
5/25～5/29の間に受理した求人です。

パート 6月1日発行

職種
年齢

雇用形態・採用人数

時給 (1)9時00分～12時00分
1,050円 (2)13時00分～16時00分
～

（年齢：　不問　） 1,050円
パート労働者（1人） 26060- 2023401

時給 (1)9時30分～18時00分
1,000円
～

（年齢：　不問　） 1,000円
パート労働者（1人） 26020-10961201

時給 (1)8時00分～11時00分
909円 (2)17時30分～20時30分
～

（年齢：　不問　） 909円
パート労働者（3人） 26060- 2034201

時給 (1)8時00分～17時00分
950円
～

（年齢：　不問　） 1,000円
パート労働者（1人） 26060- 2028001

時給 (1)7時00分～15時00分
930円 (2)14時00分～20時00分
～

（年齢：　不問　） 930円 又は9時00分～17時00分の
パート労働者（3人） 26060- 2025801 間の7時間程度

時給 (1)17時00分～0時30分
1,100円 (2)0時30分～8時00分
～ (3)8時00分～17時00分

（年齢：　18歳以上　） 1,250円
パート労働者（1人） 26060- 2020601

時給 (1)8時00分～17時00分
1,250円
～

（年齢：　不問　） 1,500円
パート労働者（2人） 26060- 2035501

時給
909円
～

（年齢：　不問　） 909円 又は11時00分～16時00分
パート労働者（1人） 26060- 2026201 の間の3時間程度

時給 (1)9時00分～15時00分
910円
～

（年齢：　不問　） 910円 又は9時00分～17時00分の
パート労働者（1人） 26060- 2038601 間の5時間程度

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- 2040701 間の8時間程度

時給 (1)8時00分～17時00分
909円
～

（年齢：　不問　） 1,000円
パート労働者（1人） 26060- 2033801

時給 (1)9時00分～14時30分
915円 (2)7時00分～15時00分
～

（年齢：　不問　） 915円
パート労働者（3人） 26060- 2039901

食器洗浄 舞鶴赤十字病院 京都府舞鶴市字倉谷４２７
時給 (1)13時30分～15時30分
1,100円
～ 就業場所:舞鶴市

（年齢：　不問　） 1,100円 西舞鶴（ＪＲ・京都丹後鉄道）
パート労働者（1人） 26060- 2024701 （就業場所：従業員数　342　人）

清掃（剪定補助） 剪定後の枝、葉っぱの収集作業

自動車免許のある方は運搬もしていただき
ます


有限会社　岸本造園 京都府舞鶴市丸山町６９－１

就業場所は所在地に同じ
東舞鶴

（就業場所：従業員数　2　人）

（就業場所：従業員数　0　人）
警備 保安、警備業務に従事していただきます

　・施設の受付業務（電話応対等）
　・夜間の巡回
　・門の開閉


日硝興産　株式会社
舞鶴支店

京都府舞鶴市字大波下小字浜田２５５番地

普通自動車免許
AT就業場所:舞鶴市

京都交通　大波下　バス停
（就業場所：従業員数　321　人）

〇利用者の支援業務　日中４～５人体制
　　２０名の方のお世話をしていただきます
　　食事の用意と片付け、食事介助
　　日中活動支援（入浴支援、トイレ介助、
通院

支援員（グループホー
ムみずなぎ朝来）

京都府舞鶴市字鹿原２０９－３

就業場所:舞鶴市
ＪＲ東舞鶴

社会福祉法人　成光
苑　ライフ・ステージ
夢咲　（設立準備室）

京都府舞鶴市字桑飼上小字深田１０８８番
地１

就業場所:舞鶴市
西舞鶴

社会福祉法人　みず
なぎ学園

（就業場所：従業員数　16　人）
介護助手 ・食事介助

・配膳
・食器洗い
・洗濯

介護職員 デイサービス（定員１８人／日）にて利用者
様に対する生活全般の介護サービスを提
供して頂きます。
〈主な業務〉

有限会社　ふれあい 京都府舞鶴市字平小字堂ケ角１５５８－１

就業場所:舞鶴市
東舞鶴

（就業場所：従業員数　8　人）

就業場所:舞鶴市
ＪＲ舞鶴線　東舞鶴

普通自動車免許
AT

（就業場所：従業員数　0　人）

ショールーム受付（東舞
鶴店）

・来店されるお客さまへの受付及び湯茶接
待
・電話受付（営業内容は営業担当へ引継
ぎ）
・電話による展示会へのご案内（定型文が

京都日産自動車　株
式会社

京都府京都市南区西九条高畠町４５

機能訓練指導員（特定
施設グランマーレせい
ほう）

必要資格

あん摩マッサージ
指圧師、柔道整
復師、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

特定施設ご利用者の方へが日常生活を営
むために必要な機能の減退を防止するた
めの機能訓練を行って頂きます。
・機能訓練

社会医療法人社団
正峰会

京都府舞鶴市和田中田　１０５５－１

就業場所:舞鶴市
ＪＲ西舞鶴

（就業場所：従業員数　10　人）

求人者名

製品検査及び加工補助 ・エンジン部品やトランスミッション部品等
の
　自動車部品の外観での目視検査
・製品に合った部品の、はめ合い検査
・自動車部品で機械の加工機に材料を投

萬工業　株式会社 京都府舞鶴市字別所２８８番地の１

就業場所は所在地に同じ

（就業場所：従業員数　43　人）

パン・米飯製造補助 生産ラインにてパンの検品・包装など、主と
してベルトコンベアでの補助的な作業をし
ていただきます。
◆包装
・出来上がったパンに「形が悪い」などの問

株式会社大一ベーカ
リー

京都府舞鶴市字伊佐津５１

就業場所:舞鶴市
西舞鶴駅

（就業場所：従業員数　17　人）

軽作業 京都北部、兵庫県北部エリアにてシステム
バス、システムキッチン
取り付け工事の補助
・部材の運搬補助
・後片付け

エム・シー・エルア
ローズ　株式会社

京都府舞鶴市字喜多１１０５番地４５

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　18　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
動車免許就業場所:舞鶴市

西舞鶴駅
（就業場所：従業員数　38　人）

○病院厨房内の食器洗浄業務のお仕事で
す。
【主な業務】
・入院患者様が使用した食器類等の洗浄

クリーン・クルー（舞鶴
市役所）

・市役所内の清掃：事務所・フロアー・トイレ
等の共用部分の清掃
・備品等の交換・補充
・掃き掃除

株式会社　光栄ビル
メンテナンス

京都府舞鶴市字引土１８４－５

就業場所:舞鶴市
東舞鶴

（就業場所：従業員数　9　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。  


