
1/18～1/22の間に受理した求人です。

1月25日発行

職種
年齢

雇用形態・採用人数

月給 (1)8時30分～17時15分
231,500円

～
（年齢：　不問　） 231,500円
正社員以外（1人） 26060-  389711

月給 (1)8時00分～13時00分
175,000円 (2)13時00分～17時30分

～ (3)16時00分～18時30分
（年齢：　59歳以下　） 225,000円

正社員（1人） 26060-  381211

月給
152,000円

～
（年齢：　不問　） 152,000円 又は7時30分～18時30分の
正社員以外（1人） 26060-  412211 間の8時間程度

月給 (1)8時30分～17時30分
154,000円

～
（年齢：　不問　） 154,000円
正社員以外（1人） 26060-  399211

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（2人） 26060-  413511

月給 (1)8時00分～17時00分
170,000円

～
（年齢：　45歳以下　） 200,000円

正社員（2人） 26060-  401711

月給 (1)8時30分～17時00分
146,100円

～
（年齢：　不問　） 247,600円
正社員以外（1人） 27030- 2711511

月給 (1)9時00分～17時30分
150,000円

～
（年齢：　不問　） 200,000円
正社員（1人） 26060-  394611

月給 (1)8時30分～17時15分
146,100円

～
（年齢：　不問　） 192,200円
正社員以外（1人） 26050-  427011

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-  403211

月給 (1)9時00分～18時00分
160,000円

～
（年齢：　40歳以下　） 170,000円

正社員（1人） 26060-  378311

月給 (1)9時30分～18時30分
209,900円

～
（年齢：　30歳以下　） 229,100円

正社員（1人） 26010- 2171311

月給
210,000円

～
（年齢：　40歳以下　） 230,000円 又は8時45分～20時15分の

正社員（1人） 27060- 2683111 間の8時間

月給 (1)6時00分～15時00分
159,960円

～
（年齢：　不問　） 159,960円
正社員以外（1人） 26060-  393311

月給 (1)9時00分～18時00分
160,000円 (2)8時00分～17時00分

～
（年齢：　59歳以下　） 200,000円

正社員（1人） 26060-  396111

月給 (1)8時30分～17時30分
180,000円

～
（年齢：　不問　） 300,000円
正社員（2人） 26060-  392011

月給 (1)9時00分～17時00分
152,712円 (2)9時00分～15時00分

～
（年齢：　不問　） 152,712円
正社員（2人） 26060-  400111

ミシンオペレーター ・ミシンオペレーター（ミシンを使っての縫製
作業）
・材料（布製品）裁断加工
・資材入出庫管理　など

有限会社　シャルム
エイト

京都府舞鶴市田中町６－１７

就業場所:舞鶴市

（就業場所：従業員数　4　人）

放課後等デイサービス
支援員

「放課後等デイサービス　ぐるんぱ」におい
て以下の業務を担当していただきます。
●学校及び自宅への送迎（軽・普通車）
●利用者の活動支援

合同会社　ゆめとも
か

京都府舞鶴市倉梯町１８－４　ライフステー
ジ広瀬倉梯１Ｆ

保育士、幼稚園
教諭免許（専修・
１種・２種）、社会
福祉士、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　2　人）
機械工 機器分解作業

