
社会福祉法人大阪府母子寡婦福祉連合会　大阪府母子家庭等就業・自立支援センター

職業紹介所　求人情報一覧　（2018年12月17日現在）

≪2018年9月7日記載分≫

雇用形態 所在地 採用 毎月の賃金

雇用期間 就業場所（最寄り駅等） 人数 通勤手当

和泉市あゆみ野 時間給1,250円

泉北高速鉄道　和泉中央駅 定額（最高１日682円まで）

大阪市西区 時間給950円

阪神なんば線　九条駅 定額（最高月20,000円まで）

大阪市中央区 基本給170,000円～200,000円

谷町線　谷町四丁目駅 全額支給

大阪市中央区 基本給180,000円～200,000円

谷町線　谷町四丁目駅 全額支給

大阪市中央区 時間給910円～950円

谷町線　谷町四丁目駅 定額（最高月8,000円まで）

泉佐野市大木 時間給1,000円

南海バス　犬鳴山 定額（最高月30,000円まで）

堺市大町東 基本給180,000円～430,000円＋営業手当

阪堺電車　宿院駅 全額支給

大阪市中央区 基本給170,000円～200,000円＋扶養手当

堺筋線　北浜駅 全額支給

大阪市北区 月給180,000円～250,000円

谷町線　中崎町駅 定額（最高月25,000円まで）

東大阪市長堂 時間給950円

近鉄大阪線　布施駅 全額支給

大阪市西区 基本給200,000円～220,000円＋扶養手当

長堀鶴見緑地線　西大橋駅 定額（最高月25,000円まで）

大阪市西区 時間給1,000円～1,200円

長堀鶴見緑地線　西大橋駅 定額（最高月25,000円まで）

　≪掲載求人への応募・相談について≫
　　大阪府内にお住いのひとり親の方で、掲載されている求人に応募したい方や、求人内容をさらに詳しく知りたい方は、お気軽に当センターへお電話ください。 その際、求職登録の有無と、各求人票の先頭にある求人番号をお伝えください。
　　大阪府母子家庭等就業・自立支援センター　電話　06-6762-9498（職業紹介担当）　なお、すべての求人を掲載しているわけではありませんので、ご承知ください。また、問い合わせ時に既に採用が決まっている場合もありますので、ご了解ください。

