
地域包括支援センター

上町4137
近鉄けいはんな線 学研北生駒駅から徒歩2分

小明町1130-111
近鉄奈良線東生駒駅から徒歩15分
※職員用送迎バスあり

壱分ちどり・いちぶちどり保育園

新型コロナウイルス感染症対策

・会場の出入り口に消毒液を設置し、
窓を開け換気を行います。
・入場時には検温を行います。
・ご参加の際はマスク着用をお願いいたします。
・会場内では飲食等をお控えください。
・新型コロナウイルス感染症の影響により、
やむを得ず中止する場合があります。

コロナ対策を
徹底して実施
します！

年齢不問・参加費無料！
未経験・資格なしの募集も多数あり！

あなたのスキルを生駒で活かそう！
さらなるスキルアップを目指そう！

参加企業・募集業種は
裏面をチェック！

主催 共催
生駒市 ハローワーク奈良

生駒商工会議所

誰かのために、働こう
福祉などに関する求人多数

生駒市役所

高山ちどり

高山町8030番地
近鉄けいはんな線 学研北生駒駅から徒歩10分

萩の台ちどり

壱分町83-2、壱分町83-87
奈良交通バス 壱分バス停から徒歩2～3分

萩の台3-1-8
近鉄生駒線 萩の台駅から徒歩2～3分

阪奈中央病院

俵口町741
奈良交通バス
俵口阪奈中央病院前バス停から徒歩1分

あすならホーム東生駒

東菜畑1-298
近鉄生駒線 菜畑駅から徒歩10分

トゥインクルプラス東生駒

東菜畑2-732
近鉄奈良線 東生駒駅から徒歩17分
近鉄生駒線 菜畑駅から徒歩12分

グランファミリア

生駒交通株式会社

小明町1835-1
奈良交通バス
新生駒台北口バス停から徒歩3分

エリクシール

ハビリス

上町88-1
近鉄けいはんな線 白庭台駅から車で7分
※近鉄富雄駅、東生駒駅、白庭台駅から路線バスあり

ハビリス鵄邑

上町2-1
奈良交通バス
あすかのセンターバス停から徒歩10分

※〇の場所はあくまでも目安となります。

白庭病院

白庭台6-10-1
近鉄けいはんな線 白庭台駅から徒歩1分

あけびホーム

萩の台2-7-209
近鉄生駒線
萩の台駅から徒歩5分

生活支援センターあけび

さつき台2-6-1
近鉄奈良線 東生駒駅から車で5分
奈良交通バス 東生駒４丁目バス停から
徒歩５分

東生駒病院

辻町4-1
近鉄東生駒駅から徒歩10分
※職員用送迎バスあり

辻町53
近鉄奈良線
東生駒駅から徒歩10分
職員用送迎バスあり

あすならホーム菜畑

中菜畑2-1129-1
近鉄生駒線
菜畑駅から徒歩10分

参加事業所の所在地

各事業所の所在地と

周辺からのアクセスなど
を掲載しております。

あけびの家

中菜畑1-4-5
近鉄生駒線
菜畑駅から徒歩５分
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９月８日（木）　合同就職面接会（生駒市役所）　参加事業所求人票一覧表

