
　　　　　　
パート 3月30日発行

職種
年齢

雇用形態・採用人数

時給 (1)10時00分～14時00分
910円 (2)17時00分～21時00分
～ (3)18時00分～22時00分

（年齢：　18歳以上　） 930円 又は10時00分～23時00分
パート労働者（2人） 26060- 1217801 の間の4時間程度

時給
1,000円
～

（年齢：　不問　） 2,000円 又は17時00分～22時00分
パート労働者（2人） 26060- 1200501 の間の3時間以上

時給 (1)8時00分～15時00分
950円
～

（年齢：　不問　） 950円
パート労働者（1人） 26060- 1237301

時給 (1)8時15分～13時00分
950円 (2)12時30分～17時30分
～

（年齢：　不問　） 1,000円
パート労働者（4人） 13040-36618101

時給 (1)14時00分～18時30分
909円
～

（年齢：　不問　） 909円
パート労働者（1人） 26060- 1192401

時給 (1)8時30分～17時15分
1,000円
～

（年齢：　不問　） 1,000円
有期雇用派遣パート（1人） 18060-  727101

時給 (1)8時45分～13時00分
909円 (2)16時15分～19時00分
～

（年齢：　不問　） 1,000円
パート労働者（1人） 26060- 1207701

時給
910円
～

（年齢：　59歳以下　） 1,000円 又は8時00分～20時00分の
パート労働者（2人） 26060- 1249401 間の5時間程度

時給 (1)9時00分～14時00分
909円 (2)14時00分～19時00分
～

（年齢：　不問　） 1,280円
パート労働者（1人） 26060- 1202301

時給 (1)10時00分～14時00分
909円
～

（年齢：　不問　） 909円
パート労働者（1人） 26060- 1220601

時給 (1)10時00分～14時00分
909円
～

（年齢：　60歳以上　） 909円
パート労働者（1人） 26060- 1221901

時給 (1)7時00分～16時00分
910円 (2)9時00分～18時00分
～ (3)13時00分～22時00分

（年齢：　60歳以上　） 920円
パート労働者（1人） 26060- 1241801

時給 (1)7時00分～16時00分
910円 (2)9時00分～18時00分
～ (3)13時00分～22時00分

（年齢：　不問　） 920円
パート労働者（2人） 26060- 1242201

時給 (1)7時00分～16時00分
938円 (2)9時00分～18時00分
～ (3)13時00分～22時00分

（年齢：　60歳以上　） 1,150円
パート労働者（1人） 26060- 1243501

時給 (1)7時00分～16時00分
938円 (2)9時00分～18時00分
～ (3)13時00分～22時00分

（年齢：　不問　） 1,150円
パート労働者（1人） 26060- 1244001

時給 (1)8時45分～13時15分
909円 (2)14時45分～18時15分
～

（年齢：　不問　） 909円
パート労働者（1人） 26060- 1209201

時給 (1)6時00分～10時00分
910円 (2)10時00分～14時00分
～ (3)18時00分～22時00分

（年齢：　不問　） 1,000円 又は6時00分～22時00分の
パート労働者（1人） 26060- 1250201 間の5時間

時給 (1)8時00分～14時00分
910円 (2)16時00分～22時00分
～ (3)18時00分～0時00分

（年齢：　不問　） 1,200円 又は8時00分～0時00分の間
パート労働者（1人） 26060- 1251501 の5時間

時給
1,150円
～

（年齢：　不問　） 1,150円 又は8時00分～21時00分の
パート労働者（1人） 26060- 1236001 間の8時間程度

時給 (1)7時00分～14時30分
910円
～

