
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-229 調剤事務募集・南山堂市民病院前薬局 正社員 05   卸売・小売業 吹田市岸部新町
9：00～18：00
10：30～19：30

日　祝日　その他 64 1号 1 不問
調剤薬局等で医療事務勤務経験ある方は優遇
普通免許あれば尚可

192,800円～270,000円

Aa-230 （障）事務／大阪市北区 契約 03   情報通信業 大阪市北区中之島 9：00～17：30 土　日　祝日　その他 2 経験要 障害者枠
パソコン操作（ワード、エクセルを使用してデータ入
力、資料作成ができる人）

220,500円～287,300円

Aa-231 一般事務 正社員以外 11   その他サービス業 吹田市朝日町 9：00～17：00 土　日　祝日 1 経験要 事務3年以上の経験 147,000円

Aa-232 品質管理 正社員 02   製造業 吹田市岸部中 8：00～17：00 その他 40 3号のｲ 1 不問 172,550円～204,000円

Aa-233 【指定管理】貸室業務（吹田市） 契約 11   その他サービス業 吹田市古江台
9：30～20：15の間の
7時間以上

その他
休日はシフトによる

1 経験要

接客経験
早番・遅番・土日祝いずれの勤務も可能な方
受付業務経験あれば尚良し

基本的なPC操作

164,542円

Aa-234 調剤事務のスタッフ 正社員 13   医療・福祉 吹田市津雲台
9：00～20：00の間の
8時間

日-祝　他平日１日 40 3号のｲ 2 不問 接客業の経験・登録販売者の資格　あれば尚可 180,000円～230,000円

B-782 機械設計技術職 正社員 08   専門・技術サービス業 吹田市南金田 8：45～17：45 土　日　祝日　その他 59 1号 1 経験要
機械設備設計経験者　（業界経験者歓迎）
機械工学を履修

270,000円～470,000円

B-783 電気設備設計技術職 正社員 08   専門・技術サービス業 吹田市南金田 8：45～17：45 土　日　祝日　その他 59 1号 1 経験要

電気設備設計経験者　（業界経験者歓迎）
電気工学を履修
第1～3種電気主任技術者　その他技術関係資格　あ
れば尚可

270,000円～470,000円

B-784 建築設計技術職 正社員 08   専門・技術サービス業 吹田市南金田 8：45～17：45 土　日　祝日　その他 59 1号 1
経験+資

格要

建築設計経験者　（業界経験者歓迎）
建築学を履修
一級建築士資格　必須

350,000円～470,000円

B-785 土木設計技術職（経験者募集） 正社員 08   専門・技術サービス業 吹田市南金田 8：45～17：45 土　日　祝日　その他 59 1号 1 経験要
土木設計経験　（業界経験者歓迎）
土木工学を履修

280,000円～350,000円

C-834 営業 正社員 05   卸売・小売業 吹田市津雲台
8：30～17：30
8：30～12：00

日・祝・その他 1 不問 要 大卒等 200,000円 （大卒）

C-835 営業職 正社員 02   製造業 吹田市岸部中 7：00～16：00 水・日　その他 50 3号のｲ 1 不問 要
あれば尚可：ルート営業経験
必須：普通自動車免許（AT限定不可）

206,850円～221,560円

JOBナビすいた　求人一覧１０月分（２０２２年１０月２５日現在）

※２０２２年９月２３日～２０２２年１０月２５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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C-836 営業 正社員 01   建設業 吹田市南吹田 8：00～17：15 土・日・祝日 その他 40 3号のｲ 1 不問 要 普通自動車免許（AT限定可） 230,000円～270,000円

C-837 官公庁営業職（大阪） 正社員 08   専門・技術サービス業 吹田市南金田 8：45～17：45 土　日　祝日　その他 35 3号のｲ 1 不問 要 258,000円～300,000円

Eb-782
運転手【社員送迎・役員車運転】、社内
庶務

契約 05   卸売・小売業 吹田市南金田 7：50～16：50 土日祝 1 不問 要 運転手、庶務のご経験 196,000円～227,000円

Eb-783 ビルの清掃作業（吹田市） 正社員 11   その他サービス業 吹田市西御旅町 7：00～16：00 土　日　祝日　その他 1 不問 147,000円

