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№ 職種 時間帯（詳細） 就業日 交代制他 休日 所在地 資格、その他の条件 募集期限

1222 清掃 9：00～17：00 月～金
シフト制（月
10日程度）

土・日・祝、年末年始 昭和園
トイレ清掃、敷地内の除草等。ポリッ
シャーによる特別清掃あり。

要調整

1221 清掃 7：00～11：45 月～金 シフト制 土・日・祝、年末年始
三島１丁目　消防
本部

制服貸与あり。
月１回、土曜日特別清掃（床洗浄・ワッ
クスがけ）有り（ローテーション）

要調整

1220 施設管理
水：13：00～17：00
土：9：00～17：00

水・土
シフト制(月
4.5日程度）

水・土以外 千里丘3丁目
図書受付・事務・清掃など
2名で交代、1名ずつ就業

要調整

1219 貸室等受付点検 17:00～22:15 毎日
ローテーショ
ン就業

第4水曜、年末年始 南千里丘
作業服貸与あり。
※パソコン操作のできる方

要調整

1207 自転車指導員 8：00～11：00 毎日
シフト制（月
10日程度）

年末年始（12/29-
1/3）

モノレール南摂津
駅周辺

作業服貸与あり。駅周辺他を徒歩で巡
回して、放置自転車に警告札を貼付。

要調整

1206
放置自転車等の指
導

8：00～11：00、16：00～19：00 毎日
シフト制（月
10日程度）

年末年始（12/29-
1/3）

阪急正雀駅周辺
作業服貸与あり。駅周辺他を徒歩で巡
回して、放置自転車に警告札を貼付。

要調整

1205
放置自転車等の指
導

8：00～11：00、
16：00～19：00

毎日
シフト制（月
15日程度）

年末年始（12/29-
1/3）

ＪＲ千里丘駅西口
周辺

作業服貸与あり。駅周辺他を徒歩で巡
回して、放置自転車に警告札を貼付。

要調整

1198 清掃 8：30～12：00 月～金 シフト制 土・日・祝、年末年始 南千里丘 作業服貸与あり。 要調整

1197 施設管理 17：00～22：15
第4水曜日を除
く

シフト制 12月31日～1月3日 別府2丁目
電話対応、その他の業務。
作業服貸与あり。

要調整

1196 施設管理
平日）6：30～8：30、18：00～19：30
土曜）6：30～19：30

月～土 シフト制 日・祝、年末年始 南千里丘 作業服貸与あり。 要調整

1195 施設管理
16：45～翌朝8：45
22：00～翌朝8：45（仮眠あり）

毎日 シフト制 無し 南千里丘 作業服貸与あり。 要調整

1194 施設管理 8：45～16：45 毎日 シフト制 無し 南千里丘 作業服貸与あり。 要調整

1193 清掃
7：00～9：00
7：00～13：00

毎日 シフト制 第4月曜、年末年始 香露園 作業服貸与あり。 要調整

1192 清掃
7：30～11：30
16：00～18：00

月～金 シフト制 土・日・祝、年末年始 三島2丁目
2ヶ月に１回土曜日特別清掃あり。
作業服貸与あり。

要調整

1191 ポンプ場管理
9：00～16：00（4～9月）
9：00～13：00（10～3月）

火～日 シフト制 月曜日 鳥飼下３丁目
簡単な機械操作、除草や清掃もありま
す。

要調整

1190 公園清掃
1日4時間程度
（場所により4時間以上の場合もあ
り）

月・木 交代制無し 月・木以外 摂津市内公園 綺麗好きな方、トイレ清掃あり。 要調整

1189 園務員 13:00～17:00 月～土 シフト制 日・祝・年末年始 鳥飼西3丁目
こども園内の清掃。
1名ずつ就業。
女性向き。

要調整

1188 園務員 14:00～17:00 月～土 シフト制 日・祝・年末年始 千里丘東1丁目
こども園内の清掃。
2名ずつ就業。
女性向き。

要調整

1187 園務員 14:00～17:00 月～土 シフト制 日・祝・年末年始 東別府５丁目
こども園内の清掃。
2名ずつ就業。
女性向き。

要調整

1186 学校管理（夜）
平日…17:00～22:00
土日祝…9:00～17:00、17:00～22:00

毎日 シフト制 年末年始 市内小中学校

校内見回り、教室等の施錠確認など。
4名で交代、1名ずつ就業　・男性向き。
学校、季節により30分繰り上げる場合
有り。

要調整

1185 屋外軽作業 9：00～16：00（昼60分）
月・水・木のうち
で2～3日

シフト制 土・日、年末年始 安威川南町
空き缶、空き瓶等の洗浄、可燃物と不
燃物の仕分け他。

要調整

1184 屋外清掃
7：00～9：00、17：00～19：00
（季節による変動あり）

毎日 シフト制
12月31日～1月3日
のみ

