
2/22～2/26の間に受理した求人です。

3月1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
202,407円

～
（年齢：　不問　） 202,407円

有期雇用派遣労働者（1人） 26071-  450611

月給 (1)9時00分～18時00分
206,900円 (2)9時30分～18時30分

～
（年齢：　59歳以下　） 206,900円

正社員（1人） 26013-  779511

月給 (1)9時00分～18時00分
251,800円 (2)9時30分～18時30分

～
（年齢：　不問　） 251,800円
正社員以外（1人） 26060-  806511

月給 (1)8時30分～17時30分
190,000円

～
（年齢：　不問　） 230,000円
正社員（1人） 26060-  827611

月給 (1)8時30分～17時15分
163,100円

～
（年齢：　不問　） 205,600円
正社員以外（1人） 26010- 5321911

月給 (1)8時15分～17時15分
154,560円

～
（年齢：　不問　） 154,560円
正社員以外（1人） 13080-10445711

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：　59歳以下　） 195,900円

正社員（1人） 26060-  830211

月給 (1)8時30分～17時30分
180,000円

～
（年齢：　45歳以下　） 200,000円

正社員（1人） 26060-  808011

月給 (1)8時00分～16時45分
160,704円 (2)11時30分～20時15分

～
（年齢：　不問　） 160,704円
正社員以外（1人） 26060-  815411

月給 (1)5時30分～14時00分
157,400円 (2)9時30分～18時00分

～ (3)10時00分～18時30分
（年齢：　35歳以下　） 157,400円

正社員（1人） 26060-  813211

月給 (1)8時00分～17時00分
280,000円

～
（年齢：　64歳以下　） 422,500円

正社員（2人） 26060-  807411

月給 (1)9時00分～18時00分
165,000円

～
（年齢：　35歳以下　） 250,000円

正社員（1人） 26060-  822211

月給 (1)9時00分～18時00分
165,000円

～
（年齢：　35歳以下　） 180,000円

正社員（1人） 26060-  823511
大型自動車ドライバー 京都府舞鶴市字上福井１６８６－１ 大型自動車免許

月給 (1)8時00分～17時00分
299,995円

～ 就業場所は所在地に同じ
（年齢：　不問　） 299,995円
正社員以外（1人） 26060-  829111

自動車整備士【未経験
者歓迎】

車検整備に伴う業務（軽自動車・普通車）
・上記に係る車輛の点検、検査、分解、調
整、交換、修理
・電気装置の状態点検


有限会社　トーマイ 京都府舞鶴市字鹿原９６０－６

普通自動車免許
就業場所:舞鶴市

ＪＲ松尾寺
（就業場所：従業員数　3　人）

自動車修理工（塗装）
【未経験者歓迎】

自動車の修理、塗装作業

・主に軽、普通自動車の塗装
・部品の取外し、取付け、洗車等


有限会社　トーマイ 京都府舞鶴市字鹿原９６０－６

普通自動車免許
就業場所:舞鶴市

ＪＲ松尾寺
（就業場所：従業員数　3　人）

合材プラントの運転保
守

アスファルト合材プラントにてアスファルト
合材を製造して頂くお仕事です。
勤務場所は、福知山市牧・舞鶴市喜多、ど
ちらかでの勤務になります。

舞鶴みなとアスコン
（有限会社将楽産
業）

京都府舞鶴市字喜多小字宮崎３１－２０

普通自動車免許
ＡＴ就業場所:舞鶴市

ＪＲ西舞鶴駅
（就業場所：従業員数　3　人）

調理師 入院患者用食事の調理、配膳、片付け





舞鶴赤十字病院 京都府舞鶴市字倉谷４２７

調理師
就業場所は所在地に同じ

西舞鶴（ＪＲ・京都丹後鉄道）
（就業場所：従業員数　352　人）

郵便窓口事務 郵便窓口事務等をしていただきます
　・郵便商品の販売、郵便物やゆうパック
等の引受・交付を行います

　

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

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）

事務職（工具仕入業務） ・来客者接客対応、店頭販売業務
・電話にて工具商品の発注、受注、仕入れ
等の業務・営業担当者との対応
・その他事務


株式会社　イマヤス 京都府舞鶴市字丹波２０

就業場所:舞鶴市
西舞鶴駅

（就業場所：従業員数　15　人）

京都府舞鶴市字大波下小字前田７６５ー１
６

就業場所は所在地に同じ
東舞鶴

（就業場所：従業員数　108　人）

一般事務／舞鶴年金事
務所【特定業務契約職
員】

公的年金業務において、ＰＣ入力、書類確
認・整理、電話・窓口対応等を行う仕事で
す。具体的には次のいずれかに関する業
務をお願いします。

日本年金機構 東京都杉並区高井戸西３丁目５番２４号

就業場所:舞鶴市
ＪＲ舞鶴線北近畿タンゴ鉄道「西舞鶴」

（就業場所：従業員数　36　人）

就業場所:舞鶴市
ＪＲ・舞鶴

（就業場所：従業員数　18　人）

ケアプランセンター
そう

京都府舞鶴市鹿原西町２００番地の２２
介護支援専門員
（ケアマネー
ジャー）、普通自
動車免許ＡＴ

就業場所:舞鶴市
松尾寺

（就業場所：従業員数　1　人）

看護師、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　81　人）

看護師、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　81　人）

京都府南丹市園部町横田前３２

京都府舞鶴市字安岡１０７６番地の２

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

大手建設会社の工事現場事務所でのお
仕事です。
●工事に関連する書類や資料の作成補助
●各種伝票の入力・集計、請求書発行補
助
●専用端末へのデータ入力

株式会社　Ｎ・Ｓ・Ｋ 京都府与謝郡与謝野町字金屋４６５－１

就業場所:舞鶴市

◎大型自動車ドライバー
・行先は主に京阪神地区になります。

 ＫＴＲ四所

（就業場所：従業員数　5　人）

栄幸運輸株式会社

一般事務【舞鶴市】

（就業場所：従業員数　0　人）

求人者名

看護師 ◎利用者の日常生活上における健康管理
及び介護　施設の嘱託医の指示のもと看
護業務を行います
・問診、カルテの記入

社会福祉法人　京都
太陽の園

看護師 ◎利用者の日常生活上における健康管理
及び介護施設の嘱託医の指示のもと看護
業務を行います。
　・問診、カルテの記入
　

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

事務職（中丹広域振興
局農林商工部地域づく
り振興課）

中丹広域振興局農林商工部における農山
漁村の地域活性化施策（移住・定住促進、
過疎高齢化集落における交流活動、農家
民宿の開業運営支援、日本型直接支払な
どの実施、支援、指導）等の実施　

京都府　人事課 京都府京都市上京区下立売通新町西入薮
ノ内町

ケアマネージャー 介護保険の相談業務
＊令和２年設立した居宅介護支援事業所
でのお仕事です。
＊月３５人程度担当していただきます


介護事務 ・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
い。

医療法人医誠会　
介護老人保健施設
エスペラル東舞鶴

℡ 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。


