
5/9～5/13の間に受理した求人です。

パート 5月16日発行

職種
年齢

雇用形態・採用人数

時給 (1)13時00分～16時00分
1,298円

～
（年齢：　不問　） 1,298円

パート労働者（1人） 26060- 2104821

時給 (1)8時30分～17時30分
1,665円

～
（年齢：　不問　） 1,715円

パート労働者（1人） 26020-10448421

時給 (1)8時30分～16時30分
937円

～
（年齢：　不問　） 937円

パート労働者（1人） 26060- 2081821

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- 2119121

時給 (1)9時00分～15時00分
951円

～
（年齢：　不問　） 1,080円

パート労働者（1人） 13010-45613221

時給 (1)9時00分～13時00分
940円

～
（年齢：　59歳以下　） 1,000円
パート労働者（1人） 26060- 2127121

時給 (1)9時00分～17時00分
964円

～
（年齢：　不問　） 964円

パート労働者（1人） 26060- 2075521

時給 (1)8時30分～16時30分
1,054円

～
（年齢：　不問　） 1,054円

パート労働者（1人） 26060- 2076421

時給 (1)11時00分～16時00分
1,000円 (2)13時00分～16時00分

～
（年齢：　不問　） 1,000円 又は9時00分～16時00分の

パート労働者（1人） 26060- 2047121 間の5時間程度

時給 (1)9時00分～16時30分
1,309円 (2)9時30分～17時00分

～
（年齢：　不問　） 1,521円

パート労働者（1人） 26060- 2106521

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- 2087921

時給 (1)8時30分～12時00分
1,050円 (2)15時30分～19時00分

～
（年齢：　不問　） 1,150円

パート労働者（1人） 26060- 2051421

時給 (1)9時00分～15時00分
937円 (2)16時00分～22時00分

～ (3)22時00分～5時00分
（年齢：　18歳以上　） 937円 又は0時00分～23時00分の

パート労働者（3人） 26060- 2054921 間の2時間以上

時給
940円

～
（年齢：　不問　） 1,100円 又は10時00分～20時00分

パート労働者（1人） 13040-52831921 の間の6時間程度

時給 (1)7時50分～12時00分
937円 (2)15時00分～19時30分

～
（年齢：　不問　） 937円 又は7時50分～19時45分の

パート労働者（1人） 28130- 1320821 間の5時間程度

時給
1,000円

～
（年齢：　不問　） 1,000円 又は17時00分～20時00分

パート労働者（1人） 26060- 2121221 の間の3時間程度

時給 (1)8時30分～14時30分
940円

～
（年齢：　不問　） 940円

パート労働者（1人） 28020- 8740621

時給 (1)5時45分～9時15分
1,000円

～
（年齢：　不問　） 1,000円

パート労働者（1人） 26060- 2101121

・電話応対、簡単なＰＣ入力業務
・学校教材の販売準備（物品のセット
組み）
・幼稚園に納品する品物の包装
・営業担当のサポート業務（ファイリ

株式会社　研修社

必要資格

看護師

仕事内容 賃 金 所在地・就業場所 就業時間

入院患者さんを対象に行う院内デイケ
アでの看護業務。患者さんの状態を観
察しながら、塗り絵や折り紙などの手
作業や合唱、移動などの介助・見守り
を行います。スタッフは複数人で行い
ますので、お気軽にご応募ください。

