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職種
年齢

雇用形態・採用人数

月給 (1)10時00分～17時00分
220,000円

～
（年齢：　59歳以下　） 300,000円

正社員（1人） 26060- 1199601

月給 (1)9時00分～17時00分
160,000円 (2)14時00分～22時00分

～
（年齢：　59歳以下　） 160,000円

正社員（1人） 26060- 1247901

月給 (1)8時00分～16時30分
250,000円

～
（年齢：　不問　） 400,000円
正社員（1人） 26060- 1203601

月給 (1)8時00分～19時30分
315,000円 (2)8時00分～16時30分

～ (3)8時00分～13時30分
（年齢：　59歳以下　） 450,000円

正社員（1人） 28040- 4754501

月給 (1)8時45分～9時15分
160,000円

～
（年齢：　不問　） 160,000円
正社員以外（1人） 26050- 1410301

月給 (1)7時00分～16時00分
167,734円 (2)9時00分～18時00分

～ (3)13時00分～22時00分
（年齢：　不問　） 199,467円
正社員以外（1人） 26060- 1245301

月給 (1)7時00分～16時00分
172,734円 (2)9時00分～18時00分

～ (3)13時00分～22時00分
（年齢：　不問　） 239,467円
正社員以外（1人） 26060- 1246601

月給 (1)6時30分～15時30分
160,000円 (2)12時00分～21時00分

～
（年齢：　30歳以下　） 220,000円

正社員（1人） 26060- 1248101

月給 (1)9時00分～16時30分
200,000円 (2)16時30分～0時00分

～
（年齢：　18歳～38歳　） 200,000円

正社員（1人） 26060- 1231401

月給 (1)8時00分～17時00分
185,000円

～
（年齢：　34歳以下　） 235,000円

正社員（1人） 26060- 1198301

月給 (1)8時10分～17時10分
200,000円

～
（年齢：　59歳以下　） 300,000円

正社員（1人） 26060- 1240701

月給 (1)8時00分～17時00分
160,000円

～
（年齢：　59歳以下　） 280,000円

正社員（1人） 26060- 1254601

月給 (1)8時10分～17時10分
200,000円

～
（年齢：　59歳以下　） 300,000円

正社員（1人） 26060- 1239901

月給 (1)8時00分～16時00分
198,400円 (2)16時00分～0時00分

～ (3)0時00分～8時00分
（年齢：　18歳以上　） 268,400円

正社員（1人） 26060- 1204901

月給 (1)8時30分～17時30分
160,000円

～
（年齢：　59歳以下　） 280,000円

正社員（1人） 26060- 1255901

月給
243,000円

～
（年齢：　44歳以下　） 514,200円 又は4時00分～20時00分の

正社員（1人） 18050- 1500301 間の8時間程度

月給 (1)8時00分～16時30分
170,000円 (2)7時00分～15時30分

～
（年齢：　60歳以上　） 180,000円
正社員以外（1人） 26060- 1201001

月給 (1)8時10分～17時10分
200,000円

～
（年齢：　59歳以下　） 300,000円

正社員（1人） 26060- 1238601

フォークリフトオペレー
ター

・積込み前の肥料の製品をフォークリフトで
パレットに乗　　せる作業
・パレットにのせてパッキングした肥料の製
品をフォークリ　フトで運搬して、出荷迄
シートをかける等附帯作業　　

日之出化学工業　株
式会社　舞鶴工場

京都府舞鶴市字倉谷６６０番地

フォークリフト運
転技能者就業場所:舞鶴市

西舞鶴
（就業場所：従業員数　41　人）

配管工 各発電所（舞鶴・高浜町・おおい町、各都
道府県）、プラント内での配管工事を行いま
す。
＊舞鶴市内から車で１時間圏内について
は、事務所からの乗り合わ　せで、各現場

株式会社　平和熔工
所

京都府舞鶴市字小倉２２２番地の５

就業場所:舞鶴市
ＪＲ東舞鶴駅

（就業場所：従業員数　27　人）

肥料製造 ・肥料製造の原料受入から製品出荷に関
する各種機械
・プラントの操作及び保全
・オートメーション化された製造機械の監視
業務、異常発生　の際の確認・点検業務

日之出化学工業　株
式会社　舞鶴工場

京都府舞鶴市字倉谷６６０番地

就業場所:舞鶴市
西舞鶴

（就業場所：従業員数　41　人）

◆高速道路における料金の収受業務
　料金支払い機については、自動化されて
いるため
　ブースに入っての手渡し作業ではなく、室
内からの

西日本高速道路
サービス関西株式会
社　福知山支店

京都府福知山市長田野町３－５－１

就業場所:舞鶴市

就業場所:舞鶴市
西舞鶴

（就業場所：従業員数　24　人）

介護職 定員９名のグループホームでの介護業務
をして頂きます。
・食事介助
・入浴の介助
・排泄の介助

医療法人社団　外松
医院
ハーモニーデイサー
ビスセンター　ハーモ
ニーグループホーム

京都府舞鶴市字竹屋９８－１番地

医療法人社団　外松
医院
ハーモニーデイサー
ビスセンター　ハーモ
ニーグループホーム

鉄工 各発電所（舞鶴・高浜町・おおい町、各都
道府県）、プラント内で鋼構造物の組立、据
付作業を行います。
＊舞鶴市内から車で１時間圏内について
は、事務所からの乗り合わ　せで、各現場

