
2/22～2/26の間に受理した求人です。

パート 3月1日発行

職種
年齢

雇用形態・採用人数

時給 (1)8時30分～17時15分
1,200円 (2)9時45分～18時30分
～ (3)9時15分～18時00分

（年齢：　不問　） 1,200円
パート労働者（1人） 26060-  828911

時給 (1)9時00分～16時00分
1,200円 (2)10時00分～17時00分
～

（年齢：　不問　） 1,200円 又は9時00分～17時00分の
パート労働者（1人） 13010-17380811 間の6時間

時給 (1)8時30分～16時45分
936円
～

（年齢：　不問　） 1,064円
パート労働者（1人） 26060-  826311

時給 (1)8時30分～16時45分
1,170円
～

（年齢：　不問　） 1,170円
パート労働者（1人） 26060-  809311

時給
1,000円
～

（年齢：　不問　） 1,000円 又は8時30分～17時00分の
パート労働者（1人） 26060-  804811 間の3時間以上

時給 (1)9時00分～17時00分
1,200円
～

（年齢：　69歳以下　） 1,200円
パート労働者（1人） 26060-  810111

時給 (1)10時00分～15時00分
915円 (2)16時00分～21時00分
～

（年齢：　不問　） 915円
パート労働者（2人） 26060-  821811

時給 (1)16時00分～21時00分
910円 (2)8時00分～16時00分
～

（年齢：　不問　） 960円
パート労働者（3人） 26060-  817311

時給
909円
～

（年齢：　不問　） 1,000円 又は10時00分～19時00分
パート労働者（1人） 26060-  814511 の間の5時間程度

時給 (1)10時00分～17時00分
965円 (2)11時00分～19時30分
～

（年齢：　不問　） 1,200円 又は10時00分～20時30分
パート労働者（2人） 26060-  820711 の間の6時間以上

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-  805211

時給 (1)8時30分～14時30分
909円 (2)9時00分～15時00分
～

（年齢：　不問　） 909円
パート労働者（1人） 26010- 5361011

時給
910円
～

（年齢：　不問　） 930円 又は8時30分～15時00分の
パート労働者（1人） 26060-  824411 間の6時間程度

時給 (1)8時30分～14時30分
930円
～

（年齢：　不問　） 930円
パート労働者（1人） 28020- 3697711

時給 (1)8時30分～14時00分
910円
～

（年齢：　不問　） 910円
パート労働者（1人） 28020- 3698811

時給 (1)4時45分～12時15分
1,050円 (2)7時00分～15時00分
～ (3)14時30分～23時30分

（年齢：　18歳以上　） 1,050円
パート労働者（1人） 27020-11645311

時給 (1)6時30分～12時30分
914円 (2)6時30分～10時30分
～

（年齢：　不問　） 914円 又は6時30分～10時30分
パート労働者（3人） 26060-  816011

時給 (1)9時00分～15時00分
950円 (2)10時00分～14時00分
～ (3)7時50分～11時50分

（年齢：　不問　） 950円 又は7時50分～21時30分の
パート労働者（2人） 26060-  819911 間の4時間程度

矯正業務補佐員 ・庁舎周辺、事務室等の保清
・差入、面会の窓口面会事務
・その他、行政事務及び収容業務補助
・女性の場合は、女性収容区域の保清（清
掃）

京都刑務所　舞鶴拘
置支所

京都府舞鶴市字円満寺１２６番地

事務補佐員（パート） ・常勤職員業務補助（会計関係、調査関係
及び目録関係等）
・カウンター業務（図書・雑誌・ＣＤ／ＤＶＤ
等の貸出、返却処理　）・蔵書整備、修理

レジ、品出し、店内演出 ・店頭入荷商品の開店前の品出し、簡単
なご案内等
　＊未経験の方はお教えしますので安心し
てご応募下さい


株式会社ヤマダ電機
テックランド舞鶴店

京都府舞鶴市字下福井４１６－４

介護支援専門員

東舞鶴
（就業場所：従業員数　108　人）

求人者名

事務／京都府舞鶴市 支部内保険室にて防衛省共済組合員向け
生命保険に関わるお客様サービスならび
に事務全般を行っていただきます。
・接客対応（書類受付・保全処理）・パソコ
ン入力

明治安田生命保険
相互会社

一般事務（会計年度任
用職員）

京都府中丹広域振興局　総務防災課及び
企画・連携推進課内の業務
・経理事務、府の統合財務システム等を使
用した業務

京都府中丹広域振
興局

必要資格

介護支援専門員
（ケアマネー
ジャー）

仕事内容 賃 金 所在地・就業場所 就業時間

ケアプランの作成及び各種機関との連絡
調整と、給付管理等の業務を行っていただ
きます。
利用者増に伴い、スタッフを追加募集しま
す。
お気軽にお問い合わせ下さい。