試用期間１か月（賃金同じ）
・高卒以上
・パソコン基本操作（エクセル・ワード）
・事務経験者優遇

不問 1人
8：30～17：30
の間の５時間

日曜・祝日・土曜
（週２日～３日）

12 18062
パート

3か月更新
一般事務

・簡単なパソコン入力作業
・電話、来客対応、報告書の入力等
・事務スタッフの補助業務

試用期間14日（賃金同じ）
月２～３回②の勤務

11 18061
常用

1年・更新有
一般事務

・電話対応、来客対応、売上伝票作成
・営業部補助、入札の書類作成
・技術部（設備・工事）の補助
・仕入、売上のチェック、販売管理ソフトの入力等

・高卒以上
・パソコン基本操作（エクセル・ワード）
・事務経験者優遇

不問 1人
8：30～17：30

（内１時間休憩）
日曜・祝日・土曜

試用期間３か月（賃金同じ）
正社員登用の可能性有

・学歴不問
・パソコン基本操作（エクセル・ワード）

不問 2人
①9：00～18：00
②10：00～19：00
（内１時間休憩）

日曜・祝日・土曜・その他
（月１日土曜出勤あり）

週休２日
10 18058

パート
H31.3.10迄

管理事務

・入居者からの要望の対応
・各種申請の受付
・入居募集の受付
・家賃収納管理

試用期間６か月（賃金同じ）

9 18057 常用 一般事務

・パソコン文書作成
・在庫数管理
・電話対応
・その他雑務

・高卒以上 不問 1人
9：00～17：00

（内１時間休憩）

日曜・祝日
土曜月２～３回

年末年始、盆休みあり
試用期間３か月（賃金同じ）

・高卒以上 35歳位まで 1人
9：00～18：00

（内１時間休憩）
日曜・祝日・その他

会社カレンダーによる
8 18055 常用 一般事務

・社員の給与計算、各種書類作成
・売上、勤務表のデータ入力、書類発送業務
・電話、来客対応
・社員の健康診断管理、雇用保険の手続き等

試用期間３か月（時給950円）

7 18053 パート 営業
・損害保険、生命保険の契約募集
・顧客開拓等

・高卒以上（高専卒、大検合格者含む）
20歳～49歳

位まで
5人

9：00～18：00
（内１時間休憩）

日曜・祝日・土曜
年末年始12/31～1/3

将来、独立・開業を目指せる保険コ
ンサルタントのプロ養成制度あり
試用期間２か月（賃金同じ）

・学歴等不問 不問 3人
9：00～14：00

（内30分～1時間休憩）
週休２日、シフト制6 18042 常用 清掃 ・客室清掃、ベッドメイキング

試用期間３か月（16万円）

5 18040 パート フロント業務
・貸室、テナントビルのフロント業務
・来客対応、電話対応
・貸室受付予約管理

・学歴不問
・パソコン基本操作（エクセル・ワード）

不問 2人
9：00～13：00または

9：00～21：00の間の４時
間以上

週休２日、シフト制
年末年始、夏期休暇あり

試用期間３か月（賃金同じ）

・高卒以上
・パソコン基本操作（エクセル・ワード）

不問 1人
①8：30～17：30
②12：00～21：00
（内１時間休憩）

隔週週休２日シフト制
年末年始、夏期休暇あり

4 18039 常用 フロント業務

・貸室、テナントビルのフロント業務
・来客対応、電話対応
・貸室受付予約管理
・上記に付随する業務

試用期間１か月
契約社員（正社員の登用可能あ
り）

3 18038 常用 一般事務
・電話対応、来客対応、パソコン入力
・その他業務に関する簡単な補助

・高卒以上
・パソコン基本操作（エクセル・ワード）

不問 1人
8：30～17：30

（内１時間休憩）
日曜・祝日・土曜・その他

試用期間３か月（16万円）
未経験者可

・学歴等不問 不問 2人
8：30～17：30

（内１時間休憩）
日曜・祝日・土曜2 18037 常用 一般事務

・電話対応、来客対応、総務事務
・現場応援

年齢 就業時間 休日／週休二日制 備考

1 18035 常用 接客他
・レジアシスタント、商品陳列
・食品製造補助、フードコートアシスタント
・会員登録、接客等

・学歴等不問 不問 1人
9：00～23：00の間の

８時間
週休２日、シフト制

試用期間90日（時給1,200円）
パートも可

№ 求人番号 職種 仕事の内容 必要な経験資格等



社会福祉法人大阪府母子寡婦福祉連合会　大阪府母子家庭等就業・自立支援センター

職業紹介所　求人情報一覧　（2018年12月17日現在）

≪2018年9月20日記載分≫

雇用形態 所在地 採用 毎月の賃金

雇用期間 就業場所（最寄り駅等） 人数 通勤手当

大阪市北区
基本給160,500円

＋固定残業代19,831円（17ｈ分）

大阪市内、府下、尼崎市内 定額（最高月50,000円まで）

大阪市北区 基本給220,000円

JR大阪環状線　福島駅 定額（最高月100,000円まで）

大阪市中央区 時間給940円

長堀鶴見緑地線　長堀橋駅 定額（最高１日560円まで）

大阪市北区 時間給1,000円～1,500円

谷町線　東梅田駅 定額（最高１日900円まで）

大阪市北区 時間給1,000円～1,500円

谷町線　東梅田駅 定額（最高１日900円まで）

大阪市北区 時間給1,000円～1,500円

御堂筋線　心斎橋駅 定額（最高１日900円まで）

　≪掲載求人への応募・相談について≫
　　大阪府内にお住いのひとり親の方で、掲載されている求人に応募したい方や、求人内容をさらに詳しく知りたい方は、お気軽に当センターへお電話ください。 その際、求職登録の有無と、各求人票の先頭にある求人番号をお伝えください。
　　大阪府母子家庭等就業・自立支援センター　電話　06-6762-9498（職業紹介担当）　なお、すべての求人を掲載しているわけではありませんので、ご承知ください。また、問い合わせ時に既に採用が決まっている場合もありますので、ご了解ください。

