
4/26～5/7の間に受理した求人です。

パート 5月10日発行

職種
年齢

雇用形態・採用人数

時給 (1)8時30分～15時30分
1,251円
～

（年齢：　不問　） 1,251円
パート労働者（1人） 26060- 1731611

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

（年齢：　59歳以下　） 950円
パート労働者（1人） 26060- 1941911

時給 (1)8時00分～12時30分
940円 (2)8時00分～13時00分
～

（年齢：　不問　） 940円
パート労働者（1人） 26060- 1729511

時給 (1)9時00分～16時00分
910円 (2)9時30分～15時30分
～ (3)10時00分～15時00分

（年齢：　不問　） 950円 又は9時00分～18時00分の
パート労働者（1人） 26060- 1953211 間の4時間以上

時給 (1)5時30分～10時00分
910円 (2)10時00分～17時00分
～ (3)17時00分～0時30分

（年齢：　不問　） 1,000円 又は5時30分～0時30分の間
パート労働者（4人） 26060- 1744211 の2時間以上

時給 (1)9時30分～15時00分
910円 (2)12時00分～17時00分
～ (3)15時00分～18時00分

（年齢：　18歳以上　） 910円
パート労働者（2人） 26060- 1740911

時給 (1)13時00分～18時00分
950円
～

（年齢：　59歳以下　） 1,000円
パート労働者（1人） 26060- 1725111

時給 (1)10時00分～16時30分
909円
～

（年齢：　不問　） 1,100円 又は9時30分～18時30分の
パート労働者（1人） 26060- 1735811 間の6時間程度

時給 (1)10時00分～16時30分
909円
～

（年齢：　不問　） 909円 又は9時30分～18時30分の
パート労働者（1人） 26060- 1737511 間の6時間程度

時給 (1)9時00分～14時00分
909円
～

（年齢：　不問　） 909円
パート労働者（2人） 34010-18292511

時給 (1)8時30分～14時30分
910円
～

（年齢：　不問　） 910円
パート労働者（1人） 28020- 7844311

時給 (1)8時30分～12時30分
930円 (2)10時45分～15時15分
～

（年齢：　64歳以下　） 950円
パート労働者（2人） 27040-10296411

時給 (1)14時45分～20時15分
930円
～

（年齢：　64歳以下　） 930円
パート労働者（2人） 27040-10297011

時給 (1)11時00分～16時00分
909円 (2)12時00分～17時00分
～ (3)16時00分～21時00分

（年齢：　不問　） 1,200円 又は11時00分～21時00分
パート労働者（1人） 26060- 1732911 の間の5時間程度

時給 (1)9時30分～15時30分
910円
～

（年齢：　不問　） 950円
パート労働者（2人） 26060- 1811611

時給 (1)9時00分～17時30分
970円 (2)10時00分～18時30分
～ (3)11時00分～16時00分

（年齢：　不問　） 1,000円
パート労働者（2人） 26060- 1727811

時給 (1)8時30分～12時30分
930円
～

（年齢：　不問　） 1,030円
パート労働者（1人） 34010-17270611

マンション管理員／舞
鶴市

■仕事の内容
【日常清掃業務】マンション共用部分清掃
（床拭き掃き、ガラス・ドア拭き等）
【受付業務】居住者様や外部の来客からの
問い合わせ対応等

株式会社　マリモコ
ミュニティ

広島県広島市中区紙屋町一丁目３番２号
銀泉広島ビル１１階

就業場所:舞鶴市
ＪＲ舞鶴線「東舞鶴」

（就業場所：従業員数　1　人）

カフェスタッフ（五老スカ
イカフェｎａｎａｋｏ）

舞鶴を代表する観光スポット五老ヶ岳公園
のカフェのお仕事です。
近畿１００景第１位の絶景カフェでのお薦
めのお仕事です。
エフエムまいづる７７５（ななこ）がプロ

株式会社パブリック
メディア京都

京都府舞鶴市字西９６

就業場所:舞鶴市

（就業場所：従業員数　3　人）

生活支援員（接客業務
含む）

・障害のある方の就労支援業務
（カフェのフロアー内での接客、調理等の
支援、補助）
・カフェ内の一般業務（レジ、接客業務）
・簡単な調理の調理補助

有限会社　サンキ 京都府舞鶴市字喜多８２３－１９

就業場所:舞鶴市
西舞鶴

（就業場所：従業員数　17　人）

接客 「Ｃａｆｅ　ｄｅ　十番館本店」での接客業務
・ホール内での接客
・レジ
・ケーキ販売
・電話応対（予約受付等）

株式会社　さくらコー
ポレーシヨン

京都府舞鶴市南浜町２０番地の５　ホテル
アルスタイン２Ｆ

就業場所:舞鶴市
ＪＲ東舞鶴

（就業場所：従業員数　7　人）

調理補助（舞鶴市） 施設内厨房での調理補助業務全般
・盛り付け
・配膳
・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

（就業場所：従業員数　5　人）

調理補助（舞鶴市） 施設内厨房での調理補助業務全般
・盛り付け
・配膳
・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　東舞鶴

