
9/20～9/30の間に受理した求人です。

パート 10月3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
1,100円

～
（年齢：　不問　） 1,100円

パート労働者（1人） 26060- 3896121

時給 (1)6時00分～14時30分
1,173円

～
（年齢：　不問　） 1,257円 又は14時00分～22時00分

パート労働者（1人） 26060- 3897021 の間の7時間程度

時給 (1)8時00分～12時00分
1,200円 (2)13時00分～16時00分

～ (3)16時00分～18時30分
（年齢：　59歳以下　） 1,500円
パート労働者（1人） 26060- 3888121

時給 (1)9時00分～15時00分
1,300円 (2)10時00分～16時00分

～
（年齢：　不問　） 1,400円 又は8時00分～17時00分の

パート労働者（1人） 26060- 3892421 間の5時間以上

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- 3887921

時給 (1)8時30分～16時30分
964円

～
（年齢：　不問　） 964円

パート労働者（1人） 26060- 3872721

時給 (1)9時00分～12時00分
963円 (2)12時00分～15時00分

～
（年齢：　不問　） 963円 又は9時00分～16時00分の

パート労働者（4人） 26060- 3873821 間の4時間程度

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- 3879921

時給 (1)8時30分～12時30分
964円

～
（年齢：　不問　） 964円 又は13時00分～17時00分

パート労働者（2人） 26060- 3880721

時給 (1)7時00分～16時00分
968円

～
（年齢：　64歳以下　） 968円
パート労働者（3人） 26060- 3909621

時給
1,050円

～
（年齢：　不問　） 1,500円 又は9時00分～17時00分の

パート労働者（2人） 26060- 3894621 間の5時間程度

時給 (1)9時00分～16時00分
1,110円 (2)9時00分～17時00分

～
（年齢：　不問　） 1,210円

パート労働者（2人） 26060- 3908321

時給 (1)6時30分～9時00分
1,200円 (2)9時00分～16時00分

～
（年齢：　不問　） 1,500円 又は6時00分～20時30分の

パート労働者（1人） 26060- 3877321 間の1時間以上

時給 (1)6時00分～8時00分
968円 (2)8時00分～11時00分

～ (3)13時30分～15時30分
（年齢：　不問　） 968円

パート労働者（5人） 13010-95979421

時給 (1)5時00分～7時15分
1,200円 (2)9時00分～11時00分

～ (3)13時00分～18時15分
（年齢：　不問　） 1,200円

パート労働者（4人） 13010-95990021

時給 (1)16時00分～20時00分
1,000円

～
（年齢：　不問　） 1,000円

パート労働者（1人） 26060- 3868421

時給
968円

～
（年齢：　不問　） 988円 又は9時00分～18時00分の

パート労働者（2人） 26060- 3882221 間の4時間以上

時給 (1)17時30分～21時00分
1,000円 (2)18時00分～22時00分

～
（年齢：　不問　） 1,000円 又は17時30分～22時00分

パート労働者（1人） 26060- 3905221 の間の3時間以上

レストラン調理補
助・ホール接客

◎農村レストランふるる、エムズ・デ
リのキッチンスタッフ補助、ホールス
タッフです。
・和食、洋食の調理
・接客業務

株式会社　農業法
人　ふるる

京都府舞鶴市字瀬崎６０番地

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　11　人）

ホールスタッフ 焼き肉屋　じゅんちゃんでの接客業務
を行って頂きます。
・オーダー受け
・配膳、下膳、飲み物提供
・後片付け

有限会社　キムラ
食品

京都府舞鶴市字公文名２９３

就業場所:舞鶴市
ＪＲ西舞鶴

（就業場所：従業員数　3　人）

調理師／舞鶴市 ＊主に隊員に食事を提供していただく
業務です。
・官公庁内食堂での調理、盛付、配膳
等

株式会社　国土信
和

東京都中央区東日本橋３－６－１８
ＨＡＮＹビル５階

調理師
就業場所:舞鶴市

（就業場所：従業員数　12　人）
調理補助 ビジネス旅館まいづる荘の食堂での調

理補助業務
・簡単な調理
・宿泊客への料理提供（夕）
・洗い物など

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　9　人）

配食・洗浄／舞鶴市 ＊主に隊員に食事を提供していただく
業務です。
・官公庁内食堂での調理、盛付、配膳
等

株式会社　国土信
和

東京都中央区東日本橋３－６－１８
ＨＡＮＹビル５階

就業場所:舞鶴市

（就業場所：従業員数　15　人）

ホームヘルパー 障害のある方の居宅介護事業
〇地域で生活されている障害のある方
への身体介護や生活援助などをしてい
ただきます
・入浴支援などの身体介護

社会福祉法人　ま
いづる福祉会
障害者地域生活支
援センタ－　ほの
ぼの屋

京都府舞鶴市字大波下小字滝ケ浦２０
２番５６

介護職員初任者
研修修了者、
ホームヘルパー
２級、介護福祉
士、普通自動車
免許ＡＴ

就業場所は所在地に同じ
ＪＲ東舞鶴

（就業場所：従業員数　27　人）

介護職員（特定施設
グランマーレせいほ
う）

特定施設ご利用者の方への介護サービ
スの提供　　
・身体介護（食事介助、入浴介助、排
泄介助）
・機能訓練補助

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　10　人）

鮮魚店での販売・接
客（土日祝のみ）

・舞鶴港とれとれセンター内の店頭に
て、鮮魚、カニ、干物等の販売及び接
客を行なっていただきます。
・夏は岩ガキ、冬は舞鶴かにの販売な
ど季節ごとに多くの海産物を取り扱っ

