
　2月20日～3月15日受理求人  発行日:3月16日

ハローワーク枚方

ハローワーク枚方 TEL 072-841-3363  （部門コード 41#）

〒573-0031 大阪府枚方市岡本町７－１ （枚方ビオルネ６階）

ホームページ http://osaka-hellowork.jsite.mhlw.go.jp/list/hirakata/

60歳以上 の

求人情報

フルタイム

ハローワークは生涯現役で活躍したい方を

応援しています！！

枚方市、寝屋川市、交野市、その他の

フルタイム求人を掲載しています

応募するためには ハローワークの紹介状が

必要です！

ハローワーク枚方へお越しください。

詳細情報の載った求人票をお渡しします。

応募するかどうか考え中の方も

ハローワークの窓口をご利用ください！

現在募集中かどうかや応募者数などが

わかります。



資格・経験 資格・経験

正社員以外2人   年齢:60歳以上 交通費:実費支給  車通勤可 正社員以外20人   年齢:不問 交通費:なし  車通勤不可

勤務時間 (1)7時45分～17時15分 時間外 勤務時間 (1)8時00分～17時00分 時間外
20時間 10時間

資格・経験 資格・経験

正社員以外20人   年齢:不問 交通費:なし  車通勤不可 正社員以外10人   年齢:60歳以上 交通費:実費支給  車通勤不可

勤務時間 (1)8時00分～17時00分 時間外 勤務時間 (1)8時00分～17時00分 時間外
10時間 10時間

資格・経験 資格・経験

正社員2人   年齢:60歳以上 交通費:なし  車通勤不可 正社員2人   年齢:18歳～64歳 交通費:実費支給  車通勤不可

勤務時間 (1)8時00分～17時00分 時間外 勤務時間 (1)10時00分～9時59分 時間外
(2)9時00分～18時00分 10時間 (2)10時00分～20時00分 30時間

 1 　【寝屋川市】　植木・造園（６０歳以上）  2 　【寝屋川市】　ダンプのタイヤ洗いスタッフ

・剪定作業    ・造園工事    ・外構工事      ＊週
４日以上勤務可能な方（週４日は日割計算）
※給与は経験・資格などによって決定します

＊建設現場に行き来するダンプのタイヤを洗ったり、  シートをかけたりす
るとても簡単なお仕事です。  ＊現場からダンプが出入りする際、近隣の
道路を泥で  汚さないように、タイヤを洗浄機で洗っていただきます。    ＊
お仕事はとても簡単ですが、現場と近隣が良い関係で  いるためには大変
重要なお仕事です。  ＊現場に１人で行くことはほとんどなく、未経験の方
でも  仲間が仕事を教えてくれるので安心して作業ができます。    ☆必要
な道具類は無料で貸出しています。  ＊急募＊

マンションや個人邸にある樹木の伐採・移植などの造園工事作業のお手
伝いをしていただきます。    ☆はじめての方でも出来る仕事がたくさんあ
ります。  ☆主に樹木や土・資材の運搬や除草等の集草・清掃などの  仕
事に携わっていただきます。（未経験者歓迎！）  ☆他府県からの応募も
大歓迎！すぐに入居できる寮完備！  ☆２０代～６０代まで幅広い世代が
活躍できる職場です。  ☆寮より徒歩１分のところにコンビニとワークマン
があります。  ☆大手企業の案件も多く、安定したお仕事です。

道路工事現場や駐車場など、通行する人や車両の誘導を行うことで交通
の安全確保に貢献しています。経験者や資格者は能力や資格により手当
等で優遇致します。  未経験者の方には社内で研修を実施し、知識や誘
導方法など一から丁寧に指導することで、すぐに活躍できるようになりま
す。    高齢者の方や、長く働きたい方、決めた期間のみ働きたい方など
幅広く受け入れしています。お問合せでも結構ですので、気になりましたら
ご連絡ください。