就業時間 休日／週休二日制 備考№ 求人番号 職種 仕事の内容 必要な経験資格等 年齢

14 18064 常用
美容（エステ
ティシャン）

・エステティシャン：フェイシャル・ボディなど幅広いメ
ニューの施術
・美容カウンセラー候補：お客様のお悩みや状況に
合わせたエステプランの考案

・学歴等不問

15 18065 常用 一般事務
・受発注業務、伝票作成
・見積書、規格書の作成
・電話対応、経理業務等

日曜・祝日・その他（市場
の休業日（基本水曜））

試用期間２か月（賃金同じ）

45歳位まで 3人

平日10：00～19：00
土曜10：00～18：00
日祝10：30～18：00

（内１時間休憩）

週休２日、シフト制
試用期間３か月（賃金同じ）　月平
均17時間の時間外有

・学歴不問
・電話受付、パソコン操作業務経験者優
遇

・学歴不問
・パソコン基本操作（エクセル・ワード）

50歳位まで 1人
8：00～17：00

（内１時間休憩）

16 18066

パート
H30.11.1～
H30.12.31

迄

事務
（ギフト受付）

・大手スーパーなどのギフト受付事務
・購入者、店員との電話応対

17 18067 パート
経理（入力）

業務

・会計システム（弥生会計）を使った会計処理及び各
種勘定データ入力
・未経験の方もOJTや研修で段階的に取得可能

一般事務
経理補助

・データ入力（専用ソフト）業務
・資料作成補助、製本作業、郵送業務
・電話対応、来客対応

日曜・祝日・土曜・その他
（年末年始）週休２日制

試用期間３か月（時給940円）　就
業時間相談可、①～③以外に9：
00～18：00の間の４時間以上も有
30代～50代が活躍、家庭と両立、
急な休み、早退も取得可

