
5/31～6/4の間に受理した求人です。

6月7日発行

職種
年齢

雇用形態・採用人数

月給 (1)9時00分～18時00分
171,390円

～
（年齢：　59歳以下　） 182,100円

正社員（1人） 26060- 2368211

月給 (1)8時00分～17時00分
210,000円

～
（年齢：　不問　） 250,000円
正社員（1人） 26071- 1148111

月給 (1)8時00分～17時10分
166,000円

～
（年齢：　30歳以下　） 200,000円

正社員（1人） 26060- 2372911

月給 (1)8時00分～19時00分
315,000円

～
（年齢：　59歳以下　） 450,000円

正社員（1人） 28040- 7559211

月給 (1)8時30分～19時00分
315,000円 (2)8時30分～16時00分

～ (3)8時30分～13時00分
（年齢：　59歳以下　） 450,000円

正社員（1人） 28040- 7572111

月給
180,000円

～
（年齢：　59歳以下　） 220,000円 又は6時00分～18時00分の

正社員（1人） 27180- 7117511 間の8時間程度

月給 (1)8時30分～17時30分
175,000円

～
（年齢：　不問　） 231,000円
正社員以外（1人） 26060- 2126211

月給 (1)8時15分～17時15分
161,000円 (2)8時15分～16時45分

～
（年齢：　40歳以下　） 162,000円

正社員（1人） 26060- 2429111

月給 (1)8時00分～17時00分
150,000円

～
（年齢：　40歳以下　） 160,000円

正社員（1人） 26060- 2414511

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- 2367811

月給 (1)8時30分～17時30分
166,100円 (2)9時30分～18時30分

～
（年齢：　不問　） 177,700円
正社員以外（1人） 26060- 2369511

月給 (1)8時00分～17時00分
210,000円

～
（年齢：　45歳以下　） 340,000円

正社員（2人） 26060- 2387011

月給 (1)6時30分～15時15分
190,080円 (2)8時30分～17時15分

～ (3)10時45分～19時30分
（年齢：　59歳以下　） 207,360円

正社員（1人） 26060- 2121611

月給 (1)8時00分～17時00分
180,000円

～
（年齢：　18歳～59歳　） 250,000円 又は4時00分～17時00分の

正社員（1人） 26060- 2420711 間の8時間程度

月給
170,000円

～
（年齢：　59歳以下　） 290,000円 又は6時00分～0時00分の間

正社員（1人） 26060- 2116711 の7時間

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） 27020-29973411

月給 (1)8時30分～17時30分
200,800円

～
（年齢：　不問　） 200,800円
正社員以外（1人） 26060- 2415411

月給 (1)8時00分～17時00分
160,000円

～
（年齢：　59歳以下　） 250,000円

正社員（1人） 26060- 2386411

普通自動車免許
就業場所:舞鶴市

（就業場所：従業員数　4　人）
設計【未経験者歓迎】 ・機械設計、電気設計及び設計監理

※仕事の都合上適性判断により配置転換
を行うことがあります。又状況により他の
部署への帰属を提示する場合もあります。

株式会社　田中製作
所

京都府舞鶴市字森５００－１

就業場所は所在地に同じ

（就業場所：従業員数　23　人）

クリーニング工場長（西
舞鶴工場）

◎工場全般の管理をお願いします。
　○工場従業員・施設設備の管理運営（衛
生管理も含む）
　○仕事内容の指導・点検・指示
　○店舗の集配

有限会社　ホソミ

一般事務 当社において、一般事務業務に従事して
いただきます。
主な仕事内容は以下のとおりです。
・電話応対
・伝票の作成（ＰＣ使用）

株式会社　昭和リー
ブス　舞鶴支店

Ｉ＆Ｈ株式会社

栄養士（舞鶴市）グリー
ンプラザ博愛苑

福祉施設内厨房での栄養士業務
・献立作成
・衛生管理
・発注業務
・盛付　　　　　他

一般事務

ＪＲ東舞鶴
（就業場所：従業員数　61　人）

