
6/22～6/26の間に受理した求人です。

6月29日発行

職種
年齢

雇用形態・採用人数

月給 (1)8時00分～17時00分
155,000円

～
（年齢：　59歳以下　） 280,000円

正社員（1人） 26060- 2425401

月給 (1)8時00分～17時00分
220,000円

～
（年齢：　40歳以下　） 350,000円

正社員（1人） 26060- 2419201

月給 (1)8時00分～17時00分
250,000円

～
（年齢：　不問　） 400,000円
正社員（1人） 26060- 2394401

月給 (1)8時00分～17時00分
200,000円

～
（年齢：　不問　） 380,000円
正社員（2人） 26060- 2388701

月給 (1)8時30分～17時15分
179,300円

～
（年齢：　59歳以下　） 240,400円

正社員（1人） 26060- 2398501

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- 2638701

月給 (1)10時00分～19時00分
155,040円 (2)10時30分～19時30分

～ (3)11時00分～20時00分
（年齢：　62歳以下　） 163,200円
正社員以外（1人） 26060- 2390301

月給 (1)8時30分～17時30分
200,000円 (2)8時00分～17時00分

～
（年齢：　69歳以下　） 230,000円

正社員（1人） 26060- 2411001

月給 (1)8時00分～18時00分
176,000円 (2)10時00分～20時00分

～ (3)12時00分～22時00分
（年齢：　40歳以下　） 300,000円

正社員（2人） 26060- 2387401

月給 (1)8時00分～18時00分
176,000円 (2)10時00分～20時00分

～ (3)12時00分～22時00分
（年齢：　40歳以下　） 300,000円

正社員（2人） 26060- 2403001

月給 (1)8時00分～17時00分
156,255円

～
（年齢：　59歳以下　） 310,000円

正社員（5人） 26060- 2422601

月給 (1)8時30分～17時30分
200,000円

～
（年齢：　40歳以下　） 285,000円

正社員（1人） 26060- 2386101

月給 (1)8時00分～17時00分
180,000円

～
（年齢：　不問　） 250,000円
正社員（2人） 26060- 2426701

月給 (1)8時00分～17時00分
157,600円

～
（年齢：　59歳以下　） 157,600円

正社員（1人） 26060- 2421301

月給 (1)19時30分～4時30分
216,000円

～
（年齢：　18歳～59歳　） 337,000円

正社員（1人） 26060- 2424101

月給 (1)7時40分～17時00分
256,500円

～
（年齢：　59歳以下　） 403,000円

正社員（1人） 26060- 2385901

月給 (1)8時30分～17時30分
196,500円

～
（年齢：　59歳以下　） 280,000円

正社員（1人） 26060- 2430601

月給 (1)8時30分～17時00分
180,000円

～
（年齢：　45歳以下　） 180,000円

正社員（1人） 26060- 2393101
軽作業 京都府舞鶴市大字鹿原小字杉の木７７７－４

月給 (1)8時00分～17時00分
165,000円

～ 就業場所は所在地に同じ
（年齢：　59歳以下　） 170,000円 松尾寺
正社員（1人） 26060- 2391601 （就業場所：従業員数　41　人）

組立等 ・自社ブランド製品のアッセンブリー組立、
配管、配線等多種多様な作業がありま
す。
　まれに外注先への配送（３ｔトラック運転）
があります。

株式会社　カンネツ
舞鶴工場

京都府舞鶴市字中田小字村下４３４番１

普通自動車免許
ＡＴ就業場所:舞鶴市

東舞鶴
（就業場所：従業員数　7　人）

老人介護施設で介護職員を募集していま
す。
・介助（食事・入浴・排泄・リハビリ・着替え
など）
・掃除

みじかな　有限会社
（みぢかなディサー
ビス田園）

京都府舞鶴市字志高５５３番地５
介護福祉士、普
通自動車免許Ａ
Ｔ

就業場所:舞鶴市
四所

（就業場所：従業員数　10　人）

金属加工（ＪＭＵ舞鶴事
業所）

艦船修理
主に配管の修理、撤去、制作、取り替え等
　◎ＪＩＳ溶接の資格あれば優遇します。
　◎造船業経験者優遇しますが、未経験
の方

株式会社　舞祥工業 京都府舞鶴市溝尻中町２４番地の９

就業場所:舞鶴市
東舞鶴

（就業場所：従業員数　5　人）

洋食調理師、調理見習
い

・洋食料理店の調理や調理補助
　

・洋食全般の知識や経験があれば優遇し
ます。

株式会社　ツクヨミラ
シン

京都府舞鶴市字朝代１番地１

就業場所:舞鶴市
西舞鶴

（就業場所：従業員数　6　人）

京都府舞鶴市字引土５９番地

機械設計

現場監督

土木作業員

現場監督（就職フェア）

