
4/5～4/9の間に受理した求人です。

パート 4月12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
1,044円
～

（年齢：　不問　） 1,044円
パート労働者（1人） 26060- 1628911

時給 (1)9時30分～13時30分
2,200円
～

（年齢：　不問　） 2,500円
パート労働者（1人） 26060- 1642311

時給 (1)9時00分～15時00分
1,000円
～

（年齢：　不問　） 1,000円
パート労働者（1人） 26060- 1639811

時給
1,200円
～

（年齢：　不問　） 1,200円 又は9時20分～18時00分の
パート労働者（1人） 26020- 7057611 間の5時間以上

時給
1,000円
～

（年齢：　59歳以下　） 1,050円 又は9時00分～20時00分の
パート労働者（1人） 26060- 1586411 間の4時間以上

時給 (1)8時30分～16時30分
957円
～

（年齢：　不問　） 957円
パート労働者（2人） 26060- 1634311

時給 (1)17時00分～0時00分
1,000円
～

（年齢：　不問　） 1,000円
有期雇用派遣パート（1人） 26051-  644211

時給 (1)17時00分～23時00分
1,000円 (2)17時00分～22時30分
～

（年齢：　不問　） 1,000円
有期雇用派遣パート（1人） 26051-  645511

時給 (1)17時00分～20時00分
1,000円 (2)17時00分～22時00分
～

（年齢：　不問　） 1,000円
有期雇用派遣パート（2人） 26051-  646411

時給 (1)11時30分～16時00分
914円
～

（年齢：　不問　） 914円
パート労働者（1人） 26050- 1814911

時給 (1)11時30分～16時00分
914円
～

（年齢：　不問　） 914円
パート労働者（1人） 26050- 1815111

時給 (1)8時00分～13時00分
914円
～

（年齢：　不問　） 914円
パート労働者（1人） 26050- 1816711

時給 (1)9時00分～17時30分
910円 (2)11時00分～19時30分
～

（年齢：　59歳以下　） 910円 又は9時00分～19時30分の
パート労働者（1人） 26060- 1587011 間の5時間以上

時給 (1)8時30分～12時30分
930円 (2)13時30分～17時30分
～

（年齢：　不問　） 1,000円
パート労働者（1人） 26060- 1590811

時給
970円
～

（年齢：　不問　） 1,760円 又は8時00分～20時00分の
パート労働者（3人） 26060- 1617311 間の3時間

時給 (1)6時00分～15時00分
945円 (2)9時00分～18時00分
～ (3)11時30分～20時30分

（年齢：　不問　） 945円
パート労働者（2人） 26060- 1593411

時給 (1)18時30分～8時30分
922円 (2)18時00分～8時30分
～

（年齢：　18歳以上　） 965円
パート労働者（1人） 26060- 1621811

時給 (1)13時00分～17時00分
1,000円
～

（年齢：　不問　） 1,000円
パート労働者（1人） 26060- 1615411

・来店されたお客様への接客、販売、レジ
業務
・店舗商品の陳列、品出し、整理整頓及び
補充
・売上、お客様の登録等のパソコン入力業

株式会社　アリュー
ル

就業場所:舞鶴市
ＪＲ東舞鶴

（就業場所：従業員数　108　人）

ホームヘルパー
２級、介護職員
初任者研修修了
者、普通自動車
免許AT

京都府舞鶴市字浜１１５１－２　アリュール
ビル

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　10　人）

普通自動車免許
AT就業場所:舞鶴市

調理師
就業場所:舞鶴市

ＪＲ西舞鶴
（就業場所：従業員数　170　人）

就業場所:舞鶴市
ＪＲ西舞鶴駅

（就業場所：従業員数　0　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西舞鶴

（就業場所：従業員数　88　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西舞鶴

（就業場所：従業員数　88　人）

京都府綾部市渕垣町久田１４番地の１

就業場所:舞鶴市

（就業場所：従業員数　11　人）

普通自動車免許
AT就業場所:舞鶴市

（就業場所：従業員数　10　人）
京都府舞鶴市字北田辺１７０－７

就業場所:舞鶴市

（就業場所：従業員数　11　人）

京都府舞鶴市字北吸１０４４番地

就業場所は所在地に同じ
東舞鶴

（就業場所：従業員数　1350　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西舞鶴

（就業場所：従業員数　88　人）

京都府綾部市渕垣町久田１４番地の１

就業場所:舞鶴市

（就業場所：従業員数　11　人）

幼稚園教諭免許
（専修・１種・２
種）就業場所は所在地に同じ

西舞鶴
（就業場所：従業員数　26　人）

薬剤師
就業場所:舞鶴市

（就業場所：従業員数　5　人）

京都府舞鶴市字伊佐津５４－１

京都府舞鶴市字布敷１２０－３

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

窓口・電話応対
