
6/22～6/26の間に受理した求人です。

パート 6月29日発行

職種
年齢

雇用形態・採用人数

時給 (1)8時30分～16時30分
1,380円 (2)12時00分～20時00分
～ (3)8時30分～12時30分

（年齢：　不問　） 2,210円
パート労働者（1人） 26060- 2431901

時給
1,600円
～

（年齢：　69歳以下　） 1,800円 又は9時00分～16時00分の
パート労働者（1人） 26060- 2412301 間の3時間程度

時給 (1)9時30分～16時30分
950円
～

（年齢：　不問　） 950円
パート労働者（1人） 26060- 2416401

時給 (1)6時30分～9時30分
930円
～

（年齢：　64歳以下　） 930円
パート労働者（1人） 26060- 2427801

時給 (1)17時00分～20時00分
909円
～

（年齢：　不問　） 909円
パート労働者（1人） 26070- 1207301

時給 (1)10時00分～15時45分
950円 (2)12時00分～17時45分
～ (3)14時15分～20時00分

（年齢：　不問　） 1,000円 又は10時00分～20時00分
パート労働者（1人） 26060- 2389801 の間の6時間以上

時給
1,100円
～

（年齢：　不問　） 1,450円 又は8時00分～18時30分の
パート労働者（2人） 26060- 2409701 間の1時間以上

時給 (1)9時00分～17時00分
1,300円 (2)10時00分～18時00分
～ (3)11時00分～19時00分

（年齢：　不問　） 3,000円 又は9時00分～19時00分の
パート労働者（2人） 26060- 2392901 間の5時間以上

時給
910円
～

（年齢：　不問　） 1,000円 又は9時00分～20時00分の
パート労働者（1人） 26060- 2413601 間の4時間程度

時給
910円
～

（年齢：　不問　） 1,000円 又は9時00分～20時00分の
パート労働者（1人） 26060- 2414901 間の4時間程度

時給
910円
～

（年齢：　不問　） 1,000円 又は9時00分～20時00分の
パート労働者（1人） 26060- 2415101 間の4時間程度

時給 (1)8時00分～17時00分
1,000円 (2)20時00分～5時00分
～

（年齢：　18歳以上　） 1,250円
パート労働者（30人） 26071- 1337701

時給
909円
～

（年齢：　不問　） 1,100円 又は9時30分～12時30分の
パート労働者（1人） 26060- 2429501 間の3時間程度

時給 (1)16時00分～22時30分
1,100円
～

（年齢：　18歳以上　） 1,100円
パート労働者（1人） 26060- 2410501

時給 (1)7時00分～12時00分
909円 (2)13時00分～17時00分
～ (3)9時00分～16時00分

（年齢：　20歳以上　） 909円
パート労働者（1人） 26060- 2397201

倉庫内作業 京都府舞鶴市字松陰小字嶋崎２３番地
時給 (1)9時00分～15時30分
910円
～ 就業場所:舞鶴市

（年齢：　不問　） 910円 西舞鶴
パート労働者（2人） 26060- 2420001 （就業場所：従業員数　64　人）

舞鶴倉庫　株式会社＊倉庫内での衣類取扱作業
　下着等の衣類製品の箱詰め、持ち運
び、検針作業、整理整頓作業です。
　バーコードの細かい数字や文字の確認
作業あります。