・主に空調関係のメンテナンス
・発電所内でファンモーター分解
・手入れ計測、運転確認まで


有限会社　八起工業 京都府舞鶴市字行永２５７７

就業場所:舞鶴市
東舞鶴

（就業場所：従業員数　5　人）

販売（舞鶴） ショッピングセンター内の当社店舗におい
て
ハンドバッグ・レザーウェア等の接客販売・
レジ等


株式会社　ノエルヤ
マモト

大阪府大阪市東淀川区大桐２－６－８

就業場所:舞鶴市
ＪＲ　西舞鶴（２番出口）

（就業場所：従業員数　5　人）
給食サービス（舞鶴医
療センター　給食スタッ
フ）

病院内での給食業務全般

　　※盛付、トレーセット、配膳・下膳



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:舞鶴市
東舞鶴

（就業場所：従業員数　17　人）

営業スタッフ トヨタ（ネッツ店取り扱い車種）の新車販売
及びアフターサービス


ネッツトヨタ京都　株
式会社

京都府京都市右京区西院月双町１０８－１

普通自動車免許
ＡＴ就業場所:舞鶴市

（就業場所：従業員数　13　人）

事務員 事務パソコン打ち込み作業
位牌彫刻データ打ち込み、出力作業
ＰＣによる書類作成（伝票、請求書、見積
書等）


株式会社　栄興絆 京都府舞鶴市字森４９２

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　9　人）

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

京都府舞鶴市白屋２３４

就業場所は所在地に同じ
東舞鶴

（就業場所：従業員数　132　人）

事務補助【舞鶴出張所】 ・事務補助
・電話対応
・来客対応
・文書資料作成　等

国土交通省　近畿地
方整備局　福知山河
川国道事務所

京都府福知山市字堀小字今岡２４５９－１
４

就業場所:舞鶴市
西舞鶴

（就業場所：従業員数　4　人）

事務 ・車検、登録の受付
・自動車の登録に伴う事務処理（外回り含
む）
・案内状の作成、送付
・車の引取等

株式会社　キャロット 京都府舞鶴市字倉谷２６－１

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　8　人）

行政事務（舞鶴） ・輸出入貨物等に関する申告の受理、審
査及び検査
・出入国旅客及び乗組員の携帯品検査
・徴税業務


財務省　大阪税関 大阪府大阪市港区築港４－１０－３

就業場所:舞鶴市
ＪＲ　西舞鶴

（就業場所：従業員数　24　人）

保育教諭（常勤パート） 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。
支援が必要な園児の加配業務を行ってい
ただきます

事務員 ・ＰＣを使った簡単なデータ入力、処理作業
・書類整理、電話対応、来客対応
・集金等で外出あり（社用車：軽ＡＴ車使
用）
・諸官庁提出書類の図面作成にかかる補

株式会社　マイベイ 京都府舞鶴市字森２２０番地の４０

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）

幼稚園教諭 クラス担任をしていただきます。
１クラス２０人程度です。
副担任制をとっていますので副担任と相談
しながら保育を行っており、有給もとりやす
い環境を整えています。

学校法人　鈴鹿学園
志楽幼稚園

京都府舞鶴市田中町３９－１
幼稚園教諭免許
（専修・１種・２
種）、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　29　人）

看護師 ＊外来の看護業務
・患者様への応対
・患者様の呼び出し

西村医院

保育士 ・担任補助（０歳～６歳まで）
　１クラス２０人から３０人（１人当たりの受
持ち人数は３～３０人）　担任の補助業務
・工作、戸外遊び、散歩、お絵かき、音楽
及び行事運営を対応してもらいます。授

社会福祉法人　瑞光
福祉会
ルンビニ保育園 保育士

就業場所は所在地に同じ
西舞鶴駅

（就業場所：従業員数　40　人）

看護師、准看護
師就業場所は所在地に同じ

（就業場所：従業員数　6　人）

京都府舞鶴市字浜７７１番地

京都府舞鶴市字寺内９０番地

システム導入、管理者

東舞鶴
（就業場所：従業員数　770　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

海上保安学校が導入予定のＩＣＴ（リモート
授業を中心としたシステム）において、シス
テムの検討及びプロジェクトマネージメン
ト、導入後のシステム維持・向上に資する
事務等を行う。


