
受付No. 職種 雇用形態 産業分類 就業場所 就業時間 休日 年齢 省令
採用
人数

経験
資格

自動車
免許

配慮求人 その他 賃金（税込）

Aa-192 企画事務（契約社員） 契約 12   教育・学習支援業 吹田市津雲台 9：00～17：30 日・祝日　その他 1 経験要

大学相当の教育機関卒業以上
NPOやNGOなどでの活動・業務経験のある方
(即戦力歓迎)     ボランティア経験のある方
ワード：文書作成　　　エクセル：表作成・表計算

200,000円

Aa-193 経理 正社員 05   卸売・小売業 大阪市北区 9：00～17：00 土・日・祝日　その他 1 資格要
必須：経理経験
PCスキル：基本操作

250,000円～350,000円

Aa-194 一般事務 正社員 02   製造業 吹田市東御旅町 8：30～17：30 日・祝日・その他 45 3号のｲ 1 不問 172,000円～211,500円

Aa-195 一般事務 正社員 02   製造業 大阪市北区
9：30～18：30
12：00～21：00

日・祝日　その他 1 不問 事務経験あれば尚可 190,000円

B-768 技術スタッフ（消防ポンプ） 正社員 02   製造業 吹田市江の木町 8：45～17：30 土・日・祝日・その他 59 1号 1 不問 要

必須：普通自動車運転免許
あれば尚可：仕事内容の経験
ワード・エクセルで定型書式に文字・数字の入
力程度

210,000円～320,000円

B-769 現場管理 正社員 01   建設業 吹田市山田東 9：00～18：00 日・祝日・その他 59 1号 2 不問 要 あれば尚可：営業・現場管理、簡単なExcel入力 250,000円～350,000円

Eb-690
飲食店での店長候補・
料理長候補・社員

正社員
09   宿泊・飲食サービス
業

吹田市片山町
11：00～23：00の間の
8時間程度

その他 3 不問
あれば尚可：飲食店経験・調理師・普通自動車
運転免許

285,944円～450,000円

Eb-691 軽作業 正社員 11   その他サービス業 吹田市千里万博公園 8：30～16：45 日他 1 不問 要 普通自動車免許（AT限定不可） 220,000円

Eb-692 電気工事の作業員（資格不問） 正社員 01   建設業 吹田市寿町
8：00～17：00
8：00～14：30

日・その他 35 3号のｲ 5 不問 200,000円～200,000円

Eb-693 電気工事の作業員（有資格） 正社員 01   建設業 吹田市寿町
8：00～17：00
8：00～14：30

日・その他 35 3号のｲ 5 資格要 必須：第二種電気工事士 220,000円～260,000円

Eb-694 機械加工/ゴム、スポンジ加工 正社員 02   製造業 吹田市東御旅町 8：30～17：30 日・祝日・その他 45 3号のｲ 2 不問 172,000円～211,500円

JOBナビすいた　求人一覧１月分（２０２２年１月２４日現在）

※２０２１年１２月２５日～２０２２年１月２４日の新着求人で、現在公開中の求人になります。詳細な求人票はJOBナビすいたでご覧頂けますので、ご応募をご希望の場合はJOBナビすいたまでご来所ください。
尚、企業様の状況により、求人が終了していることもございますので、ご了承くださいますようお願い申し上げます。 1
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Eb-695 介護職員 正社員 13   医療・福祉 吹田市高野台
8：00～18：00の間の
8時間程度

土・日（祝日は営業） 1 不問

あれば尚可：介護職員初任者研修修了・介護
福祉士
　　　　　　　　 普通自動車免許（AT限定可）
PCスキル：基本（入力）レベル

210,000円～270,000円

Eb-696 介護職 正社員 13   医療・福祉 吹田市南吹田

7：00～15：30
10：00～18：30
13：00～21：30
7：00～15：30 【早出】
10：00～18：30 【日勤】
13：00～21：30 【遅出】
16：30～翌9：30 【夜勤】
※他シフトあり

シフト制 59 1号 3 不問 あれば尚可　➡　経験・初任者研修以上 209,000円～247,000円

Eb-697 給食調理員 正社員以外 14   その他 吹田市朝日町 8：00～16：30 土・日・祝日・その他 2 不問 130,896円

Fd-016
マンション管理員（吹田市五月が丘
東6番）

パート 07   不動産業 吹田市五月が丘東 15：00～20：00 土・日・祝　その他 1 不問 基本的なパソコン操作 時給：1,100円～1,200円

Fd-017 清掃（吹田市）※急募 パート 11   その他サービス業 吹田市豊津町
7：00～10：00
7：00～9：00

日・祝　その他 1 不問 時給：1,000円～1,000円

Fd-018 病院内清掃業務 パート 11   その他サービス業 吹田市岸部新町
9：00～18：00の間の8時
間程度

その他 2 不問 時給：1,050円

Fd-019 軽作業 パート 11   その他サービス業 吹田市千里万博公園 8：30～16：45 日他 1 不問 普通自動車免許（AT限定不可）あれば尚可 日給：10,000円

