
1/12～1/15の間に受理した求人です。

パート 1月18日発行

職種
年齢

雇用形態・採用人数

時給
950円
～

（年齢：　不問　） 1,000円 又は8時30分～17時30分の
パート労働者（1人） 26060-  353611 間の5時間以上

時給 (1)9時00分～14時00分
930円
～

（年齢：　59歳以下　） 1,000円
パート労働者（1人） 26060-  373811

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（2人） 26060-  339111

時給 (1)9時00分～16時00分
910円
～

（年齢：　59歳以下　） 910円 又は8時30分～17時30分の
パート労働者（1人） 26060-  340211 間の6時間程度

時給
1,070円
～

（年齢：　不問　） 1,070円 又は8時30分～17時15分の
パート労働者（1人） 26060-  369011 間の6時間程度

時給 (1)9時00分～16時00分
909円
～

（年齢：　64歳以下　） 979円
パート労働者（1人） 26060-  350411

時給 (1)8時00分～12時00分
1,000円
～

（年齢：　不問　） 1,000円
パート労働者（1人） 26060-  356711

時給
1,023円
～

（年齢：　不問　） 1,513円 又は7時00分～21時00分の
パート労働者（2人） 26060-  370911 間の3時間程度

時給 (1)9時00分～17時00分
909円 (2)9時40分～16時00分
～ (3)12時00分～17時00分

（年齢：　64歳以下　） 979円
パート労働者（1人） 26060-  347111

時給 (1)9時20分～18時20分
909円 (2)9時00分～14時00分
～ (3)9時00分～16時00分

（年齢：　64歳以下　） 979円
パート労働者（1人） 26060-  348711

時給 (1)8時30分～16時00分
950円
～

（年齢：　不問　） 950円
パート労働者（1人） 26060-  375511

時給 (1)9時00分～13時00分
909円 (2)10時00分～14時00分
～ (3)16時00分～20時00分

（年齢：　不問　） 909円
パート労働者（1人） 26010- 1753511

時給 (1)8時30分～15時00分
930円 (2)13時30分～19時00分
～ (3)14時30分～19時00分

（年齢：　64歳以下　） 930円
パート労働者（2人） 27040- 1619711

時給 (1)8時30分～14時30分
910円
～

（年齢：　不問　） 910円 又は8時00分～17時00分の
パート労働者（1人） 26060-  342411 間の6時間程度

時給 (1)22時00分～7時00分
950円
～

（年齢：　18歳以上　） 1,200円
パート労働者（2人） 26060-  357811

時給
910円
～

（年齢：　不問　） 910円 又は14時00分～18時15分
パート労働者（1人） 26060-  354911 の間の4時間以上

時給 (1)8時00分～16時30分
1,273円 (2)15時15分～21時45分
～

（年齢：　不問　） 1,273円
パート労働者（1人） 26060-  366211

保育補助

東舞鶴駅
（就業場所：従業員数　32　人）

求人者名 必要資格

保育士

仕事内容 賃 金 所在地・就業場所 就業時間

幼児の保育補助、雑用をしていただきま
す。
・保育補助（担任の補助）
・室内清掃
・その他保育全般にわたる実務


幼保連携型　認定こ
ども園　さくらこども
園

京都府舞鶴市七条中町８－２０

就業場所は所在地に同じ

舞鶴プロパン　株式
会社

京都府舞鶴市福来問屋町７８５ー４８

普通自動車免許
ＡＴ就業場所は所在地に同じ

ＪＲ舞鶴線西舞鶴
（就業場所：従業員数　7　人）

事務 ・電話応対、簡単なＰＣ入力業務
・包装、清掃等の雑務
・営業担当のサポート業務（ファイリングや
印刷等）


株式会社　研修社

受付事務 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 就業場所:舞鶴市

西舞鶴
（就業場所：従業員数　9　人）

普通自動車免許
就業場所:舞鶴市

西舞鶴
（就業場所：従業員数　12　人）

京都府舞鶴市上安久２３６

京都府舞鶴市字倉谷１５３０

一般事務 ・毎月の売上、入金、メーター交換等の
データー入力
・請求書、見積書の作成（フォーマットあり）
・社内書類作成
・事務用品の管理

経理事務 ・会計ソフトを使用しての経理、財務事務
全般
・取引先への請求業務
・電話、窓口応対
・官公庁等への書類請求　など

株式会社　太陽堂 京都府舞鶴市字福来１１１１の２

就業場所:舞鶴市
西舞鶴

（就業場所：従業員数　18　人）

事務助手 事務補助業務
１）企画課：医師事務作業補助業務
電子カルテ入力補助業務、文書作成・外
来窓口対応等その他事務

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
京都バス　国立病院前

（就業場所：従業員数　450　人）

登録ヘルパー（障害者
在宅介護）

◎在宅生活をされている利用者宅を訪問
し様々なケアを行います。
・家事援助　・調理・洗濯・掃除・整理整頓・
買い物

社会福祉法人京都
太陽の園
障害者支援施設こひ
つじの苑舞鶴

京都府舞鶴市字安岡１０７６番地の２ ホームヘルパー
２級、介護福祉
士、介護職員初
任者研修修了
者、普通自動車
免許ＡＴ

就業場所は所在地に同じ
東舞鶴

（就業場所：従業員数　80　人）

一般事務 ◎営業事務を主に担当していただきます。
・顧客（飲食店、小売店、官公庁等）からの
受注対応
・受発注管理、伝票入力

株式会社　田中屋 京都府舞鶴市字下福井１１８３－７　京都
府北部地方卸売市場内

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　20　人）

