
1/23～1/27の間に受理した求人です。

パート 1月30日発行

職種
年齢

雇用形態・採用人数

時給 (1)11時00分～16時00分
970円 (2)18時00分～23時00分

～
（年齢：　59歳以下　） 1,000円
パート労働者（1人） 26060-  395131

時給 (1)7時30分～13時30分
970円 (2)9時00分～15時00分

～ (3)13時30分～19時30分
（年齢：　不問　） 1,050円 又は7時30分～19時30分の

パート労働者（2人） 26060-  401831 間の6時間程度

時給 (1)10時00分～15時00分
1,000円

～
（年齢：　59歳以下　） 1,200円 又は9時00分～17時00分の

パート労働者（1人） 26060-  413431 間の5時間程度

時給 (1)9時00分～15時00分
970円 (2)10時00分～16時00分

～
（年齢：　不問　） 970円 又は7時30分～19時30分の

パート労働者（1人） 26060-  399531 間の6時間程度

時給 (1)9時00分～14時00分
980円

～
（年齢：　不問　） 1,100円

パート労働者（1人） 26060-  414731

時給 (1)9時00分～14時00分
980円

～
（年齢：　不問　） 1,100円

パート労働者（1人） 26060-  415331

時給 (1)9時00分～15時00分
980円

～
（年齢：　59歳以下　） 980円
パート労働者（1人） 26060-  417931

時給 (1)10時00分～15時00分
1,000円

～
（年齢：　59歳以下　） 1,200円 又は9時00分～17時00分の

パート労働者（2人） 26060-  412531 間の5時間程度

時給 (1)10時00分～17時00分
970円

～
（年齢：　59歳以下　） 1,000円 又は13時00分～20時00分

パート労働者（1人） 26060-  391731 の間の5時間程度

時給 (1)9時00分～17時10分
975円

～
（年齢：　不問　） 975円

パート労働者（1人） 32040-  342631

時給 (1)8時15分～17時00分
1,018円

～
（年齢：　64歳以下　） 1,070円
パート労働者（1人） 26060-  382431

時給 (1)8時30分～14時30分
970円

～
（年齢：　不問　） 970円

パート労働者（1人） 28020- 1630231

時給 (1)8時30分～16時00分
1,000円

～
（年齢：　不問　） 1,000円

パート労働者（1人） 28020- 1632431

時給 (1)12時00分～16時00分
970円 (2)18時00分～23時00分

～
（年齢：　59歳以下　） 1,000円
パート労働者（1人） 26060-  394931

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（1人） 26060-  376731 間の4時間以上

時給 (1)7時15分～9時00分
1,000円 (2)16時15分～18時00分

～
（年齢：　不問　） 1,000円

パート労働者（1人） 26060-  373231

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） 26080-  849031

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（1人） 26080-  850531

仕分け作業（早朝）
【ヤマト運輸　舞鶴
東営業所】

【荷物の仕分け作業】
営業所（地域の集配拠点）にて、宅急
便・書類などのお荷物をお届けする地
域ごとに仕分けして頂きます。


ヤマト運輸　株式
会社　京都主管支
店

京都府久世郡久御山町西一口西池５－
３

就業場所:舞鶴市

（就業場所：従業員数　47　人）

介護福祉士 ・通所リハビリ利用者の介護全般（入
浴介助含む）・利用者の送迎（普通
車）
＊応募前の見学可能です。


医療法人社団晴友
会
小谷整形外科医院

京都府舞鶴市字伊佐津５１－３

介護福祉士
就業場所は所在地に同じ

（就業場所：従業員数　46　人）

バス運転手 ・園児の送迎運転手
　＜東舞鶴地区・大浦地区＞
・バスの点検　清掃等していただきま
す。
　

平こども園（社会
福祉法人長雲福祉
会）

京都府舞鶴市字中田４４０番地１

大型自動車免許
就業場所は所在地に同じ

東舞鶴
（就業場所：従業員数　32　人）

レジ（ジュンテン
ドー西舞鶴店：９：
００～１７：１０）

主にレジ、売場担当等の業務に従事し
ていただきます。※勤務日数（曜
日）・勤務時間は相談に応じます。※
雇用期間　採用日～２ヶ月　以後、６
カ月契約更新あり

株式会社ジュンテ
ンドー

島根県益田市遠田町２１７９番地１

就業場所:舞鶴市
西舞鶴

（就業場所：従業員数　64　人）

コールセンタース
タッフ（舞鶴）

弊社で自動車を購入いただいたお客様
に、車検のお知らせをお電話にてご案
内するお仕事です。
車の知識は全く必要ありません。
案内内容やよくある質問等マニュアル

Ｄｒｅａｍ　Ｊａ
ｐａｎ　株式会社

京都府舞鶴市字下福井８８２－２０

就業場所:舞鶴市
西舞鶴

（就業場所：従業員数　4　人）

一般事務 一般的事務作業
・電話応対
・商品荷造り及び発送準備
・商品在庫数チェック
・パソコンを使用した簡単なデータ入

株式会社　フレー
ベル舞鶴

京都府舞鶴市字京田２０８番地

就業場所は所在地に同じ
西舞鶴駅

（就業場所：従業員数　3　人）
現場事務補助 ・エクセルにて入力作業（見積書の作