有限会社　岡田鮮
魚店

京都府舞鶴市字下福井９０５番地（と
れとれセンター内）

就業場所:舞鶴市
ＪＲ西舞鶴

（就業場所：従業員数　7　人）

舞鶴市役所

就業場所は所在地に同じ
東舞鶴

京都府舞鶴市字北吸１０４４番地

就業場所は所在地に同じ
東舞鶴

（就業場所：従業員数　1350　人）
パン製造・販売 〇パン製造・販売・簡単な事務作業

〇電話・来客対応（接客業務）
〇ブログ・ＳＮＳ等の投稿
＊接客業務も有り
＊要普通免許

株式会社　エコ・
ビータ

京都府舞鶴市溝尻町１１－１０

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　16　人）

事務員（福祉企画
課）

電気・ガス・食料品等価格高騰緊急支
援給付金の給付に関する事務
・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

事務員（福祉企画
課）

電気・ガス・食料品等価格高騰緊急支
援給付金の給付に関する事務
・窓口・電話応対
・パソコン入力等事務
・書類、資材等整理

京都府舞鶴市字北吸１０４４番地

（就業場所：従業員数　1350　人）

必要資格

第二種電気工事
士

仕事内容 賃 金

受電設備の点検

求人者名 所在地・就業場所 就業時間

受電設備の点検・保守






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
ＪＲ東舞鶴

（就業場所：従業員数　55　人）
京都府舞鶴市字伊佐津２００番地１５

京都府舞鶴市字浜７７１番地

就業場所は所在地に同じ

事務員（産業創造・
雇用促進課）

原油価格・物価高騰緊急対策事業給付
金の交付事務における電話応対、窓口
相談、給付金受付、指導、台帳登録
（文字入力作業）など


事務員（産業創造・
雇用促進課）

（就業場所：従業員数　1350　人）

就業場所は所在地に同じ

舞鶴市役所

（就業場所：従業員数　1350　人）

就業場所は所在地に同じ
東舞鶴

（就業場所：従業員数　1350　人）

受付事務・経理事務
補助（正社員候補）

主に受付事務をして頂きながら、経
理・総務担当者の補助業務をして頂き
ます。
・来客対応、電話応対
・現金出納（現預金、小口現金管理、

受電設備の点検
（２）

ＪＲ東舞鶴
（就業場所：従業員数　55　人）

看護師【勤務時間・
勤務曜日等相談可】

受電設備の点検・保守





近畿環境サービス
株式会社

＊外来の看護業務（主に小児科）
・患者様への応対
・患者様の呼び出し
・採血、注射、点滴、診療補助
・受付、カルテへの記入（手書き）

西村医院

株式会社　田中工
務店

京都府舞鶴市字倉谷１０１６

原油価格・物価高騰緊急対策事業給付
金の交付事務における電話応対、窓口
相談、給付金受付、指導、台帳登録
（文字入力作業
）など

舞鶴市役所

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



第二種電気工事
士

看護師、准看護
師

ＪＲ東舞鶴
（就業場所：従業員数　6　人）

舞鶴市役所

就業場所は所在地に同じ
東舞鶴

普通自動車免許
ＡＴ就業場所は所在地に同じ

（就業場所：従業員数　62　人）
京都府舞鶴市字北吸１０４４番地

就業場所:舞鶴市

京都府舞鶴市字北吸１０４４番地

東舞鶴

京都府舞鶴市字北吸１０４４番地

℡ 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。



9/20～9/30の間に受理した求人です。

パート 10月3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 求人者名 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)4時45分～12時15分
1,050円 (2)7時00分～15時00分