Eb-784 警備（吹田市津雲台） 契約 11   その他サービス業 吹田市津雲台
9：00～8：59
17：00～9：00

その他 18 2号 1 不問 156,750円

Eb-785 工事管理 正社員 01   建設業 吹田市原町 8：00～17：00 土・日・祝 35 3号のｲ 1 不問 210,000円～270,000円

Eb-786
デイサービスの介護職/かがやきデイ
サービス千里山/新店

正社員 13   医療・福祉 吹田市千里山竹園
8：00～17：00
8：30～17：30
9：00～18：00

日　その他 64 1号 2 不問 要
介護職員初任者研修修了者、ホームヘルパー2級
あれば尚可

231,000円～245,000円

Eb-787
介護職兼生活相談・日勤／かがやき
デーサービス千里山／新店

正社員 13   医療・福祉 吹田市千里山竹園
8：00～17：00
8：30～17：30
9：00～18：00

日　その他 64 1号 1 資格要 要
介護福祉士、社会福祉士　必須
社会福祉主事任用資格等、生活相談員になれる資
格　いずれかの免許、資格所持で可

241,000円～255,000円

Eb-788
デイサービスの看護職/かがやきデイ
サービス千里山/新店

正社員 13   医療・福祉 吹田市千里山竹園 8：30～17：30 日　その他 64 1号 1 資格要
看護師　必須
准看護師　必須
いずれかの免許で可

265,000円～275,000円

Eb-789 仕上げ作業 正社員以外 11   その他サービス業 吹田市岸部中 8：30～17：00 木・日　その他 3 不問 154,017円～154,017円

Eb-790 タクシー乗務員（隔勤・昼日勤・夜日勤） 正社員 04   運輸業 吹田市東御旅町
8：00～2：00
10：30～18：30
20：30～4：30

日　その他 10 不問 要
あれば尚可：普通自動車二種免許
会社負担にて普通自動車二種免許取得制度あり

174,592円～264,000円

Eb-791 倉庫内作業 準社員 05   卸売・小売業 茨木市彩都

8：00～17：30
9：00～18：30
12：30～22：00
又は22：00～7：30の
間の8時間程度

その他 2号 10 不問 207,360円～250,560円

※２０２２年９月２３日～２０２２年１０月２５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-183 販促物の検品・出荷 パート 02   製造業 吹田市豊津町
10：00～15：00
10：00～12：00

土　日　祝日　その他 59 1号 1 不問 時給：1,023円～1,200円

Fd-185 福祉訪問業務 パート 11   その他サービス業 吹田市幸町 9：00～17：30 土　日　その他 1 不問 時給：1,183円～1,183円

Fd-186 歯科衛生士 パート 13   医療・福祉 吹田市山田西
8：30～12：30
14：30～19：30

日・祝日・その他 1 資格要 資格（歯科衛生士）があれば経験なくても応募可 時給：1,550円～1,550円

Fd-187 ビルの清掃作業（吹田市） パート 11   その他サービス業 吹田市西御旅町 7：00～13：00 土　日　祝日　その他 1 不問 時給：1,050円

Fd-189 清掃スタッフ パート 10   生活関連サービス業 吹田市芳野町
11：00～15：00
7：30～16：00

その他・月・金 69 1号 2 不問 時給：1,030円

Fd-190 清掃作業 パート 11   その他サービス業 吹田市円山町他２ヵ所
8：00～16：00の間の1
時間程度

その他 2 不問 就業場所近くに別の清掃作業場所あり・Wワーク可 時給：1,023円

Fd-191 日常清掃員（吹田市） パート 11   その他サービス業 吹田市内本町
7：00～12：30
12：30～18：00

シフト制 4 不問 時給：1,023円

Fd-192
分譲マンション管理員（吹田市）60歳以
上

パート 07   不動産業 吹田市岸部中 9：00～12：00 日・祝日・その他 1 不問 時給：1,025円

Fd-193
分譲マンション管理員（吹田市）60歳以
上

パート 07   不動産業 吹田市山田西 9：00～12：00 月火金日祝日その他 1 不問 簡単なパソコン操作（ワード・エクセル入力程度） 時給：1,025円

Fd-194
分譲マンション管理員（吹田市）60歳以
上

パート 07   不動産業 吹田市山田西 16：00～20：00 日・祝日・その他 1 不問 簡単なパソコン操作（ワード・エクセル入力程度） 時給：1,025円

Fd-195
分譲マンション管理員（吹田市）60歳以
上

パート 07   不動産業 吹田市藤ヶ丘町 9：00～17：00 月火金日その他 1 不問 時給：1,025円

Fd-196
分譲マンション管理員（吹田市）60歳以
上

パート 07   不動産業 吹田市千里山星が丘 8：00～11：00 水木日祝日その他 1 不問 簡単なパソコン操作（ワード・エクセル入力程度） 時給：1,025円

