
1/18～1/22の間に受理した求人です。

パート 1月25日発行

職種
年齢

雇用形態・採用人数

時給 (1)13時30分～16時00分
1,200円 (2)16時30分～18時30分
～ (3)13時30分～18時30分

（年齢：　59歳以下　） 1,500円
パート労働者（1人） 26060-  382511

時給 (1)7時00分～9時00分
1,000円 (2)16時00分～18時00分
～

（年齢：　不問　） 1,000円 又は7時00分～18時00分の
パート労働者（3人） 26060-  397711 間の2時間以上

時給
950円
～

（年齢：　不問　） 950円 又は7時30分～19時30分の
パート労働者（1人） 26060-  411811 間の5時間程度

時給 (1)13時00分～17時00分
909円 (2)13時30分～17時30分
～

（年齢：　不問　） 909円 又は9時00分～17時30分の
パート労働者（1人） 26060-  380811 間の7時間以上

時給 (1)9時00分～17時00分
1,000円
～

（年齢：　不問　） 1,000円 又は9時00分～17時00分の
パート労働者（1人） 26050-  454111 間の5時間程度

時給
909円
～

（年齢：　不問　） 979円 又は9時40分～20時00分の
パート労働者（1人） 26060-  416311 間の6時間

時給 (1)9時00分～17時00分
909円 (2)12時00分～20時00分
～ (3)18時00分～20時00分

（年齢：　59歳以下　） 1,000円
パート労働者（1人） 26060-  383411

時給 (1)8時00分～12時00分
909円
～

（年齢：　不問　） 909円
パート労働者（2人） 26060-  384011

時給 (1)7時00分～11時00分
910円 (2)16時00分～19時00分
～ (3)10時00分～14時00分

（年齢：　不問　） 950円 又は7時00分～19時00分の
パート労働者（2人） 26060-  398811 間の4時間程度

時給
910円
～

（年齢：　不問　） 1,000円 又は8時00分～21時30分の
パート労働者（2人） 26060-  410711 間の4時間以上

時給 (1)14時00分～18時00分
950円
～

（年齢：　不問　） 1,100円 又は13時30分～17時30分
パート労働者（2人） 26060-  388111 の間の4時間程度

時給 (1)18時30分～8時30分
1,000円 (2)18時00分～8時30分
～

（年齢：　18歳以上　） 1,000円
パート労働者（1人） 26060-  386611

時給 (1)8時00分～17時00分
1,000円
～

（年齢：　不問　） 1,750円
パート労働者（2人） 26060-  387911

時給 (1)8時00分～12時00分
950円
～

（年齢：　不問　） 950円
パート労働者（1人） 26030- 1376211

時給 (1)8時00分～12時00分
1,070円
～

（年齢：　不問　） 1,070円
パート労働者（1人） 26050-  473211

わら縄、ロープ、ネット、 京都府舞鶴市字京田１２８
大注連縄製造作業 時給 (1)9時00分～15時00分

910円 (2)9時00分～16時00分
～ 就業場所:舞鶴市

（年齢：　不問　） 950円 西舞鶴 又は8時00分～17時00分の
パート労働者（1人） 26060-  402811 間の6時間程度

・わら縄製造、化繊ロープ製造、大注連縄
の製造

・機械操作による立作業


株式会社　フジタ

（就業場所：従業員数　6　人）

看護師

（就業場所：従業員数　6　人）

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

＊外来の看護業務
・患者様への応対
・患者様の呼び出し
・採血、注射、点滴、診療補助

西村医院 京都府舞鶴市字浜７７１番地

就業場所は所在地に同じ

協業組合　北京都車
検センター

京都府舞鶴市字和田小字中田１０４６番地

自動車検査員、
普通自動車免許就業場所:舞鶴市

ＪＲ西舞鶴
（就業場所：従業員数　5　人）

保育業務 ・園児の登園時等の受け入れ
・保育業務（工作、戸外遊び、散歩、お絵
かき、音楽等）
・食事介助、排泄、午睡の補助など

社会福祉法人　宝林
福祉会
昭光保育園

保育士 ・担任補助（０歳～６歳まで）
　１クラス２０人から３０人（１人当たりの受
持ち人数は３～３０人）　担任の補助業務
・工作、戸外遊び、散歩、お絵かき、音楽
及び行事運営を対　応してもらいます。授