～ (3)14時30分～23時30分
（年齢：　18歳～59歳　） 1,050円
パート労働者（2人） 27020-62242421

時給 (1)9時00分～17時00分
1,000円

～
（年齢：　60歳以上　） 1,000円
パート労働者（1人） 26060- 3904821

時給 (1)8時30分～17時00分
970円

～
（年齢：　不問　） 1,010円

パート労働者（2人） 26060- 3920821

時給 (1)7時30分～8時30分
968円

～
（年齢：　不問　） 968円

パート労働者（1人） 26060- 3915421

時給 (1)22時40分～23時40分
1,120円

～
（年齢：　18歳以上　） 1,120円
パート労働者（1人） 27030-30374521

時給 (1)14時30分～19時30分
1,000円 (2)9時00分～15時00分

～
（年齢：　不問　） 1,020円

パート労働者（1人） 27010-49479521

時給 (1)7時00分～12時00分
1,000円 (2)14時00分～19時00分

～ (3)7時00分～16時00分
（年齢：　不問　） 1,000円

パート労働者（2人） 27010-49345121

時給 (1)8時30分～17時00分
970円

～
（年齢：　不問　） 1,010円

パート労働者（2人） 26060- 3919121

時給 (1)2時00分～6時00分
1,040円 (2)1時00分～5時00分

～
（年齢：　18歳以上　） 1,040円
パート労働者（1人） 26060- 3912821

時給 (1)8時00分～13時00分
1,000円 (2)16時00分～21時00分

～ (3)9時00分～12時00分
（年齢：　不問　） 1,020円

パート労働者（2人） 27010-49483121

時給 (1)10時30分～15時00分
980円

～
（年齢：　不問　） 980円

パート労働者（1人） 26060- 3910021

館内の清掃 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
なゴミを、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 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）

仕分け作業員 ＊セイノーグループの会社です。
＊構内の仕分け作業
＊携帯端末使用する事有り
※火・水・木・金・土の勤務になりま
す。

丹後西濃運輸　株
式会社

京都府舞鶴市字上安１５０６

就業場所:舞鶴市
西舞鶴

（就業場所：従業員数　69　人）
病院附帯業務（手術
室の消毒及び器材の
整理：舞鶴市）

手術室（清潔区）にて機器材の準備・
消毒・清拭
看護補助業務　等
＊医療知識がなくても未経験でもお教
えします。

株式会社　博明社 大阪府大阪市中央区内本町１－１－１
０　リンサンビル５Ｆ

就業場所:舞鶴市
ＪＲ小浜線　東舞鶴

（就業場所：従業員数　22　人）

病院附帯業務（中央
材料室での作業）舞
鶴市

・中央材料室での器材の洗浄、滅菌、
消毒業務
・手術室の片付け、物品の補充、内視
鏡の洗浄
医療知識がなくても未経験でもお教え

株式会社　博明社 大阪府大阪市中央区内本町１－１－１
０　リンサンビル５Ｆ

就業場所:舞鶴市
（ＪＲ　東舞鶴）

（就業場所：従業員数　6　人）
仕分け作業 出来上がった製品を、得意先ごとに仕

分け
・出来上がった商品毎にラベルを貼る
作業
・出来上がった商品の検品作業

有限会社　あっさ
り漬食品工業

京都府舞鶴市字喜多１１０５－５０

就業場所:舞鶴市
ＪＲ西舞鶴

（就業場所：従業員数　33　人）

清掃員（舞鶴市） パチンコ店閉店後の夜、短時間の清掃
のお仕事です。トイレ、床、パチンコ
台等が対象です。誰にもできる簡単な
仕事です。
※未経験の方も一から教えますので安

大阪総合広告企画 大阪府大阪市西区土佐堀３－２－１０
土佐堀セン夕ーオフィス８Ｆ

就業場所:舞鶴市
ＪＲ　東舞鶴

（就業場所：従業員数　0　人）
病院附帯業務（透析
室での作業）

透析センターで器材の準備、物品補充
ベッド上、更衣室、床面、トイレの清
掃、シーツ交換、周辺機器の清拭　等

株式会社　博明社 大阪府大阪市中央区内本町１－１－１
０　リンサンビル５Ｆ

就業場所:舞鶴市
ＪＲ　東舞鶴

（就業場所：従業員数　3　人）

漬け込み作業 ・白菜の皮むき
・大根の皮むき
・野菜洗浄
・漬け込み作業など


有限会社　あっさ
り漬食品工業

京都府舞鶴市字喜多１１０５－５０

就業場所:舞鶴市
ＪＲ西舞鶴

（就業場所：従業員数　33　人）
クリーンクルー（舞
鶴曳船）

事務所、会議室、通路、階段、トイレ
清掃の日常清掃
・家庭用掃除機、モップ等をしようし
ての清掃
・ゴミ回収等

株式会社　光栄ビ
ルメンテナンス

京都府舞鶴市字引土１８４－５

就業場所:舞鶴市
ＪＲ西舞鶴

（就業場所：従業員数　0　人）

警備業（京都府舞鶴
市）

大型商業施設での出入管理、店内巡
回、鍵の施錠、解錠、駐車場内での交
通誘導等
未経験の方歓迎します。

中央警備保障　株
式会社

大阪府大阪市北区芝田２丁目３－１９
東洋ビル　本館１Ｆ

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　5　人）

製造（米） 週３日程度、精米業務を行って頂く仕
事です。
・３０キロ程度のお米の精米作業
・お米の袋詰め作業
・商品管理

株式会社　まつも
と米穀

京都府舞鶴市引土１６４

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　7　人）