※２０２２年９月２３日～２０２２年１０月２５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
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Fd-197 タクシー運転手 パート 04   運輸業 吹田市川岸町
6：30～16：00
18：30～4：00
8：00～2：30

シフト制 65 1号 5 不問 要 時給：1,023円～1,992円

Fd-198 食品製造（玉子焼き） パート 02   製造業 吹田市岸部中
9：00～17：00の間の
5時間以上

その他 1 不問 時給：1,023円～1,100円

Fd-199 工場内作業（ガラスにフィルムを貼る） パート 01   建設業 吹田市南吹田 8：00～17：15 土・日・祝日 その他 4 不問 時給：1,030円

Fd-200 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：1,030円

Fd-201 ウォーターサーバー分解洗浄 パート 02   製造業 吹田市南正雀
8：00～12：30　又は
8：00～17：00の間の
4.5時間

土日祝 2 不問 時給：1,030円～1,100円

Fd-202 清掃（吹田市） パート 11   その他サービス業 吹田市江の木町 7：00～14：45 日・その他 2 不問 時給：1,023円

Fd-203 清掃 パート 11   その他サービス業 吹田市岸部北
6：00～15：00
15：00～19：00
15：00～22：00

シフト制 2 不問 時給：1,050円

Fd-204 清掃 パート 11   その他サービス業 吹田市岸部北

7：00～12：00
7：00～15：00
15：00～19：00
15：00～22：00

シフト制 3 不問 時給：1,050円

Fd-205 ライフシェア（役割代行）サービス パート 01   建設業 寿町
9：00～18：00の間の2
時間以上

その他 5 不問 時給：1,023円～1,500円

Fd-206 組立作業 パート 02   製造業 岸部南 8：00～17：00
日・その他（第2土曜
日）

2 不問 あれば可（工場での勤務経験） 時給：1,023円～1,050円

Fd-207
デイサービスの介護職／かがやきデイ
サービス千里山／新店

パート 13   医療・福祉 吹田市千里山竹園
8：00～17：00
8：30～17：30
9：00～18：00

シフト制週休二日制 2 不問
デイサービスでの介護経験あれば尚可
普通自動車運転免許　あれば尚可

時給：1,230円

Fd-208
介護職兼生活相談員業務／かがやきデ
イサービス千里山／新店

パート 13   医療・福祉 吹田市千里山竹園
8：00～17：00
8：30～17：30
9：00～18：00

シフト制週休二日制 2 資格要

介護福祉士、社会福祉士　いずれかの免許・資格所
持で可
介護職経験あれば尚可
普通自動車運転免許　あれば尚可

時給：1,250円～1,350円

※２０２２年９月２３日～２０２２年１０月２５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。 4
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Fd-209
夜勤介護職・お泊りケア／かがやきデイ
サービス千里山／新店

