
9/7～9/11の間に受理した求人です。

パート 9月14日発行

職種
年齢

雇用形態・採用人数

時給 (1)9時00分～16時00分
909円
～

（年齢：　64歳以下　） 909円
パート労働者（1人） 26060- 3601601

時給 (1)8時30分～12時30分
950円 (2)14時30分～18時30分
～ (3)14時30分～19時30分

（年齢：　59歳以下　） 950円
パート労働者（1人） 26060- 3574701

時給 (1)14時30分～20時00分
930円
～

（年齢：　不問　） 1,000円
パート労働者（1人） 26060- 3575801

時給 (1)9時20分～16時10分
1,000円 (2)8時40分～16時50分
～

（年齢：　不問　） 1,050円
パート労働者（1人） 26020-18259001

時給 (1)9時20分～16時10分
1,000円 (2)8時40分～16時50分
～

（年齢：　不問　） 1,050円
パート労働者（1人） 26020-18263701

時給 (1)9時00分～17時00分
957円
～

（年齢：　不問　） 957円
パート労働者（1人） 26060- 3566701

時給 (1)7時50分～12時50分
1,050円
～

（年齢：　不問　） 1,050円
パート労働者（1人） 26060- 3600301

時給 (1)9時00分～17時00分
1,040円
～

（年齢：　不問　） 1,040円
有期雇用派遣パート（1人） 26060- 3548401

時給 (1)9時00分～16時00分
1,100円 (2)8時40分～16時50分
～

（年齢：　不問　） 1,200円
パート労働者（1人） 26020-18226001

時給 (1)9時00分～17時00分
1,500円 (2)9時00分～12時00分
～

（年齢：　69歳以下　） 1,500円
パート労働者（1人） 26060- 3559201

時給 (1)13時00分～18時00分
914円
～

（年齢：　不問　） 914円
パート労働者（1人） 26050- 3808201

時給
950円
～

（年齢：　60歳以上　） 1,000円 又は14時00分～21時00分
パート労働者（1人） 26060- 3551001 の間の3時間程度

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- 3593501

時給 (1)9時30分～13時30分
940円 (2)15時00分～20時00分
～

（年齢：　不問　） 940円
パート労働者（1人） 26060- 3580101

時給 (1)5時00分～10時00分
910円
～

（年齢：　不問　） 950円 又は5時30分～10時00分の
パート労働者（1人） 26060- 3584201 間の4時間程度

時給 (1)11時00分～14時00分
950円 (2)18時00分～21時00分
～ (3)19時00分～23時00分

（年齢：　59歳以下　） 1,000円 又は14時00分～0時00分の
パート労働者（2人） 26060- 3570601 間の3時間程度

時給 (1)5時45分～9時15分
1,000円
～

（年齢：　不問　） 1,000円
パート労働者（1人） 26060- 3552301

時給 (1)17時00分～20時00分
950円 (2)18時00分～22時00分
～ (3)19時00分～23時00分

（年齢：　59歳以下　） 1,000円 又は14時00分～0時00分の
パート労働者（2人） 26060- 3569501 間の3時間程度

就業場所:舞鶴市
西舞鶴

（就業場所：従業員数　92　人）

就業場所:舞鶴市
ＪＲ　東舞鶴

（就業場所：従業員数　28　人）
舞鶴市役所 京都府舞鶴市字北吸１０４４番地

就業場所:舞鶴市
西舞鶴

（就業場所：従業員数　1350　人）

株式会社　京都銀行

就業場所:舞鶴市

就業場所:舞鶴市
西舞鶴

（就業場所：従業員数　9　人）
赤れんが鍼灸整骨
院

京都府舞鶴市字浜１１９９－４

就業場所は所在地に同じ
東舞鶴駅

京都府舞鶴市字倉谷１５３０

（就業場所：従業員数　4　人）

（就業場所：従業員数　26　人）

京都府京都市下京区烏丸通松原上ル薬
師前町７００番地

就業場所:舞鶴市

東舞鶴
（就業場所：従業員数　28　人）

普通自動車免許
ＡＴ

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）

ＪＲ　東舞鶴
（就業場所：従業員数　28　人）

京都府京都市下京区烏丸通松原上ル薬
師前町７００番地

東舞鶴駅
（就業場所：従業員数　3　人）

京都府舞鶴市余部上小字才ケ谷９０７

就業場所は所在地に同じ
東舞鶴

京都府舞鶴市字浜小字浜２０２５－１

就業場所は所在地に同じ
東舞鶴