市立舞鶴市民病院 京都府舞鶴市字倉谷１３５０－１１

就業場所:舞鶴市

（就業場所：従業員数　100　人）

看護師、准看護
師

普通自動車免許
ＡＴ

就業場所:舞鶴市

就業場所:舞鶴市

西舞鶴
（就業場所：従業員数　2　人）

看護師（舞鶴） ◎日曜日休み　◎日勤のみ・夜勤なし
◎約９割の方が未経験　◎臨床経験不
問
◎病院や福祉関連からの転職者多数活
躍中

アサヒサンクリー
ン株式会社　京都
支店 就業場所:舞鶴市

ＪＲ　東舞鶴
（就業場所：従業員数　13　人）

介助員（高野学園）

看護師

求人者名

◎利用者支援
・歩行、リハビリ、食事・トイレ介助
等
・資源回収（空き缶リサイク）古紙回
収）

社会福祉法人　み
ずなぎ学園

京都府京都市東山区鞘町通七条上る下
堀詰町２４６番２の２

就業場所は所在地に同じ

東舞鶴

就業場所:舞鶴市
西舞鶴

（就業場所：従業員数　28　人）

（就業場所：従業員数　1350　人）

西舞鶴

京都府舞鶴市字鹿原２０９－３

就業場所:舞鶴市

（就業場所：従業員数　18　人）

京都府舞鶴市上安久２３６

京都府舞鶴市字北吸１０４４番地
（就業場所：従業員数　12　人）

東京都中央区新川１－２６－９　新川
イワデビル７階

ＪＲ真倉
（就業場所：従業員数　7　人）

就業場所:舞鶴市

（就業場所：従業員数　10　人）

普通自動車免許
ＡＴ

普通自動車免許
ＡＴ就業場所は所在地に同じ

ＪＲ西舞鶴
（就業場所：従業員数　7　人）

京都府舞鶴市字倉谷１７９３番地

就業場所:舞鶴市
西舞鶴

（就業場所：従業員数　5　人）

就業場所:舞鶴市
西舞鶴

（就業場所：従業員数　28　人）

東舞鶴

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

石綿届出等点検指導
員

・労働安全衛生法に基づく届出書類
（主に石綿関係）の受付、審査　、相
談、実施調査等
・行政文書の整理、編綴、電話取り次
ぎ、対応

舞鶴労働基準監督
署

京都府舞鶴市字下福井９０１番地舞鶴
港湾合同庁舎６階

一般事務の補助 ・電話応対、来客応対
・書類整理（ファイリング）
・諸官庁提出書類作成
・見積書、請求書作成（フォーマット
への入力作業）

佐伯工業　株式会
社

事務員（税務課） 窓口・電話応対、証明書等発行事務、
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

（就業場所：従業員数　1350　人）

京都府舞鶴市字北吸１０４４番地

就業場所:舞鶴市

事務員／舞鶴地方本
部

・総務関係（書類作成など）
・経理事務（事業経費等支払事務、会
計システムによる振替伝票作成など
（エクセル使用））
・自動車保険（補助事務）

公益財団法人　海
上保安協会

事務員（福祉企画
課）

住民税非課税世帯等に対する臨時特別
給付金に関する事務
・窓口・電話応対
・パソコン入力等事務
・書類、資材等整理

舞鶴市役所

事務及び雑務

コンビニスタッフ
【勤務時間・勤務日
数相談可】

京都府舞鶴市字真倉小字大山２４０番
地

就業場所:舞鶴市

・来店されたお客様の接客、販売、レ
ジ業務
・商品の陳列、品出し
・販売期間を過ぎた商品の返品業務
・商品の発注　

ローソン　舞鶴真
倉店

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

医療事務 医療事務全般をしていただきます
・患者の受付や案内、誘導
・カルテの管理
・会計業務
・レセコン使用してのレセプト業務

いいだクリニック 京都府舞鶴市字堀上１８５－３

事務補助（経理） 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

販売職／舞鶴市 当社ショップ「クールカレアン」にて
婦人服販売及び接客、商品管理
※２０２２年　ＯＰＥＮ予定

クールカレアン株
式会社

東京都品川区西五反田２－７－１２
五反田第一生命ビル別館

就業場所:舞鶴市

（就業場所：従業員数　0　人）
販売職（東舞鶴店） 店内業務全般

・開店業務、閉店業務
・商品の発注業務、商品の入荷、商品
管理、商品の陳列や補充、整理作業、
棚卸、転送、返品作業など

株式会社　オオツ
キ

兵庫県丹波市春日町新才５１８

就業場所:舞鶴市

（就業場所：従業員数　7　人）
歯科助手・受付
【月・火・木・金】

受付業務
・診察要約受付、電話対応
・会計事務
・カルテ管理
・簡単なパソコン業務

杉立歯科医院 京都府舞鶴市字浜１７１番地

就業場所:舞鶴市

（就業場所：従業員数　6　人）
調理補助（舞鶴市小
倉）

小学校給食室での調理補助業務です。
学校給食の調理、配缶、洗浄等のお仕
事です。
＊学校の春、夏、冬休み時は長期休暇
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１
６号

