
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　（2019年11月15日現在）

≪2019年11月15日記載分≫

雇用形態 本社所在地 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

大阪市生野区 月給167,736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 月給167,736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）

大阪市都島区 日給5,790円（水曜日のみ4,820円）

ＪＲ東西線　大阪城北詰駅
全額支給（但し最高月50,000円／月、又

は3,330円／日）

大阪市北区 時給1,000円

ＪＲ東西線　大阪天満宮駅 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

シフト制・会社カレンダー
による

（年間休日105日）

試用期間３か月（賃金同じ）　月平
均30時間時間外有　昇給、賞与
は業績・人事考課により変動有
グループ会社への転勤の可能性
有　仕事と子育ての両立可

82 19059 常用
保管・荷役ス

タッフ

・冷凍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
・既存荷主への訪問、簡単なワード、エクセル、イン
ターネット検索など

・学歴不問
・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 3人
8：00～17：00
（内60分休憩）

シフト制・会社カレンダー
による

（年間休日105日）

試用期間３か月（賃金同じ）　月平
均30時間時間外有　昇給、賞与
は業績・人事考課により変動有
グループ会社への転勤の可能性
有　仕事と子育ての両立可

81 19058 常用
営業サポー
トスタッフ

・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、手配作業
・ワード、エクセル、パワーポイント、インターネット検
索作業　・他部署への応援、清掃作業

・学歴不問
・ワード、エクセル、パワーポイントの操作
及びインターネット検索

不問 1人
8：00～17：00
（内60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・土曜・年末年
始（12/29～1/3）・週休２

日
（年間休日124日）

試用期間無　時間外無　更新期
間は３年が限度

84 19061

パート（雇
用期間定め

有、更新
有）

一般事務
・ＥＣＣジュニア教室と各営業所の円滑な運営をサ
ポート
・電話対応、パソコン入力、書類作成、発送業務等

・高卒以上
・ワード、エクセル基本操作できる方
・英語力不問

不問 3人

①10：00～16：00　②10：
00～17：00　③10：00～
18：00（週３～５日、実働
５～７時間、時間・曜日
相談可）（内60分休憩）

日曜・祝日・土曜・週休２
日

（年間休日124日）

※面接日令和元年11月25日（月）14：
00～　試用期間２か月（賃金同じ）
月平均５時間時間外有　慶弔制度、
語学力向上支援制度有　週５日フル
勤務、長期間働ける方大歓迎

83 19060

パート（雇
用期間定め

有、更新
有）

一般事務補
助

・パソコンでのデータ整理
・書類のコピー、ファイリング
・郵便物の発送、受領
・その他事務補助

・学歴不問
・事務経験あれば尚可
・ワード、エクセルによる文書作成、デー
タ入力などパソコン操作のスキルが必要

不問 1人
①月・火・木・金9：00～

15：45
②水　9：00～14：45



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　（2019年11月15日現在）

≪2019年11月 1日記載分≫

雇用形態 本社所在地 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 時給964円～1,000円（募集店舗による）

