
9/7～9/11の間に受理した求人です。

9月14日発行

職種
年齢

雇用形態・採用人数

月給 (1)9時30分～19時00分
170,000円

～
（年齢：　64歳以下　） 179,000円

正社員（3人） 26060- 3567801

月給 (1)8時00分～17時00分
220,000円

～
（年齢：　59歳以下　） 250,000円

正社員（1人） 26060- 3596601

月給 (1)8時00分～17時00分
170,000円

～
（年齢：　59歳以下　） 200,000円

正社員（1人） 26060- 3568201

月給 (1)8時30分～17時00分
146,830円 (2)17時00分～8時30分

～
（年齢：　59歳以下　） 305,721円

正社員（1人） 26060- 3585501

月給 (1)8時30分～17時00分
155,674円 (2)17時00分～8時30分

～
（年齢：　30歳以下　） 217,381円

正社員（1人） 26060- 3589901

月給 (1)8時30分～12時30分
150,000円 (2)13時30分～17時00分

～ (3)9時00分～12時00分
（年齢：　59歳以下　） 160,000円

正社員（1人） 26060- 3554901

月給 (1)8時30分～17時15分
175,900円 (2)9時45分～18時30分

～ (3)9時15分～18時00分
（年齢：　64歳以下　） 195,900円

正社員（1人） 26060- 3557701

月給 (1)7時50分～17時00分
160,000円

～
（年齢：　59歳以下　） 180,000円

正社員（1人） 26060- 3592201

月給 (1)8時00分～17時00分
170,000円

～
（年齢：　59歳以下　） 200,000円

正社員（1人） 26060- 3603101

月給 (1)8時30分～17時30分
203,000円 (2)8時30分～12時00分

～
（年齢：　35歳以下　） 221,000円

正社員（2人） 26060- 3578001

月給 (1)9時00分～18時00分
250,000円

～
（年齢：　64歳以下　） 350,000円

正社員（1人） 26060- 3595301

月給 (1)8時30分～17時00分
180,000円 (2)6時30分～15時00分

～
（年齢：　不問　） 200,000円
正社員以外（1人） 26060- 3549701

月給 (1)10時30分～14時30分
175,000円 (2)17時00分～21時00分

～
（年齢：　不問　） 175,000円 又は10時00分～21時30分
正社員（1人） 26060- 3558801 の間の8時間程度

月給 (1)6時30分～15時30分
200,000円 (2)8時00分～17時00分

～ (3)10時30分～19時30分
（年齢：　不問　） 230,000円
正社員以外（1人） 26060- 3598101

月給 (1)8時15分～17時00分
167,000円 (2)8時15分～8時30分

～
（年齢：　18歳～40歳　） 222,600円

正社員（2人） 27020-51874201

月給 (1)8時00分～17時00分
189,000円

～
（年齢：　不問　） 231,000円
正社員以外（1人） 26060- 3562601

月給 (1)8時00分～16時45分
178,500円

～
（年齢：　59歳以下　） 200,550円
正社員以外（1人） 26060- 3563901

月給 (1)8時30分～17時00分
250,000円

～
（年齢：　59歳以下　） 300,000円

正社員（1人） 26060- 3577501

自動車電装修理、船舶
電気修理

・自動車（主に中型、大型車）のバッテリー
交換
・セルモーター、オルタネーター交換修理
・エアコン、各パーツ交換、ガスチャージ
・配線不良個所修理

株式会社　日本電気
商会

京都府舞鶴市字喜多１０４８－８

普通自動車免許
ＡＴ就業場所は所在地に同じ

（就業場所：従業員数　2　人）

ガラスの切断及び洗浄
出荷作業

※ガラスの切断作業
　オーダーに基づき自動車用ガラスを切断
するハンドリング
　作業及び梱包作業。
　２名体制で品質確認し出荷準備等をして

日本海工業　株式会
社

京都府舞鶴市字大波下２８５番地

就業場所:舞鶴市

（就業場所：従業員数　10　人）
自動車整備士 フォークリフトの整備、修理

・月次点検
・年次点検　等



協和工業　株式会社 京都府舞鶴市字大波下２８５番地
二級自動車整備
士、フォークリフ
ト運転技能者、
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　67　人）

