
1/12～1/15の間に受理した求人です。

1月18日発行

職種
年齢

雇用形態・採用人数

月給 (1)8時30分～17時30分
251,000円

～
（年齢：　59歳以下　） 380,000円

正社員（1人） 26060-  367511

月給 (1)8時00分～17時00分
193,200円

～
（年齢：　不問　） 227,600円
正社員以外（1人） 26060-  349811

月給 (1)7時00分～16時00分
154,700円 (2)8時00分～17時00分

～ (3)9時30分～18時30分
（年齢：　不問　） 154,700円
正社員以外（2人） 26060-  371111

月給
178,000円

～
（年齢：　59歳以下　） 178,000円 又は7時45分～19時00分の

正社員（1人） 34010- 2304211 間の8時間程度

月給 (1)8時30分～17時30分
183,000円 (2)7時15分～16時15分

～ (3)9時00分～18時00分
（年齢：　59歳以下　） 183,000円

正社員（1人） 26060-  352311

月給 (1)8時30分～17時30分
177,000円

～
（年齢：　59歳以下　） 177,000円

正社員（1人） 26060-  341511

月給 (1)8時00分～17時00分
191,700円

～
（年齢：　59歳以下　） 191,700円

正社員（1人） 26060-  361611

月給 (1)8時30分～17時30分
190,600円

～
（年齢：　44歳以下　） 273,700円

正社員（1人） 23010- 1463411

月給 (1)10時00分～19時00分
170,352円 (2)11時00分～20時00分

～
（年齢：　59歳以下　） 189,072円
正社員以外（1人） 26070-  174411

月給 (1)9時30分～18時10分
177,000円 (2)9時00分～17時40分

～
（年齢：　34歳以下　） 253,000円

正社員（1人） 26020-  961711

月給 (1)8時30分～17時00分
200,000円

～
（年齢：　59歳以下　） 300,000円

正社員（1人） 26060-  329911

月給 (1)8時30分～18時00分
195,000円

～
（年齢：　39歳以下　） 300,000円

正社員（1人） 26060-  344311

月給 (1)8時30分～17時30分
185,000円

～
（年齢：　40歳以下　） 255,000円

正社員（1人） 26060-  359511

月給 (1)8時30分～17時30分
202,000円

～
（年齢：　40歳以下　） 202,000円

正社員（1人） 26060-  343011

月給 (1)9時00分～18時00分
180,000円

～
（年齢：　不問　） 250,000円
正社員（1人） 26071-  242911

プラント設備の電気及
び配管工事と現場管理
【就職フェア】

東舞鶴
（就業場所：従業員数　40　人）

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

プラント設備の電気、計装工事などの設計
や現場管理をしていただきます。
＊上記経験者は優遇しますが、指導者研
修など早期に技術の習得をも図ります

　