府内６８店舗 全額支給

大阪市中央区 月給250,000円

御堂筋線　本町駅 全額支給

東京都渋谷区 時給1,000円

大阪駅・梅田・本町・なんば 全額支給

大阪市住吉区 時給1,040円

ＪＲ線学研都市線　住道駅 定額（最高月3,000円まで）

大阪市北区 月給185,000円

大阪メトロ・京阪　北浜駅 定額（最高月10,000円まで）

大阪市中央区
月給160,000円～220,000円

固定残業代25,000円～34,375円

大阪メトロ御堂筋　本町駅 全額支給

大阪府羽曳野市 月給180,000円～230,000円

大阪メトロ四つ橋線　四ツ橋駅 全額支給

大阪府羽曳野市
月給150,000円＋調整手当10,000円＋業

務手当10,000円

近鉄南大阪線　恵我ノ荘駅 定額（最高月20,000円まで）

大阪市中央区
月給152,000円～192,000円＋住宅手当

10,000円～15,000円

大阪メトロ堺筋線　長堀駅 全額支給

大阪市中央区 月給165,000円～180,000円

大阪メトロ　長堀橋駅 定額（最高月25,000円まで）

大阪市北区 月給166,772円＋固定残業代20,606円

大阪市内・大阪府内・京都市内 定額（最高月50,000円まで）

就業時間 休日／週休二日制 備考

70 19034

常用（雇用
期間定め
有、更新

有）

販売業
・接客
・商品補充、販売
・レジ等

・学歴不問
・経験特になし
・登録販売者有資格者優遇

不問

№ 求人番号 職種 仕事の内容 必要な経験資格等 年齢

１～３人

①9：00～18：00
②11：00～20：00
③16：00～19：00

（内45分以上休憩有）※休
憩時間は法規に準ずる）

シフト制

試用期間３か月（賃金同じ）　時間
外無　加入保険は法規に準ずる
就業場所により時給が異なり、通
勤手当は1.5㎞以上の遠方の場
合のみ支給

71 19035 常用 総合職
・法人営業、人材コーディネート（介護施設・病院等
への人材の提案、スタッフフォロー等）
※飛び込み営業はありません

・学歴不問
・パソコン基本操作
・人と接することが好きな方歓迎

60歳位まで 2人
9：00～18：00
（内60分休憩）

日曜・祝日
（年間休日105日）

試用期間２か月（賃金同じ）　月平
均５時間時間外有　年に１回人事
考課による給与見直し有　決算賞
与有（業績により支給）

不問 3人
6：30～9：00
（休憩なし）

日曜・祝日・土曜
試用期間３か月（賃金同じ）　時間
外月無　ひとり親家庭を対象とし
た求人

73 19041

契約（雇用
期間定め
有、更新

有）

清掃作業 ・清掃作業（ビル共用部、階段、トイレ、ゴミ回収等） ・学歴、経験不問

72 19037
パート（雇

用期間定め
無）

税理士業務
補助

・パソコンへのデータ入力（弥生会計使用）
・税金の専門的は知識は必要なく、レシートなどを見
て弥生会計へデータ入力する仕事が中心

・学歴不問
・簿記３級、弥生会計使える方、会計事務
所勤務経験者優遇

不問 2人

①9：00～18：00
②①の間の５時間以

上、週４日以上
（内60分休憩）

日曜・祝日・土曜・その他
（年末年始）

試用期間６か月（賃金同じ）　時間
外無　家庭行事、子どもさんの病
気などの休暇、早退可　時給につ
いては経験、資格等考慮

75 19048 常用 庶務

・社内事務処理全般
・ＩＳＯ27001/来客対応/自社ＨＰ更新
・営業/採用/勤怠/経理業務
（未経験作業については教育制度有）

74 19044 常用 定期清掃員
・オフィスビルやマンション、官公庁の定期清掃及び
日常清掃のフォロー

・学歴、経験不問 40歳位まで 1人
9：30～18：30
（内60分休憩）

日曜・祝日・土曜・週休２
日

（年間休日123日）

試用期間３か月（賃金同じ）　月平
均10時間時間外有　時短勤務希
望相談応じる

50歳位まで 1人
①8：00～17：00
②7：30～16：30
（内60分休憩）

シフト制
（年間休日120日）

試用期間２か月（賃金同じ）　時間
外無　自転車通勤可　資格取得