事業所名 産業 求人番号 職種 必要な資格・免許 雇用形態
求人

数

1 29010- 11597621
デイサービスセンターの生活相談
員

社会福祉士・介護福祉士・ケアマネージャー
のいずれか

正社員 1

2 29010- 11591721
デイサービスセンターの介護ス
タッフ

介護福祉士 正社員 1

3 29010- 11595421 グループホームの介護スタッフ 介護福祉士 正社員 6

4 29010- 11588321 特養・介護スタッフ 介護福祉士 正社員 5

5 29010- 11598921
デイサービスセンターの介護ス
タッフ

不問 パート 2

6 29010- 11602721 グループホームの介護スタッフ 不問（有資格者は優遇） パート 10

7 29010- 11601021 特養・介護スタッフ 不問（有資格者は優遇） パート 5

8 29010- 11604221 事務職員 不問 パート 1

9 29010- 11615321 介護スタッフ 介護福祉士 正社員 2

10 29010- 11612221 デイサービス・介護スタッフ 社会福祉士もしくは介護福祉士 正社員 1

11 29010- 11607321 特養・介護スタッフ 不問 パート 2

12 29010- 11619021 介護スタッフ（グループホーム） 介護福祉士 正社員 2

13 29010- 11622421 介護スタッフ（グループホーム） 不問（有資格者は優遇） パート 2

14 29010- 11624621 介護スタッフ（夜勤専従パート） 不問（有資格者は優遇） パート 2

いちぶちどり保

育園
15 29010- 11650921 保育士 保育士・幼稚園教諭免許（専修・１級・２級） パート 4

16 29010- 11753421 設備管理・送迎運転手
建物設備管理・大型自動車免許　あれば尚
可

正社員 1

17 29010- 11754321 事務員（一般・営業） 介護施設等での事務経験　あれば尚可 正社員 1

18 29010- 11755621 看護助手 不問 正社員 3

19 29010- 11756921 生活相談員
介護福祉士・社会福祉主事　いずれかの資
格で可

正社員 1

20 29010- 11758021 社会福祉士 社会福祉士 正社員 1

21 29010- 11761421 看護師 看護師 正社員 5

22 29010- 11763621 准看護師 准看護師 正社員 3

23 29010- 11764921 看護師 看護師・准看護師　いずれかの資格で可 パート 3

24 29010 11766021 看護助手 不問 パート 3

25 29010- 11767721 清掃スタッフ 不問 パート 2

パークヒルズ 26 29010- 11983121 児童指導員
社会福祉士・精神保健福祉士　いずれかの
資格で可

正社員 2

田原苑 27 29010- 11986821 介護員 不問 正社員 2

28 29010- 11772121 介護職（無資格・未経験からOK） 介護福祉士　あれば尚可 正社員 3

29 29010- 11785521
短時間パート介護職（週20時間
未満／無資格未経験OK）

不問 パート 2

30 29010- 11775821
介護職（週20時間以上／社保加
入／未経験OK）

不問 パート 2

31 29010- 11769221
夜勤専属介護職（無資格・未経験
可）

不問 正社員 6

32 29010- 11788621 看護師（夜勤・オンコール無し） 看護師 パート 1

33 29010- 11806821
運転手兼介護スタッフ　送迎ドラ
イバー

普通自動車免許 パート 2

34 29010- 11762321
居宅ケアマネージャー（経験不
問）

ケアマネ必須、介護福祉士あれば尚可 正社員 1

35 29010- 11765121 正看護師　夜勤なし　訪問看護 看護師 正社員 1

36 29010- 11685121
タクシー配車係及び電話受付（夜
間勤務）

不問 正社員 1

37 29010- 11686021 タクシー乗務員 普通自動車免許（ＡＴ限定不可） 正社員 10

38 29010- 11687721 バス運転手 大型自動車運転二種お持ちの方は優遇 正社員 3

阪奈中央病院

社会福祉法人

晋栄福祉会

医療法人

和幸会

高山ちどり

萩の台ちどり

壱分町ちどり

生駒交通

株式会社

社会福祉法人

協同福祉会

あすならホーム

東生駒

菜畑

あすならホーム

菜畑

一般乗用旅客

自動車運送業



９月８日（木）　合同就職面接会（生駒市役所）　参加事業所求人票一覧表

事業所名 産業 職種 必要な資格・免許 雇用形態
求人

数

39 29010- 11993721 日勤常勤介護士 不問　　介護福祉士あれば尚可 正社員 1

