
10/11～10/15の間に受理した求人です。

パート 10月18日発行

職種
年齢

雇用形態・採用人数

時給 (1)9時00分～13時00分
1,600円

～
（年齢：　59歳以下　） 2,000円 又は9時00分～19時00分の

パート労働者（1人） 26060- 4190011 間の4時間程度

時給 (1)9時15分～16時00分
1,000円

～
（年齢：　不問　） 1,000円

パート労働者（1人） 26060- 4185911

時給 (1)9時15分～16時00分
1,000円 (2)10時15分～17時00分

～
（年齢：　不問　） 1,000円

パート労働者（1人） 26060- 4184611

時給 (1)8時30分～12時30分
1,000円

～
（年齢：　不問　） 1,250円 又は8時30分～12時30分の

パート労働者（2人） 26060- 4221011 間の3時間以上

時給 (1)8時30分～12時30分
937円

～
（年齢：　不問　） 950円 又は8時30分～12時30分の

パート労働者（1人） 26060- 4222311 間の3時間以上

時給 (1)21時45分～7時45分
937円

～
（年齢：　18歳以上　） 937円
パート労働者（1人） 26060- 4186111

時給 (1)8時30分～12時30分
940円

～
（年齢：　不問　） 1,000円 又は14時20分～18時30分

パート労働者（1人） 26060- 4194111 の間の4時間程度

時給
950円

～
（年齢：　不問　） 1,500円 又は8時30分～20時30分の

パート労働者（1人） 26060- 4224911 間の2時間以上

時給
1,000円

～
（年齢：　不問　） 2,000円 又は8時30分～20時30分の

パート労働者（1人） 26060- 4225111 間の6時間以上

時給 (1)9時30分～15時00分
937円 (2)9時30分～15時30分

～ (3)17時00分～22時00分
（年齢：　不問　） 1,000円

パート労働者（1人） 26060- 4229511

時給 (1)8時00分～15時15分
960円 (2)8時00分～17時00分

～
（年齢：　不問　） 1,000円

パート労働者（2人） 28020-17838711

時給 (1)8時30分～14時00分
940円

～
（年齢：　不問　） 940円

パート労働者（1人） 28020-17839811

時給 (1)6時00分～10時00分
937円 (2)10時30分～14時30分

～ (3)16時00分～20時00分
（年齢：　不問　） 1,250円 又は6時00分～20時00分の

パート労働者（6人） 13010-87346011 間の4時間程度

時給 (1)8時00分～17時00分
1,000円 (2)13時00分～22時00分

～
（年齢：　64歳以下　） 1,500円
パート労働者（2人） 27080-22794411

時給 (1)9時00分～15時00分
940円 (2)15時00分～22時00分

～
（年齢：　不問　） 1,200円 又は7時00分～22時00分の

パート労働者（2人） 26060- 4215611 間の4時間以上

時給 (1)22時30分～7時00分
960円

～
（年齢：　18歳以上　） 960円
パート労働者（1人） 26060- 4216911

時給
1,000円

～
（年齢：　20歳以上　） 1,200円 又は10時00分～9時00分の

パート労働者（1人） 26060- 4217111 間の5時間以上

時給 (1)8時00分～17時00分
1,000円

～
（年齢：　不問　） 1,500円

パート労働者（2人） 27080-22795011

フロント業務 ・チェックイン・チェックアウトのお
客様対応。
・インターネット、お電話でのご予約
の受付業務。
・ホテルの客室内の清掃、ベッドメイ

株式会社　ワンズ
ロード

大阪府堺市西区山田１丁１２７２番地
１

就業場所:舞鶴市
ＪＲ　東舞鶴

（就業場所：従業員数　3　人）

介護福祉士 サービス付き高齢者向け住宅です。
（小規模多機能型居宅介護もありま
す）
・入居者様一人一人に合わせた介護
サービスを行います。

有限会社グっとサ
ポート　ココ・
ガーデン

（就業場所：従業員数　38　人）
ＪＲ東舞鶴

京都府舞鶴市田中町３－３

介護福祉士
就業場所:舞鶴市

夜間支援員（グルー
プホームみずなぎ朝
来）

〇利用者の支援業務　２人体制
利用者の見守り、声かけ、トイレ介助
等
２０名の方のお世話をしていただきま
す。

社会福祉法人　み
ずなぎ学園

京都府舞鶴市字鹿原２０９－３

就業場所:舞鶴市
ＪＲ東舞鶴

（就業場所：従業員数　15　人）

求人者名

歯科衛生士

必要資格

歯科衛生士

仕事内容 賃 金 所在地・就業場所 就業時間

歯科衛生業務
・歯科医師の指導のもと、虫歯の予防
処置、歯石の除去や歯・口腔内の疾患
に薬を塗るなど診察、治療の補助をし
ていただきます。
ブランクのある方の応募も可能です。

