
11/21～11/25の間に受理した求人です。

パート 11月28日発行

職種
年齢

雇用形態・採用人数

時給 (1)13時00分～17時00分
997円

～
（年齢：　不問　） 997円

パート労働者（2人） 26060- 4773821

時給 (1)8時30分～17時15分
1,054円

～
（年齢：　不問　） 1,054円

パート労働者（1人） 26060- 4789021

時給 (1)9時00分～13時00分
971円

～
（年齢：　不問　） 971円

パート労働者（2人） 26060- 4784421

時給 (1)9時00分～17時00分
971円

～
（年齢：　不問　） 971円

パート労働者（2人） 26060- 4769321

時給 (1)9時00分～15時00分
1,054円

～
（年齢：　不問　） 1,054円

パート労働者（1人） 26060- 4765821

時給 (1)9時00分～15時00分
1,054円

～
（年齢：　不問　） 1,054円

パート労働者（1人） 26060- 4766221

時給 (1)16時00分～21時00分
1,100円

～
（年齢：　不問　） 1,100円

パート労働者（1人） 26050- 6375221

時給 (1)9時30分～18時30分
1,100円 (2)10時00分～19時00分

～ (3)11時00分～20時00分
（年齢：　不問　） 1,100円

パート労働者（10人） 26050- 6358221

時給
970円

～
（年齢：　不問　） 1,270円 又は6時00分～0時15分の間

パート労働者（5人） 26050- 6370921 の5時間程度

時給 (1)7時00分～15時00分
1,050円

～
（年齢：　不問　） 1,050円

パート労働者（4人） 26050- 6373721

時給 (1)9時00分～14時30分
970円

～
（年齢：　18歳以上　） 970円
パート労働者（1人） 21020-13846421

時給 (1)9時15分～18時00分
1,050円 (2)11時00分～20時00分

～
（年齢：　不問　） 1,050円

パート労働者（2人） 26050- 6359521

時給 (1)21時45分～7時45分
970円

～
（年齢：　18歳以上　） 970円
パート労働者（1人） 26060- 4767521

時給 (1)8時00分～13時00分
1,140円 (2)12時30分～17時30分

～
（年齢：　不問　） 1,210円

パート労働者（2人） 26060- 4751421

時給 (1)8時00分～17時00分
1,130円 (2)9時00分～18時00分

～ (3)10時00分～16時00分
（年齢：　不問　） 2,080円 又は7時00分～22時00分の

パート労働者（3人） 26060- 4761921 間の6時間程度

時給 (1)8時00分～17時00分
1,130円 (2)9時00分～18時00分

～ (3)10時00分～16時00分
（年齢：　不問　） 2,080円 又は7時00分～18時00分の

パート労働者（2人） 26060- 4762121 間の2時間以上

時給 (1)17時00分～22時00分
1,000円 (2)11時00分～14時00分

～
（年齢：　不問　） 1,000円

パート労働者（1人） 26060- 4786621

時給
968円

～
（年齢：　59歳以下　） 980円 又は8時30分～15時00分の

パート労働者（1人） 27180-15593621 間の5時間程度

京都府舞鶴市字北吸１０４４番地

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。



株式会社　さとう

事務員（人事課） 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。



京都府舞鶴市字北吸１０４４番地

株式会社　さとう

就業場所:舞鶴市
西舞鶴

京都府福知山市東野町１番地

【年末年始短期】レ
ジ担当（バザールタ
ウン舞鶴）

◆レジ業務など
＊２０２２年１２月１７日（土）から
２０２３年１月５日（木）までの勤務
となります。

京都府福知山市東野町１番地

介護職員（アザレア
舞鶴デイケア）

通所リハビリテーション利用者の方へ
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・レクリエー
ションの実施・ご利用者送迎業務・そ

社会医療法人社団
正峰会

京都府舞鶴市和田中田　１０５５－１

訪問介護員 ・ご利用者様宅に訪問し、日常の生活
を支援させていただきます。
・身の回りの生活援助や、排泄介助、
入浴介助などお体に関する支　援もさ
せていただきます。