株式会社　平和熔工
所

危険物取扱者
（甲種）、防火管
理者（甲種・乙
種）、普通自動車
免許

就業場所は所在地に同じ
ＪＲ西舞鶴駅

第二種電気主任
技術者

薬剤師

普通自動車免許
AT

（就業場所：従業員数　10　人）

日之出化学工業　株
式会社　舞鶴工場

京都府舞鶴市字倉谷６６０番地

就業場所:舞鶴市
西舞鶴

（就業場所：従業員数　41　人）

営繕係

（就業場所：従業員数　43　人）
（第ニ種）電気主任技術
者

工場内の電気機械設備の保守管理および
エネルギー管理
業務を行います。
・工場の電気系の保守業務
・自家用電気工作物（特高変電所）の点検

求人者名

４ｔ車乗務員（ユニック
車）

客室及び館内共用部整備・点検・営繕業務
・簡単な修理（電球の交換作業　等）
・ペンキ塗り
・修理業者の立ち合い
マンション管理

株式会社　東舞鶴グ
ランドホテル

京都府舞鶴市字円満寺小字横八丁１２４番
地

必要資格

中型自動車免
許、小型移動式
クレーン運転技
能者、普通自動
車免許

仕事内容 賃 金 所在地・就業場所 就業時間

４ｔ車で機械・鋼材などを運搬してもらいま
す。
・夜間走行あり（長距離・中距離運搬あり）
・手積み・手降ろしはありません。（シート掛
けはあり）

有限会社　舞鶴小型
運送社

京都府舞鶴市字魚屋小字築地２９６番地の
２０

就業場所:舞鶴市
西舞鶴駅

（就業場所：従業員数　50　人）

京都府舞鶴市字竹屋９８－１番地

薬剤師（阪神調剤薬局
東舞鶴店）

院外処方箋に基づく調剤、及びそれに付帯
する業務
薬局内事務・雑務

Ｉ＆Ｈ株式会社 兵庫県芦屋市大桝町１番１８号

就業場所:舞鶴市
ＪＲ線　東舞鶴

（就業場所：従業員数　0　人）
料金スタッフ（舞鶴西料
金所）

調理 調理見習い又は中習い
・調理、調理補助
・仕込み作業
・下ごしらえ
・盛付　　等

株式会社　東舞鶴グ
ランドホテル

介護職 定員９名のグループホームでの介護業務
をして頂きます。
・食事介助
・入浴の介助
・排泄の介助

ホール運営全般 ・ホールでの接客業務
・スタッフ教育
・新サービスの立案
・広告や店舗装飾の考案


有限会社　舞鶴アポ
ロ

鉄工技術者 ・舞鶴を拠点として発電所設備及び鉄道橋
梁の各種鉄骨
　構造物の設計から金属の加工・溶接・取
付・とび・
　土工作業が主な仕事の内容です

有限会社　エノキ鉄
工所

介護福祉士

ＪＲ西舞鶴
（就業場所：従業員数　12　人）

京都府舞鶴市字円満寺小字横八丁１２４番
地

就業場所は所在地に同じ
ＪＲ西舞鶴駅

（就業場所：従業員数　43　人）

普通自動車免許
AT

京都府舞鶴市字京田小字三角１５７番地１

就業場所は所在地に同じ

就業場所:舞鶴市
西舞鶴

（就業場所：従業員数　24　人）

京都府舞鶴市字小倉２２２番地の５

就業場所:舞鶴市
ＪＲ東舞鶴駅

（就業場所：従業員数　27　人）

京都府舞鶴市字泉源寺３６０－１

就業場所は所在地に同じ
東舞鶴駅

（就業場所：従業員数　7　人）

各発電所（舞鶴・高浜町・おおい町、各都
道府県）、プラント内で
炭素鋼、ステンレスの鋼構造物、配管の
ティグ溶接、被覆アーク溶接を行います。


建設機械の溶接（本社・
東舞鶴営業所）

・建設用重機部品の修理時の溶接
・溶接作業後のグラインダー仕上げ
　（鋳鋼品の表面や形を整える作業）



志摩機械　株式会社 京都府舞鶴市字上福井１１７番地
ガス溶接技能
者、アーク溶接技
能者（基本級）、
普通自動車免許

就業場所:舞鶴市
四所

（就業場所：従業員数　33　人）
溶接 株式会社　平和熔工

所
京都府舞鶴市字小倉２２２番地の５ アーク溶接技能

者（基本級）、
アーク溶接技能
者（専門級）、ス
テンレス鋼溶接
技能者（基本級）

就業場所:舞鶴市
ＪＲ東舞鶴駅

（就業場所：従業員数　27　人）

自動車整備士 ・自動車（大型・普通）の一般整備
・車検整備　等

株式会社　舞鶴自動
車工作所

京都府舞鶴市字下福井小字黒崎１６－３
三級自動車整備
士、普通自動車
免許就業場所:舞鶴市

ＪＲ西舞鶴
（就業場所：従業員数　15　人）

トレーラー運転【舞鶴営
業所】

京阪神、中京地区へのトレーラー集配業務
です。
（手積み、手降ろしあり）
＊フォークリフト技能講習未受講の場合
は、

株式会社　新洋ド
レージ

福井県敦賀市余座２号１８番地の２
大型自動車免
許、牽引免許、
フォークリフト運
転技能者

就業場所:舞鶴市

（就業場所：従業員数　7　人）

℡ 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。  