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 京都府舞鶴市字北吸１０４４番地

就業場所は所在地に同じ

事務員（市民課生活安
全係）

東舞鶴
（就業場所：従業員数　1350　人）

京都府綾部市渕垣町久田１４番地の１

薬剤師（わかば薬局） ＊調剤及び関連業務
　・調剤
　・処方審査（医師等の処方が医学的に妥
当かどうかの判断　、疑義照会）

いさづ薬局　有限会
社

幼稚園教諭・保育補助 ＊満３歳児のクラス担任の保育補助

・１クラス１５名程度の園児の保育補助
・食事、トイレ、集団行動などの指導補助


学校法人　池内学園
池内幼稚園

就業場所:舞鶴市
西舞鶴

（就業場所：従業員数　50　人）

京都スバル自動車
株式会社

京都府京都市南区吉祥院石原堂ノ後西町
５

事務員（産業創造・雇用
促進課）

・相談窓口・電話応対
・一時支援給付金申告受付・指導
・申告データ入力

＊応募にはハローワークの紹介状が必要

舞鶴市役所

一般事務 ・電話オペレーター
・注文伝票作成、釣銭準備等
・ＤＭ作成
・ホームページ更新、ＳＮＳ更新等


受付事務（経理を含む）

ポテトサラダの製造（１
７時～２３時、他）

工場構内の生産ラインにおいて、機械オペ
レーターやポテトサラダの検品作業、ジャ
ガイモの芽摘み作業等に携わっていただ
きます


協栄設備サービス
株式会社

精肉部門（余内店）８：０
０～１３：００

・簡単な商品加工
・包装作業
・値付け作業
・売り場での商品補充作業
・売り場での接客業務

株式会社　三ツ丸ス
トア

自動車ディーラーのショールームでの受付
接客
店舗内の営業事務、経理事務、書類作成
等

ポテトサラダの製造（１
７時～２４時）

工場構内の生産ラインにおいて、機械オペ
レーターやポテトサラダの検品作業、ジャ
ガイモの芽摘み作業等に携わっていただ
きます


協栄設備サービス
株式会社

惣菜部門（余内店）１１：
３０～１６：００

惣菜部の調理補助
　・食材の仕込み
　・パック詰め、ラッピング作業
　・調理器具の清掃等


株式会社　三ツ丸ス
トア

株式会社　凡愚

ポテトサラダの製造（１
７時～２０時、他）

工場構内の生産ラインにおいて、機械オペ
レーターやポテトサラダの検品作業、ジャ
ガイモの芽摘み作業等の作業に携わって
いただきます


協栄設備サービス
株式会社

ベーカリー部門（余内
店）１１：３０～１６：００

・パンの製造
・売り場での接客業務
・惣菜部の補助業務

★シルバー世代歓迎

株式会社　三ツ丸ス
トア

京都府舞鶴市字大波下小字前田７６５ー１
６

介護職員（東舞鶴） ベルケアセンター
株式会社

ご利用者様の自宅に訪問し、身体介護、
生活援助等、日常生活の支援をさせてい
ただきます。



訪問介護員 訪問介護事業所　音
色

京都府舞鶴市字南田辺１９－７　南田辺ビ
ル１Ａ

京都府舞鶴市天台新町２３－２

調理師（介護老人保健
施設アザレア舞鶴）

介護老人保健施設の厨房内におい調理
業務及び、厨房内の業務全般（食事で使
用した食器の洗浄業務、配膳準備等）に従
事して頂きます。


社会医療法人社団
正峰会

京都府舞鶴市和田中田　１０５５－１

・デイサービスでの介護業務
・リハビリの補助
・車両の運転、利用者の送迎（軽自動車が
メインです）
・業務日誌の作成（簡単なパソコン入力）

東舞鶴
（就業場所：従業員数　6　人）

化粧品販売【ノエビア化
粧品】

検査・検品・梱包 京都府舞鶴市喜多小字仲田６０７

就業場所は所在地に同じ
ＪＲ西舞鶴

（就業場所：従業員数　15　人）

株式会社　ヨコタ京
都

プラスチック食品容器の検査、検品梱包業
務全般

・容器のよごれ、異物等のチェック
・製品の梱包、出荷準備等

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

℡ 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。



4/5～4/9の間に受理した求人です。

パート 4月12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)8時00分～17時00分
1,000円
～

（年齢：　不問　） 1,200円
パート労働者（1人） 26020- 7142411

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（6人） 26060- 1591211 間の5時間程度

出荷準備　作業員 普通自動車免許

時給 (1)9時00分～15時00分 AT

950円 (2)10時00分～16時00分
～

（年齢：　不問　） 1,100円 又は9時00分～15時00分の
パート労働者（2人） 26060- 1582711 間の3時間以上

就業場所は所在地に同じ
西舞鶴

（就業場所：従業員数　22　人）

設備管理 ・設備管理業務（各種設備・運転監視・小
修理、施設内関係部署の　連絡、調整）
・その他、付帯業務

オリックス・ファシリ
ティーズ　株式会社

京都府京都市下京区大宮通仏光寺下ル五
坊大宮町９９番地

就業場所:舞鶴市
ＪＲ　西舞鶴

（就業場所：従業員数　3　人）

京都府舞鶴市字上安久６４０番地１３

就業場所:舞鶴市
西舞鶴

（就業場所：従業員数　5　人）

・鮮魚の出荷準備、作業を行います。
　　氷入れ、箱詰め
　　箱詰め済み（鮮魚・氷入り）の持ち運び
作業
　　配達（市内取引先　軽トラックＭＴ車使

木繁水産　株式会社

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


