
9/20～9/30の間に受理した求人です。

10月3日発行

職種
年齢

雇用形態・採用人数

月給 (1)8時00分～17時00分
204,200円

～
（年齢：　59歳以下　） 435,900円

正社員（1人） 26060- 3902021

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

～ (3)9時00分～18時00分
（年齢：　59歳以下　） 200,000円 又は8時00分～19時00分の

正社員（1人） 26060- 3918921 間の8時間

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

～ (3)13時00分～17時30分
（年齢：　59歳以下　） 225,000円

正社員（1人） 26060- 3889021

月給 (1)10時00分～19時00分
190,000円 (2)10時00分～17時30分

～
（年齢：　不問　） 240,000円

正社員（1人） 26060- 3870121

月給 (1)6時30分～15時30分
166,496円 (2)9時00分～18時00分

～ (3)13時00分～22時00分
（年齢：　18歳以上　） 166,496円 又は0時00分～23時59分の

正社員以外（1人） 26060- 3893321 間の8時間程度

月給 (1)8時30分～17時30分
207,018円

～
（年齢：　59歳以下　） 258,852円

正社員（1人） 26060- 3891521

月給 (1)8時30分～17時15分
155,200円 (2)7時30分～16時15分

～ (3)9時30分～18時15分
（年齢：　不問　） 155,200円
正社員以外（2人） 26060- 3899821

月給 (1)8時00分～17時00分
210,178円

～
（年齢：　45歳以下　） 336,400円

正社員（1人） 26060- 3866221

月給 (1)9時00分～18時00分
161,408円

～
（年齢：　不問　） 161,408円
正社員以外（1人） 13010-96684121

月給 (1)8時30分～17時30分
187,000円 (2)9時15分～18時15分

～
（年齢：　不問　） 187,000円
正社員以外（1人） 26060- 3865821

月給 (1)8時30分～17時30分
212,160円

～
（年齢：　不問　） 212,160円

有期雇用派遣労働者（1人） 25060-10462221

月給 (1)8時30分～17時30分
170,000円

～
（年齢：　不問　） 170,000円
正社員以外（1人） 26060- 3901121

月給 (1)8時00分～17時00分
184,500円

～
（年齢：　不問　） 205,000円
正社員以外（1人） 26060- 3878621

月給 (1)9時40分～18時10分
172,000円

～
（年齢：　不問　） 172,000円
正社員以外（1人） 26010-23679821

月給 (1)10時00分～19時00分
185,514円

～
（年齢：　44歳以下　） 254,144円

正社員（1人） 26020-21373721

月給 (1)8時30分～17時30分
180,000円

～
（年齢：　59歳以下　） 250,000円

正社員（1人） 26060- 3906521

月給 (1)9時30分～18時00分
205,000円

～
（年齢：　34歳以下　） 240,000円

正社員（1人） 26010-23511621

月給 (1)8時00分～17時00分
201,400円 (2)9時00分～18時00分

～ (3)16時00分～9時00分
（年齢：　18歳～59歳　） 295,100円

正社員（2人） 26060- 3881821

営業（京都府北部） ダイハツ車の販売営業（京都府北部店
舗）
ショールームにて来店客へ接客、販売
営業
顧客に対し、カーライフのサポート及

京都ダイハツ販売
株式会社

京都府京都市右京区西京極東大丸町８

普通自動車免許
就業場所:舞鶴市

（就業場所：従業員数　20　人）
介護職員（特定施設
グランマーレせいほ
う）

施設入所者への介護サービス全般の提
供
・身体介護（食事介助、入浴介助、排
泄介助）
・生活リハビリ、レクリエーションの

社会医療法人社団
正峰会

京都府舞鶴市和田中田　１０５５－１
介護福祉士、普
通自動車免許Ａ
Ｔ就業場所:舞鶴市

ＪＲ西舞鶴
（就業場所：従業員数　10　人）

受付販売業務 ●携帯電話のａｕ専売ショップにおけ
る接客販売及び
回線登録等（ａｕ正規一次代理店）
＊携帯電話の諸機能の利用説明が可能
な方、接客できる方

葵源商事　株式会
社

京都府京都市南区久世中久世町１丁目
７９番地

就業場所:舞鶴市
ＪＲ　西舞鶴

（就業場所：従業員数　9　人）
メンテナンス営業 パソコン等の機器販売、セッティン

グ、メンテナンス、簡易システム構築
等を行う。
ハードウエアが好きな人材を募集しま
す。

上杉教育機器　株
式会社

京都府舞鶴市字伊佐津１２８

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　5　人）

店舗事務スタッフ
（舞鶴店）年内新店
舗オープン予定

★舞鶴店が新たに生まれ変わります★
新規オープンに伴い事務スタッフ募
集！
■電話・来店対応
■店舗出納

トヨタカローラ京
都　株式会社

京都府京都市中京区西ノ京南大炊御門
町１－１

就業場所:舞鶴市

（就業場所：従業員数　12　人）

事業企画（猫用家
具・木製インテリ
ア・ゴルフ用品等）

◇現在、新規事業として、猫の木製家
具、アップサイクルした木材　の商品
を販売しています。
◇新しく発足する企画部で、多岐にわ
たる新規事業の最前線に携わって頂き