Fd-020 看護師 パート 13   医療・福祉 吹田市長野東
8：45～19：15の間の2時
間以上

水・祝日・その他 1 経験要
必須：看護師、准看護師いずれかの免許・資格
所持で可

時給：1,800円～1,900円

Fd-021 訪問介護ヘルパー パート 13   医療・福祉 吹田市五月が丘北
14：00～15：00
又は、9：00～16：00の
間の3時間程度

日・その他 2 資格要

必須：ホームヘルパー2級・介護職員初任者研
修修了者
あれば尚可：介護福祉士、在宅介護サービスの
経験

時給：1,700円～1,900円

Fd-022
ヘルパー・ガイドヘルパー（週１回
～OK）

パート 13   医療・福祉 吹田市五月が丘北
9：00～17：00
又は、9：00～18：00の
間の7時間以上

その他 2 資格要

必須：ホームヘルパー2級
あれば尚可：介護職員初任者研修修了者、介
護福祉士
移動支援従事者養成研修、在宅介護サービ
ス・ガイドヘルパーの経験

時給：1,250円～1,771円

※２０２１年１２月２５日～２０２２年１月２４日の新着求人で、現在公開中の求人になります。詳細な求人票はJOBナビすいたでご覧頂けますので、ご応募をご希望の場合はJOBナビすいたまでご来所ください。
尚、企業様の状況により、求人が終了していることもございますので、ご了承くださいますようお願い申し上げます。 2
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Fd-023
大学グランド クラブハウスの清掃
（吹田市）

パート 11   その他サービス業 吹田市岸部南 9：00～12：00 日　祝日　その他 1 不問 時給：1,100円～1,200円

Fd-024 調理補助及びホール・洗い場 パート
09   宿泊・飲食サービス
業

吹田市元町
10：30～14：30
18：00～22：00

月曜　他 2 不問 時給：1,000円

Fd-025
生活保護面接相談員（会計年度任
用職員）

パート 14   その他 吹田市泉町 9：00～17：00
週4日勤務
（土日以外に週1日
休み）

1
経験+資

格要

社会福祉主事の任用資格を有し、かつ、生活
保護の現業員または面接相談員の業務の経験
が3年以上ある者

パソコンの基本操作 （文書作成や表計算処理
等） ができる者

時給：1,780円

Fd-026 介護職員 パート 13   医療・福祉 吹田市高野台
9：00～14：00
8：30～17：30
9：00～18：00

土・日（祝日は出勤） 1 不問
あれば尚可：介護職員初任者研修修了・介護
福祉士
　　　　　　　　 普通自動車免許（AT限定可）

時給：1,100円～1,200円

Fd-027
吹田市立留守家庭児童育成室指
導員

パート 14   その他
吹田市内の２４か所の
学童保育・留守家庭
児童育成室

13：00～18：30
8：30～17：15
9：45～18：30

土・日・祝
第４土曜日は出勤の
可能性あり

55 資格要
履歴書不要　吹田市役所HPより吹田市立留守
家庭育成室採用候補者試験申込書にて応募書
類作成

146,170円

Fd-028 運転手、社内庶務 パート 05   卸売・小売業 吹田市南金田 7：30～10：30 土・日・祝日・その他 1 不問 要

必須：普通自動車運転免許、
あれば尚可：運転業務、総務業務経験ある方、
歓迎
PCスキル：キーボード入力が出来る方

時給：1,000円～1,500円

Ga-488
児童発達支援教室【事務:非常勤】
吹田けんと

パート 13   医療・福祉 吹田市岸部新町

12：30～17：30
8：00～13：30
8：30～17：30の間の
5時間以上

月・日　その他 1 不問 必須：社会人経験のある方 時給：1,000円

Ga-489 商業写真加工及び配達、事務作業 パート
08   専門・技術サービス
業

吹田市山手町 8：30～17：30 その他 2 不問 要 Mac、photoshop 興味がある方歓迎です 時給：1,100円

Ga-490 一般事務・データ入力事務 パート 14   その他 吹田市江坂町 9：00～17：00 土・日・祝日 1 不問 PC入力及びスマホ入力 時給：1,060円

※２０２１年１２月２５日～２０２２年１月２４日の新着求人で、現在公開中の求人になります。詳細な求人票はJOBナビすいたでご覧頂けますので、ご応募をご希望の場合はJOBナビすいたまでご来所ください。
尚、企業様の状況により、求人が終了していることもございますので、ご了承くださいますようお願い申し上げます。 3