日本メンテナス　エン
ジニヤリング　株式
会社

大阪府大阪市北区同心１丁目７番１４号

普通自動車免許就業場所:舞鶴市

・現金出納（現預金、小口現金管理）
・振替伝票作成、補助簿の作成（専用ソフ
トあり）
・売掛金の入金管理
・買掛金、外註の支払い管理

株式会社　平和熔工
所

保安 ＪＭＵ舞鶴事業所の保安
・保安業務全般
・駐車場管理業務
・ＪＭＵ施設管理業務
※施設内を車で巡回します（普通車ＡＴ車

（請）道路施設管理技
術職（京都府舞鶴市）

・交通管理業務（ハイウェイパトロール）
　道路異常の発見や事故障害物の処理等
・交通管制業務
　管制室での交通状況の監視、道路に設
置されている機器の運用、　　他機関との

調理、接客 フランチャイズ飲食店　

調理、接客、管理業務（接客、調理指導、
勤務表の作成、食材管理）などを担当して
いただきます。

事務所にて事務・経理作業、現場管理の
補助をして頂きます。
（未経験の方歓迎）
・窓口での受付、電話応対
・工事関係書類の作成及び写真整理他

株式会社　関西テク
ノ

・舞鶴市内及び近郊の設備業者、工事現
場等の得意先への
　商品のルート配達をして頂きます
　空き時間に倉庫整備等をして商品知識
をつけていただき後々は得意先への営業

株式会社　舞鶴水田

株式会社　クリエイ
ティブ舞鶴支店

（就業場所：従業員数　5　人）
京都府舞鶴市溝尻町１１－１０

普通自動車免許
ＡＴ就業場所は所在地に同じ

東舞鶴
（就業場所：従業員数　11　人）

ミスターバーク　舞鶴
店

東舞鶴
（就業場所：従業員数　41　人）

求人者名 必要資格

保育士、その他
の専修・各種学
校教員関係資格

仕事内容 賃 金 所在地・就業場所 就業時間

・児童の日常生活の世話
　　子達の居室の整理、整頓、掃除、洗
濯、病人の世話、
　　小学生の宿題点検、登校準備等
・児童の養護教育

社会福祉法人　舞鶴
双葉寮

京都府舞鶴市桃山町７－５

就業場所は所在地に同じ

一般事務（経理）

一般事務兼現場補助

事務職員 事務部門において、学校の管理運営（総
務人事、財務等）、教務、学生支援、研究
支援、産学連携、国際交流等の業務に従
事


独立行政法人　国立
高等専門学校機構
舞鶴工業高等専門
学校

事務所にて一般事務・経理作業をして頂き
ます。

振替伝票、給与計算、社会保険、雇用保
険他

株式会社　アート

事務所にて事務・経理作業、現場管理の
補助をして頂きます。
（未経験の方歓迎）

・窓口での受付、電話応対

保育士又は指導員

居住施設・ビル管理 全国展開している岩谷産業（株）グループ
の総合エネルギー会社です。公務員集合
住宅の管理が主な仕事です。
〈　主な業務内容　〉
・東舞鶴市内の公務員集合住宅の巡視、

技術職員（電気） 京都府舞鶴市白屋２３４

医療事務 レセプト、資料作成
来客・電話対応
その他付随作業
＊お仕事に慣れるまで、先輩スタッフが親
切丁寧にフォローします　のでご安心くださ

医療法人医誠会　
介護老人保健施設
エスペラル東舞鶴

京都府舞鶴市字大波下小字前田７６５ー１
６

医療事務

丹後瓦斯（ガス）株
式会社

京都府舞鶴市字森大田野４９３番地

就業場所は所在地に同じ

（就業場所：従業員数　31　人）

経理事務

配送・ルート営業

一般事務兼現場補助

京都府舞鶴市字小倉２２２番地の５

就業場所は所在地に同じ

営業職　木造住宅「新
築・リフォーム」不動産

木造住宅「新築・リフォーム」や不動産の
営業。
上記業務に関する事務等

※宅地建物取引士資格取得者優遇

株式会社　エコ・ビー
タ

教育研究支援センターに所属し、次の業
務を行う。
１、主に電気情報工学科の実験・実習の
技術指導業務
２、実習・実験装置の運用・維持管理
・レセプトコンピューターへの入力
・初診受付業務
・患者の案内や誘導
・カルテの整理、管理、検索
・健康診断業務