社会福祉法人　瑞光
福祉会
ルンビニ保育園 保育士

就業場所は所在地に同じ
西舞鶴駅

（就業場所：従業員数　40　人）

保育士、幼稚園
教諭免許（専修・
１種・２種）就業場所:舞鶴市

ＪＲ線　東舞鶴駅
（就業場所：従業員数　32　人）

京都府舞鶴市字浜２２１

京都府舞鶴市字寺内９０番地

自動車検査員、検査補
助

車検整備に伴う完成検査業務、検査の補
助

工場内の清掃等雑務


レジ・商品荷出し係（ら
ぽーる店

医薬品、健康食品、化粧品、ベビー用品、
介護用品、
日用品等の販売全般
・レジ

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
ＪＲ東舞鶴

（就業場所：従業員数　6　人）

事務 ◆国会議員事務所にて、電話対応、パソコ
ン入力業務を行っていただきます。

立憲民主党京都府
第５区総支部

京都府福知山市字内記３９－７　栄ビル１
階

就業場所:舞鶴市
西舞鶴

（就業場所：従業員数　1　人）

給食サービス（市内高
校給食スタッフ）

本社　舞鶴工場

市内高校給食　盛付作業
学校への配送（軽バン使用）業務


京都ケータリング
株式会社

京都府舞鶴市字公文名５７０－１

普通自動車免許
ＡＴ就業場所:舞鶴市

西舞鶴
（就業場所：従業員数　92　人）

販売員（南浜店） 医薬品・化粧品・日用品等の販売全般
・お客様の接客、応対
・レジ対応
・電話対応、受付

有限会社　八島堂薬
局

京都府舞鶴市字浜３９０

普通自動車免許
ＡＴ就業場所:舞鶴市

東舞鶴
（就業場所：従業員数　12　人）

施設管理 ◎受付業務（ＰＣ入力作業あり）
・体育館の管理業務（ネット等の準備・清
掃・点検作業）
・屋外施設の植栽管理


ミズノスポーツサービ
ス株式会社

京都府舞鶴市字北吸１０５４番地東体育館

就業場所:舞鶴市

（就業場所：従業員数　21　人）

給食調理員 入院患者の食事調理など厨房業務
・食材の切り込み、盛り付け、味付
・調理後の片付け、清掃、配膳　等　
※５名～１５名分の食事を昼食は２名体
制、朝・晩は１～２名体制で行います。

片山産婦人科 京都府舞鶴市字倉谷４００－１

調理師
就業場所は所在地に同じ

ＪＲ西舞鶴
（就業場所：従業員数　23　人）

施設内警備スタッフ 施設内の夜間警備
巡回・出入り管理・施錠管理・電話対応な
ど
室内での勤務がメイン
※制服貸与・研修制度あり

医療法人医誠会　
介護老人保健施設
エスペラル東舞鶴

京都府舞鶴市字大波下小字前田７６５ー１
６

就業場所:舞鶴市
ＪＲ東舞鶴

（就業場所：従業員数　108　人）

放課後等デイサービス
支援員

「放課後等デイサービス　ぐるんぱ」におい
て以下の業務を担当していただきます。
●学校及び自宅への送迎（軽・普通車）
●利用者の活動支援

合同会社　ゆめとも
か

京都府舞鶴市倉梯町１８－４　ライフステー
ジ広瀬倉梯１Ｆ

保育士、幼稚園
教諭免許（専修・
１種・２種）、社会
福祉士、普通自
動車免許ＡＴ

就業場所:舞鶴市
ＪＲ東舞鶴

（就業場所：従業員数　2　人）

高速道路の休憩施設
（サービスエリア）清掃
員：舞鶴

◆舞鶴パーキングエリアの清掃員を募集
致します。
　舞鶴若狭自動車道のパーキングエリア
のトイレ清掃、並びにサービスエリアで発
生するゴミ等の分別、　駐車場の清掃を行

西日本高速道路メン
テナンス関西　株式
会社　福知山事業所

京都府福知山市字長田小字大野下２７５３
－３

就業場所:舞鶴市

（就業場所：従業員数　6　人）

コンクリートミキサー運
転手

◇取引先の生コンプラントにて、ミキサー
車４ｔ、１０ｔ（大型車　）の配送業務　
◇中丹地区、丹後地区、嶺南地区、氷上
方面の工事現場へ生コンク　リートを輸送
する。

有限会社　ふじみ
舞鶴支店

京都府舞鶴市字上安久小字塩入２２７番地
４多田ビル１階

普通自動車免許
就業場所は所在地に同じ

西舞鶴
（就業場所：従業員数　12　人）

商品管理業務（舞鶴） ・倉庫内でのピッキング、倉庫整理
・荷物の受付、発送業務
・事務作業補助（書類整理、ＰＣ入力作業
など）
取り扱い商品：医療材料　他

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

就業場所:舞鶴市
ＪＲ　西舞鶴

（就業場所：従業員数　14　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。