株式会社　マイギ 京都府舞鶴市大字鹿原小字石橋１９６－３

就業場所は所在地に同じ

株式会社　アイグラ
ン

広島県広島市中区光南２－１－２０

保育士
就業場所:舞鶴市

（就業場所：従業員数　10　人）

看護職（小規模多機能
型）

＊小規模多機能型事業所において、利用
者のバイタルチェック等の　健康管理、機
能訓練及び介護職員と共に行う介護、レク
レーション、訪問サービスを実施する


社会福祉法人　真愛
の家

生活支援員 ・私たちの施設は１０代の若い方からご高
齢の方まで、主に身体に障害をお持ちの
方々が施設入所・短期入所・通所にてご利
用いただく障害者支援施設です。

社会福祉法人京都
太陽の園
障害者支援施設こひ
つじの苑舞鶴

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　80　人）

看護師、准看護
師就業場所:舞鶴市

西舞鶴駅から徒歩（１０）分
（就業場所：従業員数　12　人）

京都府舞鶴市字上安１６９７－３６

京都府舞鶴市字安岡１０７６番地の２

保育士／舞鶴市 ＜急募＞
●院内保育園
●定員３０名
●保育業務全般（主活動、オムツ交換、食
事介助、清掃など）

一般事務 ・毎月の売上、入金、メーター交換等の
データー入力
・請求書、見積書の作成（フォーマットあり）
・社内書類作成

舞鶴プロパン　株式
会社

京都府舞鶴市福来問屋町７８５ー４８

普通自動車免許
ＡＴ就業場所は所在地に同じ

ＪＲ舞鶴線西舞鶴
（就業場所：従業員数　7　人）

保育教諭 約１１０名の園児（０～５歳児）を保育して
おります。

・子供主体の保育に取り組んでおります。


幼保連携型　認定こ
ども園　さくらこども
園

京都府舞鶴市七条中町８－２０

保育士
就業場所は所在地に同じ

東舞鶴駅
（就業場所：従業員数　32　人）

水道料金業務　【舞鶴
営業所】

水道料金に関する業務に従事して頂きま
す。
・電話、窓口対応
・パソコンでのデータ入力
・メーター開閉栓業務

株式会社　フュー
チャーイン

愛知県名古屋市千種区内山二丁目６－２２

普通自動車免許
ＡＴ就業場所:舞鶴市

（就業場所：従業員数　8　人）

経理事務 ◎経理事務を主に担当していただきます。
・請求書作成
・顧客（飲食店、小売店、官公庁等）への振
込案内

株式会社　田中屋 京都府舞鶴市字下福井１１８３－７　京都
府北部地方卸売市場内

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　20　人）

営業職（舞鶴店） 自動車販売
（１）直販：主にショールームでの販売（小
売）
（２）業販：取引先へのルートセールス（卸
売）

株式会社　スズキ自
販京都

京都府向日市寺戸町寺田５０－２

普通自動車免許
就業場所:舞鶴市

（就業場所：従業員数　11　人）

店頭販売員（宝石・時
計）

ショッピングセンターにて店頭での宝石・貴
金属の販売業務
・商品は宝石、時計、アクセサリー全般　
・客層は２０代～６０代の女性の来店が多
いです。

株式会社　五十嵐屋
商店

京都府京丹後市峰山町浪花１９－１

就業場所:舞鶴市

（就業場所：従業員数　4　人）

カスタマエンジニア コピー機・パソコン等の修理
＊入社後、専門機関での研修、ＯＪＴ研修
等、初めての方でもスキ　ルアップできる
環境を整えています。


舞鶴文具　株式会社 京都府舞鶴市字清道３４１番地の１

普通自動車免許
ＡＴ就業場所:舞鶴市

ＪＲ西舞鶴
（就業場所：従業員数　13　人）

機械修理・保守・取付・
電子設計【経験不問】

・防衛省機器の修理、保守。
・産業機械の設計、製作、修理、保守。
・船舶用機械の修理、保守。
・空調機械の修理、保守。


株式会社　ツルヤ技
研

京都府舞鶴市字余部下１１５９の２

普通自動車免許
就業場所は所在地に同じ

（就業場所：従業員数　10　人）

クリーニング仕上げ・洗
い（西舞鶴店）


クリーニングに関わる業務
　・洗い、仕上げ
　・お客様毎に洗濯物を仕分けする作業
　

有限会社　ホソミ 京都府与謝郡与謝野町字加悦９９０

普通自動車免許
ＡＴ就業場所:舞鶴市

（　）下車徒歩（　）分
（就業場所：従業員数　4　人）

営業業務及び商品配達
業務

・食品及び工業製品の包装資材を求める
お客様に、営業・納品する　のが主な仕事
です。
・商品知識や得意先構成など、一人立ち出
来るまで指導します。

和光包装資材　株式
会社

京都府舞鶴市字福来日吉１００７

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　7　人）

総合職（ＬＰガスの配
送・ルート営業）

・お客様へのＬＰガスボンベの配送、検針、
集金業務を主にして頂きます
・既存のお客様へのルート営業（受注等を
受けて販売：ガス器具、　厨房器具、一般
機械器具等）

舞鶴プロパン　株式
会社

京都府舞鶴市福来問屋町７８５ー４８

普通自動車免許
ＡＴ就業場所は所在地に同じ

ＪＲ舞鶴線西舞鶴
（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。