調剤助手及び事務 ・受付
・調剤助手
・レセコン事務
・会計


株式会社　太陽堂 京都府舞鶴市字福来１１１１の２

就業場所:舞鶴市
西舞鶴

（就業場所：従業員数　18　人）

調剤助手及び事務 ・受付
・調剤助手
・レセコン事務
・会計


株式会社　太陽堂 京都府舞鶴市字福来１１１１の２

就業場所:舞鶴市

（就業場所：従業員数　13　人）

調理補助（日本板硝子
舞鶴）

社員食堂での食事提供にかかわる業務全
般

主に盛付・洗浄といった業務にあたってい
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　11　人）

調理師 給食調理の補助をしていただきます。
園内厨房にて昼食の調理業務を行ってい
ただきます。
１００食を４人で担当していただきます。


幼保連携型　認定こ
ども園　さくらこども
園

京都府舞鶴市七条中町８－２０

調理師
就業場所は所在地に同じ

東舞鶴駅
（就業場所：従業員数　32　人）

調理補助（京都府舞鶴
市）

※特別養護老人ホーム（定員１００名程
度）内厨房での調理補助業務全般をお願
いします。
（仕込み、盛り付け、洗浄など）

東住吉マルタマフー
ズ　株式会社

大阪府大阪市東住吉区今林４－２－１６

就業場所:舞鶴市
ＪＲ舞鶴線　西舞鶴

（就業場所：従業員数　11　人）
調理 舞鶴発電所内の食堂にて調理全般を行っ

てもらいます。

食堂内での窓口対応、調理、片付け等


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

東舞鶴駅
（就業場所：従業員数　0　人）

フロント（夜間フロント） フロント業務全般
・ホテルのフロント受付業務
・チェックイン、チェックアウトの対応
・電話、ネットでの予約対応

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

就業場所は所在地に同じ
東舞鶴

（就業場所：従業員数　28　人）
用務　掃除　保育補助 用務、掃除をしていただきます。

・室内、屋外清掃
・保育補助



幼保連携型　認定こ
ども園　さくらこども
園

京都府舞鶴市七条中町８－２０

就業場所:舞鶴市
東舞鶴駅

（就業場所：従業員数　32　人）
技能補佐員（パート） ・ボイラ運転管理業務

（暖房用、入浴給湯用）




独立行政法人　国立
高等専門学校機構
舞鶴工業高等専門
学校

京都府舞鶴市白屋２３４

２級ボイラー技士
就業場所は所在地に同じ

東舞鶴
（就業場所：従業員数　133　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。



1/12～1/15の間に受理した求人です。

パート 1月18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)10時30分～18時00分
920円 (2)10時30分～14時00分
～

（年齢：　不問　） 920円
パート労働者（1人） 26060-  345611

時給 (1)17時40分～19時40分
1,000円
～

（年齢：　不問　） 1,000円
パート労働者（1人） 26060-  346911

時給
909円
～

（年齢：　18歳以上　） 909円 又は2時00分～5時30分の間
パート労働者（2人） 26060-  368411 の3時間程度

時給 (1)13時00分～16時30分
960円
～

（年齢：　不問　） 1,000円
パート労働者（2人） 26050-  397311

時給 (1)10時00分～13時00分
920円
～

（年齢：　不問　） 1,000円
パート労働者（1人） 26060-  326011

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（2人） 26060-  337611

医療機器の保守・管理およ 京都府舞鶴市行永東町２６－６
び院内雑務 時給

1,000円
～ 就業場所は所在地に同じ

（年齢：　不問　） 1,200円 東舞鶴 又は7時00分～19時00分の
パート労働者（1人） 26060-  360311 （就業場所：従業員数　17　人） 間の6時間程度

臨床検査物集配 ・医療機関より出される検査物の集配及び
　医療機関への報告書の配布。
・集配に関わる携帯端末入力。
＊軽自動車（ＡＴ車）使用

株式会社　日本医学
臨床検査研究所　舞
鶴営業所

京都府舞鶴市字森９６番地３

就業場所は所在地に同じ
東舞鶴

（就業場所：従業員数　19　人）
臨床検査物集配 ・医療機関より出される検査物の集配及び

　医療機関への報告書の配布。
・集配に関わる携帯端末入力。
＊軽自動車（ＡＴ車）使用

株式会社　日本医学
臨床検査研究所　舞
鶴営業所

京都府舞鶴市字森９６番地３

就業場所は所在地に同じ
東舞鶴

（就業場所：従業員数　19　人）
新聞配達員 新聞配達をしていただきます

　・倉谷、伊佐津、高野、福来周辺の配達
　・希望に応じて１時間～３時間程度
　


株式会社　鶴寿軒 京都府舞鶴市字円満寺１３２

原動機付自転車
免許就業場所:舞鶴市

（就業場所：従業員数　20　人）
ゴミ回収・清掃業務（舞
鶴赤十字病院）

◆病院内のゴミ回収
◆浴室清掃
※勤務日数について相談可能です



株式会社　浄美社
北近畿支店

京都府福知山市末広町６－２

就業場所:舞鶴市

（就業場所：従業員数　12　人）
現場作業員 ＊漁協で買い付けた魚を選別し、種類毎

に箱詰めしたり、氷を入れたりする作業で
す。

　

有限会社　丸七水産 京都府舞鶴市字魚屋２９７－２

就業場所:舞鶴市
西舞鶴

（就業場所：従業員数　21　人）

医療法人社団　青葉
診療所

１、および２の業務をお願いします

１、医療機器の保守・管理
　・透析機器等の使用後の洗浄
　

仕分け作業（舞鶴支店） ・西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　舞鶴支店

京都府舞鶴市字福来小字幸尻１８２－３

就業場所:舞鶴市
ＪＲ西舞鶴

（就業場所：従業員数　80　人）