パート 13   医療・福祉 吹田市千里山竹園
17：00～10：00
実働15時間（休憩2時
間）

シフト制週休二日制 18 2号 2 資格要

介護職経験あれば尚歓迎
介護職員初任者研修修了者　あれば尚可
介護初任者研修以上の資格または介護職経験あり
が必須

時給：1,100円

Fd-210
デイサービスの看護職／かがやきデイ
サービス千里山／新店

パート 13   医療・福祉 吹田市千里山竹園
8：30～17：30
9：00～17：15

シフト制週休二日制 2 資格要 看護師、准看護師　いずれかの免許・資格所持で可 時給：1,560円～1,660円

Fd-211
給食調理・高齢者住宅で（かがやきデイ
サービス千里山）新

パート 13   医療・福祉 吹田市千里山竹園
10：30～13：30
16：00～19：00

シフト制
週1日～週6日

2 不問 給食調理などの経験のあれば尚歓迎 時給：1,030円

Fd-212
（障）お弁当の盛付、パソコン作業、その
他軽作業

パート 13   医療・福祉 吹田市原町
9：00～14：00
11：00～16：00

シフト制 2 不問 障害者枠 時給：1,023円

Fd-213
（障）インターネットでの作業（ネットショッ
プ等）

パート 13   医療・福祉 吹田市原町
9：00～14：00
11：00～16：00

シフト制 2 不問 障害者枠 時給：1,023円

Fd-214
社内食堂の調理補助・後片付けスタッフ
（南金田）

パート 11   その他サービス業 吹田市南金田 10：30～15：00 土日祝日 1 不問 時給：1,023円

Fd-215
マンションコンシェルジュ（大阪市東淀川
区）

パート 11   その他サービス業 大阪市東淀川区
17：00～22：00の間の
5時間程度

火、木その他 1 不問 時給：1,300円～1,350円

Fd-216 清掃 パート 11   その他サービス業 吹田市岸部中
8：00～11：00
8：00～11：10

日、木その他 1 不問 時給：1,030円

Fd-217 軽作業 パート 02   製造業 吹田市高城町
11：00～18：00
の間の4～5時間

土・日・祝 1 不問 時給：1,050円

Fd-218 映像音響機器設営スタッフ パート 05   卸売・小売業 吹田市垂水町
8：00～21：00の間の8
時間

土・日・祝その他 2 不問 要 時給：1,030円

Fd-219
(障）食品の製造（就労継続支援A型ー
雇用型）

パート 02   製造業 摂津市別府
7：00～16：00の間の4
時間程度

土・日・祝 3 不問 障害者枠 時給：1,023円～1,200円

Fd-220 留守家庭児童育成室補助員（パート） パート 14   その他
吹田市立小学校内に
設置の留守家庭児童
育成質のいずれか

13:00～18：30
8：30～17：15
9：45～18：30

日　祝日　その他 20 不問 時給：1,240円

※２０２２年９月２３日～２０２２年１０月２５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。 5



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）

JOBナビすいた　求人一覧１０月分（２０２２年１０月２５日現在）

Fd-221
留守家庭児童育成室指導員（放課後児
童支援員/学童支援員）

パート 14   その他
吹田市立小学校内に
設置の留守家庭児童
育成質のいずれか

13:00～18：30
8：30～17：15
9：45～18：30

日　祝日　その他 51 資格要

必須：保育士、幼稚園教諭免許（専修・１種・２種）、小
学校教諭免許（専修・１種・２種）〔放課後児童支援員
必須　※その他求人に関する特記事項欄参照］
いずれかの免許・資格所持で可
あれば尚可　：　学童保育や保育施設での実務経験

時給：1,328円

Fd-222 清掃作業員（吹田市） パート 11   その他サービス業 吹田市岸部新町６－１
13：00～16：00
7：00～10：00
11：00～16：00

その他 2 不問
経験者優遇
ビルクリーニング技能士　あれば尚可

時給：1,025円～1,100円

Fd-223 工場内清掃（吹田市） パート 11   その他サービス業 吹田市西の庄町
7：00～17：00の間の5
時間程度

その他 1号 2 不問 時給：1,050円～1,100円

Ga-528 一般事務 パート 11   その他サービス業 吹田市朝日町 9：00～17：00 土・日・祝 1 不問 時給：1,050円

Ga-529 一般事務 パート 11   その他サービス業 吹田市朝日町 9：00～17：00 土・日・祝 60 3号のﾆ 1 経験要
高齢者（60才以

上）
事務経験３年以上 時給：1,050円

Ga-530 営業事務員 パート 05   卸売・小売業 吹田市南吹田 8：30～17：30 土・日・祝 1 不問 簡単なPC操作できる方 時給：1,050円～1,200円

Ga-531 タイピング作業（入力メイン） パート 05   卸売・小売業 大阪市北区西天満

10：00～14：00
11：00～15：00
14：00～18：00
または 10：00～18：00
の間の3時間以上

土　日　祝日 59 1号 1 不問 子育両立支援 エクセルが使える方（基本レベル） 時給：1,030円～1,200円

Ga-532 パソコンを使った事務作業（事務全般） パート 05   卸売・小売業 大阪市北区西天満

10：00～14：00
11：00～15：00
14：00～18：00
または 10：00～18：00
の間の3時間以上

土　日　祝日 59 1号 1 不問 子育両立支援 エクセルが使える方（基本レベル） 時給：1,030円～1,200円

Ga-533 調剤事務 パート 05   卸売・小売業 東淀川区西淡路
9：00～19：30の間の
4～5時間程度

日・祝 2 不問 レセプト入力あり 時給：1,050円～1,100円

Ga-534 調剤薬局スタッフ パート 13   医療・福祉 吹田市津雲台
9：00～21：00の間の
4時間以上

日・祝　シフト制 59 1号 2 不問 Eメール・PC・レセプト入力あり 時給：1,023円～1,100円

Ga-535 一般事務≪急募≫ パート 09   宿泊・飲食サービス業 吹田市穂波町 9：00～13：00 土・日・祝　その他 1 経験要
必須：事務経験者
PCスキル：ワード（文書作成）・エクセル（表計算程
度）

時給：1,150円

※２０２２年９月２３日～２０２２年１０月２５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。 6


