
【感染症対策へのご協力のお願い】
・発熱や風邪の症状、倦怠感があるなど体調に不安のある方
は、参加をご遠慮ください。（当日、受付にて非接触型体
温計により 検温を実施します。37.5℃以上の発熱がある
場合は参加をご遠慮いただきます。）

・ご来場の際にはマスクの着用、手洗い・うがいの励行をお
願いします。

・会場内にアルコール消毒液を用意していますので、ご使用
ください。

参加予定の地元企業 １０社

★お問合せ先★
（平日 8:30～17:15）

ハローワーク枚方 職業相談部門

TEL 072－841 – 3363
（部門コード4１＃）

※お電話での面接会、相談会への参加申込は、
上記問合せ先（ハローワーク枚方職業相談
部門）へお願いします。

【主催】寝屋川市、ハローワーク枚方、枚方雇用開発協会

※新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、中止になる場合があります。
※開催当日、8時時点で東部大阪に暴風・大雨の特別警報、暴風警報が発令された場合は、中止とします。

寝屋川市立産業振興センター
寝屋川市東大利町２番１４号

①午前の部 １０時～１２時
（面接受付：予約時間の10分前）

【場所】

【時間】

・面接を受ける企業数分の履歴書（写真付き）
・ハローワーク受付票またはハローワークカード（登録されている方）
・お持ちの方は紹介状

※事前予約制（企業説明のみ希望する場合も予約が必要です）

ハローワーク窓口またはハローワーク枚方へ電話（072-841-3363）して予約
※予約枠に空きがあれば当日参加申込可能です。
（当日申込の受付時間は ①午前の部は１１時２０分まで ②午後の部は１５時２０分まで）

【持ち物】

②午後の部 １４時～１６時
（面接受付：予約時間の10分前）

●ハローワーク枚方の就職支援ナビによる相談会

※事前予約制

★お子様同伴の面接もＯＫ！

ハローワーク枚方
ひらぺんさん

はちかづきちゃん ねや丸くん

寝屋川市

・（株）柏原歯車製作所
・Ｄｕｋａグループ本部
・（社福）種の会池田すみれこども園
・（社福）寝屋川めぐみ園
・（医）河北会
・（株）オールケアライフオールケア寝屋川
・日本タクシー（株）枚方・寝屋川総合営業所
・（株）平和堂アル・プラザ香里園
・（社福）東和福祉会
・（株）ドゥサービス

・上記１０社の他に、寝屋川市の会計年度任用職員（臨時職員）の募集もあります。詳細はＨＰにて公開します。

URL https://jsite.mhlw.go.jp/osaka-hellowork/list/hirakata/news_topics_00010.html詳細はハローワーク枚方ＨＰにて公開
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産業振興センター



事業所名
（就業場所）

職種
雇用
形態

募集
年齢

求人番号
整理
番号

①
（株）柏原歯車製作所
（寝屋川市大成町）

総務事務 パート 不問 27130-1338011 ①－ａ

②
Ｄｕｋａグループ本部
（枚方市御殿山町）

美容師（Ｄｕｋａ Ｗ） 正社員 59歳以下 27130-1341711 ②－ａ

美容師（Ｄｕｋａ Ｗ） パート 59歳以下 27130-1343211 ②－ｂ

③

（社福）種の会
池田すみれこども園

（寝屋川市池田）

保育士あるいは幼稚園教諭 正社員 59歳以下 27130-1333711 ③－ａ

保育士あるいは幼稚園教諭
（フリー保育士）

パート 不問 27130-1335211 ③－ｂ

④
（社福）寝屋川めぐみ園
（寝屋川市緑町）

保育士 パート 不問 27130-1362411 ④－ａ

保育補助 パート 不問 27130-1364311 ④－ｂ

⑤

（医）河北会

（寝屋川市河北東町）

正看護師（病棟） 正社員 18～59歳 27130-1347311 ⑤－ａ

准看護師（病棟） 正社員 18～59歳 27130-1348611 ⑤－ｂ

看護補助者（病棟） 正社員 18～59歳 27130-1350711 ⑤－ｃ

送迎 パート 不問 27130-1351811 ⑤－ｄ

入浴介助（河北病院又はデイサービス） パート 不問 27130-1354411 ⑤－ｅ

施設介護職員
（デイサービス又は有料老人ホーム）

パート 不問 27130-1359111 ⑤－ｆ

訪問介護職（河北病院） パート 不問 27130-1361511 ⑤－ｇ

★求人一覧表★

午前の部（10:00～12:00）

事業所名
（就業場所）

職種
雇用
形態

募集
年齢

求人番号
整理
番号

⑥

（株）オールケアライフ
オールケア寝屋川

（寝屋川市宇谷町）

看護師（寝屋川生活介護）障がい福祉 正社員 45歳以下 27130-1372311 ⑥－ａ

初任者研修生活支援員（寝屋川生活介護）障がい福祉 正社員 45歳以下 27130-1376711 ⑥－ｂ

保育士（寝屋川放課後等児童デイ）障がい福祉 正社員 45歳以下 27130-1379511 ⑥－ｃ

児童指導員（寝屋川放課後等児童デイ）障がい福祉 正社員 45歳以下 27130-1381611 ⑥－ｄ

看護師（寝屋川勤務）生活介護 障がい福祉 パート 不問 27130-1385811 ⑥－ｅ

初任者研修生活支援員（寝屋川生活介護）障がい福祉 パート 不問 27130-1389011 ⑥－ｆ

介護福祉士生活支援員（寝屋川生活介護）障がい福祉 パート 不問 27130-1390911 ⑥－ｇ

指導員（寝屋川放課後等児童デイ）障がい福祉 パート 不問 27130-1398311 ⑥－ｈ

保育士（寝屋川放課後等児童デイ）障がい福祉 パート 不問 27130-1402611 ⑥－ｉ

児童指導員（寝屋川放課後等児童デイ）障がい福祉 パート 不問 27130-1406811 ⑥－ｊ

⑦

日本タクシー（株）
枚方・寝屋川総合営業所
（寝屋川市池田）

タクシー乗務員（女性専用求人） 正社員 64歳以下 27130-1414811 ⑦－ａ

⑧

（株）平和堂
アル・プラザ香里園

（寝屋川市日新町）

デリカ売場販売 パート 64歳以下 27130-1454911 ⑧－ａ

銘店売場販売 パート 64歳以下 27130-1457811 ⑧－ｂ

⑨

（社福）東和福祉会
（特別養護老人ホーム

寝屋川苑）

（寝屋川市宇谷町）

看護師（正） 正社員 59歳以下 27130-1417411 ⑨－ａ

介護職員（デイサービスセンター寝屋川苑） 正社員 59歳以下 27130-1418011 ⑨－ｂ

高齢者介護職員 正社員 18～59歳 27130-1419311 ⑨－ｃ

ホームヘルパー 正社員 45歳以下 27130-1423211 ⑨－ｄ

施設介護職員（特別養護老人ホーム） パート 不問 27130-1428611 ⑨－ｅ

ホームヘルパー パート 不問 27130-1432211 ⑨－ｆ

介護職員（デイサービスセンター寝屋川苑） パート 不問 27130-1441511 ⑨－ｇ

⑩
（株）ドゥサービス
（四條畷市砂）

清掃（四條畷市） パート 不問 27040-2343711 ⑩－ａ

午後の部（14:00～16:00）

求人の詳細はハローワークインターネットサービスで公開しています。
求人番号を指定し、検索してください。

https://www.hellowork.mhlw.go.jp/index.html


