
7/27～7/31の間に受理した求人です。

8月3日発行

職種
年齢

雇用形態・採用人数

月給 (1)17時00分～8時00分
250,000円 (2)18時00分～8時00分

～
（年齢：　59歳以下　） 290,000円

正社員（1人） 26060- 2871401

月給 (1)8時30分～17時15分
261,800円

～
（年齢：　59歳以下　） 261,800円

正社員（1人） 26060- 2895901

月給 (1)8時30分～17時15分
197,100円 (2)8時30分～20時30分

～ (3)19時15分～9時30分
（年齢：　59歳以下　） 197,100円

正社員（1人） 26060- 2898701

月給 (1)8時45分～17時00分
270,600円

～
（年齢：　59歳以下　） 399,700円

正社員（1人） 26060- 2875501

月給 (1)8時45分～17時00分
270,600円

～
（年齢：　59歳以下　） 399,700円

正社員（1人） 26060- 2885301

月給 (1)8時30分～17時30分
152,000円

～
（年齢：　64歳以下　） 190,000円

正社員（1人） 26060- 2887901

月給 (1)8時20分～17時20分
181,000円

～
（年齢：　59歳以下　） 296,000円

正社員（1人） 26060- 2865801

月給
157,560円

～
（年齢：　59歳以下　） 172,800円 又は9時00分～20時00分の
正社員以外（1人） 26060- 2867501 間の8時間

月給
149,800円

～
（年齢：　不問　） 153,400円 又は9時00分～20時30分の
正社員以外（1人） 13100- 5349901 間の8時間程度

月給 (1)8時30分～17時30分
159,960円

～
（年齢：　不問　） 159,960円
正社員以外（1人） 26060- 2889401

月給 (1)8時00分～17時00分
159,960円

～
（年齢：　不問　） 159,960円
正社員以外（1人） 26060- 2858201

月給 (1)9時00分～18時00分
200,000円

～
（年齢：　69歳以下　） 320,000円

正社員（1人） 26060- 2870101

月給 (1)8時45分～17時15分
280,000円

～
（年齢：　59歳以下　） 400,000円

正社員（1人） 26060- 2872701

月給 (1)8時00分～17時00分
220,000円

～
（年齢：　64歳以下　） 350,000円

正社員（1人） 26071- 1612201

月給 (1)8時15分～17時00分
263,500円

～
（年齢：　64歳以下　） 297,700円

正社員（1人） 26060- 2873801

月給 (1)9時00分～18時00分
170,040円

～
（年齢：　59歳以下　） 225,334円
正社員以外（1人） 26060- 2893301

月給 (1)8時00分～16時45分
149,137円

～
（年齢：　不問　） 149,137円
正社員以外（1人） 26060- 2874201

木質チップ製造スタッフ 京都府舞鶴市字平９８９
月給 (1)8時00分～17時00分

221,478円
～ 就業場所:舞鶴市

（年齢：　不問　） 221,478円
正社員以外（1人） 26060- 2890201 （就業場所：従業員数　5　人）

詰所掃除・洗濯係 板ガラス内に複数ある詰所（休憩所）の掃
除や洗濯等をして頂きます

　・ＡＭは、主に作業服、手袋の洗濯の
他、清掃作業

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）

配送及び構内作業 ＊金属部品等の出荷及び材料持ち帰り
（週１～３回）
・３ｔトラック使用、ラップ梱包パレットで大
阪（八尾）１ヶ所
・状況により軽バン使用、手積み又はト

萬工業　株式会社 京都府舞鶴市字別所２８８番地の１
フォークリフト運
転技能者、準中
型自動車免許就業場所は所在地に同じ

（就業場所：従業員数　43　人）

電気設備管理及び現
場作業員

＊下水処理施設の維持管理が基本の作
業となります。
　（水処理・機器保全・制御電気機器修繕
など）
＊故障対応や修繕作業があります。

株式会社　アクア 京都府舞鶴市字伊佐津１００ 第一種電気工事
士、第二種電気
工事士、2級電気
工事施工管理技
士、普通自動車
免許ＡＴ

就業場所:舞鶴市
西舞鶴

（就業場所：従業員数　13　人）

トラック運転手（２ｔ～４
ｔ）【舞鶴】

　２～４トントラックにて企業・店舗・個人宅
への配送・集荷をおこなっていただきま
す。　
お客様からお預かりした荷物を安全に正
確にお届けするとともに、お客様の「思い」