（就業場所：従業員数　3　人）

就業場所:舞鶴市

京都府舞鶴市字公文名５７０－１

生活支援 高齢者の日常生活の支援（洗濯物・シーツ
交換・見守り）を行う。

※勤務時間帯により介助の内容が変わ
る。

事務（東舞鶴支店） 京都府京都市下京区烏丸通松原上ル薬
師前町７００番地

医療事務 ・外来受付、電話応対、患者様への対応
・パソコン入力
・カルテ整理
・院内清掃
　　　

医療法人鶴洋会　河
崎内科

京都府舞鶴市字引土２９５

事務員（マイナポイント
等）

社会福祉法人　真愛
の家

京都府舞鶴市字上安１６９７－３６

就業場所は所在地に同じ
西舞鶴

（就業場所：従業員数　156　人）

一般事務

一般事務

窓口業務（東舞鶴支
店）

京都府舞鶴市字余部下１１８０番地

レジ部門（溝尻店）１３：
００～１８：００

・お買物商品のレジにての精算業務
　（ＰＯＳレジ使用で優しく指導いたしま
す。）
・商品補充、陳列業務、接客業務
・レジ周りの作業

株式会社　三ツ丸ス
トア

○預金・為替・融資等の銀行内部事務

銀行独自の端末を利用した機械操作や、
伝票や帳票類の入力・整理、電話対応な
どのお仕事です。
マイナポイント設定支援、窓口・電話応対
など



受付事務

受付事務、施術補助

事務（西舞鶴支店） ○預金・為替・融資等の銀行内部事務

銀行独自の端末を利用した機械操作や、
伝票や帳票類の入力・整理、電話対応な
どのお仕事です。

株式会社　京都銀行

クリニックの受付業務を担当してもらいま
す
来院患者の応対・保険証、公費の確認
レセコン入力・入出金の処理
予約、問い合わせへの電話対応

医療法人社団　なが
うちこころのクリニッ
ク

・受付にて、会計及び金銭管理。
・患者さんへの対応及び治療機器への誘
導、取り付け、
　取り外し。


一般事務

東舞鶴
（就業場所：従業員数　11　人）

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

事務業全般をお願いします。
パソコンによるデータ入力、簡単な資料制
作、
電話対応、来客対応、事務消耗品の発注
その他の庶務業務など。

株式会社　エコ・ビー
タ

京都府舞鶴市溝尻町１１－１０

就業場所:舞鶴市

株式会社ニューオオ
サカエンタープライズ
ホテル　アマービレ

京都府舞鶴市字浜１８番地

就業場所:舞鶴市

・書類チェック、仕分け作業、ファイリング
作業
・簡単な表、文章作成（エクセル、ワード）
・現場事務所内の一般的雑用
　　　　　

株式会社　クリエイ
ティブ舞鶴支店

調理（社員賄い） 社員食堂の賄い
　レシピに基づき、１人で調理・盛付・提供
していただきます。　
　　・昼食　７食程度　１１：３０から提供
　　・夕食１２食程度　１７：３０から提供

調理補助 ・料理仕込み
・簡単な料理
・洗い場
・接客


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


○銀行窓口でのお客様対応

ご来店されたお客さまから、通帳・伝票・現
金・小切手等をお預りし、預金の入出金
や、税金の収納、振り込みなどの受付と事

株式会社　京都銀行

・主に雇用保険、社会保険、労災等各種届
出書類作成
・諸官庁への提出書類作成
・年末調整等
・文書、伝票等の作成、整理、ファイリング

株式会社　松原商店

新日本海サービス株
式会社　舞鶴支店

（就業場所：従業員数　21　人）
京都府福知山市篠尾新町３丁目１１６番地
１

就業場所:舞鶴市
ＪＲ東舞鶴

（就業場所：従業員数　22　人）

京都ケータリング
株式会社

調理、調理補助 ドラウマ
○餃子・もつ鍋専門店の新規スタッフ
　・簡単な盛り付け、食器洗浄、ドリンクな
ど
　・座席数：３０席程度

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

（就業場所：従業員数　6　人）
ホテル朝食スタッフ ・ホテル１Ｆ『カフェド十番館』で行われる

　朝食バイキングサービスのキッチン準備
業務、料理の補充
・お客様のご案内、片付けなど


株式会社　アルスタ 京都府舞鶴市字南浜町２０－５　ホテルア
ルスタイン内

就業場所:舞鶴市
東舞鶴

（就業場所：従業員数　17　人）
接客 ドラウマ

○餃子・もつ鍋専門店の新規スタッフ
　・注文を取ったり、料理提供　等
　・座席数：３０席程度


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

（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。



9/7～9/11の間に受理した求人です。

パート 9月14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 (1)20時00分～0時15分
1,000円 (2)19時00分～0時15分
～