（就業場所：従業員数　4　人）

調理補助（舞鶴市字余
部上）

○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。
＊２学期からの就労となります。

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

（就業場所：従業員数　6　人）

給食調理／京都府舞鶴 学生食堂にて学生さんへの食事の提供
簡単な調理・盛付・洗浄などを行ってもらい
ます。



株式会社　シーアン
ドシー

広島県広島市西区東観音町２番１５号

就業場所:舞鶴市
（　）下車徒歩（　）分

（就業場所：従業員数　3　人）

・エステ、脱毛業務
・美容師補助業務
・店舗内清掃、雑務
・道具類、数の準備、片づけなど。　


Ｐ－ｔｒｉｃｋ

エム・ジェイ・フード
サービス　株式会社

診療アシスタント 診療アシスタントをしていただきます
　・診療補助
　・器具の洗浄、消毒
　・患者様のご案内
　・クリニック内の清掃等の雑務

医療法人　虹樹会
まさよクリニック

一般事務【就業時間・休
日の相談可】

株式会社　光彩（セ
レモニーホール　か
がやき）

京都府舞鶴市字倉谷１５１７

・電話応対、来客応対
・郵便物の発送、受取、仕分け
・納品書管理、顧客管理　等
・請求書作成（フォーマットあり）
・備品や消耗品の管理、物品の発注、補充

レジ接客・品出し・簡単
な調理及び清掃

ミニストップ中舞鶴余部店でのお仕事で
す。マニュアルでトレーニングしますので、
未経験の方でも安心。
ソフトクリームも上手く作れるようになりま
す！

（就業場所：従業員数　1　人）

京都府舞鶴市字倉谷１５１７

お客様の注文をお伺いし、商品の提供とレ
ジを担当
ハンバーガーの材料（野菜を切る、ハン
バーグを焼く等）の仕込み、それらを商品
にして販売

就業場所は所在地に同じ
ＪＲ西舞鶴

美容師補助（エステ・脱
毛）

必要資格

養護教諭免許
（専修・１種・２
種）

仕事内容 賃 金 所在地・就業場所 就業時間

児童・生徒の養護、保健指導、保健管理等



　

舞鶴市役所 京都府舞鶴市字北吸１０４４番地

就業場所:舞鶴市

養護教諭

（就業場所：従業員数　1350　人）

求人者名

就業場所は所在地に同じ
東舞鶴駅

（就業場所：従業員数　4　人）

普通自動車免許
ＡＴ就業場所は所在地に同じ

東舞鶴駅
（就業場所：従業員数　7　人）

京都府舞鶴市字余部下小字余部下１１８３
－５

就業場所は所在地に同じ
東舞鶴

（就業場所：従業員数　10　人）

京都府舞鶴市字倉谷向ノ丁　１９３０番地１

就業場所:舞鶴市

（就業場所：従業員数　11　人）

京都府舞鶴市字引土１２７２番地

京都府舞鶴市字堂奥２９番地

美容師
就業場所は所在地に同じ

ＪＲ西舞鶴
（就業場所：従業員数　1　人）

就業場所:舞鶴市
西舞鶴

（就業場所：従業員数　15　人）

受付事務 ＊午後を中心に働いていただける方
＊働いてみたい時間帯、曜日、日数をご相
談ください。
クリニックの受付業務を担当してもらいま
す。

医療法人社団　なが
うちこころのクリニッ
ク

受付事務、施術補助
（月・金・土　午前勤務）

・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。
＊月・金・土の勤務になります。


赤れんが鍼灸整骨
院

就業場所:舞鶴市
西舞鶴

（就業場所：従業員数　9　人）

京都府舞鶴市字倉谷１５３０

京都府舞鶴市字浜１１９９－４

美容師又は美容師補助 美容全般
　カット、パーマ、カラーリング
　経験者優遇
美容師補助業務
・店舗内清掃、雑務

Ｐ－ｔｒｉｃｋ

ミニストップ中舞鶴余
部店

ハンバーガー製造、販
売（モスバーガー西舞
鶴店）

℡ 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。



4/26～5/7の間に受理した求人です。

パート 5月10日発行

職種
年齢

雇用形態・採用人数
必要資格仕事内容 賃 金 所在地・就業場所 就業時間求人者名

℡ 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～16時30分
920円
～

（年齢：　不問　） 920円
パート労働者（1人） 18020- 3682111

五老ヶ岳スカイタワー管理 京都府舞鶴市字西９６見樹寺内
スタッフ 時給 (1)8時45分～17時00分

950円 (2)11時00分～19時15分
～ 就業場所:舞鶴市 (3)13時00分～19時30分

（年齢：　不問　） 950円
パート労働者（2人） 26060- 1726711 （就業場所：従業員数　4　人）

西舞鶴

一般財団法人　有本
積善社

・舞鶴市内五老ヶ岳公園のスカイタワー及
び公園の管理業務
（接客、販売レジ、案内、点検、入場者管
理、設備管理、館　内清掃、屋外トイレ清
掃、植栽管理及び除草作業）

配送及び紹介活動【舞
鶴営業所】

＊担当地域内の老人施設や介護施設等
へメニューや食材の配達、注文の確認。
＊パンフレットをエリア内にポスティング。
＊配達は、軽トラックを使用。全社ＡＴ車（４
ＷＤ）を使用となっております。

株式会社　ヨシケイ
福井

福井県鯖江市水落町１４－１４－１

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　9　人）