株式会社　にっぷ
く

舞鶴市役所

就業場所:舞鶴市
東舞鶴

就業場所:舞鶴市
東舞鶴

（就業場所：従業員数　1350　人）
京都府舞鶴市字北吸１０４４番地

東舞鶴

京都府福知山市東野町１番地

京都府舞鶴市字北吸１０４４番地

京都府舞鶴市字北吸１０４４番地

就業場所:舞鶴市

【短期】レジ担当
（フレッシュバザー
ル舞鶴上安パーク
店）

◆レジ業務など
＊２０２２年１２月２１日（水）から
２０２３年１月３日（火）までの勤務
となります。

事務員（経営企画
課）

（就業場所：従業員数　1350　人）

就業場所:舞鶴市

舞鶴市役所

（就業場所：従業員数　64　人）

就業場所:舞鶴市
ＪＲ西舞鶴

（就業場所：従業員数　1350　人）

事務員（市民課） マイナンバーカード申請・交付等支援
業務

　

事務員（経営企画
課）

東舞鶴
（就業場所：従業員数　1350　人）

事務員（観光振興
課）

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。


窓口・電話応対、各種申請の受付・審
査、証明書等発行事務、文書・資料作
成等、ふるさと納税ワンストップ特例
制度に係る業務。


舞鶴市役所

舞鶴市役所

必要資格

普通自動車免許
ＡＴ

仕事内容 賃 金

電話受付を含む総合
事務業務

求人者名 所在地・就業場所 就業時間

■今回の募集内容■
●関連会社、株式会社アクアの事務業
務の請負
●電話の受付・請求書作成・作業伝票
の打ち込み・各作業リストのチェック
などの総合事務職（給与締めは含まれ

