
　2月20日～3月15日受理求人  発行日:3月16日

60歳以上 の

求人情報

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）

ハローワーク枚方 枚方市、寝屋川市、交野市の

パート求人を掲載しています

パート

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！！

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。

パート

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！！

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

パート1人   年齢:不問 交通費:実費支給  車通勤可 パート3人   年齢:不問 交通費:実費支給  車通勤不可

勤務時間 (1)7時00分～12時00分 時間外 勤務時間 (1)7時45分～12時00分 時間外
(2)14時00分～19時00分 (2)12時00分～16時00分

資格・経験 資格・経験

パート1人   年齢:60歳以上 交通費:実費支給  車通勤不可 パート1人   年齢:不問 交通費:実費支給  車通勤可

勤務時間 (1)7時00分～11時00分 時間外 勤務時間 (1)10時00分～14時00分 時間外
(2)14時00分～19時00分

資格・経験 資格・経験

パート1人   年齢:不問 交通費:実費支給  車通勤不可 パート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)8時30分～11時30分 時間外
(2)15時30分～18時30分

3月9日受理求人    現在の応募者数4人

ホームセンター内の清掃業務  ・床の掃き拭き：
モップ掛け  ・窓拭き：窓拭き用のタオルを使用
・ゴミ回収  ・トイレ清掃        （請負業務）

パナソニックエイジフリー株式会社
 ライフサポート事業部京阪エリア事務所

  不 問

3月14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2人

 5 　【枚方市】　清掃代行員（枚方市）

休日・曜日:土日他     週所定労働日数:週5日程度

時給:1,120円～1,120円   賞与 なし 時給:1,025円～1,025円   賞与 なし

休日・曜日:他     週所定労働日数:週2日以上

3月8日受理求人    現在の応募者数0人 3月13日受理求人    現在の応募者数1人

時給:1,050円～1,050円   賞与 なし 時給:1,030円～1,030円   賞与 なし

求人番号 14010-14468431

 6 　【枚方市】　送迎運転手（枚方中宮ショートステイ）【急募】

 2 　【交野市】　清掃員（交野市）

京阪交野線私市から徒歩8分
求人番号 27030-10015131

シンコースポーツ株式会社大阪支店

・施設内の清掃業務を行っていただきます。
（ホール・会議室・バーベキュー場・各トイレ等）

  不 問

休日・曜日:火他     週所定労働日数:週4日～週5日

時給:1,030円～1,030円   賞与 なし

3月15日受理求人    現在の応募者数2人

時給:1,030円～1,030円   賞与　年0円～0円

  不 問

求人番号 27130- 3813731求人番号 27150- 5612231

 1 　【枚方市】　用務員

社会福祉法人　日本コイノニア福祉会
中宮まぶね保育園

求人番号 28020- 5108031

 インターネットの検索が出来る程度。 未経験でもご指導いたし
ますのでご安心ください。      普免あれば尚可

【６０歳以上限定求人】  ★「丸亀製麺」の店舗清掃を行っているチーム（４
名前後の障がい者）を受け持って頂きます。  ★清掃作業はスタッフが行
い、全体の作業指示や清掃マニュアルを基に手順の確認や作業習得の
サポートをしていただきます。  ★「資格」は一切必要ありません。社内研
修や、外部への講習会参加等を実施しています。    ★現在活躍されてい
る支援員の方々は未経験の方が多く、お仕事についても丁寧に説明いた
しますのでご安心ください。

株式会社オリエントサービス

株式会社ボイス

休日・曜日:土日祝他     週所定労働日数:週5日～週5日

京阪バス関西外大中宮キャンパスバス停から徒歩5分
求人番号 27130- 3741731

光善寺から徒歩10分 京阪交野線宮之阪から徒歩12分

  不 問      福祉関連資格所有者尚可 普免

◎１２０名定員の全年齢０～５歳児の保育施設
で  園児登降園時の見守り、駐車誘導、清掃等
お願いします。

現場清掃員が欠員の現場に出向いての清掃作
業    勤務時間は現場によって変わります    月
曜～土曜の８：００～１６：００の間でご相談    学
歴・経験・資格は問いません、ご応募お待ちして
おります

休日・曜日:他     週所定労働日数:週1日～週5日

京阪御殿山から徒歩10分 ＪＲ東西線星田から徒歩15分

★☆★書類選考無し！現地採用面接実施中！★☆★  短期入居生活介
護（ショートステイ）における  お客様宅と当施設への送迎業務  車両乗降
時の介助補助、安全確認  車両保全（清掃、簡単な動作確認など）  介護
サービスの提供補助    ※午前２時間、午後２時間の１日４時間のお仕事
です。  （午前と午後の時間帯は一旦ご帰宅となります。）  ※送迎車両
（日産キャラバン、トヨタハイエースなど）  ＊＊＊急募＊＊＊  ＊６０歳以
上の方も応募歓迎します。

