
11/22～11/26の間に受理した求人です。

パート 11月29日発行

職種
年齢

雇用形態・採用人数

時給 (1)8時00分～17時00分
937円

～
（年齢：　不問　） 1,068円

パート労働者（1人） 26060- 4709911

時給 (1)8時30分～17時30分
1,400円

～
（年齢：　不問　） 1,500円

パート労働者（1人） 26060- 4723011

時給
937円

～
（年齢：　59歳以下　） 950円 又は9時00分～17時00分の

パート労働者（1人） 26060- 4724311 間の3時間以上

時給 (1)9時00分～15時00分
950円

～
（年齢：　不問　） 1,000円

パート労働者（1人） 26020-23209911

時給 (1)8時45分～13時00分
1,000円

～
（年齢：　59歳以下　） 1,500円
パート労働者（1人） 26060- 4730411

時給 (1)9時30分～15時30分
940円 (2)10時00分～16時00分

～ (3)9時00分～16時00分
（年齢：　不問　） 1,200円 又は9時00分～18時00分の

パート労働者（1人） 26060- 4725611 間の7時間

時給 (1)10時00分～15時30分
948円

～
（年齢：　不問　） 1,200円

パート労働者（10人） 26060- 4693311

時給
940円

～
（年齢：　不問　） 1,000円 又は10時00分～15時00分

パート労働者（1人） 26060- 4719111 の間の2時間以上

時給
1,000円

～
（年齢：　18歳以上　） 1,800円 又は18時00分～1時00分の

パート労働者（1人） 26060- 4720211 間の4時間以上

時給 (1)22時00分～7時00分
950円

～
（年齢：　18歳以上　） 950円
パート労働者（1人） 26060- 4726911

時給 (1)15時00分～20時00分
940円

～
（年齢：　59歳以下　） 940円
パート労働者（2人） 26060- 4728711

時給 (1)8時00分～16時45分
937円

～
（年齢：　不問　） 937円

パート労働者（1人） 26060- 4704511

時給 (1)8時00分～16時45分
937円

～
（年齢：　不問　） 937円

パート労働者（1人） 26060- 4705411

時給 (1)15時00分～20時00分
939円

～
（年齢：　不問　） 980円 又は11時00分～20時00分

パート労働者（1人） 26060- 4712211 の間の5時間以上

時給 (1)22時00分～7時00分
1,100円 (2)0時00分～8時00分

～
（年齢：　18歳以上　） 1,400円
パート労働者（1人） 26060- 4714411

時給
937円

～
（年齢：　不問　） 937円 又は11時00分～16時00分

パート労働者（1人） 26060- 4706011 の間の3時間程度

時給 (1)6時00分～12時00分
937円

～
（年齢：　不問　） 937円

パート労働者（1人） 26060- 4713511

時給 (1)9時00分～18時00分
939円 (2)9時00分～17時00分

～
（年齢：　59歳以下　） 955円
パート労働者（2人） 26060- 4716311

看護師就業場所:舞鶴市
ＪＲ東舞鶴

（就業場所：従業員数　39　人）
有限会社　舞鶴清
掃社

ＪＲ　西舞鶴
（就業場所：従業員数　10　人）

一般事務 京都府舞鶴市字浜１０９番地

就業場所:舞鶴市

事務職 ・データ入力
・各種書類作成
・各種申請書類作成

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

フラワーショップで
の販売・接客・配達

・生花の販売、接客、配達（おもに舞
鶴市内）
・アレンジメントフラワーの制作や
ラッピング
・冠婚葬祭向けの生花のアレンジ及び

花ぽけっと 京都府舞鶴市字平野屋１４４

水処理施設の保守点
検・汚泥運搬

医療事務／働き方の
相談受け付けます！

事務補助担当を募集しています。
書類整理、シフト作成、有給管理、社
労士とのやりとり、ＰＣ作業など
※予約診療制、約７０名～／日の患者
様が来院されます。

ふるもり歯科クリ