  不 問   不 問

求人番号 27020-19346731

  不 問

 3 　【寝屋川市】　造園・清掃スタッフ（日祝休、日払、週払可）未経験可

京阪本線寝屋川市から徒歩7分 京阪・寝屋川市駅、大阪メトロ・大日から徒歩15分

京阪「寝屋川市」から徒歩15分

3月8日受理求人    現在の応募者数0人 3月9日受理求人    現在の応募者数0人

株式会社バイセップス

京阪・寝屋川市駅、大阪メトロ・大日から徒歩15分
求人番号 27020-19335231 求人番号 27020-19717731

株式会社中井造園 株式会社バイセップス

3月1日受理求人    現在の応募者数0人

3月1日受理求人    現在の応募者数0人 3月8日受理求人    現在の応募者数0人

＊大学施設内での警備スタッフ    ・受付  ・出入
管理  ・巡回  ・立哨    【急募】

株式会社バイセップス

 4 　【寝屋川市】　警備業務（交通誘導警備）

求人番号 27060- 9365231 求人番号 27030- 7916531

  不 問   不 問

 5 　【枚方市】　警備員 ※急募 ※生涯現役８０歳以上歓迎  6 　【寝屋川市】　施設警備スタッフ（正社員）【急募】

剪定作業３年以上の経験者      普免

求人番号 27130- 3185831

・交通誘導警備  ・イベント雑踏警備等  簡単な歩行者への声掛けの
お仕事    ＊最初の間は多人数の現場となる為、安心です。  ＊幅広
い年齢層の方が活躍中です。  ８０歳以上の方も歓迎します。  ＊生
涯現役で、年齢を気にすることなく就労して頂けます。  出勤日数等
相談に応じます。  大阪府枚方市・京都府八幡市・木津川市・精華町
その他近隣地区の各現場  居住地を考慮し、近くの現場に配置（直
行・直帰）

株式会社第一管財 株式会社ユニテックス

3月7日受理求人    現在の応募者数0人

月給:187,516円～200,000円   賞与　あり

月給:192,000円～364,000円   賞与 年3回1.00ヶ月分 月額(日給):201,400円～286,200円   賞与 なし

月額(日給):222,600円～307,400円   賞与 なし 月額(日給):182,750円～258,000円   賞与 なし

月額(日給):176,300円～176,300円   賞与 なし

休日・曜日:日他     年間休日数:120日 休日・曜日:日祝他     年間休日数:110日

休日・曜日:日祝他     年間休日数:110日 休日・曜日:他     年間休日数:107日

休日・曜日:他     年間休日数:107日 休日・曜日:他     年間休日数:105日
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資格・経験 資格・経験

正社員以外1人   年齢:不問 交通費:実費支給  車通勤不可 正社員以外1人   年齢:不問 交通費:実費支給  車通勤不可

勤務時間 (1)9時00分～17時00分 時間外 勤務時間 (1)9時00分～17時00分 時間外
(2)9時00分～15時00分

資格・経験 資格・経験

正社員以外1人   年齢:不問 交通費:実費支給  車通勤可 正社員以外1人   年齢:不問 交通費:実費支給  車通勤不可

勤務時間 (1)8時00分～16時00分 時間外 勤務時間 (1)6時00分～15時00分 時間外

資格・経験 資格・経験

正社員以外2人   年齢:不問 交通費:実費支給  車通勤可 正社員以外1人   年齢:65歳以上 交通費:実費支給  車通勤可

勤務時間 (1)6時00分～17時30分 時間外 勤務時間 (1)9時00分～18時00分 時間外
10時間

分譲マンションの日常管理  ・【窓口業務】居住者の問い合わせ等に
対応  ・【巡回業務】建物、設備等に異常がないかどうか点検  （電球
が切れていないか等）  ・【立会業務】業者等の点検業務実施状況を
チェック  ・【清掃業務】マンションの廊下やエントランス等の清掃    ※
６０歳以上応募可能。  延長制度により、男女ともに高齢者の方が多
く活躍されています。    ※試用期間（３ヶ月）後、原則３月までの契約
を行い以降１年更新

分譲マンションの日常管理  ・【窓口業務】居住者の問い合わせ等に
対応  ・【巡回業務】建物、設備等に異常がないかどうか点検  （電球
が切れていないか等）  ・【立会業務】業者等の点検業務実施状況を
チェック  ・【清掃業務】マンションの廊下やエントランス等の清掃    ※
６０歳以上応募可能。  延長制度により、男女ともに高齢者の方が多く
活躍されています。    ※試用期間（３ヶ月）後、原則３月までの契約を
行い以降１年更新