医療法人良優会
おぜき駅前歯科医
院

京都府舞鶴市字南田辺南表町４０－１

就業場所:舞鶴市
西舞鶴

（就業場所：従業員数　5　人）

介護職【初任者研修
受講者（旧ヘルパー
２級）】

２９部屋のサービス付き高齢者向け住
宅です。
（併設で小規模多機能型居宅介護もあ
ります）


有限会社グっとサ
ポート　ココ・
ガーデン

京都府舞鶴市田中町３－３

就業場所:舞鶴市
ＪＲ東舞鶴

（就業場所：従業員数　38　人）

アシスタント 接客、在庫管理発注、片付け、掃除、
カルテ整理、器具消毒、メンテナン
ス、事務作業、予約管理等（内パソコ
ン業務あり）

Ｔ－ｃａｒｅ 京都府舞鶴市字余部上２５０　小川歯
科医院２Ｆ

就業場所:舞鶴市
京都交通　上４丁目　バス停

（就業場所：従業員数　3　人）

歯科助手 ◎歯科医療のアシスタント業務
　＜未経験の方の場合・・・＞
　　・患者さんの呼び出しや案内
　　・器具の準備や後片付けからス
タート

馬場歯科医院 京都府舞鶴市字伊佐津６６－８

就業場所:舞鶴市
西舞鶴駅

（就業場所：従業員数　7　人）

キッチンスタッフ 石窯で焼くナポリピッツアを中心とし
たイタリアンレストランでの調理で
す。初めは料理長のサポート作業を
行って頂きますが、経験を積んでお客
様に提供する料理を作って頂きます。

ｐｉｚｚｅｒｉａ
ＳＬ０Ｗ

京都府舞鶴市浜町７－１ビジネスイン
オーブ浜１階

就業場所:舞鶴市
ＪＲ東舞鶴駅

（就業場所：従業員数　13　人）

エステティシャン エステティック技術提供
接客、在庫管理発注、片付け、掃除、
カルテ整理、器具消毒、
メンテナンス、アシスタント、事務作
業、予約管理等（内パソコン業務あ

Ｔ－ｃａｒｅ 京都府舞鶴市字余部上２５０　小川歯
科医院２Ｆ

就業場所:舞鶴市
京都交通　上４丁目　バス停

（就業場所：従業員数　3　人）

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

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１
６号

就業場所:舞鶴市
舞鶴線西舞鶴

（就業場所：従業員数　3　人）

調理（舞鶴市） ●小学校給食室での調理業務です。
シフトによる５人体制にて、作業して
いただきます。

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１
６号

調理師、栄養
士、管理栄養士就業場所:舞鶴市

ＪＲ　松尾寺
（就業場所：従業員数　6　人）

フロント業務全般
・ホテルのフロント受付業務
・チェックイン、チェックアウトの対
応
・電話対応

株式会社ニュー
オーサカホテルエ
ンタープライズ
ホテルベルマーレ ＪＲ東舞鶴駅

（就業場所：従業員数　30　人）

調理スタッフ／京都
府舞鶴市

○舞鶴高専内食堂における調理のお仕
事です。（調理、盛り込み、洗浄、清
掃作業等）・朝食、昼食、夕食の準備
・食材下処理、切込み
・料理盛り付け（カウンターでの接客