警備員 ・交通誘導
・道路工事、施設等の交通誘導警備
＊現場には事務所から向かう場合と、自
宅から直行していただく場合とがありま
す。各現場に

令和警備　株式会社 京都府与謝郡与謝野町字明石２０２９－１

就業場所:舞鶴市

（就業場所：従業員数　0　人）

市場内の清掃 ・舞鶴港とれとれセンターの市場内清掃
・大型トイレ、市場内トイレ、休憩コーナー
の清掃
・不燃ごみの選別等


舞鶴さかなセンター
協同組合

京都府舞鶴市字下福井９０５

就業場所は所在地に同じ
ＪＲ西舞鶴

（就業場所：従業員数　14　人）

弁当の配達員 ・弁当の配達、回収（範囲：舞鶴市内）
・洗い物
・盛り付け等
＊軽バン（ＡＴ車）を使用します。


弁当仕出し　フクトシ 京都府舞鶴市字下福井９２８－６

普通自動車免許
ＡＴ就業場所は所在地に同じ

カット、パーマ、カラーの補助など
（内容等詳細は面接時に）


ＳＣＩＳＳＯＲ　ＤＡＮＣ
Ｅ

京都府舞鶴市字公文名５４３－１

美容師就業場所:舞鶴市
西舞鶴駅

（就業場所：従業員数　5　人）

ホール係・調理補助 ホール係
　・接客、レジ、店内清掃等
調理補助
　・下準備、洗い場、簡単な調理


京茶そば　多夢（有
限会社ミナトコーポ
レーション）

京都府舞鶴市南浜町１２－８　らぽーる１Ｆ

就業場所は所在地に同じ

（就業場所：従業員数　13　人）

ホール係・調理補助
【平日のみ・土日祝休
み】

ホール係
　・接客、レジ、店内清掃等
調理補助
　・下準備、洗い場、簡単な調理


京茶そば　多夢（有
限会社ミナトコーポ
レーション）

京都府舞鶴市南浜町１２－８　らぽーる１Ｆ

就業場所は所在地に同じ

（就業場所：従業員数　13　人）

洗い場【土日祝のみ】

京都府舞鶴市字志高５５３番地５

看護師

一般事務

郵便内務事務

看護師／勤務時間の
相談可能です！

（就業場所：従業員数　32　人）
洋服の販売員 ・店内での紳士服、カジュアル、レディース

スーツ等の販売及び接　客
・商品の品出し整理等
・電話の応対

青山商事　株式会社
洋服の青山　舞鶴店

京都府舞鶴市字上安久３８１番地１５

ディサービスセンターにおいて利用者様に
対する看護業務を行って頂きます。
・利用者様の健康状態の確認
・食事、入浴、トイレ等の介助業務全般

みじかな　有限会社
（みぢかなディサー
ビス田園）

ＪＲ西舞鶴
（就業場所：従業員数　87　人）

就業場所は所在地に同じ
ＪＲ西舞鶴

（就業場所：従業員数　7　人）

夕方～夜にかけてのスーパー業務全般
・レジ業務、当日売り切れ商品の値下げ、
陳列棚の商品整理（奥まっている商品を
陳列棚の前面に揃える）

夜間レジ（東舞鶴店） 京都府京丹後市大宮町口大野８８

ホームヘルパー 在宅訪問による高齢者への
生活援助・身体介護
　＊サービス提供地域は東・中舞鶴地区
になります
　

医療法人　岸本病院 京都府舞鶴市字浜１１３１ ホームヘルパー
２級、介護職員
初任者研修修了
者、普通自動車
免許ＡＴ

就業場所:舞鶴市
ＪＲ東舞鶴駅

（就業場所：従業員数　82　人）

株式会社　にしがき

就業場所:舞鶴市

求人者名 必要資格

看護師、准看護
師

仕事内容 賃 金 所在地・就業場所 就業時間

診療所（内科・小児科）での外来看護業務
・問診　・検査の説明、実施　・カルテ（手
書き）への記入
・採血、注射、点滴　・バイタル（体温、脈
拍、点

公益社団法人京都
保健会　まいづる協
立診療所

京都府舞鶴市字上安１９９－３０

就業場所:舞鶴市
西舞鶴

（就業場所：従業員数　24　人）

洗い場
　食器洗浄
◆◆◆Ｗワークの方歓迎します◆◆◆
◆◆◆朝、昼、夜のみでも相談可能です
◆◆

京茶そば　多夢（有
限会社ミナトコーポ
レーション）

京都府舞鶴市南浜町１２－８　らぽーる１Ｆ

就業場所は所在地に同じ

（就業場所：従業員数　13　人）

美容師補助

看護師、准看護
師、普通自動車
免許ＡＴ

就業場所:舞鶴市
四所

（就業場所：従業員数　10　人）
舞鶴商工会議所での業務及び事務の補
助

コロナ対策及び事業所への対応業務


舞鶴商工会議所 京都府舞鶴市字浜６６

就業場所:舞鶴市
ＪＲ東舞鶴

（就業場所：従業員数　11　人）
・郵便物等の仕分け


　　　　　　　　　　≪急募≫


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:舞鶴市

京都交通　大福井
（就業場所：従業員数　4　人）

清掃業務（１６時～２２
時３０分）

・主に男子浴場・脱衣場等の清掃業務
・他に受付で鍵の交換、物品販売、館内
案内の接客業務

　

有限会社　たかお温
泉　光の湯

京都府舞鶴市字十倉７１番地

就業場所は所在地に同じ
西舞鶴

（就業場所：従業員数　24　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。


