
3/20～3/24の間に受理した求人です。

パート 3月27日発行

職種
年齢

雇用形態・採用人数

時給 (1)11時00分～17時00分
1,000円 (2)12時00分～17時00分

～
（年齢：　不問　） 1,200円

パート労働者（1人） 26060- 1212531

時給 (1)9時00分～13時00分
1,200円 (2)15時00分～19時00分

～
（年齢：　59歳以下　） 1,500円 又は9時00分～19時00分の

パート労働者（2人） 26060- 1227031 間の4時間以上

時給 (1)8時00分～17時00分
1,100円

～
（年齢：　不問　） 1,100円 又は9時00分～18時00分の

パート労働者（2人） 26060- 1217931 間の8時間程度

時給 (1)12時30分～17時00分
970円

～
（年齢：　59歳以下　） 1,010円
パート労働者（1人） 26060- 1224631

時給 (1)9時00分～17時00分
1,003円

～
（年齢：　不問　） 1,003円

パート労働者（1人） 26060- 1204431

時給 (1)9時00分～17時00分
1,003円

～
（年齢：　不問　） 1,003円

パート労働者（1人） 26060- 1205731

時給 (1)8時30分～16時00分
937円

～
（年齢：　不問　） 1,119円

パート労働者（1人） 26060- 1223331

時給
968円

～
（年齢：　不問　） 968円 又は9時00分～19時00分の

パート労働者（2人） 26071-  754331 間の4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～22時00分の

パート労働者（3人） 26060- 1218131 間の6時間程度

時給 (1)17時00分～21時00分
1,000円

～
（年齢：　不問　） 1,100円 又は9時00分～21時00分の

パート労働者（2人） 26060- 1208931 間の5時間程度

時給
1,000円

～
（年齢：　不問　） 1,300円 又は9時00分～19時00分の

パート労働者（1人） 26060- 1198231 間の6時間程度

時給
1,200円

～
（年齢：　不問　） 1,200円 又は9時00分～0時00分の間

パート労働者（3人） 27030-10703431 の4時間以上

時給 (1)9時00分～17時00分
968円 (2)9時00分～15時00分

～
（年齢：　不問　） 968円

パート労働者（3人） 26060- 1214731

時給 (1)9時30分～17時30分
1,140円 (2)9時30分～15時30分

～
（年齢：　不問　） 1,140円

パート労働者（1人） 26060- 1210831

時給 (1)9時00分～18時00分
970円 (2)9時00分～13時00分

～ (3)13時00分～18時00分
（年齢：　不問　） 970円

パート労働者（2人） 26060- 1226131

マイナンバーカード申請・交付等支援
業務

舞鶴市役所

必要資格仕事内容 賃 金 所在地・就業場所 就業時間

１　ネットショップのシステム管理、
運営。
２　ショップページや商品ページの制
作やデザイン。

炭火串焼　灯志 京都府舞鶴市字円満寺１４５－１０

就業場所は所在地に同じ
ＪＲ西舞鶴

（就業場所：従業員数　4　人）

歯科衛生士

就業場所は所在地に同じ
東舞鶴

（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

就業場所は所在地に同じ
ＪＲ西舞鶴

歯科衛生士 歯科衛生士業務（スケーリング、ＰＭ
ＣＴｅｔｃ）
診療介助
カウンセリング等

堀澤歯科クリニッ
ク

就業場所は所在地に同じ
ＪＲ東舞鶴駅

（就業場所：従業員数　5　人）
保育教諭補助（土曜
日勤務）

ネットショップの管
理、画像制作等

求人者名

＊土曜日延長保育（０歳～５歳）を複
数の教員で担当していただきます。
・食事・トイレ・集団活動などの指導
補助
・環境整備、清掃業務

学校法人　橘学園

京都府舞鶴市字浜１１４３－１１

京都府舞鶴市字浜６８２

就業場所は所在地に同じ
ＪＲ東舞鶴

（就業場所：従業員数　20　人）

（就業場所：従業員数　43　人）

東舞鶴

京都府舞鶴市字北吸１０４４番地

京都府舞鶴市字堀４－１
（就業場所：従業員数　1350　人）

京都府舞鶴市字北吸１０４４番地

ホームヘルパー
２級就業場所は所在地に同じ

ＪＲ西舞鶴
（就業場所：従業員数　20　人）

京都府舞鶴市字平野屋１９番地

就業場所は所在地に同じ
ＪＲ真倉

就業場所:舞鶴市
ＪＲ「西舞鶴」

（就業場所：従業員数　15　人）

就業場所は所在地に同じ
東舞鶴

（就業場所：従業員数　28　人）

西舞鶴

就業場所:舞鶴市
西舞鶴

（就業場所：従業員数　1　人）

一般事務 ・伝票の作成、入力業務
・仕入れ、売上関係の入力業務
・電話応対
・パソコンによる受注業務（定型のパ
ソコン入力）

有限会社　あっさ
り漬食品工業

京都府舞鶴市字喜多１１０５－５０

調理・接客【セルフ
うどん店　土日祝／
平日夜勤務】

令和５年３月にオープンのセルフうど
ん店での調理及び接客

うどんや軽食などの調理、しこみ、食
器洗浄、清掃

株式会社　ウェル
アグリ

京都府舞鶴市字引土小字湯ノ口６０番
地の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

クリーニング受付
（パーク上安店）

・受付事務、接客、お客様毎に洗濯物
を仕分けする作業
・クリーニング前の洗濯物にタグを付
ける作業
・洗濯物の整理

有限会社　ホソミ

（就業場所：従業員数　1　人）

京都府与謝郡与謝野町字加悦９９０

事務員（市民課） マイナンバーカード申請・交付等支援
業務

非常勤事務員 学校事務の業務（電話応答、窓口対
応、文書受付等）に従事していただき
ます。

京都府立舞鶴支援
学校

事務員（市民課）

（就業場所：従業員数　142　人）

就業場所:舞鶴市

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

酵素風呂スタッフ ホテルアマービレ内で令和５年３月
オープン予定の酵素風呂スタッフで
す。
◆酵素風呂管理全般
　・予約管理

株式会社ニュー
オーサカエンター
プライズ　ホテル
アマービレ

ホール・カウンター
スタッフ（キコーナ
西舞鶴店）

・お客様対応
・店内の巡回
・賞品の交換
・在庫管理など

京都府舞鶴市字浜１８番地

倉庫内での製品の
ピッキング、検収、
包装作業（軽作業）

倉庫内での製品のピッキング、検収、
ＰＰバンドやラップを使用した包装作
業です。軽作業ですので女性の方にも
働きやすい仕事です。

日本通運　株式会
社　舞鶴支店

京都府舞鶴市北浜町１３－１

西舞鶴
（就業場所：従業員数　8　人）

ミシンオペレーター
ほか軽作業

・ミシンオペレーター（ミシンを使っ
ての縫製作業）
・材料（布製品）裁断加工
・資材入出庫管理など

有限会社　シャル
ムエイト

京都府舞鶴市田中町６－１７

就業場所:舞鶴市
西舞鶴

（就業場所：従業員数　0　人）
臨床検査物集配（京
丹後・宮津方面）／
フルタイムパート

・医療機関より出される検査物の集配
及び医療機関への報告書の配布。
・集配に関わる携帯端末入力。

＊軽自動車（ＡＴ車）使用

株式会社　日本医
学臨床検査研究所
舞鶴営業所

京都府舞鶴市字森９６番地３

普通自動車免許
AT就業場所は所在地に同じ

東舞鶴
（就業場所：従業員数　17　人）

就業場所:舞鶴市

℡ 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。