 3 　【枚方市】　障害者スタッフ支援員／枚方※未経験者歓迎、資格不要  4 　【寝屋川市】　清掃（スーパービバホーム寝屋川店）

株式会社トリドールＤ＆Ｉ

休日・曜日:他     週所定労働日数:週1日～週5日
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資格・経験 資格・経験

パート1人   年齢:不問 交通費:実費支給  車通勤可 パート1人   年齢:18歳以上 交通費:実費支給  車通勤不可

勤務時間 (1)9時00分～16時00分 時間外 勤務時間 (1)8時30分～8時29分 時間外
0時間

資格・経験 資格・経験

パート1人   年齢:不問 交通費:実費支給  車通勤不可 パート2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～17時00分 時間外 勤務時間 時間外

資格・経験 資格・経験

パート1人   年齢:60歳以上 交通費:実費支給  車通勤可 パート2人   年齢:不問 交通費:実費支給  車通勤不可

勤務時間 時間外 勤務時間 (1)6時30分～9時00分 時間外

8時30分～17時00分の間の5時
間程度

9時00分～21時00分の間の3時
間以上

求人番号 25030- 1901431

京阪本線枚方市から徒歩12分 京阪電車寝屋川市から徒歩6分

 8 　【寝屋川市】　施設警備（寝屋川市）

時給:1,023円～2,000円   賞与 なし 時給:1,023円～1,279円   賞与 なし

求人番号 27130- 3823631

3月7日受理求人    現在の応募者数0人
求人番号 27130- 3577131 求人番号 27010-15977331

 10 　【寝屋川市】　ホテルのハウスキーパー

  不 問

文房具用品の工場での施設警備  ・来訪者等の出
入り管理  （構内スピード厳守の声掛け等）  ・巡回
業務など    ◎しっかりとした座学・現場研修がある
ため、  警備未経験の方も安心して始められます！
【６０代歓迎求人】

 9 　【枚方市】　マンション管理員（枚方市朝日丘町）

3月14日受理求人    現在の応募者数0人

休日・曜日:土日祝他     週所定労働日数:週2日～週3日 休日・曜日:他     週所定労働日数:週1日～週2日

株式会社サワーコーポレーション

時給:1,023円～1,100円   賞与　あり

 11 　【枚方市】　お店での接客や調理（エル牧方店）６０歳以上専用求人

  不 問   不 問

出荷前検査業務  品質管理業務  機械組立業
務

  不 問   不 問

3月13日受理求人    現在の応募者数0人3月3日受理求人    現在の応募者数1人

サンヨーホームズコミュニティ株式会社 株式会社ニューコマンダーホテル

クックメディカルフーズ株式会社

 12 　【寝屋川市】　調理業務（みいの郷）

求人番号 27180- 3658731

ドリームフーズ株式会社

店舗での接客サービスや簡単な調理のお仕事です。  給与の週払い
も可能です。  ６０代・７０代の方も楽しく働ける職場です。  グループ
内には、２０年以上勤務いただいている方もたくさんいらっしゃいま
す。    ライフスタイルに合わせて働けるので、平日のみ・昼だけ・夜だ
けの勤務が可能です。  ＊初めての方でも丁寧に教えますので、安
心してください。    ＊６ヶ月ごとの契約更新

有料老人ホーム内厨房  調理、料理盛付、配
膳、洗浄    ＊６０代７０代の方も歓迎します！
※研修を行いますので、初めての方も大丈夫で
す。      ＊＊＊急募＊＊＊

京阪牧方市から徒歩5分 京阪バス三井バス停から徒歩3分

時給:1,025円～1,025円   賞与 なし

関西警備保障株式会社

 7 　【枚方市】　製品の出荷前検査業務

京阪バス津田サイエンスヒルズバス停から徒歩1分 萱島から徒歩15分

休日・曜日:他     週所定労働日数:週2日～週4日

休日・曜日:他     週所定労働日数:週1日以上 休日・曜日:他     週所定労働日数:週2日～週5日

求人番号 27030- 8612731

・完成した製品の出荷検査業務です。  ・検査内容の指示書に
従って完成品の検査をしていただきます。    ・品質管理、出荷
検査業務経験者の方優遇  ・機械組立経験等あれば歓迎  ・こ
れまで培ってこられたものづくりの知識や経験、ノウハウを  次
の時代を担う若者に伝授していただける方、歓迎します。

時給:1,030円～1,030円   賞与 なし 時給:1,023円～1,023円   賞与 なし

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

＊受付等業務    ＊点検業務    ＊立会業務
＊報告連絡業務

ホテルの清掃業務全般  ・客室ベッドメイク  ・ユ
ニットバス清掃  ・リネン類交換  ・アメニティ補
充、在庫管理  ・共用部分清掃  ・大浴場清掃等
※未経験者可

休日・曜日:日祝他     週所定労働日数:週3日～週3日
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資格・経験 資格・経験

