
大阪府立母子・父子福祉センター／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　（2020年8月5日現在）

≪2020年8月5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

東大阪市
基本給183,800円～271,400円

＋職務手当5,000円＋特別手当27,000円

近鉄奈良線　若江岩田駅 定額（最高月50,000円まで）

富田林市 日給7,275円

南海線　滝谷駅 全額支給

≪2020年7月18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 基本給160,000円～180,000円

大阪メトロ谷町線　谷町六丁目駅 全額支給

堺市東区 時給964円

大阪メトロ千日前線　今里駅 なし

大阪市阿倍野区 基本給180,000円～210,000円

京阪本線　枚方市駅 全額支給

大阪市浪速区 基本給200,000円

大阪メトロ堺筋線　恵比寿駅 全額支給

大東市
基本給193,200円

＋住宅手当9,000～12,000円

ＪＲ学研都市線　住道駅 定額（最高月15,000円まで）

大阪市中央区 基本給167,093円＋調整手当22,907円

大阪メトロ堺筋線　長堀橋駅 定額（最高月30,000円まで）

守口市 基本給155,000円＋助手手当8,000円

大阪ﾒﾄﾛ谷町線・大阪ﾓﾉﾚｰﾙ
大日駅

定額（最高月50,000円まで）

シフト制・会社カレンダーに
よる

所定労働日数週３～５日
（要相談）

試用期間３か月（賃金同じ）　時間
外基本なし

指定管理者　　　　社会福祉法人大阪府母子寡婦福祉連合会

10 20015

パート（雇
用期間定め

有、更新
有）

一般事務
・一般事務
・来園者対応

・高卒以上
・パソコン（ワード、エクセル）
・フォトショップイラストレーターできれば
尚良

不問 1人
9：00～17：15
（内45分休憩）

9 20014 常用
会計事務及び

一般事務

・社会福祉法人における事務全般
・会計業務（伝票入力から決算補助）
・労務管理
・請求事務
・庶務等

・学歴不問
・ワード、エクセル基本操作
・普通自動車運転免許（ＡＴ限定可）

不問 2人
8：45～17：30内のシフト制

（内45分休憩）

日曜・祝日・週休２日
・その他年間カレンダーあり
・土曜日月１～２回出勤あり

（年間休日108日）

試用期間６か月（賃金同じ）　時間
外月平均４時間　賞与有　通勤は
マイカー要相談、バイク、自転車
可

№ 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

就業時間 休日／週休二日制 備考

2 20006

常用（雇用
期間定め
有、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
・電話、来客対応、その他

・学歴不問
・エクセル、ワードの一般的操作

40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

4 20008

常用（雇用
期間定め
有、更新

有）

府営住宅の入
居者管理ス

タッフ

・大阪府から管理委託された府営住宅の入居者管
理
・窓口、電話対応
・入居者からの要望への対応
・入居者募集、各種申請の受付他

1人
8：50～17：40
（内50分休憩）

日曜・祝日・土曜・週休２日
（年間休日124日）

試用期間６か月（賃金同じ）　時間
外月平均５時間　賞与有

3 20007

パート（雇
用期間定め

有、更新
有）

清掃スタッフ

・施設での日常清掃
・室内、通路、階段等の清掃
・ゴミの分別回収等
・未経験者にも丁寧に指導、障害者研修有

・学歴不問

・学歴不問
・エクセル、ワードでの文書作成、データ
入力可能な方
・接客経験あれば尚良し

不問 1人
9：00～18：00
（内60分休憩）

日曜・祝日・週休２日
（年間休日121日）

試用期間２か月（賃金同じ）　時間
外月平均３時間　賞与有

不問 1人
①7：30～10：30
②10：30～14：30
③8：30～10：30

日曜・祝日・土曜・週休２日 使用期間なし　時間外無

6 20010 常用 事務員 ・経理事務、その他一般事務

5 20009

常用（雇用
期間定め
有、更新

有）

講師・ｽｰﾊﾟｰ
ﾊﾞｲｻﾞｰの派遣
ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ

・大阪市受託事業（要保護児童対策地域協議会機
能強化事業での講師、スーパーバイザーの派遣
コーディネイトとそれに伴う経理、事務）

・学歴不問
・会計簿記資格（簿記３級以上）

不問 1人
8：45～17：00
（内45分休憩）

日曜・祝日・週休２日制
・第２土曜日のみ出勤

（年間休日113日）

試用期間３か月（賃金同じ）　時間
外月平均１時間　賞与有

50歳位まで 1人
10：00～17：00
（内45分休憩）

日曜・祝日・土曜・週休２日
（年間休日130日）

試用期間１か月（賃金同じ）　時間
外月無

・短大卒程度以上
・子どもや親の支援に関わる職業経験や
資格があれば尚可

8 20012 常用 看護助手

・医療器具の滅菌、洗浄業務
・物品の管理、準備業務
・病棟での看護助手業務
・透析室での看護助手業務

7 20011 常用 営業事務
・婦人服の生産スケジュールの管理
・附属の発注、納期管理
・パソコンにて上記の項目を入力して管理

・学歴不問 不問 2人

①7：15～15：30
②8：45～17：00
③10：45～19：00
（内60分休憩）

※病棟業務以外では②のみ

シフト制・会社カレンダーに
よる

（年間休日108日）

試用期間３か月（賃金同じ）　時間
外月平均20時間　賞与有

50歳位まで 1人
9：00～18：00
（内60分休憩）

日曜・祝日・土曜日
（年間休日106日）

試用期間３か月（賃金同じ）　時間
外無　賞与有

・学歴不問
・エクセル、ワードの基本操作

　≪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。
　　母子家庭等就業・自立支援センター　電話　06-6748-0263（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。



大阪府立母子・父子福祉センター／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　（2020年8月5日現在）

≪2020年5月19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

吹田市 時給980円

 大阪ﾒﾄﾛ谷町線・大阪ﾓﾉﾚｰﾙ大日駅からバス６分 全額支給

指定管理者　　　　社会福祉法人大阪府母子寡婦福祉連合会

№ 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

不問 2人

9：00～18：00
上記の開局時間内での
シフト制で週20時間～40
時間勤務で個別に設定
（休憩時間は法定通り）

日曜・祝日・週休２日制
使用期間なし　時間外無　車・バ
イク通勤可（駐車場代自己負担）
有給休暇・社会保険法定通り

　≪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。
　　母子家庭等就業・自立支援センター　電話　06-6748-0263（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。

1 20002

パート（雇
用期間定め

有、更新
有）

調剤薬局事務
・処方箋の入力
・薬剤師の補助
・他、薬局付帯業務

・学歴不問
・パソコン入力が出来ること