40 29010- 11996521 看護助手 不問　 正社員 1

41 29010- 12001821 病院の介護士 不問 パート 1

42 29010- 12007921 病棟看護師 看護師 正社員 1

43 29010- 12015921 病院の日勤常勤介護士 不問　介護福祉士あれば尚可 正社員 1

44 29010- 12017021 病院の介護士 不問　介護福祉士あれば尚可 正社員 1

45 29010- 12018721 ケアマネ居宅支援事業所 介護支援専門員（ケアマネージャー） 正社員 1

46 29010- 12019821 病院の介護士 不問　介護福祉士あれば尚可 パート 1

47 29010- 12033121 入居者様への介護 不問 正社員 1

48 29010- 12036821 看護師 看護師 正社員 1

49 29010- 12022621 有料老人ホームの介護スタッフ
ホームヘルパー２級、初任者研修修了者の
いずれかで可

正社員 1

50 29010- 12023921 訪問介護
初任者研修修了者、実務者研修修了者、介
護福祉士のいずれかで可

正社員 1

51 29010- 12024121 通所相談員 社会福祉士・普通自動車運転免許 正社員 1

52 29010- 12025021 訪問看護（夜勤専従） 看護師・普通自動車運転免許 正社員 2

53 29010- 12026721 デイサービスの介護職員 不問　・普通自動車運転免許 正社員 1

54 29010- 12028221 デイサービス介護福祉士 介護福祉士・普通自動車運転免許 正社員 1

地域包括支援セ

ンター
55 29010- 12021321 主任ケアマネージャー 主任介護支援専門員 正社員 1

56 29010- 11979521 生活介護　生活支援員（フルタイム）
初任者研修、ヘルパー２級、介護福祉士　あ
れば尚可

正社員 1

57 29010- 11988521 相談支援専門員
社会福祉士、精神保健福祉士、他　あれば
尚可

パート 1

58 29010- 11980321 生活介護　生活支援員（パート）
初任者研修、ヘルパー２級、介護福祉士　あ
れば尚可

パート 1

59 29010- 11997421
グループホーム　ショートステイの生
活支援員

初任者研修、ヘルパー２級、介護福祉士　あ
れば尚可

パート 2

60 29010- 11999621
グループホーム　ショートステイの調
理員

管理栄養士、調理師　あれば尚可 パート 1

61 29010- 11995221
グループホーム　ショートステイの夜
勤専従介護職員

初任者研修、ヘルパー２級　あれば尚可 パート 1

62 29010- 11990921 介護（フルタイム） 初任者研修 正社員 1

63 29010- 11992021 介護（パート） 初任者研修 パート 2

64 29010- 11961521 介護スタッフ（午前だけ・午後だけ） 初任者研修、ヘルパー２級　いずれか必須 パート 2

65 29010- 11944221 介護スタッフ（夕方から３時間勤務） 初任者研修、ヘルパー２級　いずれか必須 パート 2

66 29010- 11969821 介護スタッフ（１日８時間のフルタイム） 初任者研修、ヘルパー２級　いずれか必須 パート 3

67 29010- 11953521 サ高住の夜勤スタッフ（東生駒） 初任者研修、ヘルパー２級　いずれか必須 パート 1

68 29010- 12027821 支援相談員 ケアマネ　あれば尚可 正社員 1

69 29010- 12030321 正看護師 看護師 正社員 3

70 29010- 12029521 准看護師 准看護師 正社員 3

71 29010- 12032921 正看護師 看護師 正社員 2

72 29010- 12035721 准看護師 准看護師 正社員 2

73 29010- 12046521 介護職（フルタイム） 不問 正社員 5

74 29010- 12054521 介護職（パート）
初任者、実務者、介護福祉士　いずれか必
須

パート 3

75 29010- 12055421 介護福祉士 介護福祉士 正社員 3

医療法人

あすか会

医療法人社団

松下会

社会福祉法人

あけび

ケアテラス

株式会社

求人番号

トゥインクルプラ

ス東生駒

介護老人保健

施設ハビリス

介護老人保健施

設ハビリス

グループホーム・看

護小規模多機能

型居宅介護ハビリ

ス鵄邑

生活支援セン

ターあけび

あけびホーム

あけびの家

白庭病院

グランファミリア

グループホーム・看
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型居宅介護ハビリ

ス鵄邑

エリクシール

東生駒病院


