
7/27～7/31の間に受理した求人です。

パート 8月3日発行

職種
年齢

雇用形態・採用人数

時給 (1)8時30分～17時30分
1,720円
～

（年齢：　不問　） 1,720円 又は8時30分～17時30分の
パート労働者（1人） 26060- 2897401 間の6時間程度

時給 (1)9時00分～17時00分
1,044円
～

（年齢：　不問　） 1,044円
パート労働者（1人） 26060- 2886601

時給 (1)9時00分～16時00分
910円 (2)9時00分～15時00分
～

（年齢：　65歳以下　） 910円
パート労働者（1人） 26060- 2884001

時給 (1)8時45分～17時45分
950円
～

（年齢：　不問　） 950円
パート労働者（1人） 26030- 9883701

時給 (1)13時00分～17時00分
930円
～

（年齢：　不問　） 930円
パート労働者（1人） 26060- 2859501

時給 (1)12時30分～19時15分
930円
～

（年齢：　64歳以下　） 930円
パート労働者（1人） 26060- 2894601

時給
950円
～

（年齢：　不問　） 950円 又は9時20分～21時20分の
パート労働者（2人） 08010-14555901 間の7時間程度

時給
909円
～

（年齢：　不問　） 1,000円 又は8時30分～18時30分の
パート労働者（1人） 26060- 2868001 間の5時間程度

時給 (1)16時45分～19時45分
950円 (2)8時00分～12時15分
～

（年齢：　不問　） 950円
パート労働者（4人） 18040- 3921201

時給 (1)11時15分～19時45分
978円
～

（年齢：　不問　） 1,215円
パート労働者（1人） 18040- 3922501

時給 (1)22時00分～7時00分
930円
～

（年齢：　18歳以上　） 930円
パート労働者（1人） 26060- 2883501

時給 (1)13時00分～16時00分
950円
～

（年齢：　不問　） 950円
パート労働者（1人） 26060- 2863401

時給 (1)9時00分～18時00分
1,000円 (2)12時00分～18時00分
～ (3)12時00分～15時00分

（年齢：　不問　） 1,200円
パート労働者（4人） 26060- 2888101

時給 (1)12時30分～18時00分
930円
～

（年齢：　不問　） 930円
パート労働者（1人） 26060- 2861901

時給 (1)6時00分～10時00分
909円 (2)8時00分～11時00分
～ (3)15時00分～21時00分

（年齢：　不問　） 909円 又は15時00分～21時00分
パート労働者（3人） 26060- 2862101 の間の3時間以上

時給 (1)8時30分～14時30分
909円
～

（年齢：　不問　） 909円
パート労働者（1人） 26010-19433001

時給
1,000円
～

（年齢：　不問　） 1,200円 又は12時00分～18時00分
パート労働者（2人） 26060- 2881801 の間の3時間程度

時給 (1)10時00分～15時00分
930円 (2)17時00分～21時00分
～

（年齢：　不問　） 1,000円
パート労働者（2人） 26060- 2879901

時給 (1)17時00分～22時00分
1,000円 (2)17時00分～23時00分
～ (3)18時00分～0時00分