有限会社　アクセ
ス

京都府舞鶴市字倉谷小字向ノ丁４０３
番地の４

就業場所:舞鶴市
ＪＲ西舞鶴

（就業場所：従業員数　4　人）

東舞鶴
（就業場所：従業員数　1350　人）

就業場所:舞鶴市

舞鶴市役所

株式会社　さとう 京都府福知山市東野町１番地

就業場所:舞鶴市
ＪＲ西舞鶴

（就業場所：従業員数　64　人）

食品売場・レジ担当
（１２月１３日ミニ
企業説明会専用求
人）

◆食品売場での商品陳列・補充、商品
製造
（青果、鮮魚、精肉、惣菜、ベーカ
リー、グロサリーなど）
◆レジ部門でのお客様応対など

株式会社　さとう
（就業場所：従業員数　219　人）

【年末年始短期】
カート回収担当（バ
ザールタウン舞鶴）

◆店内外のカート回収・整理など＊２
０２２年１２月１７日（土）から２０
２３年１月５日（木）までの勤務とな
ります。

株式会社　さとう 京都府福知山市東野町１番地

就業場所:舞鶴市
西舞鶴

（就業場所：従業員数　219　人）

販売員（Ｓｅｒｉａ
まいづるマルシェ
店）

店舗での接客・商品陳列・レジ業務な
ど
未経験でも安心！
お店で働いた経験がなかったり、ブラ
ンクのある人でも大丈夫！初めての方

株式会社　セリア 岐阜県大垣市外渕２丁目３８番地

就業場所:舞鶴市

（就業場所：従業員数　10　人）

就業場所:舞鶴市

（就業場所：従業員数　6245　人）
【短期】鮮魚担当
（フレッシュバザー
ル舞鶴上安パーク
店）

◆寿司の製造、盛付け、商品陳列・補
充など。＊２０２２年１２月２１日
（水）から２０２３年１月３日（火）
までの勤務となります。

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）

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）

京都府舞鶴市字平野屋１９番地

ホームヘルパー
２級就業場所:舞鶴市

ＪＲ西舞鶴
（就業場所：従業員数　20　人）

訪問介護員【土日祝
のみ勤務・週１回～
相談可・施設見学
可】

・ご利用者様宅に訪問し、日常の生活
を支援させていただきます。
・身の回りの生活援助や、排泄介助、
入浴介助などお体に関する支　援もさ
せていただきます。

株式会社　にっぷ
く

京都府舞鶴市字平野屋１９番地

ホームヘルパー
２級就業場所:舞鶴市

ＪＲ西舞鶴
（就業場所：従業員数　20　人）

調理・売店レジ係
（フェリーターミナ
ル内）

○舞鶴にある新日本海フェリーターミ
ナル内の厨房にて、一般のレストラン
の食事の調理に従事して頂きます。
○他、売店のレジ業務もあります。
＊エプロン貸与

フェリーサービス
株式会社　舞鶴支
店

京都府舞鶴市字浜小字浜２０２５－１

就業場所:舞鶴市
東舞鶴

（就業場所：従業員数　3　人）
調理補助（舞鶴市）
舞鶴市立中筋小学校

小学校厨房内での調理補助業務
・簡単な調理・配缶作業・食器洗浄
・清掃他

株式会社　東テス
ティパル

大阪府門真市殿島町６－１

就業場所:舞鶴市

（就業場所：従業員数　6　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。



11/21～11/25の間に受理した求人です。

パート 11月28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
1,200円

～
（年齢：　不問　） 1,200円 又は9時00分～17時00分の

パート労働者（3人） 27030-37849521 間の3時間以上

時給 (1)8時00分～16時45分
968円

～
（年齢：　不問　） 968円

パート労働者（1人） 26060- 4787921

時給 (1)8時00分～16時45分
968円

～
（年齢：　不問　） 968円

パート労働者（1人） 26060- 4788121

時給 (1)9時00分～14時45分
968円

～
（年齢：　64歳以下　） 1,000円 又は9時00分～17時00分の

パート労働者（1人） 26060- 4775521 間の5時間程度

時給
1,230円

～
（年齢：　18歳以上　） 1,230円 又は5時40分～22時25分の

パート労働者（1人） 26060- 4764721 間の4時間以上

時給 (1)8時00分～10時30分
975円 (2)15時00分～17時00分

～
（年齢：　不問　） 975円

パート労働者（1人） 26060- 4779921

時給 (1)8時30分～15時30分
968円

～
（年齢：　不問　） 968円

パート労働者（1人） 26010-29079121

時給 (1)8時30分～11時30分
972円 (2)14時30分～17時30分

～
（年齢：　不問　） 972円

パート労働者（1人） 26060- 4777321
仕上げ／検品 京都府舞鶴市字上安久６４０－６

時給 (1)9時00分～14時45分
968円

～ 就業場所:舞鶴市
（年齢：　64歳以下　） 1,000円

パート労働者（1人） 26060- 4782221

縫製工場での検品／仕上げ
製品の糸切り、アイロン、下げ札付
け、袋入れなどを行っていただきま
す。製品はレディース、メンズ、雑貨
など多岐にわたり、季節ごとに取り扱

西舞鶴
（就業場所：従業員数　25　人）

福井センイ　有限
会社

ホール・カウンター
スタッフ（キコーナ
舞鶴店）

・お客様対応
・店内の巡回
・賞品の交換・在庫管理など
※未経験者でも大歓迎です。

アンダーツリー
株式会社

大阪府大阪市西区西本町１丁目２－８

就業場所:舞鶴市
ＪＲ「東舞鶴」

（就業場所：従業員数　15　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）
アパレルＣＡＤ／Ｃ
ＡＭオペレーター

縫製工場でのＣＡＤ／ＣＡＭオペレー
ター
ＣＡＤソフトを使用しＰＣで服の型紙
パーツを効率よく並べますＣＡＭを操
作し、生地を服の型に裁断します。常

福井センイ　有限
会社

京都府舞鶴市字上安久６４０－６

就業場所:舞鶴市
西舞鶴

（就業場所：従業員数　25　人）
バス運転手（送迎） 主に舞鶴市内での送迎になります。

・大型バス又はマイクロバスによる送
迎
・車両管理等（車内清掃、洗車）
　　　　＊＊　急　　募　＊＊

西大浦産業　株式
会社

京都府舞鶴市字千歳３５２－２

大型自動車免許
就業場所:舞鶴市

東舞鶴駅
（就業場所：従業員数　9　人）

送迎運転手（アザレ
ア舞鶴デイケア）

デイケア（月～日営業）の利用者様の
ご自宅間～施設の送迎、入所者の医療
機関の受診の送迎、入所者の送迎等を
担って頂きます。


社会医療法人社団
正峰会

京都府舞鶴市和田中田　１０５５－１

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）

清掃業務（舞鶴工業
高等専門学校）

校舎内の日常清掃 タクミサービス
統括本部

京都府京都市北区紫野南花ノ坊町３６
番地

就業場所:舞鶴市

（就業場所：従業員数　5　人）
清掃　　（舞鶴市西
市民プラザ）

舞鶴市西市民プラザ館内の清掃業務
【午前のシフトの清掃業務】
・受付けで、前日の館内の利用状況を
確認して、利用された各部屋　の室内
清掃（掃除機・モップ・拭き掃除・ゴ

特定非営利活動法
人　まちづくりサ
ポートクラフ゛

京都府舞鶴市字円満寺１５８－６

就業場所は所在地に同じ
ＪＲ西舞鶴

（就業場所：従業員数　18　人）