支援制度有

・学歴、経験不問
・運転免許有れば尚良

77 19051 常用
デイサービス
の介護職員

・定員１０名の地域密着型デイサービスにおける利
用者への日常生活上のお手伝い（食事・排泄・移動
介助等）
・レクリエーションの提供、送迎、記録等

76 19049 常用 一般事務
・電話対応、来客対応
・データ入力、資料作成、ファイリング
・総務、労務、経理補助

・学歴不問
・普通自動車運転免許ＡＴ限定可（望む）
・介護職員初任者研修終了（望む）

不問 1人
9：00～18：00
（内60分休憩）

日曜・シフト制・週休２日
（年間休日114日）

試用期間３か月（賃金時給970
円）　月平均１時間時間外有　賞
与、昇給有　資格未取得者応相
談　試用期間短縮有

40歳位まで 1人
9：00～17：00
（内60分休憩）

日曜・祝日・土曜
（年間休日125日）

試用期間３か月（賃金月給
170,000円）　時間外無

・学歴、経験不問

79 19055 常用 一般事務
・売上伝票、請求書等作成、発送
・パソコン操作（ワード、エクセルで簡単な資料作成
・電話、来客対応

78 19052 常用 一般事務
・会計ソフトを使った入力業務
・業者への支払い業務
・電話対応、その他関連業務

・学歴、経験不問 59歳位まで 1人
9：30～18：00
（内60分休憩）

日曜・祝日・土曜・その他
（夏期・冬期）・週休２日

（年間休日126日）

試用期間60日（賃金同じ）　時間
外無　賞与、昇給有

50歳位まで 2人
9：00～17：00
（内60分休憩）

日曜・土曜（１，３，５週）・
その他（夏期・冬期）
（年間休日104日）

試用期間３か月（賃金同じ）　月平
均５時間時間外有

・学歴、経験不問

不問 10人

①10：00～19：00
②10：00～18：00
③10：30～18：00
（内60分休憩）

週休２日
（年間休日112日）

試用期間３か月（賃金同じ）　月平均
17.1時間時間外有　研修期間３～６
か月（研修終了後20,224円昇給）　将
来チーフ、店長への短期昇格有

　≪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。

80 19057 常用
エステティ

シャン
・接客、施術（社内研修でエステの技術を一から取
得できます）

・学歴、経験不問



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　（2019年11月15日現在）

≪2019年7月16日①記載分≫

雇用形態 本社所在地 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

茨木市 基本給200,000円～250,000円

JR京都線　茨木駅 定額（最高月35,000円まで）

岸和田市 基本給200,000円～250,000円

南海本線　泉大宮駅 定額（最高月35,000円まで）

吹田市 基本給200,000円～250,000円

大阪メトロ御堂筋線　江坂駅 定額（最高月35,000円まで）

堺市堺区 基本給200,000円～250,000円

南海本線　堺駅 定額（最高月35,000円まで）

大阪市北区 基本給200,000円～250,000円

大阪ﾒﾄﾛ四つ橋線　肥後橋駅 定額（最高月35,000円まで）

池田市 基本給200,000円～250,000円

阪急宝塚線　池田駅 定額（最高月35,000円まで）

大阪市中央区 基本給200,000円～250,000円

大阪メトロ谷町線　天満橋駅 定額（最高月35,000円まで）

大阪市北区 基本給200,000円～250,000円

JR梅田駅 定額（最高月35,000円まで）

富田林市 基本給200,000円～250,000円

近鉄長野線　富田林駅 定額（最高月35,000円まで）

東大阪市 基本給200,000円～250,000円

近鉄奈良線　布施駅 定額（最高月35,000円まで）

就業時間 休日／週休二日制 備考

56 19016 常用
営業（企業福
利厚生プラ

ンナー）