南千里丘
夏期のみ16時～19時まで樹木散水あ
り。

要調整

1183
放置自転車等の指
導

8：00～11：00
11：00～14：00
16：00～19：00

日～土 シフト制
年末年始（12/29-
1/3）

ＪＲ千里丘駅東口
周辺

作業服貸与あり。駅周辺他を徒歩で巡
回して、放置自転車に警告札を貼付。

要調整

1182 清掃 7：00～15：00 月～金 シフト制 土・日・祝、年末年始
三島1丁目　中央送
水所

土曜日特別清掃あり。（月１回程度）
制服貸与あり。

要調整

1181 施設管理 17：15～翌朝8：45 毎日 シフト制
三島1丁目　摂津市
水道部

土日祝交替で8：45～17：15まで就業有
り。

要調整

1180 清掃
火9：00～13：00
金9：00～13：30

火・金 交代制無し 年末年始
鶴野１丁目
環境センター

制服貸与あり。 要調整

1179 清掃 7：00～14：00 月～金 シフト制 土・日・祝、年末年始
鶴野１丁目
環境センター

2ヶ月に１回土曜日特別清掃あり。 要調整

1178 清掃 7：00～9：00 月～金 交代制無し 土・日・祝、年末年始
鶴野１丁目
環境センター

制服貸与あり。 要調整

就業情報②　（就業年限による後任の募集）
摂津市シルバー人材センター
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1177 清掃 17：30～20：30 月～金 シフト制 土・日・祝、年末年始 摂津市役所 制服貸与あり。 要調整

1176 駐車場管理
8：00～15：00
11：00～18：00

月～金 シフト制
土・日・祝、年末年始
※3月～5月 土日祝
日出番あり

摂津市役所第2駐
車場

清掃業務が中心となります。
制服貸与あり。

要調整

1175 駐車場管理
8：00～17：00
8：45～17：15
9：00～18：00

月～金　年数回
土日祝あり

シフト制 土・日・祝、年末年始 摂津市役所
屋外の立ち仕事です。
制服貸与あり。

要調整

1174 施設管理
17：00～翌朝9：00
月に数日土日祝日の9:00～17:00就
業あり

365日 シフト制 無し 摂津市役所
夜間の管理（仮眠時間４時間）
制服貸与あり。

要調整

1165 施設管理（夜） 16：30～22：15 毎日 シフト制 第4金曜・年末年始 市内公民館
清掃・接客・事務（金銭取り扱い有り）な
ど。
3名で交代、1名ずつ就業。

要調整

1164 施設管理（昼） 8：30～16：30 毎日 シフト制 第4金曜・年末年始 市内公民館
清掃・接客・事務（金銭取り扱い有り）な
ど。
3名で交代、1名ずつ就業。女性向き。

要調整

1144 施設管理
17:00～～22:15
第4月曜日は8:30～17:30

毎日、年末年始
もあり

シフト制
なし（年末年始も業務
があります）

香露園 要調整

1143 屋外清掃
8：00～12：00（4～10月）
9：00～12：00（11～3月）

月～土 シフト制 日、年末年始 香露園
作業服貸与あり。トイレ清掃あり。
夏季のみ17：00～植木散水あり。

要調整

1123 屋外清掃
7：00～10：00
17：00～19：00
（季節による変動あり）

毎日 シフト制 年末年始 鶴野
9：00～10時：00車指導員。
夏季は散水あり。
作業服貸与あり。

要調整

1118 清掃
7：00～13：00
12：00～18：00

毎日 シフト制 第4水曜、年末年始 別府2丁目
作業服貸与。休館日には特別清掃（交
代制）があります。女性向き

要調整

1117 管理業務
10：00～19：00
11：00～16：00のいずれか

月間9日程度、
シフト制

シフト制
年末年始、祝日は休
み

鶴野
撤収した自転車他を返還。苦情処理が
できる方。金銭取り扱いができる方。作
業服を貸与。

要調整

1113 清掃
7：00～11：00
7：00～13：00
13：00～18：00

月間12日程度 シフト制 第4水曜、年末年始 南千里丘
作業服貸与。休館日には特別清掃（交
代制）があります。女性向き

要調整

1041 清掃
7：00～11：30
（月数回17：00まで延長有り）

月～金 シフト制 土・日・祝、年末年始 摂津市役所
月2回、土曜日特別清掃
（床洗浄・ワックスがけ）有り。
作業服貸与あり。

要調整

※センターでは、より多くの方に対してなるべく公平に就業先をご紹介すること、依頼主にもよりご満足いただくことなどを目的に就業年限を設けています。
現在就業中の会員が就業年限を迎えるため、後任として働く方を募集しています。ただし、日程調整などに日数を要するため、余裕を持ってお申込みをお
願いします。


