
7/19～7/21の間に受理した求人です。

パート 7月26日発行

職種
年齢

雇用形態・採用人数

時給 (1)8時45分～13時15分
1,100円
～

（年齢：　64歳以下　） 1,200円
パート労働者（1人） 26060- 2995911

時給 (1)8時30分～17時15分
960円 (2)8時30分～12時00分
～ (3)13時00分～17時15分

（年齢：　不問　） 960円
パート労働者（1人） 26060- 2979611

時給
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- 2976411 間の5時間程度

時給 (1)7時00分～11時00分
914円
～

（年齢：　不問　） 914円
パート労働者（1人） 26050- 3276411

時給
950円
～

（年齢：　不問　） 970円 又は9時00分～17時00分の
パート労働者（1人） 26060- 2989711 間の5時間程度

時給 (1)11時15分～15時15分
914円
～

（年齢：　不問　） 914円
パート労働者（1人） 26060- 2992011

時給 (1)11時15分～15時15分
914円
～

（年齢：　不問　） 914円
パート労働者（1人） 26060- 2990511

時給
1,200円
～

（年齢：　不問　） 1,300円 又は18時30分～22時00分
パート労働者（1人） 26060- 2975511 の間の3時間程度

時給 (1)8時00分～17時00分
1,125円
～

（年齢：　18歳以上　） 1,125円
パート労働者（1人） 26060- 2981211

時給 (1)19時00分～7時30分
847円
～

（年齢：　18歳以上　） 847円
パート労働者（1人） 26060- 2993311

時給 (1)9時00分～16時45分
925円
～

（年齢：　不問　） 925円
パート労働者（1人） 26060- 3002911

時給 (1)8時00分～16時00分
950円 (2)8時00分～9時30分
～

（年齢：　不問　） 950円
パート労働者（1人） 26060- 2991411

クリーン・クルー 京都府舞鶴市字引土１８４－５
（舞鶴市役所） 時給 (1)6時45分～8時45分

1,000円
～ 就業場所:舞鶴市

（年齢：　不問　） 1,000円
パート労働者（1人） 26060- 2977011

ＪＲ西舞鶴
（就業場所：従業員数　88　人）

調剤助手（介護老人保
健施設アザレア舞鶴）

介護老人保健施設内の薬剤室において薬
剤師の指示のもと調剤業務の補助業務に
従事して頂きます。
未経験でも丁寧に指導致します。　　　
　

社会医療法人社団
正峰会

京都府舞鶴市和田中田　１０５５－１

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
京都交通　大波下　バス停

（就業場所：従業員数　321　人）

就業場所:舞鶴市

（就業場所：従業員数　1350　人）

清掃作業員（エル・マー
ルまいづる）

エル・マールまいづるでの清掃業務をして
いただきます。
・モップ・掃除機を使用しての作業になりま
す。
・女子トイレ、女子更衣室での業務もありま

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
（就業場所：従業員数　0　人）

硝子の仕上げ・型の整
備（日本板硝子内）

・硝子の型の整備
細かい作業になりますので、手先の器用さ
と根気が求められます。
・金型に布を縫いつける作業
針金を使用します

日硝興産　株式会社
舞鶴支店

京都府舞鶴市字大波下小字浜田２５５番地

ホールスタッフ【土日祝
のみ・週１日～相談可】

お客様のオーダーをとったり　配膳、片付
け等の業務をして頂きます。
＊接客が初めての方でも丁寧に指導させ
て頂きます。
＊土・日・祝日に働いて頂ける方を希望し

焼肉　丸善 京都府舞鶴市字浜７４２－１

京都府福知山市篠尾新町３丁目１１６番地
１

宿直（サ高住グランマー
レせいほう）

サービス付き高齢者向け住宅で夜間施設
内の巡回を行っていただきます。
具体的な業務内容
・電話対応　・緊急時施設責任者への連絡
・巡視、警備

社会医療法人社団
正峰会

京都府舞鶴市和田中田　１０５５－１

就業場所:舞鶴市
ＪＲ西舞鶴

（就業場所：従業員数　20　人）

エル・マールまいづるでの駐車場管理
・駐車場内での誘導業務をしていただきま
す
・７／２２～８／２２のうち土日祝日の勤務


近畿環境サービス
株式会社

京都府舞鶴市字伊佐津２００番地１５

就業場所:舞鶴市
東舞鶴

駐車場整理員（短期・土
日祝のみ）

（就業場所：従業員数　0　人）

就業場所:舞鶴市
東舞鶴

就業場所:舞鶴市

必要資格

看護師

仕事内容 賃 金 所在地・就業場所 就業時間

◎整形外科、外来業務　
・問診
・検査の説明
・採血、注射、点滴
・患者の呼び出し
・バイタル（体温、脈拍、血圧等）チェック

医療法人社団晴友
会
小谷整形外科医院

京都府舞鶴市字伊佐津５１－３

就業場所:舞鶴市

・市役所事務所の清掃のお仕事になりま
す。
　掃除機を使用しての清掃
・ゴミの分別作業もしていただきます。
・男女とも活躍できるお仕事です。

株式会社　光栄ビル
メンテナンス

東舞鶴
（就業場所：従業員数　9　人）

看護師（午前勤務・土日
祝休み）

（就業場所：従業員数　46　人）

求人者名

・給食配膳業務





舞鶴市役所 京都府舞鶴市字北吸１０４４番地

就業場所:舞鶴市

（就業場所：従業員数　4　人）

学校給食配膳員

（就業場所：従業員数　1350　人）
学校給食配膳員 ・給食配膳業務






舞鶴市役所 京都府舞鶴市字北吸１０４４番地

ベーカリー部門（余内
店）７：００～１１：００

・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　（業務スー
パー）

療育指導員 就学前の発達支援を必要とする子どもた
ちの療育
・主としてマンツーマンによる療育



社会福祉法人　舞鶴
市社会福祉協議会

京都府舞鶴市字余部下１１６７ 保育士、幼稚園
教諭免許（専修・
１種・２種）、小学
校教諭免許（専
修・１種・２種）

就業場所:舞鶴市
ＪＲ東舞鶴

（就業場所：従業員数　12　人）
新聞作成アシスタント 新聞作成にかかわるアシスタント業務をし

ていただきます。
・電話応対
・ＰＣ使用による文書作成（文字起こしな
ど）

株式会社　舞鶴市民
新聞社

京都府舞鶴市字福来９１２－１

就業場所:舞鶴市
西舞鶴

（就業場所：従業員数　10　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。