京阪本線寝屋川市から徒歩6分

株式会社ゴチソー

株式会社長谷工コミュニティ

求人番号 27010-12710731
京阪本線香里園から徒歩10分

 7 　【枚方市】　分譲マンション管理員（枚方市）【６０歳以上歓迎】

3月3日受理求人    現在の応募者数0人

3月1日受理求人    現在の応募者数1人 2月20日受理求人    現在の応募者数3人

京阪本線光善寺から徒歩8分
求人番号 27010-11117331

 簡単なパソコン（ワード／エクセル）操作が出
来る方 ※パソコン入力程度

3月3日受理求人    現在の応募者数0人

調理業務経験者（家庭内調理のみは不
可）  調理師

調理業務経験者（家庭調理のみ不可）

求人番号 27040- 6773231

 11 　【交野市】　調理師（交野）

京阪交野線交野市から徒歩3分
求人番号 27070- 4337931 求人番号 27130- 3887231

さくら咲株式会社

＊利用者さんに対するアセスメント    ＊個別支
援計画の作成に関する業務    ＊利用者さんと
の面談    ＊利用者さん及びご家族に対する個
別支援計画の説明と交付    ＊モニタリング
＊その他、必要な業務

2月20日受理求人    現在の応募者数0人

株式会社長谷工コミュニティ

老人施設厨房内での調理及び運営管理    朝
食・昼食・夕食各３０食程度

3月13日受理求人    現在の応募者数0人

 簡単なパソコン（ワード／エクセル）操作が出
来る方 ※パソコン入力程度

 8 　【寝屋川市】　分譲マンション管理員（寝屋川市）【６０歳以上歓迎】

実務経験  サービス管理責任者及び相談支援従事者,初
任者研修終了者の有資格者

月給:156,100円～156,100円   賞与 なし 月給:161,600円～161,600円   賞与 なし

月額(日給):192,600円～192,600円   賞与 なし 月額(日給):192,600円～235,400円   賞与 なし

月額(日給):205,200円～226,800円   賞与 なし 月給:300,000円～400,000円   賞与 なし

 12 　【寝屋川市】　サービス管理責任者（６５歳以上）

 9 　【寝屋川市】　調理師（契約社員、寝屋川市）

休日・曜日:金土     年間休日数:104日 休日・曜日:日祝他     年間休日数:85日

休日・曜日:日祝他     年間休日数:108日 休日・曜日:他     年間休日数:108日

休日・曜日:他     年間休日数:105日 休日・曜日:土日     年間休日数:105日

企業内社員食堂での調理業務全般です。  調理、仕込、盛付、配膳、
洗浄など    食数：１４０食程度  お仕事で調理業務経験がある方なら
ぜひ応募ください。  その経験を活かしませんか？  もちろん、調理師
としてのキャリアをお持ちの方なら優遇します    ★求人に関するお問
い合わせは、必ずハローワークの窓口を通してください★  ★★★直
接、病院・施設には問い合わせしないでください★★★

調理業務全般（仕込み、調理、盛付、配膳、洗浄含む）    食数：４
０食程度※ディ・職員食含む    入社前には衛生研修もあり、コロナ
禍でも安心して働けます。      ★求人に関するお問い合わせは、
必ずハローワークの窓口を通してください★    ★★★直接、病院・
施設には問い合わせしないでください★★★

寝屋川市駅から京阪バス菅原神社前バス停から徒歩10分

求人番号 27040- 6685231

 10 　【寝屋川市】　調理員（契約社員・寝屋川市）

株式会社ニチダン株式会社ニチダン

調理師免許必須  調理経験ある方  ブランク可  調理師
食品衛生管理者あれば尚可
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資格・経験 資格・経験