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　30　人）

工場　事務スタッフ
（パートナー社員）

マヨネーズやドレッシング、サラダ等
の製造をしている工場の管理課事務の
お仕事です。
・工場従業員の勤怠、労務管理
・各種社会保険手続き

ケンコーマヨネー
ズ株式会社
西日本工場

京都府舞鶴市字倉谷大縄１３５０番地
２

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　229　人）

金融機関での窓口業
務（舞鶴）

信用組合にて窓口業務、その他付随業
務をお任せします。
（主に入出金・口座開設・定期預金・
諸届・為替に係る事務オペレーション
や、接客対応、電話対応、庶務など）

株式会社　ピープ
ル

滋賀県草津市大路１丁目１－１エル
ティ草津３Ｆ

就業場所:舞鶴市
ＪＲ　東舞鶴

（就業場所：従業員数　0　人）

今村工業　株式会
社

就業場所:舞鶴市
ＪＲ西舞鶴

東京都千代田区丸の内３－３－１　新
東京ビル８階

就業場所:舞鶴市
東舞鶴

（就業場所：従業員数　4　人）
広報担当事務（介護
老人保健施設アザレ
ア舞鶴）

正峰会舞鶴エリア事業所全体の広報に
関わる業務に従事して頂きます
　（従事する業務の例）
　・広報誌の作成　等
　・ホームページの更新　等

社会医療法人社団
正峰会

京都府舞鶴市和田中田　１０５５－１

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　20　人）

〔急募〕一般事務／
京都府舞鶴市

・パソコン入力
・カタログ商品受付業務
・商品の受注発注
・電話応対
・その他庶務業務

グリーンスタンプ
株式会社

総合事務職（男女共
に歓迎）

１．電話応対、来客対応
２．契約書類の作成
３．申請書類の作成
４．注文請書の作成
５．経理補助　　　　等

京都府舞鶴市字上安東町２番地

普通自動車免許
ＡＴ

（就業場所：従業員数　19　人）

＊外来の看護業務（主に小児科）
・患者様への応対
・患者様の呼び出し
・採血、注射、点滴、診療補助
・受付、カルテへの記入（手書き）

西村医院

いとう歯科

必要資格

普通自動車免許
ＡＴ

仕事内容 賃 金

空調・給排水衛生設
備工事の施工管理
（補助）

求人者名 所在地・就業場所 就業時間

工事内容
・公共建物、ビル、店舗などの新築、
改修工事に伴う空調、配管工事
・工場などの空調、配管工事
私たちの仕事は、これらの工事での施
工管理です。

株式会社　丹和 京都府舞鶴市字宮津口５１

就業場所:舞鶴市
西舞鶴

（就業場所：従業員数　9　人）

京都府舞鶴市字吉野４９９－３
幼稚園教諭免許
（専修・１種・
２種）、保育士

京都府舞鶴市字京田１８－１

京都府舞鶴市字浜７７１番地

就業場所は所在地に同じ

幼稚園教諭・保育補
助【施設見学可能】

園児数は全体で５０～６８名、１クラ
スの平均１５名程度
主に、０歳～３歳までクラス担任の保
育補助又は、加配園児の補助
・乳児の食事補助、

看護師（准看護師）

（就業場所：従業員数　63　人）

就業場所:舞鶴市

社会福祉法人　み
ずなぎ学園

（就業場所：従業員数　18　人）

就業場所:舞鶴市
ＪＲ松尾寺

（就業場所：従業員数　0　人）

歯科衛生士 ・歯科衛生士業務
・受付
・診療所内管理（清掃、器具の手入れ
等）


看護師

ＪＲ西舞鶴
（就業場所：従業員数　37　人）

看護師

・外来診療
・診療所における外来患者の看護業務
・訪問診療補助
＊いずれの勤務も可能な方


医療法人　荒木ク
リニック

京都府舞鶴市溝尻町１２－６　エト
ワール山崎　１Ｆ

◎入所施設で知的障害のある方の健康
管理、応急処置等をしていただきま
す。
※利用者の服薬管理
※通院の引率

学校法人　朝来学
園　幼保連携型認
定こども園　朝来
幼稚園

高齢・障がいサービ
ス　ケアワーカー
（介護スタッフ）

高齢者・障がい者に対して、
・介護が必要な方の生活を支援する
（自立支援）
・食事介助、排泄介助、入浴介助等の
身体介護

看護師、准看護
師、普通自動車
免許ＡＴ

看護師、准看護
師

ＪＲ東舞鶴