河嶋運送　株式会社 京都府宮津市字須津１６０８

準中型自動車免
許就業場所:舞鶴市

もよりの駅・バス停から徒歩（　）分
（就業場所：従業員数　25　人）

大型車乗務員 大型平車で鋼材、機械などを配達してもら
います。

中距離・長距離の配達あり（名古屋、東京
など）。

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

大型自動車免許就業場所:舞鶴市
西舞鶴駅

（就業場所：従業員数　50　人）

大型自動車整備士 ・自社の大型ダンプカーの点検整備、車
検受けまでの作業です。

・自社工場内での作業になります。


株式会社　松原商店 京都府舞鶴市余部上小字才ケ谷９０７
大型自動車免
許、三級自動車
整備士、二級自
動車整備士

就業場所は所在地に同じ
東舞鶴

（就業場所：従業員数　21　人）

給食サービス（本社フ
ルタイムパート）

　本社工場内
　
　下処理・調理補助中心の作業


京都ケータリング
株式会社

京都府舞鶴市字公文名５７０－１

就業場所は所在地に同じ
西舞鶴

（就業場所：従業員数　92　人）

＊化粧品、医薬品、日用品雑貨、ベビー
用品、介護用品、
　その他の販売
　接客・レジ・配達・その他販売に係わる
仕事です。

内山薬品株式会社
（佐々木薬局）

京都府舞鶴市字浜５０６番地の２

普通自動車免許
ＡＴ就業場所:舞鶴市

（就業場所：従業員数　14　人）

販売員（森店）

相談支援員 ＊障害のある方への相談支援及びホー
ムヘルプ業務
ご家族との連携を図りながら安心した社
会参加が出来るまで相談を受けながら日
常生活プラン

社会福祉法人　みず
なぎ学園

京都府舞鶴市字鹿原２０９－３
ホームヘルパー
２級、普通自動
車免許ＡＴ就業場所:舞鶴市

（就業場所：従業員数　0　人）

京都府舞鶴市字長浜２００１番地

４ｔ車乗務員

助産師（常勤）

職業訓練指導員（職業
能力開発職）

海上保安学校教官

西舞鶴駅
（就業場所：従業員数　50　人）

海上保安学校生に対し、数学（高校全般、
大学数学の一部）及び物理（高校全般）の
授業を行うほか、将来の海上保安官を育
成するために、礼儀を含めた人格形成の
ための指導を行います。

海上保安学校

就業場所:舞鶴市

高校卒業者等を対象としたものづくり分野
の理論及び技能・技術に関する教育訓
練、中小企業等との共同・受託研究、在職
者の専門的知識及び技能・技術の向上に
向けた職業訓練の実施ほか

独立行政法人　高
齢・障害・求職者雇
用支援機構京都支
部　近畿職業能力開

京都府舞鶴市字上安１９２２

一般事務員

普通自動車免許
ＡＴ就業場所:舞鶴市

京都交通　新橋バス停
（就業場所：従業員数　13　人）

就業場所:舞鶴市

（就業場所：従業員数　42　人）

ＰＣ入力業務（専用ソフト入力あり）
書類作成（主にエクセルで書類作成）及び
管理
請求書作成業務
電話対応、来客対応などして頂きます

株式会社　舞鶴ク
レーン

京都府舞鶴市字小倉２５６番地

求人者名 必要資格

中型自動車免許

仕事内容 賃 金 所在地・就業場所 就業時間

４ｔ車（保冷車）で鮮魚を京都・大阪の市場
へ定期的に運行します（夜間走行あり）。
毎日帰宅が可能です。

＊未経験者の方でも丁寧に指導します。

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

事務レジスタッフ（週４０
ｈ）／舞鶴店

事務レジスタッフ：
サービスカウンター業務・電話応対・レジ・
事務作業など
（９：００～２０：３０）


株式会社　ニトリ 東京都北区神谷３－６－２０

就業場所:舞鶴市

（就業場所：従業員数　45　人）

高等学校教諭免
許（専修・１種）就業場所:舞鶴市

東舞鶴
（就業場所：従業員数　540　人）

病棟や外来における助産師業務

妊婦、新生児に対する保健指導や分娩補
助等の業務を行って頂きます。


独立行政法人　国立
病院機構
舞鶴医療センター

京都府舞鶴市字行永２４１０番地

助産師就業場所は所在地に同じ
京都バス　国立病院前

（就業場所：従業員数　450　人）

職業訓練指導員（職業
能力開発職）

京都府舞鶴市字上安１９２２

総務事務・経理事務 ・労務関係書類作成
・現金出納、経費計算、売掛買掛金の管
理
・オフィスコンピューターやＰＯＳを中心と
する経理事務

株式会社　佐古田電
機

・木材チップ製造機械の操作、生木の投
入

・構内の生木の運搬　等


林木材工業　株式会
社　舞鶴工場

職業訓練指導員
免許

西舞鶴
（就業場所：従業員数　28　人）

独立行政法人　高
齢・障害・求職者雇
用支援機構京都支
部　近畿職業能力開

職業訓練指導員
免許就業場所は所在地に同じ

西舞鶴

京都府舞鶴市字寺内３番地の５

高校卒業者等を対象としたものづくり分野
の理論及び技能・技術に関する教育訓
練、中小企業等との共同・受託研究、在職
者の専門的知識及び技能・技術の向上に
向けた職業訓練の実施ほか （就業場所：従業員数　28　人）

普通自動車免許ＡＴ

℡ 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。