（年齢：　18歳以上　） 1,200円 又は17時00分～0時00分の
パート労働者（3人） 26060- 2882201 間の5時間程度

時給 (1)8時30分～17時15分
914円
～

（年齢：　不問　） 914円
パート労働者（1人） 26060- 2880701

子育て支援員 来館者へのあそびの説明
来館者の受付業務
子育てに関する支援　等



舞鶴市役所 京都府舞鶴市字北吸１０４４番地

就業場所:舞鶴市
東舞鶴

（就業場所：従業員数　1350　人）

ホール係　調理補助 和食中心のご飯屋さん
　夜のお食事のホール係等
　お皿洗い、調理補助等

　誰でもできる簡単な仕事内容です

まいづる茶屋 京都府舞鶴市字十倉６０番地の１

就業場所:舞鶴市
京都交通　京田

（就業場所：従業員数　6　人）
ホール接客・調理 主な仕事内容


・注文を聞く、料理やドリンクを持っていく
・ドリンクや簡単な料理を作る
・料理の仕込みをする

炭火串焼　灯志 京都府舞鶴市字円満寺１４５－１０

就業場所は所在地に同じ
ＪＲ西舞鶴

（就業場所：従業員数　4　人）

ＪＲ　西舞鶴
（就業場所：従業員数　1　人）

京都ケータリング
株式会社

就業場所は所在地に同じ
西舞鶴

販売員（アルバイト）＜
舞鶴田中店＞

＊ホームセンターでの、接客・販売・商品
陳列・
　補充・整理・レジ係・清掃などの、店内作
業全般


株式会社　コメリ　北
陸ストアサポートセ
ンター

福井県坂井市丸岡町玄女１４－１

就業場所:舞鶴市

（就業場所：従業員数　18　人）

給食サービス（本社事
務スタッフ）

京都府舞鶴市字公文名５７０－１

家電製品の販売サポー
ト及びレジ業務／舞鶴
市

家電量販店にて販売補助業務をお願いし
ます。
○レジ業務
○商品補充及び売場整理・陳列
○家電製品の接客サポート

株式会社　関西ケー
ズデンキ

茨城県水戸市桜川１－１－１

郵便内務事務

就業場所:舞鶴市

就業場所:舞鶴市
東舞鶴

（就業場所：従業員数　1350　人）
・ＰＣ入力、書類作成（決まったフォーマット
に入力）
・電話応対、窓口接客
・銀行等への外回り（社用車）
・その他一般的な雑務（ファイリング等）

株式会社　マエダ
ホーム

京都府舞鶴市字南田辺５０－２６

普通自動車免許
ＡＴ就業場所は所在地に同じ

西舞鶴
（就業場所：従業員数　17　人）

京都府舞鶴市字北吸１０４４番地

求人者名 必要資格

助産師

仕事内容 賃 金 所在地・就業場所 就業時間

病棟や外来における助産師業務

妊婦、新生児に対する保健指導や分娩補
助等の業務を行って頂きます。


独立行政法人　国立
病院機構
舞鶴医療センター

京都府舞鶴市字行永２４１０番地

就業場所は所在地に同じ

ＪＲ　東舞鶴
（就業場所：従業員数　23　人）

就業場所:舞鶴市
ＪＲ西舞鶴

（就業場所：従業員数　87　人）

本社　舞鶴工場

生産管理　事務スタッフ

ＰＣ：エクセル入力作業　食数他 （就業場所：従業員数　92　人）
・郵便物、荷物等の仕分けや積み込み


　　　　　　　　　　≪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

助産師（非常勤）

一般事務

営業事務（舞鶴支店）

事務員（税務課）　【短
期】

京都バス　国立病院前
（就業場所：従業員数　450　人）

窓口・電話応対、公金収受、証明書等発
行事務、会計事務、ファイリング事務、文
書・資料作成など




舞鶴市役所

就業場所:舞鶴市

ＰＣ入力、電話対応、伝票整理

取扱商品：医療機器、材料等

　　　　　　　　