正社員以外5人   年齢:60歳以上 交通費:なし  車通勤不可 正社員以外1人   年齢:60歳～64歳 交通費:実費支給  車通勤不可

勤務時間 (1)8時00分～17時00分 時間外 勤務時間 (1)9時00分～18時00分 時間外
10時間 5時間

資格・経験 資格・経験

正社員以外1人   年齢:60歳以上 交通費:実費支給  車通勤可 正社員以外1人   年齢:65歳以上 交通費:実費支給  車通勤不可

勤務時間 (1)8時30分～17時30分 時間外 勤務時間 (1)9時00分～17時00分 時間外
10時間

資格・経験 資格・経験

正社員以外1人   年齢:不問 交通費:実費支給  車通勤不可 正社員以外2人   年齢:60歳以上 交通費:実費支給  車通勤不可

勤務時間 (1)7時15分～15時15分 時間外 勤務時間 (1)8時30分～17時30分 時間外
(2)8時15分～16時15分 1時間 20時間

3月2日受理求人    現在の応募者数0人

 13 　【寝屋川市】　土木・建設・解体作業員（寝屋川市）＊急募＊

3月8日受理求人    現在の応募者数0人

日本ビルサービス株式会社

2月27日受理求人    現在の応募者数0人

求人番号 27030- 8152831

不動産・ゼネコン・金融業界での経験あれば尚可
不動産・ビル管理関連資格あれば尚可

各種ビルオーナー様、管理者様向けの営業
ビルメンテナンスの新規受託、テナント仲介営業

求人番号 28070- 1548431

 17 　【北区】　コインロッカー管理／北営業所

月給:280,000円～320,000円   賞与 年2回1.50ヶ月分

3月7日受理求人    現在の応募者数0人

＊手荷物管理業務等    鉄道沿線のコインロッ
カーの巡回、点検、清掃    ＊お客様電話対応、
集金補助    ＊６０歳以上の方も活躍されていま
す。

 18 　【中央区】　営業・テナント誘致担当者（経験者）

・土木・建設・解体作業をして頂きます。  ・経験者の方はもちろ
ん、簡単な作業もありますので、高年齢の方や未経験者の方も大
歓迎！    ＊未経験者・高齢者の方も多数いますので、ご安心下
さい。  また、寮もありますので、県外から来られた方も多数いま
す。  ＊寮は３食食事付、Ｗｉ－Ｆｉ無料、全部屋個室です。    ※通
勤・入寮どちらでも可      ＊＊＊急募＊＊＊

東西線心斎橋から徒歩10分

3月2日受理求人    現在の応募者数0人

管理職経験必須  ゼネコン・金融・不動産経験あれば尚
可 Ｗｏｒｄ・Ｅｘｃｅｌ基本操作

 15 　【中央区】　【急募】支店長候補／大阪市／６０歳以上  16 　【中央区】　マンション管理員・清掃員への巡回・指導教育【急募】

株式会社バイセップス

 14 　【中央区】　企画・営業（生産系システムの提案）

  不 問

新栄不動産ビジネス株式会社

当社は昭和４６年創業、全国６支店を展開する無借
金で急成長の建物総合管理会社です。    当社関
西支店の支店長候補を募集します。    営業・マネジ
メント・書類作成などを覚えていただき  支店長を目
指していただきます。    英語できれば尚可

＊マンション管理員の行動予定の調整や入社・
退社の手続き  ＊マンションを巡回して、管理
員、清掃スタッフの指導・教育  ＊その他関連業
務    ※３名のスタッフと協力して行います。

株式会社システムユニ大阪オフィス

3月7日受理求人    現在の応募者数1人

各線梅田から徒歩7分 大阪メトロ心斎橋から徒歩3分

 ＰＣの基本操作（入力程度）

京阪・寝屋川市駅、大阪メトロ・大日から徒歩15分

求人番号 13080-19608731 求人番号 27030- 8971331

丸十興福株式会社 新栄不動産ビジネス株式会社関西支店

  不 問

求人番号 27020-19326831 求人番号 27010-14628131
地下鉄谷町線天満橋から徒歩10分

＊特記事項欄参照 基本的なＰＣ操作
普免あれば尚可

大阪メトロ長堀橋駅から徒歩４分／心斎橋から徒歩7分

月額(日給):222,600円～307,400円   賞与 なし 月給:200,000円～250,000円   賞与 年2回1.50ヶ月分

月給:340,000円～380,000円   賞与 年2回1.50ヶ月分 月給:170,000円～200,000円   賞与 なし

月額(日給):153,573円～153,573円   賞与　年10,000円～100,000円

休日・曜日:日祝他     年間休日数:110日 休日・曜日:土日祝他     年間休日数:125日

休日・曜日:土日祝他     年間休日数:122日 休日・曜日:日祝他     年間休日数:105日

休日・曜日:他     年間休日数:109日 休日・曜日:土日祝他     年間休日数:122日

生産管理システムの導入についての提案活動
・製造業を対象に訪問しシステム提案営業  ・顧
客に要求に基づく提案書作成
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