不問 10人

① 9：00～13：00
②13：00～18：00
③18：00～20：00
（休憩なし）

シフト制
試用期間なし　月平均１時間時間
外有

・学歴不問
・パソコンの基本操作の実務経験

・学歴不問
・簿記３級または同等程度の知識

不問 3人

① 9：00～15：00
② 9：00～16：00
③10：00～16：00
（内１時間休憩）

試用期間３か月（時給940円）　就
業時間相談可　子どもの急な病
気による休み等対応可

不問 5人

① 9：00～16：00
②10：00～17：00又は9：
00～18：00の間の6時間

以上

日曜・祝日・土曜・その他
（年末年始）週休２日制

試用期間３か月（時給940円）　就
業時間相談可　30代～50代が活
躍、家庭と両立、急な休み、早退
も取得可

・学歴不問
・パソコンの基本操作の実務経験

不問 1人

① 9：00～16：00
②10：00～17：00又は9：
00～18：00の間の6時間

以上

日曜・祝日・土曜・その他
（年末年始）週休２日制

18 18068 パート
一般事務
経理補助

・データ入力（専用ソフト）業務、資料作成補助
・製本作業、郵送業務、電話対応、来客対応等
・拠点拡大による増員募集

19 18069 パート



社会福祉法人大阪府母子寡婦福祉連合会　大阪府母子家庭等就業・自立支援センター

職業紹介所　求人情報一覧　（2018年12月17日現在）

≪2018年10月10日記載分≫

雇用形態 所在地 採用 毎月の賃金

雇用期間 就業場所（最寄り駅等） 人数 通勤手当

大阪市中央区
基本給161,680円
（日給7,520円）

御堂筋線　本町駅 定額（最高月15,000円まで）

門真市
基本給142,506円
（日給7,020円）

京阪本線　古川橋駅 定額（最高月10,000円まで）

大阪市北区
基本給165,000円～240,000円
（時間給1,100円～1,600円）

堺筋線　堺筋本町駅 全額支給

試用期間なし　月平均10時間時
間外有

・学歴不問
・建設コンサルタントでの勤務経験優遇し
ますが、特に必要な経験ではない

不問 1人
9：00～17：30

（内１時間休憩）

日曜・祝日・土曜・
その他（お盆、年末年始）

週休２日制
22 18076 常用 一般事務

・報告書などの作成について、ワードやエクセルを
使った技術補助
。ＣＡＤやＧＩＳなども使用しますが、未経験者には指
導有

週休２日 試用期間14日（賃金同じ）

21 18072
常用

1年・更新有
受付業務

・館内空室の貸出受付
・パソコンによる予定表の作成等

・学歴不問
・パソコン基本操作（エクセル・ワード）

60歳位まで 1人
9：00～17：30
（内60分休憩）

日曜・祝日・土曜・週休２
日

試用期間14日（賃金同じ）

・女子校内における校内の清掃管理業務 ・学歴等不問 70歳位まで 1人
6：30～15：30
（内60分休憩）

№ 求人番号 職種 仕事の内容 必要な経験資格等 年齢 就業時間 休日／週休二日制 備考

　≪掲載求人への応募・相談について≫
　　大阪府内にお住いのひとり親の方で、掲載されている求人に応募したい方や、求人内容をさらに詳しく知りたい方は、お気軽に当センターへお電話ください。 その際、求職登録の有無と、各求人票の先頭にある求人番号をお伝えください。
　　大阪府母子家庭等就業・自立支援センター　電話　06-6762-9498（職業紹介担当）　なお、すべての求人を掲載しているわけではありませんので、ご承知ください。また、問い合わせ時に既に採用が決まっている場合もありますので、ご了解ください。

20 18071
常用

1年・更新有
清掃



社会福祉法人大阪府母子寡婦福祉連合会　大阪府母子家庭等就業・自立支援センター

職業紹介所　求人情報一覧　（2018年12月17日現在）

≪2018年10月25日記載分≫

雇用形態 所在地 採用 毎月の賃金

雇用期間 就業場所（最寄り駅等） 人数 通勤手当

大阪市北区 基本給170,000円～250,000円

御堂筋線　中津駅 定額（最高月20,000円まで）

大阪市北区 時間給950円～1,500円

御堂筋線　中津駅 定額（最高１日800円まで）

大阪市北区
時間給1,200円

※週20時間以上勤務の場合
子ども一人当たり月額5,000円

御堂筋線　梅田駅 定額（最高月額15,000円、日額1,000円まで）

大阪市中央区 基本給160,000円～180,000円

谷町線　谷町六丁目駅 全額支給

日曜・祝日・土曜・その他
（年末年始等）

試用期間６か月（賃金同じ）　月平
均５時間時間外有

　≪掲載求人への応募・相談について≫
　　大阪府内にお住いのひとり親の方で、掲載されている求人に応募したい方や、求人内容をさらに詳しく知りたい方は、お気軽に当センターへお電話ください。 その際、求職登録の有無と、各求人票の先頭にある求人番号をお伝えください。
　　大阪府母子家庭等就業・自立支援センター　電話　06-6762-9498（職業紹介担当）　なお、すべての求人を掲載しているわけではありませんので、ご承知ください。また、問い合わせ時に既に採用が決まっている場合もありますので、ご了解ください。