（年齢：　不問　） 950円
パート労働者（1人） 26060- 1252001

介護職 定員９名のグループホームでの介護業務
をして頂きます。
・食事介助
・入浴の介助
・排泄の介助

医療法人社団　外松
医院
ハーモニーデイサー
ビスセンター　ハーモ
ニーグループホーム

京都府舞鶴市字竹屋９８－１番地

介護福祉士
就業場所:舞鶴市

西舞鶴
（就業場所：従業員数　24　人）

リバビリ補助 ・リハビリ患者さんの誘導
・リハビリ器具類のセッティング等



医療法人社団晴友
会
小谷整形外科医院

京都府舞鶴市字伊佐津５１－３

就業場所は所在地に同じ

（就業場所：従業員数　46　人）

定員９名のグループホームでの介護業務
をして頂きます。
・食事介助
・入浴の介助
・排泄の介助

介護職 定員９名のグループホームでの介護業務
をして頂きます。
・食事介助
・入浴の介助
・排泄の介助

医療法人社団　外松
医院
ハーモニーデイサー
ビスセンター　ハーモ
ニーグループホーム

京都府舞鶴市字竹屋９８－１番地

就業場所:舞鶴市
西舞鶴

（就業場所：従業員数　24　人）
介護職 医療法人社団　外松

医院
ハーモニーデイサー
ビスセンター　ハーモ
ニーグループホーム

京都府舞鶴市字竹屋９８－１番地

就業場所:舞鶴市
西舞鶴

（就業場所：従業員数　24　人）

日商簿記２級

西舞鶴
（就業場所：従業員数　3　人）

京都府舞鶴市字円満寺小字横八丁１２４番
地

就業場所は所在地に同じ
ＪＲ西舞鶴駅

（就業場所：従業員数　43　人）
京都府舞鶴市字京口１０４番地

就業場所:舞鶴市

就業場所:舞鶴市
ＪＲ東舞鶴

（就業場所：従業員数　9　人）

京都府舞鶴市字森小字大田野５４０

就業場所:舞鶴市
市民病院バス停より徒歩３分
（就業場所：従業員数　66　人）

京都府舞鶴市字森小字大田野５４０

就業場所:舞鶴市
市民病院バス停より徒歩３分
（就業場所：従業員数　66　人）

経理事務兼一般事務 ・売上、経費等の伝票整理及び記帳
・電話応対・来客等の対応
・その他一般事務もしていただきます
　＊３名～４名体制
　

株式会社　東舞鶴グ
ランドホテル

医療事務・受付 ◎医療事務経験者で医療パソコン（カルテ
を見て、病名、薬、処置　等を入力出来る
方には、時給１０００円はお支払いします。
※医療パソコン入力出来ない方でも普通
のパソコンが使用出来て、　医療用パソコ

受付（倉谷店） 一般衣料等クリーニングの受け渡し。
クリーニング専用レジ操作。
品物の検品。
入社後、受付業務（レジ操作等）丁寧に指
導いたします。

有限会社　ヤマゾエ

フロアー・レジ部門（東
舞鶴店）

主にレジ業務をしていただきます。
・レジ
・商品陳列、品出し
・値付け
・商品の説明と梱包

株式会社　フクヤ

京都府舞鶴市丸山口町６２番地

コールセンタオペレータ
および電話によるヒアリ
ング業務

住民同士の送迎システムであるスマホアプ
リに関する
問合せ相談窓口としての電話応対オペ
レータ業務
及びＰＣ入力作業と電話によるヒアリング

オムロンソーシアル
ソリューションズ株式
会社　東京事業所

東京都港区港南２－３－１３　品川フロント
ビル７階

就業場所:舞鶴市
ＪＲ西舞鶴

（就業場所：従業員数　5　人）
事務員（舞鶴営業所）

必要資格仕事内容 賃 金 所在地・就業場所 就業時間

モルト・ボーノ・アンナ
・カジュアルイタリアン（生パスタ・ピッツア
など）でのキッチン業務（サラダ等の盛り付
け・パンを焼く・仕込み・洗浄機による食器
洗浄等）

株式会社　モルトフレ
スコ

京都府舞鶴市字鹿原小字札垣１－５

就業場所:舞鶴市
ＪＲ西舞鶴駅より徒歩１５分

（就業場所：従業員数　10　人）
学習塾個別指導講師

（就業場所：従業員数　3　人）
一般事務（週４日勤務） ・受付業務。付随する業務全般

・パソコン入力操作
・電話、来客応対
・公安委員会の事務
・レジ業務他

求人者名

調理・調理補助

小・中・高校生を対象に個別指導で勉強が
わかる、できる、好きになるためにサポート
を行います。
教材は動画や丁寧な解説があるので、得
意な教科でわからない所をさらにアシスト