就業場所:舞鶴市
小浜線　松尾寺

（就業場所：従業員数　7　人）
ホテル朝食スタッフ ・ホテル１Ｆ『カフェド十番館』で行

われる朝食バイキングサービスのキッ
チン準備業務、料理の補充
・お客様のご案内、片付けなど


株式会社　アルス
タ

京都府舞鶴市字南浜町２０－５　ホテ
ルアルスタイン内

就業場所:舞鶴市
東舞鶴

（就業場所：従業員数　17　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。



5/9～5/13の間に受理した求人です。

パート 5月16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)5時00分～10時00分
940円

～
（年齢：　不問　） 960円 又は5時30分～10時00分の

パート労働者（1人） 26060- 2070121 間の4時間程度

時給 (1)5時00分～11時00分
950円 (2)6時00分～10時30分

～ (3)6時00分～11時00分
（年齢：　不問　） 980円

パート労働者（1人） 26060- 2052321

時給 (1)11時00分～14時00分
950円

～
（年齢：　不問　） 950円

パート労働者（2人） 26060- 2096121

時給 (1)18時00分～21時00分
950円

～
（年齢：　不問　） 950円

パート労働者（2人） 26060- 2097021

時給 (1)16時00分～8時00分
666円

～
（年齢：　18歳以上　） 666円
パート労働者（1人） 26060- 2095921

時給 (1)9時00分～16時45分
950円

～
（年齢：　不問　） 950円

パート労働者（2人） 26060- 2118921

時給
1,050円

～
（年齢：　不問　） 1,050円 又は8時00分～17時00分の

パート労働者（1人） 26060- 2084421 間の6時間

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（2人） 26060- 2057721

時給 (1)7時00分～14時30分
950円

～
（年齢：　20歳以上　） 950円
パート労働者（2人） 26060- 2058821

時給 (1)9時00分～17時00分
937円

～
（年齢：　不問　） 1,000円

パート労働者（1人） 26060- 2069321
館内の清掃 京都府舞鶴市字溝尻１４４－１　

時給 ポートシャインホテル (1)10時30分～15時00分
950円

～ 就業場所:舞鶴市
（年齢：　不問　） 950円
パート労働者（1人） 26060- 2053621

ゴミの分別作業、分別収集
・８階までエレベーターで上がり、各
階のフロアーに集められた分別が必要
とされたゴミを、非常階段を使用して
１階まで持ち運ぶ作業

株式会社　青葉

（就業場所：従業員数　21　人）

調理補助（朝食） ・料理仕込み
・簡単な料理
・洗い場
・接客


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）
朝食バイキングの用
意等（土・日・祝の
み勤務）

・バイキング形式（朝食）の用意（食
券前売制）
・皿洗い、バイキング台に料理の用意
及び補充
・後片付け、レストランの掃除　等

株式会社　青葉 京都府舞鶴市字溝尻１４４－１　ポー
トシャインホテル

就業場所:舞鶴市

（就業場所：従業員数　21　人）
ホール、調理補助
【１１時～１４時】

令和３年７月ＯＰＥＮした食堂でのお
仕事です
・ホール係
・料理の盛り付け
・店内清掃　等

しらね食堂 京都府舞鶴市字余部上３０９番地

就業場所は所在地に同じ
東舞鶴

（就業場所：従業員数　1　人）
ホール、調理補助
【１８時～２１時】

令和３年７月ＯＰＥＮした食堂でのお
仕事です
・ホール係
・料理の盛り付け
・店内清掃　等

しらね食堂 京都府舞鶴市字余部上３０９番地

就業場所は所在地に同じ
東舞鶴

（就業場所：従業員数　1　人）
管理人 ビジネス旅館まいづる荘の管理人業務

・予約、問い合わせなどの電話応対
・宿泊客の応対
＊３名のローテーション勤務となりま
す。

株式会社エステー
トのぼる

京都府舞鶴市溝尻中町２－２

就業場所:舞鶴市
ＪＲ東舞鶴

（就業場所：従業員数　10　人）
硝子の検査 硝子検査をしていただきます。　

＊視力を要します
※入社時期は、令和４年４月～等相談
可能です。　　　　　　　
　　　　　　　

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

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）
清掃 工場内のトイレ清掃業務

シフト制で１日１名で行っていただき
ます。
工場内の数ヵ所のトイレを原動機付自
転車（スクーター）で移動していただ

Ｈｉｔｚ総合サー
ビス株式会社舞鶴
支店

京都府舞鶴市字余部下１１８０

普通自動車免許
ＡＴ就業場所:舞鶴市

ＪＲ東舞鶴
（就業場所：従業員数　3　人）

清掃 「サンエイ・メンテナンス」は店舗・
住宅を中心に「キレイ」のお手伝いを
する会社です。
キッチン・お風呂・トイレ・水回りの
お掃除や、床のワックス掛け、高い所

有限会社　サンエ
イ・メンテナンス

京都府舞鶴市字万願寺２３１－１

普通自動車免許
就業場所:舞鶴市

西舞鶴
（就業場所：従業員数　3　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

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　3　人）

清掃作業員（舞鶴発
電所内）

舞鶴発電所内事務所等の清掃作業
・モップ、清掃機などを使用
・女子トイレ、女子更衣室含む
・喫煙可能コーナーでの清掃作業（灰
皿清掃他）

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

ＪＲ東舞鶴
（就業場所：従業員数　10　人）