ニック

京都府舞鶴市浜２００

就業場所は所在地に同じ
東舞鶴

（就業場所：従業員数　20　人）

看護師 サービス付き高齢者向け住宅（２９部
屋）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

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　3　人）

求人者名 必要資格

普通自動車免許
ＡＴ

仕事内容 賃 金 所在地・就業場所 就業時間

浄化槽や汚水処理施設の保守点検
・目視点検、注油、計器盤の数字読み
取り、点検日報の作成（手書き又はＰ
Ｃ使用）
・出社後に点検場所（主に舞鶴市内）

舞鶴保健興業　有
限会社

京都府舞鶴市字上安６５０番地

就業場所:舞鶴市
ＪＲ西舞鶴

（就業場所：従業員数　9　人）

就業場所:舞鶴市

東舞鶴
（就業場所：従業員数　4　人）

・伝票、帳票の仕分け
・電話応対・来客受付
・その他雑務（清掃ほか）



普通自動車免許
ＡＴ

接客【金曜のみ週一
日勤務】

居酒屋カウンター風での接客などをし
ていただきます。

・お皿洗いなどの作業もあります


お食事処　はなみ
ずき

京都府舞鶴市字円満寺１６９－３

就業場所:舞鶴市
西舞鶴

（就業場所：従業員数　1　人）

外交員 京都府舞鶴市字松陰２０－１　舞鶴ホ
テル内

就業場所:舞鶴市

・接客、配膳、お会計
・調理補助
・お皿洗い　など
＊昼の定食や、テイクアウト弁当の販
売がメインのお店です。

お食事処　はなみ
ずき

西舞鶴
（就業場所：従業員数　1　人）

接客、調理補助【短
期・年末年始】

京都府舞鶴市字円満寺１６９－３

就業場所:舞鶴市

・冠婚葬祭に関わる、ご提案・ご案内
・アンケート調査
・各種イベントの案内
・ハガキ、チラシ等のポスティング
・みどり生命保険の案内

株式会社　ポラリ
ス

ＪＲ西舞鶴
（就業場所：従業員数　12　人）

ビジネスホテルのフ
ロント業務

フロント業務
・チェックイン・チェックアウトの受
付
・お客様応対
・電話対応等

株式会社　シー
ルート

京都府舞鶴市大字浜小字浜３４－３

就業場所:舞鶴市
ＪＲ東舞鶴

（就業場所：従業員数　30　人）

夜間フロント・館内
巡回業務

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
オサカエンタープ
ライズ　ホテル
アマービレ

京都府舞鶴市字浜１８番地

就業場所:舞鶴市
東舞鶴

（就業場所：従業員数　28　人）

事務補佐員（松ヶ崎
宿舎管理人）

１　宿舎地区の巡視
２　宿舎入居時の書類作成・鍵渡し
３　宿舎退去時の書類作成・点検立ち
会い
４　部屋の原状回復に係る業者との調

海上自衛隊　舞鶴
地方総監部

京都府舞鶴市字余部下１１９０番地

就業場所:舞鶴市
京都交通バス　教育隊前バス停

（就業場所：従業員数　1　人）

事務補佐員（つつ
じヶ丘・余部宿舎管
理人）

１　宿舎地区の巡視
２　宿舎入居時の書類作成・鍵渡し
３　宿舎退去時の書類作成・点検立ち
会い
４　部屋の原状回復に係る業者との調

海上自衛隊　舞鶴
地方総監部

京都府舞鶴市字余部下１１９０番地

就業場所:舞鶴市
京都交通バス自衛隊桟橋

（就業場所：従業員数　1　人）

機械加工補助（夜勤
パート）

材料を治具への取り付け後、ボタンを
押して機械を稼働する作業をしていた
だきます。
＊男女共に活躍中です。
＊立ち仕事になります。

萬工業　株式会社 京都府舞鶴市字別所２８８番地の１

就業場所:舞鶴市

（就業場所：従業員数　43　人）

機械加工補助（午
後）

材料を治具へ取り付け後、ボタンを押
して機械を稼働させる作業をしていた
だきます。　　
＊出社・退社時間、勤務日数等相談可
能です。

萬工業　株式会社 京都府舞鶴市字別所２８８番地の１

就業場所:舞鶴市

（就業場所：従業員数　43　人）

鮮魚加工作業 ・鮮魚の頭、内臓の除去。水洗い、開
き等（干物の加工）
＊鮮魚の加工は親切に指導いたしま
す。


有限会社　松下水
産

京都府舞鶴市字下安久８０３

就業場所:舞鶴市
ＪＲ西舞鶴駅

（就業場所：従業員数　18　人）

パン・米飯製造補助 生産ラインにてパンの検品・包装な
ど、主としてベルトコンベアでの補助
的な作業をしていただきます。
◆包装
・出来上がったパンに「形が悪い」な