大今　合同会社（教
学舎にしまいづる教
室）

京都府舞鶴市字引土１２７番地

就業場所は所在地に同じ
西舞鶴

普通自動車免許
AT

西舞鶴
（就業場所：従業員数　69　人）

一般財団法人　舞鶴
交通安全協会

京都府舞鶴市字上安６８８

就業場所は所在地に同じ
西舞鶴駅

（就業場所：従業員数　38　人）

介護職 定員９名のグループホームでの介護業務
をして頂きます。
・食事介助
・入浴の介助
・排泄の介助

医療法人社団　外松
医院
ハーモニーデイサー
ビスセンター　ハーモ
ニーグループホーム

京都府舞鶴市字竹屋９８－１番地

介護福祉士
就業場所:舞鶴市

西舞鶴
（就業場所：従業員数　24　人）

配送業における事務全般
・配達業務に関する電話対応と問合せ
・荷物に関する伝票作成及び発送業務
・専用端末での入力作業
・電話対応、来客対応

丹後西濃運輸　株式
会社

京都府舞鶴市字上安１５０６

就業場所:舞鶴市

普通自動車免許
AT就業場所:舞鶴市

（就業場所：従業員数　0　人）

海上保安本部事務補助 各種書類の整理、データ入力、電話対応
等の事務補助業務

株式会社　オーイン
グ

福井県大飯郡高浜町東三松９－９－１３

鹿野医院

フロアー・レジ部門（東
舞鶴店）

主にレジ業務をしていただきます。
・レジ
・商品陳列、品出し
・値付け
・商品の説明と梱包

株式会社　フクヤ

料飲サービス １Ｆ、９Ｆレストラン、宴会、ビアガーデンに
て
注文受け、料理の提供、レジ、片付け等



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

就業場所は所在地に同じ
ＪＲ西舞鶴駅

（就業場所：従業員数　43　人）
フロント ・チェックイン、アウト業務（会計、お客様の

お見送り）
・宿泊、宴会予約受付
・予約データのパソコン入力
・電話、来客対応

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西舞鶴駅

（就業場所：従業員数　43　人）
送迎バス運転手 ＊教習生の送迎バス（１４人乗他）の運転

業務
　＜送迎運行ルート＞
　　東舞鶴は大波下方面まで、西舞鶴は池
内方面迄

一般財団法人　舞鶴
交通安全協会

京都府舞鶴市字上安６８８
８トン限定中型自
動車免許、中型
自動車免許就業場所は所在地に同じ

西舞鶴駅
（就業場所：従業員数　38　人）

清掃作業員（舞鶴発電
所内）

舞鶴発電所内事務所等の清掃作業
・モップ、清掃機などを使用
・女子トイレ、女子更衣室含む
・喫煙可能コーナーでの清掃作業（灰皿清
掃　他）

西大浦産業　株式会
社

京都府舞鶴市字千歳３５２－２

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　10　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。  



　　　　　　
パート 3月30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 所在地・就業場所 就業時間求人者名

℡ 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。  

時給 (1)9時45分～15時00分
930円 (2)10時00分～15時00分
～ (3)10時00分～14時00分

（年齢：　不問　） 930円 又は10時00分～14時30分
パート労働者（3人） 26060- 1219501 の間の4時間程度

時給 (1)8時00分～13時00分
910円
～

（年齢：　不問　） 960円
パート労働者（1人） 26060- 1194801

時給 (1)8時00分～15時00分
910円
～

（年齢：　不問　） 1,060円
パート労働者（2人） 26060- 1196501

食品レジ担当 京都府舞鶴市字伊佐津小字深田２００－１６
時給 (1)17時00分～22時00分
960円
～ 就業場所は所在地に同じ

（年齢：　不問　） 1,060円 ＪＲ西舞鶴
パート労働者（1人） 26060- 1197001 （就業場所：従業員数　220　人）

ルームメイキング ・ベッドメイク
・清掃
・浴室洗い　等
＊通常８名以上で流れ作業で、掃除機は２
人、ベットメイキ　ング２人１組、シーツ交

株式会社　青葉 京都府舞鶴市字溝尻１４４－１　ポートシャ
インホテル

就業場所:舞鶴市

（就業場所：従業員数　21　人）
日配売場担当 ＊商品の品だし、補充陳列など


　日配売場にて、冷蔵・冷凍商品のや品だ
しなどを行い、売場に陳列する作業です。


株式会社　さとう　バ
ザールタウン舞鶴

京都府舞鶴市字伊佐津小字深田２００－１
６

就業場所は所在地に同じ
ＪＲ西舞鶴

（就業場所：従業員数　220　人）
青果売場担当 ＊商品の加工、盛付、陳列など

　青果加工場にて、商品の袋詰め、パック
詰め、値付けなどを行い、売場に陳列する
作業　です。
少しずつ丁寧に教　えますので、安心して

株式会社　さとう　バ
ザールタウン舞鶴

京都府舞鶴市字伊佐津小字深田２００－１
６

就業場所は所在地に同じ
ＪＲ西舞鶴

（就業場所：従業員数　220　人）

株式会社　さとう　バ
ザールタウン舞鶴

＊食品レジの登録など

　食品レジにて、商品のスキャン・レジ登
録・応対などを行います。



