
【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 １３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、セミナーへの参加
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】枚方市、ハローワーク枚方、枚方雇用開発協会
【協力】大阪府立北大阪高等職業技術専門校

※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。その際はハローワーク枚方ＨＰにてお知らせいたします。

ビィーゴ（枚方ビオルネ５階）
枚方市岡本町７－１

１３時～１６時

【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（登録されている方）
・お持ちの方は紹介状

枚方市
ひこぼしくん

※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）

ハローワーク窓口で紹介状の交付を受けてください。
※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15時20分までです。）

【持ち物】
ハローワーク枚方
ひらぺんさん

アクセスＭＡＰ

枚方市岡本町７－１ 枚方ビオルネ
５階（ビィーゴ）・６階（ハローワーク）

・各種相談会(相談会受付13～15時）

●各種相談会 ※各種相談会は予約不要です

会場：ハローワーク枚方 会議室A （枚方ビオルネ６階）

枚方市就労相談／枚方市
職業訓練校の相談／北大阪高等職業技術専門校

枚方ビオルネ

京阪枚方市駅下車
約２００ｍ

・寿精工株式会社
・株式会社ケアライフ
・学校法人関西医科大学
・株式会社サービスブレイン
・久門紙器工業株式会社
・グッドタイムリビング

株式会社大阪事務所

・株式会社小松製作所 大阪工場
・社会福祉法人常称寺保育園
・社会福祉法人まりも保育園
・大正精工株式会社
・富士テクノ工業株式会社
・社会福祉法人大潤会
・社会福祉法人高潤会

詳細は裏面をご覧ください
ハローワーク枚方HPにも掲載中

URL https://jsite.mhlw.go.jp/osaka-hellowork/list/hirakata/_77435.html

https://jsite.mhlw.go.jp/


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
株式会社 小松製作所
大阪工場（枚方市上野）

車体組立工 期間社員 不問 27130-15272721 ①ーa

工務作業員 期間社員 18歳以上 27130-15271021 ⓵ーｂ

②
社会福祉法人 めぐみ会
常称寺保育園
（枚方市山之上）

保育士 正社員 59歳以下 27130-15300921 ②ーa

保育士 契約社員 不問 27130-15301121 ②ーb

保育士 パート 不問 27130-15303721 ②ーｃ

保育補助 パート 不問 27130-15309621 ②ーｄ

③
社会福祉法人 まりも会
まりも保育園

（枚方市春日北町）

保育士 正社員 40歳以下 27130-15290221 ③ーa

保育補助 パート 不問 27130-15291521 ③ーｂ

栄養士 正社員 64歳以下 27130-15288121 ③ーｃ

看護師（正・准） パート 不問 27130-15289021 ③ーｄ

④
大正精工株式会社
（枚方市春日西町）

機械オペレーター 正社員 18歳～64歳 27130-15273821 ④ーa

溶接工 正社員 64歳以下 27130-15275521 ④ーb

工程・生産管理 正社員 64歳以下 27130-15276421 ④ーc

⑤
富士テクノ工業株式会社
（枚方市春日西町)

機械加工 正社員 18歳～40歳 27130-15337721 ⑤ーa

ポンプ組立検査・生産技術 正社員 40歳以下 27130-15336021 ⑤ーｂ

技術 正社員 40歳以下 27130-15338821 ⑤ーｃ

⑥

社会福祉法人 大潤会
（枚方市渚西）
社会福祉法人 高潤会
（枚方市磯島北町）

施設介護職員（地域密着型特養なぎさカーム）（枚方市 正社員 18歳～59歳 27130-15477221 ⑥ーa

支援員（障がい者生活介護・御殿山カーム） 正社員 40歳以下 27130-15476821 ⑥ーb

看護師（非常勤/御殿山カーム） パート 不問 27130-15475721 ⑥ーc

正・准看護師（御殿山カーム） 正社員 59歳以下 27130-15474021 ⑥ーd

介護スタッフ（御殿山カーム） 正社員 18歳～59歳 27130-15473121 ⑥ーe

夜勤専従ケアスタッフ（めぐりカーム） パート 18歳以上 27130-15519021 ⑥ーｆ

グループホーム世話人・生活支援員（枚方市三栗） パート 18歳以上 27130-15465021 ⑥ーｇ

支援員（清水園・就労継続支援B型） 正社員 59歳以下 27130-15464121 ⑥ーｈ

支援員（清水園・生活介護） 正社員 59歳以下 27130-15463921 ⑥ーⅰ

グループホームの生活支援員（枚方市磯島） 正社員 18歳～59歳 27130-15462621 ⑥ーｊ

⑦
寿精工株式会社
（枚方市長尾西町）

金型製造職 正社員 40歳以下 27130-15299821 ⑦ーa

⑧
株式会社ケアライフ

（枚方市三矢町）

受付事務 パート 不問 27130-15283521 ⑧ーa

事務スタッフ 正社員 69歳以下 27130-15284421 ⑧ーｂ

デイサービススタッフ 正社員 不問 27130-15286621 ⑧ーｃ

デイサービススタッフ パート 不問 27130-15285321 ⑧ーｄ

介護職（訪問介護） パート 不問 27130-15287921 ⑧ーe

⑨
学校法人関西医科大学
(枚方市新町・楠葉花園町）

看護助手（ナースエイド） 臨時職員 不問 27130-15440721 ⑨ーa

訪問看護師（訪問看護ステーション・枚方） 正社員 62歳以下 27130-15439921 ⑨ーb

訪問看護師（正）訪問看護ステーション・くずは 正社員 59歳以下 27130-15441821 ⑨ーｃ

訪問ヘルパー（ヘルパーステーション・くずは） パート 不問 27130-15432721 ⑨ーｄ

正看護師（病棟看護） 正社員 18歳～59歳 27130-15434221 ⑨－e

調理師 パート 不問 27130-15438621 ⑨ーｆ

調理補助 パート 不問 27130-15433821 ⑨ーｇ

医療ソーシャルワーカー（地域医療連携部） 正社員 59歳以下 27130-15437321 ⑨ーｈ

言語聴覚士 パート 不問 27130-15436421 ⑨ーi

看護補助者（病棟） 正社員 18歳～59歳 27130-15435521 ⑨ーｊ

⑩
株式会社サービスブレイン
（枚方市桜丘町）

お弁当盛付スタッフ（枚方本店） パート 不問 27130-15292421 ⑩ーa

お弁当盛付スタッフ（枚方山城店） パート 不問 27130-15297021 ⑩ーｂ

お弁当の配達（枚方本店） パート 不問 27130-15295921 ⑩ーｃ

お弁当の配達（枚方山城店） パート 不問 27130-15293321 ⑩ーｄ

⑪
久門紙器工業株式会社
（枚方市春日西町）

一般事務 正社員 59歳以下 27130-15323421 ⑪ーa

製造スタッフ 正社員 45歳以下 27130-15322521 ⑪ーb

⑫ グッドタイムリビング
株式会社 大阪事務所
（枚方市香里ケ丘）

ケアアテンダント（介護職） パート 不問 27030-37893621 ⑫ーa

ケアアテンダント（介護福祉士） 正社員 18歳～64歳 27030-37892321 ⑫ーｂ

ケアマネージャー（枚方市香里ケ丘） 正社員 64歳以下 27030-37891421 ⑫ーｃ

看護師（枚方市香里ケ丘） パート 不問 27030-37896021 ⑫ーｄ

サービススタッフ（有料老人ホーム内業務） パート 不問 27030-37894921 ⑫ーe

★求人一覧表★