ユーレストジャパ
ン　株式会社

東京都中央区築地５－５－１２　浜離
宮建設プラザ４階・５階

就業場所:舞鶴市
松尾寺

（就業場所：従業員数　31　人）

フロント ホテルでのフロント業務です。
・チェックイン・チェックアウト手続
き
・予約受付（パソコン・電話）
・使用前の客室点検

株式会社ニュー
オーサカホテルエ
ンタープライズ
ホテルベルマーレ

京都府舞鶴市字浜２００２－３

就業場所は所在地に同じ
ＪＲ東舞鶴駅

（就業場所：従業員数　30　人）
フロント（夜間フロ
ント）

京都府舞鶴市字浜２００２－３

就業場所は所在地に同じ

事務補助（学生募集
に係る事務）

学生募集業務
・学生募集活動に関する事務作業
・学生の就職支援に関する事務作業
・学生の事務手続き等に関する事務作
業

独立行政法人　高
齢・障害・求職者
雇用支援機構京都
支部　近畿職業能
力開発大学校附属

京都府舞鶴市字上安１９２２

就業場所:舞鶴市
西舞鶴

（就業場所：従業員数　28　人）
事務補助（経理） 京都府舞鶴市字上安１９２２

就業場所:舞鶴市
西舞鶴

（就業場所：従業員数　28　人）

経理事務補助
・エクセル、ワードを利用しての書類
作成
・伝票整理
・書類整理

独立行政法人　高
齢・障害・求職者
雇用支援機構京都
支部　近畿職業能
力開発大学校附属

フロントスタッフ フロント業務全般
・電話応対
・フロントでの予約受付やお客様の応
対
・チェックイン、チェックアウト業務

株式会社　ＮＶＦ
サービス

京都府舞鶴市字引土折原３９－１

就業場所は所在地に同じ
ＪＲ　西舞鶴駅

（就業場所：従業員数　9　人）
清掃・ベッドメイク ○客室内の清掃・ベッドメイキング


○客室ＵＢ内清掃

株式会社　ワンズ
ロード

大阪府堺市西区山田１丁１２７２番地
１

就業場所:舞鶴市
ＪＲ　東舞鶴

（就業場所：従業員数　3　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。



10/11～10/15の間に受理した求人です。

パート 10月18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)17時00分～0時30分
1,100円 (2)0時30分～8時00分

～ (3)8時00分～17時00分
（年齢：　18歳以上　） 1,250円
パート労働者（1人） 26060- 4177911

時給 (1)17時00分～0時30分
1,050円 (2)0時30分～8時00分

～ (3)8時00分～17時00分
（年齢：　18歳以上　） 1,050円
パート労働者（1人） 26060- 4178111

時給
1,100円

～
（年齢：　不問　） 1,500円 又は9時30分～20時00分の

パート労働者（1人） 26060- 4226711 間の8時間程度

時給 (1)5時30分～7時30分
1,000円

～
（年齢：　不問　） 1,000円

パート労働者（1人） 26071- 2162311

時給 (1)7時30分～13時30分
940円

～
（年齢：　不問　） 940円

パート労働者（1人） 26060- 4214311

時給 (1)6時00分～8時00分
1,000円

～
（年齢：　不問　） 1,000円

パート労働者（2人） 26060- 4193911

時給 (1)8時30分～17時00分
937円 (2)9時00分～15時00分

～
（年齢：　不問　） 937円

パート労働者（1人） 26051- 1653211

警備 保安、警備業務に従事していただきま
す
　・施設の受付業務（電話応対等）
　・夜間の巡回
　・門の開閉

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

普通自動車免許
AT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）

警備 保安、警備業務に従事していただきま
す
　・施設の受付業務（電話応対等）
　・夜間の巡回
　・門の開閉

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

普通自動車免許
AT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）

ピット作業員（短
期）

タイヤ交換作業の補助（タイヤの運
搬、袋づめ等）
簡単な作業からスタート、親切に教え
ます
体力が必要な作業となります。

有限会社　テイク
（オートバックス
舞鶴店）

京都府舞鶴市字福来小字坪の内９１０
の２番地

就業場所は所在地に同じ
ＪＲ西舞鶴

（就業場所：従業員数　10　人）
軽バン車による配送
【舞鶴】

・出版物の配送業務をおこなっていた
だきます。　
お客様からお預かりした荷物を安全に
正確にお届けするとともに、お客様の
「思い」もお届けする仕事です。

河嶋運送　株式会
社

京都府宮津市字須津１６０８

普通自動車免許
AT就業場所:舞鶴市

（就業場所：従業員数　25　人）

リネン庫スタッフ
（舞鶴医療セン
ター）

院内リネン庫における業務
・リネン庫より病棟へのシーツ類の搬
入、回収、管理業務。
★月１５日程度の労働日数になります
。

株式会社　タニメ
ン

京都府綾部市岡安町岡１－１

就業場所:舞鶴市
東舞鶴

（就業場所：従業員数　4　人）

配達・折込 ・個別の配達
・配達員さんのところへ大配（配達）
・郵便局での発送業務



株式会社　舞鶴市
民新聞社

京都府舞鶴市字引土１７１－６

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　10　人）

仕分け作業（東舞鶴
支店）

・東舞鶴地区の宅配荷物を、担当ドラ
イバーの車両に商品を仕分け
　（１日　１，０００個～２，０００
個程度の宅配荷物）


ヤマト運輸株式会
社　舞鶴東営業所

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）