・納税協会会員企業に対する福祉制度の推進（法人
営業）

・高卒以上
・未経験からの充実した研修制度有

49歳位まで

№ 求人番号 職種 仕事の内容 必要な経験資格等 年齢

58 19018 常用
営業（企業福
利厚生プラ

ンナー）

・納税協会会員企業に対する福祉制度の推進（法人
営業）

2人
9：15～17：15
（内60分休憩）

週休２日（土・日）・祝日・
夏季・年末年始休暇
（年間休日120日）

試用期間２か月（賃金同じ）　時間
外無　入社前研修有　プラチナく
るみん認定事業所　ベビーシッ
ター助成金制度有　契約保育施
設多数有　賞与有

57 19017 常用
営業（企業福
利厚生プラ

ンナー）

・納税協会会員企業に対する福祉制度の推進（法人
営業）

・高卒以上
・未経験からの充実した研修制度有

・高卒以上
・未経験からの充実した研修制度有

49歳位まで 2人
9：15～17：15
（内60分休憩）

週休２日（土・日）・祝日・
夏季・年末年始休暇
（年間休日120日）

試用期間２か月（賃金同じ）　時間
外無　入社前研修有　プラチナく
るみん認定事業所　ベビーシッ
ター助成金制度有　契約保育施
設多数有　賞与有

49歳位まで 2人
9：15～17：15
（内60分休憩）

週休２日（土・日）・祝日・
夏季・年末年始休暇
（年間休日120日）

試用期間２か月（賃金同じ）　時間
外無　入社前研修有　プラチナく
るみん認定事業所　ベビーシッ
ター助成金制度有　契約保育施
設多数有　賞与有

60 19020 常用
営業（企業福
利厚生プラ

ンナー）

・納税協会会員企業に対する福祉制度の推進（法人
営業）

59 19019 常用
営業（企業福
利厚生プラ

ンナー）

・納税協会会員企業に対する福祉制度の推進（法人
営業）

・高卒以上
・未経験からの充実した研修制度有

49歳位まで 2人
9：15～17：15
（内60分休憩）

週休２日（土・日）・祝日・
夏季・年末年始休暇
（年間休日120日）

試用期間２か月（賃金同じ）　時間
外無　入社前研修有　プラチナく
るみん認定事業所　ベビーシッ
ター助成金制度有　契約保育施
設多数有　賞与有

49歳位まで 2人
9：15～17：15
（内60分休憩）

週休２日（土・日）・祝日・
夏季・年末年始休暇
（年間休日120日）

試用期間２か月（賃金同じ）　時間
外無　入社前研修有　プラチナく
るみん認定事業所　ベビーシッ
ター助成金制度有　契約保育施
設多数有　賞与有

・高卒以上
・未経験からの充実した研修制度有

62 19022 常用
営業（企業福
利厚生プラ

ンナー）

・納税協会会員企業に対する福祉制度の推進（法人
営業）

61 19021 常用
営業（企業福
利厚生プラ

ンナー）

・納税協会会員企業に対する福祉制度の推進（法人
営業）

・高卒以上
・未経験からの充実した研修制度有

49歳位まで 2人
9：15～17：15
（内60分休憩）

週休２日（土・日）・祝日・
夏季・年末年始休暇
（年間休日120日）

試用期間２か月（賃金同じ）　時間
外無　入社前研修有　プラチナく
るみん認定事業所　ベビーシッ
ター助成金制度有　契約保育施
設多数有　賞与有

49歳位まで 2人
9：15～17：15
（内60分休憩）

週休２日（土・日）・祝日・
夏季・年末年始休暇
（年間休日120日）

試用期間２か月（賃金同じ）　時間
外無　入社前研修有　プラチナく
るみん認定事業所　ベビーシッ
ター助成金制度有　契約保育施
設多数有　賞与有

・高卒以上
・未経験からの充実した研修制度有

64 19024 常用
営業（企業福
利厚生プラ

ンナー）

・納税協会会員企業に対する福祉制度の推進（法人
営業）

63 19023 常用
営業（企業福
利厚生プラ

ンナー）

・納税協会会員企業に対する福祉制度の推進（法人
営業）

・高卒以上
・未経験からの充実した研修制度有

49歳位まで 2人
9：15～17：15
（内60分休憩）

週休２日（土・日）・祝日・
夏季・年末年始休暇
（年間休日120日）

試用期間２か月（賃金同じ）　時間
外無　入社前研修有　プラチナく