院外処方箋に基づく調剤、及びそれに付
帯する業務
薬局内事務・雑務

薬剤師（阪神調剤薬局
東舞鶴店）

・院外処方箋に基づく調剤、及びそれに付
帯する業務
・薬局内事務・雑務

株式会社　東テス
ティパル

工場　総務事務スタッフ
（正社員候補）

＊マヨネーズ、ドレッシング、ソース、サラ
ダを生産している工場　の管理課事務ス
タッフです。
・工場従業員の勤怠、労務管理
・各種社会保険手続

ケンコーマヨネーズ
株式会社
西日本工場

薬剤師（阪神調剤薬局
舞鶴店）

Ｉ＆Ｈ株式会社

（就業場所：従業員数　14　人）

就業場所:舞鶴市

（就業場所：従業員数　14　人）

京都府舞鶴市字南田辺７２－４

京都府舞鶴市字倉谷大縄１３５０番地２

就業場所:舞鶴市
ＪＲ西舞鶴

求人者名 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

〇電話対応、来客対応、官庁へ提出する
請求書・申請書の作成、給与計算等、会計
伝票入力、現金預金の出納等




社会福祉法人　舞鶴
学園

京都府舞鶴市字泉源寺小字立田２２３番地

就業場所は所在地に同じ

薬剤師

薬剤師
就業場所:舞鶴市

ＪＲ　西舞鶴
（就業場所：従業員数　8　人）

兵庫県芦屋市大桝町１番１８号

就業場所:舞鶴市
ＪＲ　東舞鶴

（就業場所：従業員数　14　人）

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

ＪＲ舞鶴線　西舞鶴
（就業場所：従業員数　218　人）

大阪府門真市殿島町６－１

栄養士

兵庫県芦屋市大桝町１番１８号

事務職員（施設系） ・校内の整備計画に関する事
・建物等の設計、工事管理、維持管理、保
守点検、修繕等に関すること
・施設マネジメントに関する事
・製図・積算・入札に関すること

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:舞鶴市
東舞鶴

（就業場所：従業員数　132　人）

・受付対応
・電話対応
・来客対応
・請求書作成
・買掛金、外注の支払い管理

株式会社　水嶋工業 京都府舞鶴市字高野由里３７９番地の１

普通自動車免許
AT就業場所:舞鶴市

一般事務

（就業場所：従業員数　10　人）

営業（本社） ◎建設資材の販売・営業
◎レンタル機械の営業

どちらも企業中心の活動になります。


志摩機械　株式会社 京都府舞鶴市字上福井１１７番地

普通自動車免許
就業場所:舞鶴市

四所
（就業場所：従業員数　47　人）

外来クラーク事務員 医療事務（予約受付、患者誘導、診察補
助）
一般事務（書類作成・処理、データ入力）


京都府立舞鶴こども
療育センター

京都府舞鶴市字行永２４１０番地３７

就業場所:舞鶴市

（就業場所：従業員数　69　人）

調理師 ・病院、デイサービスの給食業務（朝夕各
３０食・昼６０食）
・デイサービスへ調理品の運搬あり
　＊朝食・昼食は３名、夕食は２名、デイ
サービス（昼食のみ）は２名で調理作業を

医療法人　岸本病院 京都府舞鶴市字浜１１３１

調理師、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　82　人）

給食サービス（本社・正
社員）

本社工場内での給食業務
・給食業務全般
・ホットキッチンに於いて、調理加工業務
（スチームコンベクション・回転釜使用）
・納品先、病院・学校・福祉施設等

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）
フロント ・宿泊等の予約受付、宿泊客のチェックイ

ン、チェックアウトその他フロント業務をして
頂きます



株式会社　東舞鶴グ
ランドホテル

京都府舞鶴市字円満寺小字横八丁１２４番
地

就業場所:舞鶴市
ＪＲ西舞鶴

（就業場所：従業員数　43　人）
（請）道路施設管理職
（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、他機関との連

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

（就業場所：従業員数　48　人）
発電所構内での交通誘
導

・舞鶴火力発電所構内におけるトラックの
交通誘導の業務をしていただきます。
・その他作業場での立ち合い作業や付随
作業もあります。


株式会社　ホリグチ 京都府舞鶴市字中田４５０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　15　人）
作業員 農家の田畑の管理