パート1人   年齢:不問 交通費:実費支給  車通勤不可 パート2人   年齢:60歳以上 交通費:実費支給  車通勤可

勤務時間 (1)9時00分～15時00分 時間外 勤務時間 (1)17時00分～10時00分 時間外

資格・経験 資格・経験

パート1人   年齢:不問 交通費:実費支給  車通勤可 パート2人   年齢:不問 交通費:なし  車通勤不可

勤務時間 (1)9時30分～13時30分 時間外 勤務時間 (1)11時00分～13時00分 時間外
(2)18時00分～20時00分 1時間

資格・経験 資格・経験

パート2人   年齢:不問 交通費:実費支給  車通勤可 パート2人   年齢:62歳以下 交通費:実費支給  車通勤可

勤務時間 時間外 勤務時間 (1)8時30分～16時30分 時間外

休日・曜日:日祝他     週所定労働日数:週3日程度

8時30分～17時30分の間の3時
間以上

株式会社ニチダン 日本マクドナルド株式会社

企業内社員食堂での調理補助業務全般    盛付・配膳・洗浄片付
けなど  ※レジ業務はありません。提供時の接客はあり。  食数１
４０食程度    社員食堂のランチ時間のみの勤務です。  ★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★
★★

求人番号 13010-24392131
3月1日受理求人    現在の応募者数0人

写真付きのマニュアルとカリキュラムに沿ったサポートで安
心してスタートできます。    ・客席にてお客様の人数に合わ
せた席へのご案内  ・オーダー品をお客様のテーブルへ配
膳  ・客席清掃（拭き掃除、モップがけ）、ごみ交換    ＊全
国のマクドナルドには約７千人のシニアスタッフ  （６０歳～８
０歳代）が在籍しています。

求人番号 27130- 3108931

株式会社ＣＬＡＮ 社会福祉法人永芳会　介護老人保健施設勘右ヱ門

ＪＲ学研都市線津田から徒歩10分

3月3日受理求人    現在の応募者数0人
求人番号 27030- 8547231

ＪＲ学研都市線寝屋川公園から徒歩9分

3月1日受理求人    現在の応募者数1人

 15 　【寝屋川市】　調理補助（パート・寝屋川市）

  不 問

時給:1,100円～1,100円   賞与 なし

時給:1,025円～1,025円   賞与 なし 時給:1,032円～1,032円   賞与 なし

 16 　【寝屋川市】　フロア担当／京阪寝屋川市駅店

京阪本線萱島から徒歩15分

経験者優遇      普免

株式会社やまねメディカル

  不 問  不問

 14 　【寝屋川市】　夜勤介護職・デイのお泊りケア／萱島【６０歳以上限定】

夜間介護職・デイご利用者様の宿泊ケア業務【６０歳以上限定】  ※主
に館内見回りや夕食・翌朝食の配膳やトイレ誘導・排泄介助、  安否
確認等【１勤務、日給１万８０００円】週１～２回【急募】    【６０歳以上
限定】シニア・生涯現役で活躍したい方歓迎  ・平均年齢５５歳、６０歳
以上４割在籍で活躍中  ・シニア世代が生涯現役で働ける職場です
＊資格は介護職経験あり、または介護資格をお持ちの方

休日・曜日:他     週所定労働日数:週1日～週2日

休日・曜日:他     週所定労働日数:週1日～週5日

休日・曜日:他     週所定労働日数:週2日～週5日 休日・曜日:他     週所定労働日数:週3日～週4日

求人番号 27040- 6663331 求人番号 13080-23102431
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 京阪本線寝屋川市

【生活介護】障がいをお持ちの方への通所支援    ＣＬ
ＡＮ寝屋川にて、ハイエースで利用者様の送迎をお願
いします。    ※余裕を持ったスケジュールを設定して
おりますので、安全運転を出来る方であれば大丈夫
です。    ※年齢不問。定年後の方も大歓迎。

 18 　【枚方市】　清掃【急募】

時給:1,023円～1,023円   賞与　年0円～0円

 17 　【寝屋川市】　障がい者支援施設の送迎ドライバー（ＣＬＡＮ寝屋川）

◎介護施設内の清掃業務全般    施設内の清
掃    廊下・階段・居室内の清掃・敷地内のゴミ
収集片付けなど

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:1,023円～1,023円   賞与 なし

3月1日受理求人    現在の応募者数0人

  栄養士 調理師

株式会社南テスティパル

求人番号 27080- 5775031
京阪本線寝屋川市から徒歩25分

○寝屋川市内の小学校給食の調理補助を担当
していただきます。    ＜主な業務＞  食材の下
処理、提供、食器洗浄、厨房内清掃等

 13 　【寝屋川市】　調理補助（寝屋川市）

休日・曜日:土日祝     週所定労働日数:週3日～週5日

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

時給:1,060円～1,060円   賞与 なし
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