海上保安学校 京都府舞鶴市字長浜２００１番地

就業場所:舞鶴市

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）

℡ 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。



1/18～1/22の間に受理した求人です。

1月25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～17時00分
199,680円

～
（年齢：　不問　） 299,520円
正社員（2人） 26060-  404511

月給 (1)9時30分～18時30分
201,400円

～
（年齢：　30歳以下　） 226,600円

正社員（1人） 26010- 2166111

月給 (1)9時00分～18時00分
156,000円

～
（年齢：　35歳以下　） 200,000円

正社員（1人） 26060-  395911

月給 (1)9時00分～17時30分
157,000円

～
（年齢：　35歳以下　） 157,000円

正社員（1人） 26060-  379611

月給 (1)8時00分～17時00分
370,000円

～
（年齢：　59歳以下　） 480,000円

正社員（1人） 26060-  408611

月給 (1)8時00分～17時00分
146,000円

～
（年齢：　64歳以下　） 150,000円

正社員（1人） 26060-  390511

月給 (1)8時00分～17時00分
210,000円 (2)9時00分～18時00分

～
（年齢：　64歳以下　） 240,000円

正社員（1人） 26020- 1376711
電気設備工事の施工管理（現場監督） 京都府舞鶴市字宮津口５１

月給 (1)8時00分～17時00分
192,720円

～ 就業場所:舞鶴市
（年齢：　59歳以下　） 435,900円 西舞鶴
正社員（2人） 26060-  415011 （就業場所：従業員数　8　人）

光ファイバー等通信設
備作業員

●電気通信設備（光ファイバーＡＤＳＬ等の
工事）
●保守メンテナンス
　経験者と共に作業を行うので、専門知識
のな

株式会社　ウェスコ
ム

京都府京都市山科区椥辻平田町１００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　2　人）

コンクリートミキサー運
転手

◆取引先の生コンプラントにて、コンクリー
トミキサー車１０ｔ（大型車）での生コンク
リート配送業務
◆中丹地区、丹後地区、嶺南地区、氷上
方面

有限会社　ふじみ
舞鶴支店

京都府舞鶴市字上安久小字塩入２２７番地
４多田ビル１階

大型自動車免許
就業場所:舞鶴市

西舞鶴
（就業場所：従業員数　12　人）

自動車整備士 ※車検整備に伴う業務
・車両分解点検・整備
・高圧温水による洗浄
・ブレーキ他諸装置の分解点検及び部品
交換

協業組合　北京都車
検センター

京都府舞鶴市字和田小字中田１０４６番地

普通自動車免許
就業場所は所在地に同じ

ＪＲ西舞鶴
（就業場所：従業員数　5　人）

トレーラー運転手 京阪神、岡山、名古屋を主としてその他の
地方へ配達、集荷業務をしていただきま
す。
＊運転する車両：トレーラー


舞鶴物流　有限会社 京都府舞鶴市字喜多小字焼山４番地の２

大型自動車免
許、牽引免許就業場所:舞鶴市

西舞鶴
（就業場所：従業員数　20　人）

自動車整備士 自動車の点検、修理、整備及び接客業務 ネッツトヨタ京都　株
式会社

京都府京都市右京区西院月双町１０８－１
二級自動車整備
士、普通自動車
免許就業場所:舞鶴市

（就業場所：従業員数　13　人）
自動車整備士 自動車整備業務全般

・修理、点検、車検、部品の取付等
☆未経験者、車が好きな方、今から自動
車整備士を目指そうとお考えの方大歓迎
です。整備

株式会社　キャロット 京都府舞鶴市字倉谷２６－１

普通自動車免許
ＡＴ就業場所は所在地に同じ

西舞鶴
（就業場所：従業員数　8　人）

船舶造修作業員 金属の切断・取付・溶接・仕上をしていた
だきます
現場での取付作業もあります。
　
　

株式会社　和弘商会 京都府舞鶴市字長浜９１７

就業場所:舞鶴市
東舞鶴

（就業場所：従業員数　6　人）

株式会社　丹和

普通自動車免許
ＡＴ

工事内容
・官庁、民間建物の新築、改修工事に伴う
電気設備工事
・工場等の電気メンテナンス工事