・機械での草刈り、耕耘、田植え、稲刈りな
ど農作業全般
・収穫したお米の集荷作業（９月初旬から１
０月下旬）

志摩機械　株式会社 京都府舞鶴市字上福井１１７番地

普通自動車免許
就業場所:舞鶴市

四所
（就業場所：従業員数　47　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。



5/31～6/4の間に受理した求人です。

6月7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
350,000円

～
（年齢：　59歳以下　） 500,000円

正社員（5人） 26060- 2117811

月給 (1)8時00分～17時00分
160,000円

～
（年齢：　59歳以下　） 280,000円

正社員（2人） 26060- 2385511

月給 (1)8時00分～17時00分
219,450円

～
（年齢：　40歳以下　） 231,000円

正社員（1人） 26060- 2370311

月給 (1)8時00分～17時10分
180,000円

～
（年齢：　59歳以下　） 230,000円

正社員（1人） 26060- 2373111

月給 (1)8時00分～17時10分
166,000円

～
（年齢：　40歳以下　） 200,000円

正社員（1人） 26060- 2374711

月給 (1)8時00分～17時00分
160,000円

～
（年齢：　40歳以下　） 250,000円

正社員（4人） 26060- 2388311

月給 (1)8時00分～17時10分
180,000円

～
（年齢：　59歳以下　） 230,000円

正社員（1人） 26060- 2375811

月給
158,695円

～
（年齢：　18歳～65歳　） 191,695円 又は18時00分～3時00分の

正社員（5人） 26060- 2382711 間の8時間程度
ユンボオペレーター 京都府舞鶴市字登尾７７６番地 車両系建設機械

月給 (1)8時00分～17時00分 （整地・運搬・積込

198,050円 用及び掘削用）

～ 就業場所は所在地に同じ 運転技能者

（年齢：　59歳以下　） 251,640円 普通自動車免許

正社員（1人） 26060- 2398111 AT

機械オペレーター（ター
ニング・マシニング）

・ＮＣやＭＣなどプログラムを使った機械加
工
・マイクロメータやシリンダーゲージなど計
測器を使った機械加工
・ＮＣ・ＭＣなどプログラム補正（Ｇコード・Ｍ

株式会社　ＳＤＫ 京都府舞鶴市字浜８３５番地２
玉掛技能者、床
上操作式クレー
ン運転技能者就業場所は所在地に同じ

ＪＲ東舞鶴
（就業場所：従業員数　32　人）

建設機械の溶接（本社・
東舞鶴営業所）

・建設用重機部品の修理時の溶接
・溶接作業後のグラインダー仕上げ
　（鋳鋼品の表面や形を整える作業）



志摩機械　株式会社 京都府舞鶴市字上福井１１７番地
アーク溶接技能
者（基本級）、普
通自動車免許就業場所:舞鶴市

四所
（就業場所：従業員数　47　人）

石材加工作業員 主に、お墓（石塔）や付属石材品を工場で
の加工、現場での据え付け作業までの業
務です。石材品の洗浄や、お墓掃除等も
行います。
〈業務内容〉

有限会社　辻石材店 京都府舞鶴市字上安３０

普通自動車免許
就業場所は所在地に同じ

税務署前
（就業場所：従業員数　6　人）

機械・組立工 ・ＮＣ機含む機械操作及び機械組み立て
及びその他付随業務をしていただきます。
※仕事の都合上適性判断により配置転換
を行うことが
　あります。又状況により他の部署への帰

株式会社　田中製作
所

京都府舞鶴市字森５００－１

就業場所は所在地に同じ

（就業場所：従業員数　23　人）
機械・組立工【未経験者
歓迎】

・ＮＣ機含む機械操作及び機械組み立て
及びその他付随業務をしていただきます。
※仕事の都合上適性判断により配置転換
を行うことがあります。又状況により他の
部署への帰属を提示する場合もあります。

株式会社　田中製作
所

京都府舞鶴市字森５００－１

就業場所は所在地に同じ

（就業場所：従業員数　23　人）
建設機械の点検・整備・
修理（本社・東舞鶴営業
所）

・建設機械の点検、整備、修理
（建設機械の取扱いであるため、油仕事に
なります）
・レンタル重機、機械の入出庫業務及び受
付　等

志摩機械　株式会社 京都府舞鶴市字上福井１１７番地

普通自動車免許
就業場所:舞鶴市

四所
（就業場所：従業員数　47　人）

有限会社　舞鶴リサ
イクルセンター

工場内にてユンボ作業
　産廃品などをユンボ（バックホー）を使っ
て廃材の仕分け作業をします



東舞鶴駅
（就業場所：従業員数　5　人）

塗装 小物から３トン程度までの機械部品が主体
です。
下地処理（タガネ、サンダー等及び脱脂作
業）
主にエアースプレーでの塗装作業

株式会社　田中製作
所

京都府舞鶴市字森５００－１

就業場所は所在地に同じ

（就業場所：従業員数　23　人）
タクシー乗務員 当社は夜の飲食店からのご依頼がほとん

どで、休憩時間を除いて絶え間なく走って
おります。また、常連様のご依頼も多く、お
客様やお店との信頼関係を大切にしてお
ります。

有限会社　慶和　舞
鶴営業所
（ふく福タクシー）

京都府舞鶴市字浜２００６－８

普通自動車第二
種免許就業場所は所在地に同じ

東舞鶴
（就業場所：従業員数　15　人）