成等）
・文書作成
・書類整理等


株式会社　大滝工
務店

京都府舞鶴市字南田辺１２６－５

就業場所:舞鶴市
西舞鶴

（就業場所：従業員数　18　人）

経理・総務業務の補助
・売上の現金、預金管理
・売上精査（日報作成）
・領収書、金券のチェック
・納品書、請求書のチェック（支払準

経理　総務 経理　総務
・売上の現金、預金管理
・売上精査（日報作成）
・領収書、金券のチェック
・納品書、請求書のチェック（支払準

京都府舞鶴市字浜１８番地
日商簿記３級、
普通自動車免許
AT

東舞鶴

経理　総務

（就業場所：従業員数　28　人）

就業場所:舞鶴市

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

（就業場所：従業員数　30　人）

幼稚園教諭免許
（専修・１種・
２種）、保育士

西舞鶴
（就業場所：従業員数　18　人）

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

就業場所:舞鶴市
ＪＲ東舞鶴

就業場所:舞鶴市
ＪＲ舞鶴線東舞鶴

（就業場所：従業員数　11　人）
京都府舞鶴市字浜２００２－３

日商簿記３級

就業場所:舞鶴市

京都府舞鶴市字浜４０番地

京都府舞鶴市字南田辺１２６－５

事務員 ＊請求書発行
＊支払業務（銀行行き）
＊電話対応
＊給食の人数確認
＊宅配、郵便の受付

幼稚園教諭

ＪＲ舞鶴線東舞鶴
（就業場所：従業員数　11　人）

広報事務

＊０歳～満５歳のお子さんの保育
（１０名～２５名程度を２人で担当し
ます）＊保育時間及び延長保育時間内
の保育です。・戸外遊び・お絵かき、
他室内遊び

学校法人　京都聖
パウロ学園シオン
幼稚園

・ＳＮＳ運用（インスタグラム）
・ホームページ更新
・チラシ作成


株式会社　大滝工
務店

学校法人　京都聖
パウロ学園シオン
幼稚園

就業場所:舞鶴市

京都府舞鶴市字浜４０番地

必要資格仕事内容 賃 金

キッチンスタッフ
（調理スタッフ／ベ
ビーフェイス）

求人者名 所在地・就業場所 就業時間

調理業務（オムライス、パスタ、サラ
ダなど）
開店・閉店準備など


　　　＊応募にはハローワークの紹介

Ｄｒｅａｍ　Ｊａ
ｐａｎ　株式会社

京都府舞鶴市字下福井８８２－２０

就業場所:舞鶴市
西舞鶴

（就業場所：従業員数　8　人）

調理（舞鶴市） ●小学校給食室での調理業務です。
・シフトにより週３～４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
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

調理師、栄養
士、管理栄養士就業場所:舞鶴市

舞鶴線西舞鶴
（就業場所：従業員数　3　人）

調理補助（舞鶴市字
余部上）

○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。＊２学期からの就労となりま
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

（就業場所：従業員数　6　人）

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・繁忙時間　１１：００～１
３：００※土、日、祝日含む勤務可能

株式会社　農業法
人　ふるる

京都府舞鶴市字瀬崎６０番地

就業場所は所在地に同じ
東舞鶴

（就業場所：従業員数　18　人）

キッチンスタッフ
（お皿洗い・土日祝
勤務／ベビーフェイ
ス）

土日祝のお皿洗い、拭きのお仕事で
す。
先輩スタッフが丁寧に指導いたします
のでご安心ください。※食洗機使用
※立ち仕事になります。

Ｄｒｅａｍ　Ｊａ
ｐａｎ　株式会社

京都府舞鶴市字下福井８８２－２０

就業場所:舞鶴市
西舞鶴

（就業場所：従業員数　8　人）

仕分け作業（早朝）
【ヤマト運輸　舞鶴
営業所】

【荷物の仕分け作業】
営業所（地域の集配拠点）にて、宅急
便・書類などのお荷物をお届けする地
域ごとに仕分けして頂きます。


ヤマト運輸　株式
会社　京都主管支
店

京都府久世郡久御山町西一口西池５－
３

就業場所:舞鶴市

（就業場所：従業員数　41　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。



1/23～1/27の間に受理した求人です。

パート 1月30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)10時00分～16時00分
970円 (2)16時00分～22時00分

～
（年齢：　不問　） 1,000円

パート労働者（1人） 27040- 2184231

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

～
（年齢：　18歳以上　） 1,000円
パート労働者（1人） 26050-  590631

ＪＲ・京都丹後鉄道
車両及び駅舎の清掃

＊ＪＲ、京都丹後鉄道の車両清掃、駅
舎清掃＊採用後、現場での研修（見習
い期間）を経て業務に就いていただき
ます。＊正社員登用制度あり


株式会社　ＪＲ西
日本メンテック
福知山支店

京都府福知山市駅前町４２８番地

就業場所:舞鶴市
西舞鶴

（就業場所：従業員数　22　人）

パチンコ店での清掃
（舞鶴市）

◇パチンコ店での営業時間中の清掃作
業。
・ホール内でのごみ箱・灰皿交換・お
しぼり補充・トイレのペーパー補充・
鏡拭き。

白根商事 大阪府大阪市住之江区北島２丁目７－
３４　ラフィーネ住之江５０６号

就業場所:舞鶴市

（就業場所：従業員数　4　人）