24 18080 常用 一般事務
・書類作成（見積書、請求書、報告書など）
・データ入力管理、集計表管理他
・電話対応、勤怠管理、備品管理

・高卒以上
・エクセル使用経験（関数は四則計算レ
ベルで可）
・細かい作業になるため、見直しを怠らな
い方求む

45歳位まで 2人
9：00～18：00

（内90分12：00～13：00、
15：00～15：30休憩）

日曜・祝日・土曜は会社
カレンダーによる

試用期間３か月（賃金同じ）　月平
均10時間時間外有

25 18081 パート 一般事務
・書類作成（見積書、請求書、報告書など）
・データ入力管理、集計表管理他
・電話対応、勤怠管理、備品管理

・高卒以上
・エクセル使用経験（関数は四則計算レ
ベルで可）
・経理、営業事務などの事務経験

45歳位まで 1人

①10：00～17：00又は
②9：30～20：00の間の5

時間程度
（内90分12：00～13：00、

15：00～15：30休憩）

日曜・祝日・土曜は会社
カレンダーによる

29 18087
常用

1年・更新有
一般事務

・各種書類の作成、整理
・パソコンでのデータ入力作業（エクセル、ワードの
一般的操作ができれば可）
・電話、来客対応、その他

・学歴等不問 40歳位まで 1人
8：50～17：40
（内50分休憩）

シフト制（週休２日前後）

試用期間５日（時間給1,100円）
月平均５時間時間外有　日本語
が母国語の方で、多少の英会話
が必要

№ 求人番号 職種 仕事の内容 必要な経験資格等 年齢 就業時間 休日／週休二日制 備考

27 18084 パート 接客他

・タオルの接客販売
・通信販売の顧客対応、発送業務
・タオルの洗濯
・海外客（東南アジア中心）への対応

・高卒以上
・接客の経験
・パソコンの基本操作の実務経験
・多少の英会話力（専門性は不要）

55歳位まで 2人

①8：30～13：30
②13：00～18：00
③17：30～22：30

いずれかひとつでも可
（内5時間以上は60分休

憩）

試用期間３か月（賃金同じ）



社会福祉法人大阪府母子寡婦福祉連合会　大阪府母子家庭等就業・自立支援センター

職業紹介所　求人情報一覧　（2018年12月17日現在）

≪2018年11月12日記載分≫

雇用形態 所在地 採用 毎月の賃金

雇用期間 就業場所（最寄り駅等） 人数 通勤手当

大阪市中央区 時間給1,100円～1,500円

中央線　本町駅 定額（最高月25,000円まで）

大阪市西区
基本給170,000円～240,000円

＋業務手当（4,000円）＋地域手当（8,000
円）＋家族手当（子ども１人6,500円）

中央線　阿波座駅 全額支給

№ 求人番号 職種 仕事の内容 必要な経験資格等 年齢 就業時間 休日／週休二日制 備考

　≪掲載求人への応募・相談について≫
　　大阪府内にお住いのひとり親の方で、掲載されている求人に応募したい方や、求人内容をさらに詳しく知りたい方は、お気軽に当センターへお電話ください。 その際、求職登録の有無と、各求人票の先頭にある求人番号をお伝えください。
　　大阪府母子家庭等就業・自立支援センター　電話　06-6762-9498（職業紹介担当）　なお、すべての求人を掲載しているわけではありませんので、ご承知ください。また、問い合わせ時に既に採用が決まっている場合もありますので、ご了解ください。