株式会社　増田医科
器械

京都府京都市伏見区竹田藁屋町５０番地

夜間介助員（丸田） 〇利用者の支援業務　３人体制
　　利用者の見守り、声かけ、トイレ介助等
　　６０名の方のお世話をしていただきます



社会福祉法人　みず
なぎ学園

京都府舞鶴市字鹿原２０９－３

就業場所:舞鶴市

（就業場所：従業員数　0　人）

舞鶴海上自衛隊基地内の売店での販売、
レジ、品出し業務など
　＊平日は主に自衛官の利用が多いです
が、土日祝日は一般客の利用もあります。
　

有限会社　ハヤシス
ポーツ

京都府舞鶴市字引土３００

普通自動車免許
ＡＴ就業場所:舞鶴市

京都交通　北吸桟橋　バス停
（就業場所：従業員数　4　人）

販売業務

販売員（パート）＜舞鶴
田中店＞

＊ホームセンターでの、接客・販売・商品
陳列・
　補充・整理・レジ係・清掃などの、店内作
業全般


株式会社　コメリ　北
陸ストアサポートセ
ンター

福井県坂井市丸岡町玄女１４－１

就業場所:舞鶴市

（就業場所：従業員数　18　人）

調理スタッフ 【病院内の給食調理、調理補助業務】
・患者様、職員の食事の仕込み、盛付、食
器洗浄
　配膳下膳など


医療法人　医誠会　
東舞鶴医誠会病院

京都府舞鶴市字大波下小字前田７６５番１
６

就業場所は所在地に同じ

（就業場所：従業員数　180　人）

給食サービス（本社惣
菜盛付スタッフ）【土日
祝のみ勤務】

本社　舞鶴工場

惣菜盛付スタッフ（サラダの盛付）

＊Ｗワーク希望の方歓迎します

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:舞鶴市
西舞鶴

（就業場所：従業員数　92　人）

給食サービス（中学校
給食スタッフ）

本社　舞鶴工場
　　　中学校給食スタッフ

　　１　調理加工
　　２　盛付・洗浄

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）

給食サービス（本社
パートスタッフ）

本社　舞鶴工場

盛付室において、調理済み食材の仕分け
作業


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）

調理補助・店内清掃 ・主な仕事内容
　開店前の仕込み・清掃など

　串焼、から揚げ、サラダなどの仕込み
　

炭火串焼　灯志 京都府舞鶴市字円満寺１４５－１０

就業場所は所在地に同じ
ＪＲ西舞鶴

（就業場所：従業員数　4　人）

調理補助（岡田小学
校）

小学校給食の調理場における調理・提供
業務全般

主に盛付・洗浄業務にあたっていただきま
す。

株式会社　魚国総本
社　京都支社

京都府京都市中京区御池通高倉西入高
宮町２００　千代田生命京都御池ビル７階

就業場所:舞鶴市

（就業場所：従業員数　6　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。



7/27～7/31の間に受理した求人です。

パート 8月3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。

時給
910円
～

（年齢：　不問　） 980円 又は12時00分～20時00分
パート労働者（1人） 26060- 2892001 の間の5時間以上

時給 (1)9時00分～14時45分
915円
～

（年齢：　61歳以下　） 1,000円
パート労働者（1人） 26070- 1406801

時給 (1)8時00分～11時00分
970円
～

（年齢：　不問　） 970円
パート労働者（1人） 26010-19331701

時給
909円
～

（年齢：　不問　） 909円 又は9時00分～15時00分の
パート労働者（1人） 26060- 2878601 間の5時間程度

時給
1,050円
～

（年齢：　不問　） 1,170円 又は8時00分～17時00分の
パート労働者（2人） 26060- 2891501 間の4時間程度

時給 (1)7時00分～12時00分
930円 (2)12時00分～17時00分
～ (3)17時00分～22時30分

（年齢：　不問　） 1,030円 又は9時00分～20時30分の
パート労働者（4人） 13100- 5351801 間の4時間程度

店舗スタッフ（週２０ｈ未
満）／舞鶴店

●売場スタッフ：商品陳列・品出し・荷受・
レジなど
　（１）～（３）（７時～２２：３０）
●事務レジスタッフ：レジ・事務作業・サー
ビスカウンター業務など　　　（９時～２０：３

株式会社　ニトリ 東京都北区神谷３－６－２０

就業場所:舞鶴市

（就業場所：従業員数　45　人）

袋詰作業 万願寺甘とうの袋詰作業
　　万願寺甘とうのバラを計量機で計量し
袋詰を
　　行う作業


株式会社　京都
ファーム彩

京都府舞鶴市字下福井１１８３－７

就業場所は所在地に同じ
西舞鶴

（就業場所：従業員数　22　人）
木質チップ製造スタッフ ・木材チップ製造機械の操作、生木の投

入

・構内の生木の運搬　等


林木材工業　株式会
社　舞鶴工場

京都府舞鶴市字平９８９

普通自動車免許
ＡＴ就業場所は所在地に同じ

（就業場所：従業員数　5　人）

配達スタッフ【舞鶴市
内】

・商品（ビン牛乳、ヨーグルト等）の配達業
務、集金業務
・受箱の清掃
・その他関連業務
　（不在宅への手紙の記載など上記業務

株式会社　丹後乳販 京都府京丹後市峰山町荒山３３９－１

普通自動車免許
ＡＴ就業場所:舞鶴市

（就業場所：従業員数　6　人）
ビル清掃（関西電力株
式会社舞鶴電力所）

オフィスビルの清掃（ゴミの回収、クリー
ナー掛け等）

※女子トイレの清掃あり

京都建物管理　株式
会社

京都府京都市左京区岡崎東天王町２３－
６

就業場所:舞鶴市
ＪＲ・西舞鶴

（就業場所：従業員数　2　人）

機械加工補助 材料を治具への取り付け後、ボタンを押し
て機械を稼働する作業をしていただきます
　　
　　＊出社・退社時間、勤務日数等相談可
能です。

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:舞鶴市

（就業場所：従業員数　43　人）