（年齢：　18歳以上　） 1,000円
パート労働者（1人） 26060- 3579301

時給 (1)5時30分～10時30分
912円
～

（年齢：　不問　） 912円
パート労働者（1人） 26060- 3581401

時給 (1)9時00分～15時00分
909円
～

（年齢：　不問　） 1,000円
パート労働者（1人） 26060- 3572101

時給 (1)8時00分～13時00分
912円
～

（年齢：　不問　） 912円
パート労働者（1人） 26060- 3582701

時給 (1)17時50分～20時40分
1,125円
～

（年齢：　不問　） 1,125円
パート労働者（1人） 26060- 3560001

時給 (1)8時00分～14時00分
910円 (2)8時00分～12時00分
～ (3)12時30分～16時30分

（年齢：　不問　） 910円
パート労働者（2人） 27010-44413401

時給 (1)10時00分～12時00分
909円
～

（年齢：　不問　） 909円
有期雇用派遣パート（1人） 26060- 3597901

時給 (1)6時00分～8時00分
1,000円
～

（年齢：　不問　） 1,000円
パート労働者（3人） 26060- 3546901

建築現場軽作業　 京都府舞鶴市溝尻町１１－１０
（※シニア歓迎） 時給 (1)9時00分～16時00分

909円
～ 就業場所:舞鶴市

（年齢：　64歳以下　） 909円 東舞鶴
パート労働者（1人） 26060- 3602901 （就業場所：従業員数　11　人）

車両誘導作業員 ・フェリーに乗船する車両（トラック、乗用
車、バイク）の誘導
　＊駐車場整理、乗船客への案内
　＊入出港作業（接岸、離岸作業）
　＊乗船車両改札業務

新日本海フェリー株
式会社　舞鶴支店

京都府舞鶴市字浜２０２５－１

就業場所は所在地に同じ
市役所前

（就業場所：従業員数　34　人）
ベーカリー部門（白鳥
店）

＊ベーカリー部門
・主に焼きと成型
・商品パック詰めや梱包
・商品の陳列や品出し
・清掃、他

株式会社　フクヤ 京都府舞鶴市字森小字大田野５４０

就業場所:舞鶴市

（就業場所：従業員数　67　人）

海産部門（東舞鶴店） 海産部門における加工業務をしていただ
きます。
・商品のパック詰め、梱包
・商品陳列、品出し
・値付け

株式会社　フクヤ 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）

食品加工・軽作業 製造及び包装
・鮮魚の頭取り、開き等（干物の加工）
・包装（パック詰め）　
　▼その日に水揚げされた魚の加工作業
（頭取りや開き等）を行い　　ます。

新田商店 京都府舞鶴市字東吉原４３６

就業場所:舞鶴市
西舞鶴

（就業場所：従業員数　6　人）

・１５人乗りマイクロバスにて生徒
　（小学生～高校生）の送迎

・マイクロバスの洗車、給油


運転手（マイクロバス） 株式会社　フジタ実
業（フジタ学園）

京都府舞鶴市北浜町２－１８

中型自動車免許就業場所:舞鶴市
ＪＲ東舞鶴

（就業場所：従業員数　9　人）
清掃員（舞鶴市） ◆病院・廊下・階段・女子トイレ等の清掃

　宿直病院スタッフのシーツ交換有り
　＊未経験の方も歓迎します。

株式会社　博明社 大阪府大阪市中央区内本町１－１－１０
リンサンビル５Ｆ

就業場所:舞鶴市
ＪＲ小浜線・舞鶴線　東舞鶴

（就業場所：従業員数　39　人）

木造建築現場にて建築資材（廃材）の収
集運搬
現場および事務所周辺のポスティング作
業


株式会社　エコ・ビー
タ

清掃 ・葬儀前の会場の掃除、セッティング
・葬儀前の親族控室の清掃、セッティング

※葬儀前の清掃だけで表に出ることはあ
りません

株式会社　クリエイ
ティブ舞鶴支店

京都府舞鶴市字余部下１１８０番地

就業場所:舞鶴市
東舞鶴駅

（就業場所：従業員数　3　人）
仕分け作業（東舞鶴支
店）

・東舞鶴地区の宅配荷物を、担当ドライ
バーの車両に商品を仕分け
　（１日　１，０００個～２，０００個程度の宅
配荷物）


ヤマト運輸株式会社
舞鶴東支店

京都府舞鶴市字小倉２２２－８

就業場所は所在地に同じ
東舞鶴

（就業場所：従業員数　37　人）

普通自動車免許
ＡＴ