日曜・祝日・土曜（週休２
日）

試用期間なし　月平均５時間時間
外有

31 18091 常用 事務
・福祉事務所への請求業務
・入金処理
・売上、入金（個人負担、福祉事務所）チェック

・高卒以上
・パソコン基本操作（エクセル・ワード）

40歳位まで 1人
9：00～17：00

（内１時間休憩）
日曜・祝日他

（年間休日108日）
試用期間３か月（賃金同じ）

30 18090
パート

1年・更新有
事務（営業ア
シスタント）

・既存営業の補佐業務
・データ入力
・電話対応
・営業支援

・学歴不問
・パソコン基本操作（エクセル・ワード）

35歳位まで 3人
10：00～17：00
（内60分休憩）

就業時間相談可



社会福祉法人大阪府母子寡婦福祉連合会　大阪府母子家庭等就業・自立支援センター

職業紹介所　求人情報一覧　（2018年12月17日現在）

≪2018年11月27日記載分≫

雇用形態 所在地 採用 毎月の賃金

雇用期間 就業場所（最寄り駅等） 人数 通勤手当

大阪市福島区
基本給176,000円～201,000円

＋業務手当13,000円

東大阪市
近鉄けいはんな線　荒本駅

定額（最高月40,000円まで）

大阪市生野区 基本給162,490円～180,000円

JR大和路線　東部市場前駅 定額（最高月50,000円まで）

大阪市生野区 基本給162,490円～180,000円

JR大和路線　東部市場前駅 定額（最高月50,000円まで）

大阪市西区
基本給150,000円～170,000円

＋業務手当20,000円～30,000円
＋特別手当20,000円

四つ橋線　四ツ橋駅 全額支給

大阪市城東区 基本給180,000円～220,000円

ＪＲ・京阪・地下鉄　京橋駅 定額（最高月10,000円まで）

試用期間14日（賃金同じ）18098 常用 経理事務
・経理部に属し関連企業13社の月次試算表を作成
・主たる業務として各種振替伝票作成及びパソコン
入力後、各種資料作成

・学歴不問
・簿記３級以上

50歳位まで 1人
9：15～17：30
（内60分休憩）

日曜・祝日・隔週休２日
（年間休日108日）

№ 求人番号 職種 仕事の内容 必要な経験資格等 年齢 就業時間 休日／週休二日制 備考

土曜・日曜・祝日・週休２
日（会社カレンダーにより
年４回土曜又は日曜出

勤有）

試用期間なし　月平均５時間時間
外有　未経験者からの転職者多
数在職中

33 18096 常用
事務員

（営業補助）

・主に既存客からの電話対応、入出庫伝票発行
・既存客への同行訪問
・運送会社への電話対応、手配業務
・ワード、エクセル、パワーポイント入力、インター
ネット検索作業
・他部署への応援（現場にて検査品等立会）、清掃
作業

・高卒以上（履修科目）
・ワード、エクセル、パワーポイントの基本
操作及びインターネット検索

不問 1人
8：00～16：45
（内60分休憩）

日曜・祝日・その他会社
カレンダーによる

試用期間３か月（賃金同じ）　月平
均20時間時間外有　仕事と子育
てが両立、勤務時間を保育施設
等の送迎時間に対応、子どもの
急な病気や保育所、学校等の行
事の際に１日又は時間単位で休
暇を取得できる

32 18092 常用
事務員

（営業補助）

・来客対応、電話対応
・エクセル、ワードを使用したデータ入力、書類作成
・専用システム（機工マスター）を使用した受注発注
業務（初心者にも丁寧に指導）
・支払い、請求業務
・その他外出の多い営業社員のフォロー等

・高卒以上
・営業事務経験者優遇

不問 1人
8：20～17：30
（内95分休憩）

　≪掲載求人への応募・相談について≫
　　大阪府内にお住いのひとり親の方で、掲載されている求人に応募したい方や、求人内容をさらに詳しく知りたい方は、お気軽に当センターへお電話ください。 その際、求職登録の有無と、各求人票の先頭にある求人番号をお伝えください。
　　大阪府母子家庭等就業・自立支援センター　電話　06-6762-9498（職業紹介担当）　なお、すべての求人を掲載しているわけではありませんので、ご承知ください。また、問い合わせ時に既に採用が決まっている場合もありますので、ご了解ください。

シフト制（会社カレンダー
による）

試用期間３か月（賃金同じ）　月平
均20時間時間外有　仕事と子育
てが両立、勤務時間を保育施設
等の送迎時間に対応、子どもの
急な病気や保育所、学校等の行
事の際に１日又は時間単位で休
暇を取得できる

36 18099 常用 営業事務
・グーグルカレンダーの管理
・仕入先への発注
・見積書作成等々

・学歴不問
・エクセル、ワード経験者優遇
・免許資格不問

不問 1人
9：00～18：00
（内60分休憩）

日曜・祝日・週休２日（月
１回）

試用期間２か月（賃金180,000円
～）　月平均10時間時間外有

34 18097 常用
物流スタッフ
（倉庫作業）

・冷凍倉庫内での入出庫作業（リーチフォークリフト
使用）
・-20℃～-23℃の倉庫内での作業
・１階プラットホーム内での荷物の検数作業
・既存荷への訪問
・簡単なワード、エクセル、ネット検索作業など