るみん認定事業所　ベビーシッ
ター助成金制度有　契約保育施
設多数有　賞与有

49歳位まで 2人
9：15～17：15
（内60分休憩）

週休２日（土・日）・祝日・
夏季・年末年始休暇
（年間休日120日）

試用期間２か月（賃金同じ）　時間
外無　入社前研修有　プラチナく
るみん認定事業所　ベビーシッ
ター助成金制度有　契約保育施
設多数有　賞与有

・高卒以上
・未経験からの充実した研修制度有

49歳位まで 2人
9：15～17：15
（内60分休憩）

週休２日（土・日）・祝日・
夏季・年末年始休暇
（年間休日120日）

試用期間２か月（賃金同じ）　時間
外無　入社前研修有　プラチナく
るみん認定事業所　ベビーシッ
ター助成金制度有　契約保育施
設多数有　賞与有

　≪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。

65 19025 常用
営業（企業福
利厚生プラ

ンナー）

・納税協会会員企業に対する福祉制度の推進（法人
営業）

・高卒以上
・未経験からの充実した研修制度有



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　（2019年11月15日現在）

≪2019年7月16日②記載分≫

雇用形態 本社所在地 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

枚方市 基本給200,000円～250,000円

京阪本線　枚方市駅 定額（最高月35,000円まで）

大阪市中央区 基本給220,000円～350,000円

大阪メトロ谷町線
谷町四丁目駅

定額（最高月20,000円まで）

大阪市北区
基本給168,000円～180,000円

＋固定時間外6,560円（5時間分）

大阪メトロ谷町線　南森町駅 定額（最高月30,000円まで）

大阪市中央区 基本給180,000円～200,000円

心斎橋駅 全額支給

試用期間２か月（賃金時給1,000
円）　月平均10時間時間外有　エ
クセル関数、弥生給与使いこなせ
る方優遇　賞与10万～40万有

不問 1人
9：00～18：00
（内60分休憩）

就業時間 休日／週休二日制 備考

66 19026 常用
営業（企業福
利厚生プラ

ンナー）

・納税協会会員企業に対する福祉制度の推進（法人
営業）

・高卒以上
・未経験からの充実した研修制度有

49歳位まで

№ 求人番号 職種 仕事の内容 必要な経験資格等 年齢

2人
9：15～17：15
（内60分休憩）

週休２日（土・日）・祝日・
夏季・年末年始休暇
（年間休日120日）

試用期間２か月（賃金同じ）　時間
外無　入社前研修有　プラチナく
るみん認定事業所　ベビーシッ
ター助成金制度有　契約保育施
設多数有　賞与有

67 19027 常用 一般事務

・電話対応、来客対応
・バーチャルオフィス内覧、契約等対応
・スクール運営の受付、管理
・パソコンを使用しての事務作業全般

・学歴不問
・パソコン（ワード、エクセル使用）
・パソコン経験者優遇

日曜・祝日・土曜・その他
（夏季休暇・年末年始）・

週休２日
（年間休日125日）

試用期間？（賃金同じ）　時間外
無　女性のみの職場　賞与は業
績による

不問 1人
9：00～18：00
（内60分休憩）

日曜・祝日・土曜
（年間休日125日）

試用期間３か月（賃金同じ）　時間
外無　直行直帰の場合有　賞与
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。

69 19029 常用 営業事務

・営業事務全般
・求人広告作成、見積書作成
・データ管理、応募者の面接
・クライアントへのマッチング、営業のサポート

・学歴不問
・営業または事務経験
･パソコン基本操作（エクセル、ワード）

68 19028 常用 事務
・社会保険労務士業務全般
・給与計算（弥生給与使用）

・短大卒以上
・パソコンエクセル関数

40歳位まで 2人
9：00～18：00
（内60分休憩）

日曜・祝日・土曜・週休２
日

（年間休日120日）