独立行政法人　国立
高等専門学校機構
舞鶴工業高等専門
学校

東舞鶴
（就業場所：従業員数　132　人）

京都府舞鶴市白屋２３４

就業場所は所在地に同じ

医療法人社団　悠慈
会　指宿医院

普通自動車免許

普通自動車免許

就業場所は所在地に同じ
東舞鶴

（就業場所：従業員数　108　人）

（就業場所：従業員数　4　人）

京都府舞鶴市字小倉６８番地４

普通自動車免許

ＪＲ東舞鶴
（就業場所：従業員数　36　人）

京都府舞鶴市字京田小字三角１６１－１

就業場所は所在地に同じ
ＪＲ西舞鶴

普通自動車免許
ＡＴ就業場所は所在地に同じ

（就業場所：従業員数　27　人）
株式会社　アート 京都府舞鶴市字小倉６７番地の１

普通自動車免許
ＡＴ就業場所は所在地に同じ

京都府舞鶴市字小倉６７番地の１

（就業場所：従業員数　27　人）

就業場所:舞鶴市
ＪＲ東舞鶴

（就業場所：従業員数　17　人）

普通自動車免許
ＡＴ

就業場所は所在地に同じ
東舞鶴

（就業場所：従業員数　132　人）
京都府舞鶴市七条中町５－１

就業場所は所在地に同じ
東舞鶴

（就業場所：従業員数　5　人）

（就業場所：従業員数　49　人）

京都府舞鶴市字余部下１１８０番地

普通自動車免許
ＡＴ就業場所:舞鶴市

（就業場所：従業員数　120　人）

就業場所:舞鶴市

京都府舞鶴市字森小字勘尻１９９－２

℡ 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。



9/7～9/11の間に受理した求人です。

9月14日発行

職種
年齢

雇用形態・採用人数
求人者名 必要資格仕事内容 賃 金 所在地・就業場所 就業時間

℡ 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。

月給 (1)8時00分～16時45分
174,528円 (2)11時30分～20時15分

～ (3)12時30分～21時15分
（年齢：　不問　） 174,528円
正社員以外（1人） 26060- 3547101

月給 (1)8時00分～18時00分
235,000円

～
（年齢：　59歳以下　） 265,000円

正社員（1人） 26060- 3561301

月給 (1)8時30分～17時00分
144,800円

～
（年齢：　59歳以下　） 144,800円

正社員（1人） 17080- 7721001

月給 (1)6時30分～15時15分
168,000円 (2)15時00分～23時45分

～
（年齢：　59歳以下　） 200,550円
正社員以外（1人） 26060- 3564101

現場作業員 京都府舞鶴市字大波下２８５番地
月給 (1)8時00分～16時45分

168,000円
～ 就業場所:舞鶴市

（年齢：　59歳以下　） 200,550円 東舞鶴
正社員以外（2人） 26060- 3565401 （就業場所：従業員数　0　人）

日本板硝子（株）舞鶴事業所において

・硝子の梱包・出荷作業・切断　等


タイヤの仕入れ販売
業、輸出入業

４ｔトラックでの使用済タイヤの回収が主な
仕事です。
回収したタイヤは海上コンテナで海外へ輸
出します。
その他、産業廃棄物収集運搬、販売も行

株式会社　三光産業
舞鶴営業所

京都府舞鶴市上福井１４１１－１

８トン限定中型
自動車免許就業場所:舞鶴市

西舞鶴
（就業場所：従業員数　2　人）

現場作業員 日本板硝子（株）舞鶴事業所において

・硝子の梱包・出荷作業・切断　等



協和工業　株式会社 京都府舞鶴市字大波下２８５番地

就業場所:舞鶴市
東舞鶴

（就業場所：従業員数　67　人）
協和工業　株式会社

ルート配送、自販機の
紙コップ・珈琲豆や粉の
補充、清掃点検

企業や学校などに置いてある紙コップや
紙パック飲料の自販機に販売商品を補充
し、売上金を回収する等の仕事です。いろ
いろな場所や地域にたくさん置いてある自
販機１台１台が１つのお店であると言えま

コーシンパートナー
株式会社

石川県野々市市押野４丁目３２８番地

普通自動車免許
ＡＴ就業場所:舞鶴市

郵便物等の配達 ・軽自動車（軽バン）にて配達業務をしてい
ただきます。
　



日本郵便株式会社
郵便事業総本部西
舞鶴郵便局

京都府舞鶴市字北田辺１６０番地

普通自動車免許
ＡＴ就業場所は所在地に同じ

ＪＲ西舞鶴
（就業場所：従業員数　87　人）

（就業場所：従業員数　2　人）


