高槻市・島本町版
フルタイム編

６/８

号

毎週月曜日発行

求人のくわしい内容については、ハローワークでご確認ください。
応募にあたっては、ハローワークの紹介状が必要です。
なお、求人は申込み時点のものであり、すでに募集を終了している場合があります。
ハローワーク茨木
こちらの求人フリーペーパーは、ハローワーク茨木ホームページにも掲載しています。
ホームページ

高槻市

高槻市営バス「今城塚古墳前バス停」下車徒歩１分

高槻市

高槻市営バス「下田部団地バス停」下車徒歩７分

サービス提供責任者

看護補助

月給

月給

201,700円

170,100円

介護等を必要と認定された方
の家庭を訪問し、食事・入
▶賃金
～
浴・排泄などを介助する「身
261,100円 体介護」や掃除・洗濯・買い
▶就業時間
物 調理などの「生活援助」
(1)9時00分～17時45分 を訪問介護計画に沿って行っ
ていきます 訪問介護計画や
シフトの作成 経験は不問で
す、未経験の方には研修制度
があります パソコン（専用
ソフト、ワード、エクセル）
▶資格
介護福祉士・介護職員 を使って定型フォームの入力
初任者研修修了者
があります
社会福祉法人

大阪府社会福祉事業団

特別養護老人ホーム高槻荘

高槻市郡家新町４８－７ 「特別養護老人ホーム
27150- 9016201
▶求人番号

高槻市

ＪＲ京都線高槻・阪急京都線高槻市

から

高槻荘」

徒歩10分

▶賃金
▶就業時間

(1)8時30分～16時30分
(2)7時00分～15時00分
(3)16時00分～0時00分

医療法人 健和会
高槻市登町３３－１
医療法人 健和会
27150- 9036601
▶求人番号

社内システム構築運用保守管理

月給

月給
205,000円

280,000円

▶就業時間
(1)8時00分～17時00分

▶資格
普通自動車運転免許あ
れば尚可

建設工事業における労務管
理及び事務業務全般 社員
の採用計画・選考及び社員
教育 ＯＪＴの管理 パソ
コン操作（Ｅｘｃｅｌ・Ｗ
ｏｒｄ） その他書類作成
及び書類管理 電話対応及
び来客応対等 ＊＊＊ 急
募 ＊＊＊

田村左官工業 株式会社
高槻市城西町４－１１
27150- 8765701
▶求人番号

本部

高槻市 京阪バス「北大塚バス停」下車徒歩１分

197,000円

～

病棟での看護補助業務 食
事介助、リハビリ移送、入
浴介助、清拭、排せつ介
助、リネン交換等

▶資格
介護福祉士・介護職員
初任者研修修了者

総合事務
▶賃金

～
252,400円

▶賃金

～
223,600円

▶就業時間
(1)9時00分～17時30分

社内システムの運用保守管
理 各支店営業所の社員に
対しての問い合わせの対応
得意先・仕入先よりくる社
内ネットワーク等の内容確
認に対しての対応 各種ア
カウントやライセンス管理

▶資格
普通自動車運転免許あ
れば尚可
シンワ株式会社
高槻市大塚町５－１－２
シンワ株式会社
27150- 9001301
▶求人番号

求人に関するお問い合わせは・・・ハローワーク茨木 職業相談部門
０７２－６２３－２５５１ 部門コード４１＃ まで

本社

高槻市 高槻市営バス 真上南バス停下車 徒歩５分

高槻市 高槻市営バス 真上南バス停下車 徒歩５分

事務職（労務）

介護職

▶賃金

月給

月給

170,000円

195,000円

～
250,000円

▶就業時間
(1)9時00分～18時00分

▶資格

▶賃金

従業員の入退職手続き雇用
契約、勤怠管理、給料計
算、衛生管理等＊社保・労
保、労災手続きの経験もし
くは各種法令の基礎知識の
ある方優遇します。＊必要
なときはケア業務（見守り
等）に入ることもあります

～
250,000円

▶就業時間
(1)9時00分～18時00分
(2)7時00分～16時00分
(3)11時00分～20時00分

▶資格

※介護職 ＊サービス付き
高齢者向け住宅に入居され
ている方への介護業務全般
（身体介護・食事・入浴・
排泄介助） ＊関係者との
連携調整・相談業務等 ＊
正社員登用を前提としてい
ます

普通自動車運転免許・介護職員初
任者研修修了者・ホームヘルパー
２級

ホームヘルパー２級・介護職員初
任者研修修了者

株式会社 アットホーム
高槻市西真上１－２８－１８
27150- 8976701
▶求人番号

株式会社 アットホーム
高槻市西真上１－２８－１８
27150- 8945001
▶求人番号

高槻市

高槻市営バス「南平台３丁目西バス停」下車徒歩１分

高槻市 高槻市内各保育園等

指導員（障がい児童通所支援）契約社員
児童発達支援と放課後等デ
イサービス事業での支援を
▶賃金
～
おこなう 【就業地：群家
180,000円 新町・大冠町・南平台のい
▶就業時間
ずれか】 児童（２才～１
(1)9時00分～18時00分 ８才）への通所支援及び相
談支援 送迎（８人乗りワ
ゴン車・軽自動車の運転及
び添乗） 事務（記録・請
求等）ＰＣを使用しての事
▶資格
務含む 行事・余暇支援・
保育士・普通自動車運 家族支援 ＊＊＊ 急募
転免許
＊＊＊

任期付看護師

月給

月給

163,000円

232,760円

社会福祉法人 花の会
高槻市南平台３－２９－９
27150- 8715401
▶求人番号

高槻市 高槻市営バス 栄町バス停 徒歩１分

▶賃金

～
232,760円

▶就業時間
(1)8時45分～17時15分

▶資格
看護師
高槻市役所
高槻市桃園町２－１
27150- 9113501
▶求人番号

高槻市 ＪＲ高槻 から 徒歩15分

電気工事工
▶賃金

調理員

月給

月給

250,000円

160,000円

▶賃金

～
350,000円

▶就業時間
(1)8時00分～17時00分

電気工事工 ビル・マン
ション、官公庁関係におけ
る電気工事一般 ※未経験
者は４０歳以下の方は応募
可能です （省令３号の
イ）

保育所・認定こども園その
他施設における保健関係業
務及び病児保育室における
看護関係業務

～
160,000円

▶就業時間
(1)8時30分～14時30分

郵便局職員食堂の調理の仕
事です。・調理全般・パー
ト職員（２名）の管理・昼
食７０食前後

▶資格
不問

▶資格
調理師

守口電設工業 株式会社
高槻市芝生町２－７ー２４
27150- 9021401
▶求人番号

株式会社デイリーフーズ
滋賀県草津市木川町３３６番３４
25060- 5634201
▶求人番号

求人に関するお問い合わせは・・・ハローワーク茨木 職業相談部門
０７２－６２３－２５５１ 部門コード４１＃ まで