株式会社大一ベー
カリー

京都府舞鶴市字伊佐津５１

就業場所:舞鶴市
西舞鶴

（就業場所：従業員数　17　人）

製品検査及び加工補
助

・自動車、自転車部品の外観での目視
検査
・自動車、自転車部品の材料を機械に
投入するなど加工作業補助。
＊細かい部品の検査作業には　視力が

萬工業　株式会社 京都府舞鶴市字別所２８８番地の１

就業場所:舞鶴市

（就業場所：従業員数　43　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。



11/22～11/26の間に受理した求人です。

パート 11月29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30分～10時30分
1,050円 (2)15時30分～17時30分

～
（年齢：　不問　） 1,050円

パート労働者（2人） 26060- 4721511

時給 (1)10時00分～15時30分
945円

～
（年齢：　不問　） 945円

パート労働者（2人） 26060- 4718911

時給 (1)3時30分～9時00分
1,200円

～
（年齢：　不問　） 1,200円

パート労働者（1人） 26060- 4715011

時給 (1)12時00分～17時30分
937円

～
（年齢：　59歳以下　） 1,000円
パート労働者（3人） 26060- 4710711

時給 (1)9時00分～12時00分
937円

～
（年齢：　不問　） 937円

パート労働者（1人） 26060- 4711811

時給 (1)9時30分～15時00分
950円 (2)18時00分～23時00分

～
（年齢：　不問　） 950円

パート労働者（1人） 26060- 4707311
食器洗浄・調理補助 京都府舞鶴市字引土２６３－１８
（西舞鶴店・勤務日数 時給 (1)9時30分～15時00分
相談可） 950円 (2)18時00分～23時00分

～ 就業場所:舞鶴市
（年齢：　不問　） 950円

パート労働者（1人） 26060- 4708611

運転手、営繕 ・ハイエース（リフト車）で、デイ
サービスセンター利用者の送迎が主な
仕事です。
・他に営繕業務として送迎車の日常点
検やタイヤ交換等が　あります。

社会福祉法人　真
愛の家

京都府舞鶴市字上安１６９７－３６

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　157　人）

４トン車運転手 ４トン車（保冷車）で鮮魚を京都の中
央市場へ運搬し、市場で買い付けした
商品を京丹波町～綾部のスーパーに卸
して帰ってきていただきます。２名で
乗車し主に運転の仕事になります。

有限会社　松下水
産

京都府舞鶴市字下安久８０３

普通自動車免許
ＡＴ就業場所:舞鶴市

ＪＲ西舞鶴駅
（就業場所：従業員数　18　人）

送迎運転手（アザレ
ア舞鶴入所・短期入
所）

老健入所・短期入所の利用者様の入退
所時のご自宅～施設間の送迎、入所者
の医療機関の受診の送迎等を担って頂
きます。
入退所時の送迎については、軽介助の

社会医療法人社団
正峰会

京都府舞鶴市和田中田　１０５５－１

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　170　人）

鮮魚の集荷作業員 ・漁連内における魚の集荷作業（競り
落とした魚を集めて、台車に乗せて売
り場まで運ぶ）に従事していただきま
す。
・空き時間には、鮮魚の箱詰めや、ラ

有限会社　松下水
産

京都府舞鶴市字下安久８０３

就業場所:舞鶴市
ＪＲ西舞鶴

（就業場所：従業員数　7　人）

卵のパック詰め 機械化された工場内で、卵のパック詰
めの工程を担当して頂きます
・原卵の選別
・機械へのパック補充
・自動選別機で選別した卵のひび割

有限会社　三和鶏
園（山元産業
（株）グループ）

京都府舞鶴市字長浜小字加津良下７２
５

就業場所:舞鶴市
ＪＲ東舞鶴

（就業場所：従業員数　24　人）

株式会社　魚源
（舞鶴魚料理　魚
源）

ＪＲ西舞鶴
（就業場所：従業員数　9　人）

・和食料理店での予洗い、食器洗浄機
による洗いもの。
・食器の片付け
・調理補助
　盛りつけ（味噌汁・ご飯程度）、大

食器洗浄・調理補助
（東舞鶴店・勤務日
数相談可）

・和食料理店での予洗い、食器洗浄機
による洗いもの。
・食器の片付け
・調理補助
　盛りつけ（味噌汁・ご飯程度）、大

株式会社　魚源
（舞鶴魚料理　魚
源）

京都府舞鶴市字引土２６３－１８

就業場所:舞鶴市
ＪＲ東舞鶴

（就業場所：従業員数　25　人）