（就業場所：従業員数　6　人）

社会福祉法人　成
光苑　ライフ・ス
テージ
夢咲

就業場所は所在地に同じ
西舞鶴

歯科衛生士
就業場所は所在地に同じ

東舞鶴
（就業場所：従業員数　3　人）

京都府舞鶴市字引土小字河原田４７０

就業場所は所在地に同じ

京都府舞鶴市字鹿原２０９－３

准看護師、普通
自動車免許ＡＴ

℡ 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。



9/20～9/30の間に受理した求人です。

10月3日発行

職種
年齢

雇用形態・採用人数
必要資格仕事内容 賃 金 求人者名 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30分～11時30分
170,000円 (2)14時00分～18時00分

～
（年齢：　40歳以下　） 280,000円

正社員（1人） 26060- 3883521

月給 (1)10時00分～19時00分
163,000円 (2)10時00分～17時30分

～
（年齢：　45歳以下　） 163,000円

正社員（1人） 26060- 3869321

月給 (1)9時00分～18時00分
180,000円

～
（年齢：　不問　） 300,000円

正社員（1人） 26060- 3895921

月給 (1)11時00分～20時00分
185,000円 (2)15時00分～0時00分

～
（年齢：　不問　） 220,000円 又は20時00分～6時00分の

正社員（2人） 26060- 3875521 間の8時間

月給 (1)9時30分～18時00分
185,000円

～
（年齢：　34歳以下　） 220,000円

正社員（1人） 26010-23512921

月給 (1)15時00分～0時00分
242,000円

～
（年齢：　18歳～59歳　） 346,000円

正社員（1人） 26060- 3911721

月給 (1)9時00分～17時45分
171,400円

～
（年齢：　18歳～45歳　） 201,700円

正社員（1人） 26010-23497321

月給 (1)8時30分～17時30分
180,000円

～
（年齢：　59歳以下　） 300,000円

正社員（1人） 28050-21495521

月給 (1)8時00分～16時30分
149,100円 (2)8時30分～17時00分

～ (3)12時30分～21時00分
（年齢：　不問　） 155,300円
正社員以外（1人） 26060- 3890221

月給 (1)8時00分～17時00分
220,500円

～
（年齢：　18歳～59歳　） 441,000円

正社員（10人） 26060- 3907421

月給 (1)8時00分～17時00分
204,200円

～
（年齢：　59歳以下　） 435,900円

正社員（1人） 26060- 3903721

月給 (1)21時30分～5時45分
250,000円 (2)8時00分～16時15分

～
（年齢：　18歳～45歳　） 350,000円

正社員（3人） 26060- 3876421

月給 (1)8時00分～17時00分
172,800円

～
（年齢：　不問　） 280,800円

正社員（2人） 26060- 3885321

月給 (1)8時00分～17時00分
250,000円

～
（年齢：　45歳以下　） 300,000円

正社員（1人） 26060- 3914521

月給 (1)8時30分～17時15分
210,500円

～
（年齢：　35歳以下　） 234,500円

正社員（1人） 17080- 7833221
軽作業 京都府舞鶴市大字鹿原小字杉の木

月給 ７７７－４ (1)8時00分～17時00分
180,000円

～ 就業場所:舞鶴市
（年齢：　59歳以下　） 190,000円

正社員（1人） 26060- 3913221

自動販売機への商品
補充等のルート配送
スタッフ（北京都）

いろいろな場所に置いてある自動販売
機に販売商品をトラックで運び、並
べ、補充し、売上金を回収する仕事で
す。自販機１台１台が１つのお店であ
り、直接は自動販売機という機械を相