・高卒以上
・フォークリフト免許、冷凍機免許、安全
衛生推進者、ハイ作業主任者あれば優
遇

不問 2人

①08：00～16：45
②13：15～22：00
③22：00～08：00
（内60分休憩）

35



社会福祉法人大阪府母子寡婦福祉連合会　大阪府母子家庭等就業・自立支援センター

職業紹介所　求人情報一覧　（2018年12月17日現在）

≪2018年12月17日記載分≫

雇用形態 所在地 採用 毎月の賃金

雇用期間 就業場所（最寄り駅等） 人数 通勤手当

大阪市北区
基本給160,000円～220,000円

＋固定残業手当20,000円～30,000円

谷町線・堺筋線　南森町駅 全額支給

大阪市北区
基本給158,500円～390,000円

＋固定残業手当41,500～110,000円

谷町線・堺筋線　南森町駅 全額支給

大阪市天王寺区 基本給165,000円～250,000円

谷町線　谷町九丁目 定額（最高月30,000円まで）

大阪市天王寺区 基本給165,000円～250,000円

谷町線　谷町九丁目 定額（最高月30,000円まで）

№ 求人番号 職種 仕事の内容 必要な経験資格等 年齢 就業時間 休日／週休二日制 備考

日曜・第３土曜・その他
（夏季・年末年始は７日

以上）
年間休日95日

試用期間３か月（賃金同じ）　月平
均15時間時間外有

38 18124 常用 建築設計

・建築設計／木造戸建、集合住宅等の建築意匠設
計、企画、提案
・意匠設計、プランニング、製図
・設備仕様やインテリアの提案
・確認申請業務、役所との協議等

・高卒以上
・CAD扱える方（JW－CAD)
・建築設計実務経験者歓迎

不問 3人
9：00～18：00
（内90分休憩）

日曜・第３土曜・その他
（夏季・年末年始は７日

以上）
年間休日95日

試用期間３か月（賃金同じ）　月平
均15時間時間外有

37 18123 常用 一般事務

・ブログ、SNS、HPの管理、更新作業
・銀行での入出金、振替伝票の作成
・小口現金の管理、支払業務、請求書発行
・自社所有賃貸マンション管理補助業務等

・高卒以上
・PC(ワード、エクセル）が使える方

不問 2人
9：00～18：00
（内90分休憩）

　≪掲載求人への応募・相談について≫
　　大阪府内にお住いのひとり親の方で、掲載されている求人に応募したい方や、求人内容をさらに詳しく知りたい方は、お気軽に当センターへお電話ください。 その際、求職登録の有無と、各求人票の先頭にある求人番号をお伝えください。
　　大阪府母子家庭等就業・自立支援センター　電話　06-6762-9498（職業紹介担当）　なお、すべての求人を掲載しているわけではありませんので、ご承知ください。また、問い合わせ時に既に採用が決まっている場合もありますので、ご了解ください。

日曜・祝日・隔週休２日
制

年間休日105日

試用期間３か月（賃金同じ）　時間
外なし

40 18126
契約社員

６か月
（原則更新）

一般事務
（契約社員）

・一般事務
・PCにより賃貸管理ソフトを用い家賃等の請求、入
金管理、賃貸物件資料作成
・損害保険代理店の事務
・電話対応、来客対応、メール問合せ対応等

・学歴不問
・事務職の経験
・業務でのPC操作

不問 1人
9：00～18：00
（内60分休憩）

日曜・祝日・隔週休２日
制

年間休日105日

試用期間３か月（賃金同じ）　時間
外なし

39 18125 常用
一般事務
（正社員）

・不動産にかかる事務
・PCにより賃貸管理ソフトを用い家賃等の請求、入
金管理、賃貸物件資料作成
・電話対応、来客対応、メール問合せ対応等

・学歴不問
・事務職の経験
・業務でのPC操作

59歳位まで 1人
9：00～18：00
（内60分休憩）
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