：　不問　） 149,137円 京都交通　大波下　バス停
正社員以外（1人） 26060-  284001 （就業場所：従業員数　321　人）

一般事務 伝票整理、データ入力
来客応対、電話対応等


　　　

株式会社　ジオ 京都府舞鶴市京田６３

就業場所:舞鶴市
西舞鶴

（就業場所：従業員数　7　人）

保育教諭 ０歳児～６歳までの子どもの保育・教育

・授乳やおむつ交換、生活習慣自立の補
助
・工作、戸外遊び、散歩、音楽あそび等

社会福祉法人　永福
福祉会　幼保連携型
認定こども園　永福
こども園

京都府舞鶴市字公文名６３

就業場所:舞鶴市
ＪＲ西舞鶴駅

（就業場所：従業員数　24　人）
デザイン部デザイナー ・チラシ、カタログ、ＤＭ等の企画、デザイン

の制作をしていただきます。



株式会社　コザイ印
刷所

京都府舞鶴市字京田１３９番地

就業場所は所在地に同じ
西舞鶴

（就業場所：従業員数　19　人）

自衛隊舞鶴病院では、自衛隊員とその扶
養家族が主たる患者さんとなる職域病院で
す。
病棟、外来、中材、内視鏡等の看護業務を
２交代制で実施しています。

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

就業場所:舞鶴市
東舞鶴

（就業場所：従業員数　70　人）
看護師 皮膚科、泌尿器科の専門クリニックとして

スタートしましたが、現在では標榜科問わ
ず、できる限り総合診療を行い、地域の皆
様に親しまれ愛される医院を目指していま
す。

大西医院 京都府舞鶴市字浜１８１

就業場所は所在地に同じ
東舞鶴

（就業場所：従業員数　18　人）

一般事務 ・商品の受発注、在庫管理、パソコンソフト
へ入力業務、書類の整理、庶務等の一般
事務全般



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

就業場所:舞鶴市
ＪＲ東舞鶴駅

（就業場所：従業員数　5　人）

求人者名

保育士、幼稚園
教諭免許（専修・
１種・２種）

普通自動車免許

必要資格仕事内容 賃 金 所在地・就業場所 就業時間

看護師、准看護
師

看護師、准看護
師

ＪＲ東舞鶴駅
（就業場所：従業員数　20　人）

技術補佐員（看護師）

以下のホテル業務と各業務内容の管理を
お任せします。
・チェックイン、チェックアウト対応
・予約受付、電話応対などフロント業務
・売上管理またはフロントでの受付予約

株式会社　ワンズ
ロード

大阪府堺市西区山田１丁１２７２番地１

就業場所:舞鶴市
ＪＲ舞鶴線　東舞鶴

（就業場所：従業員数　5　人）

事務 社会保険労務士業務の補助
パソコン入力または手書きによる書類作成
電話応対・来客応対等
顧客訪問
事業所内の書類整理・清掃

有限会社　トレオ 京都府舞鶴市字上安久１４－１　相生グ
リーンビル３Ｆ

就業場所は所在地に同じ
西舞鶴

（就業場所：従業員数　3　人）

普通自動車免許
AT

その他の会計事
務関係資格、ビジ
キャリ（人事・人
材開発・労務管
理）

スーパーバイザー（店
舗管理／舞鶴市）

○東舞鶴を拠点に近隣施設の管理
・メンテナンスを請け負っている施設の品
質維持管理（指導　など）
・パートスタッフの勤怠管理及び事務全般
・施設への提案など（訪問営業ではありま

リ・プロダクツ株式会
社

滋賀県大津市浜町１－６

就業場所:舞鶴市

自動車整備士 ・オイル交換、タイヤ交換、カーオーディオ
等取付作業

・車検、整備


株式会社　カーライフ
舞鶴

京都府舞鶴市字上福井１６８６－２

就業場所:舞鶴市
四所

（就業場所：従業員数　4　人）

設備まわりの清掃等 ・設備廻りの清掃等をしていただきます。


　＊工場内を車で移動することもあります
　＊フォークリフト免許所持者歓迎

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

就業場所:舞鶴市
京都交通　大波下　バス停

（就業場所：従業員数　321　人）

ホテル管理者

普通自動車免許

普通自動車免許

建設作業員 工場・プラント内等電気工事や配管溶接、
機械据付、　　　　　　　ポンプ分解点検等の
作業に従事して頂きます。

未経験者でも安心して業務につけます。

株式会社雄志工業 京都府舞鶴市字行永２４７５あまな１－Ｂ

就業場所は所在地に同じ
東舞鶴

（就業場所：従業員数　1　人）

ホイールローダー運転
手

アスファルトプラント工場にて重機オペレー
ターをしていただきます。
ホイールローダー運転手です。
機械に乗りっぱなしではなく、工場内軽作
業（そうじ等）もしていただきます。

田中プラント　株式会
社

京都府舞鶴市倉谷１０１６番地

就業場所:舞鶴市
西舞鶴

（就業場所：従業員数　16　人）

大型特殊自動車
免許、車両系建
設機械（整地・運
搬・積込用及び
掘削用）運転技
能者

℡ 0773-75-8609 

舞鶴公共職業安定所 

京都府舞鶴市西小字西町107-4 ◎ 面接にはハローワークが発行する紹介状が必要です。 

      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紹介窓口へお問い合わせください。 

◎ ハローワークでは随時紹介を行っておりますので、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。その際はあしからずご了承ください。 

◎ 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。 

◎仕事内容欄はスペースの都合ですべて表示できない場合がありますので、詳しい内容については相談窓口でお尋ねください。  