株式会社　コーシ
ン

石川県野々市市押野２丁目２１６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　12　人）

土木作業員 一般土木作業
・手元作業
・材料、廃材等を２トン～４トンにて
運搬作業※体力のある方

日建土木　株式会
社

京都府舞鶴市字南田辺１４６－２

普通自動車免許
就業場所は所在地に同じ

西舞鶴
（就業場所：従業員数　7　人）

現場作業員 石材を台船に積込み、曳航船にてロー
プで引張り海上運搬で現場まで行き、
クレーンを使って海に石材を投入しま
す。
ウィンチ操作で台船の移動や、ワイ

大山砕石　株式会
社

京都府舞鶴市字喜多小字宮崎３１番地
１０３

就業場所は所在地に同じ
西舞鶴

（就業場所：従業員数　6　人）

電気設備工事の施工
管理（補助）

工事内容
・公共建物、ビル、店舗などの新築、
改修工事に伴う電気設備工事
・工場などの電気設備工事
・トンネルや橋梁照明工事

株式会社　丹和 京都府舞鶴市字宮津口５１

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　9　人）

軌道工・土木（鉄道
土木）作業員

土木工事全般を請け負っており、業務
の大きな割合を占めているのが鉄道工
事です。線路の枕木の交換、敷石の保
守工事、踏切工事といった、公共交通
機関が安全に運行するための維持管理

株式会社　ニシム
ラ

京都府舞鶴市字喜多小字新宮１０４８
－１５

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　14　人）

ボイラー技士 建物管理、ボイラー取扱い等


国家公務員共済組
合連合会
舞鶴共済病院

京都府舞鶴市字浜１０３５番地

就業場所は所在地に同じ
東舞鶴

（就業場所：従業員数　490　人）
建設業 全国のプラントにて配管、鍛治工を

行ったり足場を組んだりします




大島工業　有限会
社

京都府舞鶴市字安岡３０２－１１１

就業場所:舞鶴市
松尾寺

（就業場所：従業員数　6　人）

警察船舶乗務員（京
都府警察一般職員）

警察一般職員（警察船舶乗務員）とし
て、京都府舞鶴警察署又は京都府宮津
警察署にて警察船舶の運行業務に従事
していただきます。


京都府警察本部
警務部　警務課

京都府京都市上京区下長者町通新町西
入藪之内町８５－３

小型船舶操縦士
就業場所:舞鶴市

（就業場所：従業員数　265　人）
機械装置メンテナン
ス・監督業（舞鶴）

主に火力発電所（原子力発電所を除
く）における設備機器のメンテナンス
作業（製缶、配管工事、機械器具の保
守点検工事等）
＊私たちの生活に欠かせない電気を企

株式会社　東興業
所

兵庫県姫路市飾磨区中島３３２５

普通自動車免許
ＡＴ就業場所:舞鶴市

（就業場所：従業員数　1　人）

自動車整備（京都府
北部）

自動車整備全般（京都府北部店舗）
自動車の車検及び各種整備を行う業務
です。



京都ダイハツ販売
株式会社

京都府京都市右京区西京極東大丸町８
三級自動車整備
士、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　20　人）
大型運転手（舞鶴営
業所）

大型トラックに乗務して、セイノーグ
ループの１日運行便です。（日帰り）
荷物は主に企業用の商品や書類、部
品、材料などで、年間を通じ物量は安
定しています。

丹後西濃運輸　株
式会社

京都府舞鶴市字上安１５０６

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　69　人）

鮮魚店での販売、接
客

舞鶴港とれとれセンター内の店頭に
て、鮮魚、カニ、干物等の販売及び接
客を行なっていただきます。
・夏は岩ガキ、冬は舞鶴かにの販売な
ど季節ごとに多くの海産物を取り扱っ

有限会社　岡田鮮
魚店

京都府舞鶴市字下福井９０５番地（と
れとれセンター内）

就業場所:舞鶴市
ＪＲ西舞鶴

（就業場所：従業員数　7　人）
ビジネスホテルのフ
ロント業務

フロント業務
・チェックイン・チェックアウトの受
付
・お客様応対
・電話対応等

株式会社　シー
ルート

京都府舞鶴市大字浜小字浜３４－３

就業場所は所在地に同じ
ＪＲ東舞鶴

（就業場所：従業員数　30　人）

受付事務、歯科助手 ＜受付業務および歯科アシスタント＞
・受付
・案内
・電話応対（予約や受付）
・カルテの管理事務

小川歯科医院 京都府舞鶴市字余部上２５０

就業場所:舞鶴市
京都交通バス　上４丁目

（就業場所：従業員数　8　人）
歯科助手 ・歯科診療補助

・受付
・診療所内管理（清掃、器具の手入れ
等）


いとう歯科 京都府舞鶴市溝尻町１２－６　エト
ワール山崎　１Ｆ

就業場所は所在地に同じ
東舞鶴

（就業場所：従業員数　3　人）

ヤマキ建鉄　株式
会社

日本板硝子（株）舞鶴事業所工場内で
の軽作業業務
・製品出荷で使用した鉄パレットの点
検、清掃、小補修
・クッション材の摩耗などの点検、清 （就業場所：従業員数　26　人）