（就業場所：従業員数　540　人）
料金スタッフ（舞鶴西料
金所）

◆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
　

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

普通自動車免許
ＡＴ就業場所:舞鶴市

（就業場所：従業員数　10　人）

システム担当として、病院内で使用してい
るＩＴ関連全般の運用・保守業務に携わっ
ていただきます。
・導入システム（電子カルテ等）の操作サ
ポー

システムエンジニア 京都府舞鶴市字浜１０３５番地

洋服の販売員 ・店内での紳士服、カジュアル、レディース
スーツ等の販売及び接客
・商品の品出し整理等
・電話の応対

青山商事　株式会社
洋服の青山　舞鶴店

京都府舞鶴市字上安久３８１番地１５

就業場所は所在地に同じ
ＪＲ西舞鶴

（就業場所：従業員数　7　人）

求人者名 必要資格

普通自動車免許
ＡＴ

仕事内容 賃 金 所在地・就業場所 就業時間

各種機器、プラントの設計をメインに、現
場採寸による図面化、
お客様との打ち合わせ、見積製作等、業
務内容は多岐にわたります

小阪金属工業　株式
会社

京都府舞鶴市字森勘尻２２０－３３

就業場所は所在地に同じ
舞鶴線　東舞鶴

（就業場所：従業員数　26　人）
公共・民間の工事における現場の管理業
務
ドラッグストア、コンビニエンスストアなど
の新築工事

株式会社　西工舎

和食調理師、調理見習
い

・２０２０年秋オープン予定の仕出し料理
店の調理や調理補助
　（洋食店アメイロビストロアルルで研修
後）
・和食全般の知識や経験があれば優遇し

株式会社　ツクヨミラ
シン

京都府舞鶴市字朝代１番地１

就業場所:舞鶴市
西舞鶴

（就業場所：従業員数　0　人）

介護スタッフ・ヘルパー
職員／休みの取りやす
い社風です！

就業場所:舞鶴市
ＪＲ西舞鶴

（就業場所：従業員数　10　人）
土木工事現場での監督業務
現場作業員と共に作業に従事しつつ、監
督業務を行います
＊ＰＣでエクセルワードを使用し書類作成
もあります

産和建設株式会社 京都府舞鶴市愛宕中町１－９ ２級建設機械施
工技士、２級土
木施工管理技
士、普通自動車
免許

就業場所:舞鶴市
東舞鶴

（就業場所：従業員数　0　人）
（１）京都府中丹広域管内の土木作業現
場における作業全般及び施工管理業務、
監督業務。
重機運転も有り。
（２）車両運転、重機運転、土木作業全

株式会社　東舞重機
工業

京都府舞鶴市亀岩町２６番地

普通自動車免許就業場所:舞鶴市
ＪＲ東舞鶴

（就業場所：従業員数　8　人）
国家公務員共済組
合連合会　舞鶴共済
病院 就業場所:舞鶴市

東舞鶴

広告看板の企画・設
計・制作・施工・営業

※工場内での看板の制作、鉄骨加工・木
工・塗装・アクリル加工・シート加工等
※各現場に於いて看板の取付・メンテナン
ス
※会社の特徴　当社は京都営業所があ

タケダ工芸　株式会
社

京都府舞鶴市字森４１９－１

普通自動車免許
ＡＴ就業場所:舞鶴市

ＪＲ東舞鶴
（就業場所：従業員数　9　人）

トラック運転手 ・貨物自動車運転手　１０ｔトラックの運転　
　　＊造船関係や機械などの輸送が主で
す。
　　＊手積み、手降ろしはほとんどありま
せん。

大浪陸運　株式会社
舞鶴事業所

京都府舞鶴市字余部下１１８０

大型自動車免許就業場所:舞鶴市
ＪＲ東舞鶴

（就業場所：従業員数　6　人）
路線運転手（敦賀・長
浜方面）

西濃グループ店所間の運転業務
・敦賀、長浜方面の運行業務
・積み荷は大きいものから小さなものま
で、積み卸しは手積み又はフォークリフト
を使用

丹後西濃運輸　株式
会社

京都府舞鶴市字上安１５０６
大型自動車免
許、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　69　人）
運転手 建設資材の運搬、引上、横持及びクレー

ン作業
大型７ｔ車ユニック付きが自社の標準にな
ります。

福村建設　株式会社 京都府舞鶴市字吉坂３８２の７

大型自動車免許就業場所:舞鶴市
ＪＲ松尾寺

（就業場所：従業員数　45　人）

日本板硝子（株）舞鶴事業所工場内での
軽作業業務
・製品出荷で使用した鉄パレットの点検、
清掃、小補修
・クッション材の摩耗などの点検、清掃

ヤマキ建鉄　株式会
社

集配運転手（宮津方
面）【舞鶴営業所】

宮津方面の配達
＊２トン～４トン車使用
＊担当エリア内の企業や商店を対象に、
主に商業小口貨物の集荷や　配達業務を
行います。

丹後西濃運輸　株式
会社

京都府舞鶴市字上安１５０６
中型自動車免
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　12　人）
鮮魚の選別・箱詰め作
業

鮮魚仕分作業（魚の種類、大きさの選
別）、箱詰め作業
フォークリフトや機械などで作業負荷を軽
減しています。


丸五水産　株式会社 京都府舞鶴市字城屋１２６８

就業場所:舞鶴市
ＪＲ西舞鶴

（就業場所：従業員数　4　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。