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

就業場所は所在地に同じ

就業場所は所在地に同じ
ＪＲ東舞鶴

（就業場所：従業員数　120　人）

就業場所:舞鶴市

（就業場所：従業員数　4　人）

東京都千代田区丸の内２－１－１

京都府舞鶴市字浜２０２０

就業場所:舞鶴市
ＪＲ西舞鶴駅

（就業場所：従業員数　15　人）

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

就業場所は所在地に同じ
東舞鶴

（就業場所：従業員数　133　人）

就業場所は所在地に同じ
京都丹後鉄道　四所

（就業場所：従業員数　22　人）

一般事務 ・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 京都府舞鶴市余部上小字才ケ谷９０７

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　21　人）

販売業務 ・ハヤシスポーツ本店にて、スポーツ用品
の販売、接客。
・舞鶴市内の商品の配達・その他作業
（圧着機を使ってのＴシャツのプリント作業
　作業服に名前を刺しゅうする機械のパソ

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就業場所は所在地に同じ

ＪＲ　西舞鶴
（就業場所：従業員数　13　人）

食品レジ担当 レジにてお勘定業務をしていただきます
　・自動釣銭機で操作は簡単です
　・時間をかけて丁寧に教育の時間をと
り、少しずつ慣れて頂きますので安心して
ご応募下さい

株式会社さとう　フ
レッシュバザール舞
鶴京田店

京都府舞鶴市字京田１５－４

就業場所は所在地に同じ
ＪＲ山陰線　西舞鶴

（就業場所：従業員数　60　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）

販売兼レジ等店内業務
（社会保険加入）

・店頭にご来店頂いたお客様に、商品の説
明　提案　販売を行って頂きます。
＊家電の知識がなくても先輩社員がやさし
く指導いたします


株式会社ヤマダ電機
テックランド舞鶴店

京都府舞鶴市字下福井４１６－４

就業場所は所在地に同じ
京都丹後鉄道　四所

（就業場所：従業員数　22　人）

調理師 園児（０歳～５歳児）の給食及び片付け、
約１００食を３人で担当します。
・調理及び片付け
・清掃　等・手作りおやつも定期的にありま
す

平こども園（社会福
祉法人長雲福祉会）

京都府舞鶴市字中田４４０番地１

就業場所は所在地に同じ
東舞鶴

（就業場所：従業員数　32　人）

調理員（明倫小学校） 小学校の生徒、教職員の方々への昼食の
提供に係る業務全般
・主に調理担当として、献立に沿って調理
して頂きます。


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
ＪＲ・西舞鶴

（就業場所：従業員数　6　人）

調理（舞鶴市） ウオクニ株式会社
神戸支店

兵庫県神戸市灘区船寺通４丁目５番１６号

栄養士、調理師
就業場所:舞鶴市

調理補助（舞鶴市） ●小学校給食室での調理補助業務です。
　シフトにより週４日程度の出勤になりま
す。
　学校の春夏冬休み時は長期休暇となり
ます。

ウオクニ株式会社
神戸支店

兵庫県神戸市灘区船寺通４丁目５番１６号

就業場所:舞鶴市
舞鶴線西舞鶴

（就業場所：従業員数　3　人）

●小学校給食室での調理補助業務です。
　シフトにより週４日程度の出勤になりま
す。
　学校の春夏冬休み時は長期休暇となり
ます。

舞鶴線　西舞鶴
（就業場所：従業員数　3　人）

警備業（京都府舞鶴市） 大型商業施設での出入管理、店内巡回、
鍵の施錠、解錠、駐車場内での交通誘導
等

未経験の方歓迎します。

中央警備保障　株式
会社

大阪府大阪市北区芝田２丁目３－１９　東
洋ビル　本館１Ｆ

普通自動車免許
ＡＴ就業場所:舞鶴市

ＪＲ　西舞鶴
（就業場所：従業員数　5　人）

作業員（有害鳥獣捕獲
確認作業）

・有害鳥獣捕獲の連絡受付
・有害鳥獣処分の現地確認
・猟友会員とともに捕獲されていることの
確認（写真撮影）・殺処分されたことの確認

舞鶴市役所 京都府舞鶴市字北吸１０４４番地

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　1350　人）

荷受事務スタッフ ☆荷受作業
☆来客応対・電話応対
☆事務作業（簡単なパソコン入力あり）


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）

℡ 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。



2/22～2/26の間に受理した求人です。

パート 3月1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00分～13時00分
920円
～

（年齢：　不問　） 1,000円
パート労働者（1人） 26060-  825011

現場作業員【土日祝休
み】

漁協で買い付けた魚を箱詰めしたり、氷を
入れたりする作業

＊大きな魚なども複数人で運びます


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）


