
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　（2021年2月4日現在）

≪2021年2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

大阪市中央区 日給月給（5,590円、火曜のみ5,830円）

谷町四丁目駅　天満橋駅 全額支給

大阪府　吹田市

月給170,000円～250,000円
＋職務手当8,000円～30,000円

＋処遇改善手当5,000円～20,000円
＋送迎手当10,000円～20,000円

大阪メトロ江坂駅・JR吹田駅 全額支給

大阪府　吹田市 時給1,000円～1,200円

大阪メトロ江坂駅・JR吹田駅 実費支給（上限有）日額600円

大阪府　吹田市
月給200,000円～250,000円

＋資格手当2,000円～20,000円

阪急豊津駅・大阪メトロ江坂駅 定額（最高月20,000円まで）

≪2021年2月4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

大阪府　吹田市 月給200,000円～250,000円

大阪メトロ御堂筋線　江坂駅 全額支給

大阪市西区 日給月給180,000円～200,000円

大阪メトロ中央線　九条駅 定額（最高月20,000円まで）

大阪市東成区 月給180,000円

大阪環状線　森ノ宮駅 全額支給

大阪市住之江区 月給138,610円

谷町四丁目駅　天満橋駅 全額支給

大阪市住之江区 月給138,610円

大阪メトロ中央線　ｺｽﾓｽｸｴｱ駅 全額支給

大阪市住之江区 日給（週４日5,590円、週１日5,830円）

大阪メトロ中央線　ｺｽﾓｽｸｴｱ駅 全額支給

使用期間１か月（賃金時給1,124
円）　時間外無　賞与有　地方公
務員法に基づく一般職の地方公
務員（非常勤職員）

・高卒以上
・社会福祉士、社会福祉主事任用資格、
相談業務１０年以上のいずれか

不問 1人
9：30～16：15
（内45分休憩）

R2-33

パート（2021
年4月1日～
2022年3月
31日、更新

有）

住宅相談員

・住宅に関する各種相談（原状回復にかかるトラブル
や住まいを探す高齢者等からの相談等に応じる仕事）
・来客対応、電話対応、パソコンを使用した簡易な資料
作成

・学歴不問
・パソコン（エクセル、ワード）で簡単な文
書や表が作成できる方

不問 1人
①9：00～17：00（週２日）
②9：00～17：30（週２日）

（内60分休憩）

日曜・祝日・土曜・その他
（※週４日勤務）・年末年始

日曜・祝日・土曜日
（年間休日120日）

試用期間３か月（賃金時給1,000
円）　時間外月平均５時間　賞与
無　就業時間相談応　契約社員
（正社員の登用可能性あり）

20 R2-34

パート（2021
年4月1日～
2022年3月
31日、更新

有）

非常勤嘱託員

・補助金の申請書類の確認、電話対応、来客対応
・文書や資料のチェック、整理
・パソコン（ワード、エクセル）を使用した簡単な文書や資
料の作成
・メール（Outlook）の送受信、郵便物の発送、収受業務

・学歴不問
・パソコン（エクセル、ワード）で簡単な文
書や表が作成できる方

不問 1人
①9：30～16：00（週４日）
②9：30～16：15（週１日）

（内45分休憩）

日曜・祝日・土曜・その他
（※週５日勤務）・年末年始

使用期間１か月（賃金時給1,124
円）　時間外無　賞与有　地方公
務員法に基づく一般職の地方公
務員（非常勤職員）

17 R2-31

常用（雇用
期間定め
有、更新

有）

日曜・祝日・法人が指定した
土曜日（月２日～３日）※土
曜日出勤の場合は代休有・

年末年始・夏期休暇３日

18 R2-32

パート（2021
年4月1日～
2022年3月
31日、更新

有）

相談員

・相談業務（生活、法律、養育費、面会交流）
・弁護士との連絡調整等
・福祉事務所、府内各市町村母子・父子自立支援員との連絡調整
・各種相談データの整理、統計、報告
・母子・父子自立支援員等研修会の実施及びアンケートのまとめ

試用期間６か月（賃金同じ）　時間
外無　賞与無　※社会福祉やひと
り親家庭福祉に関心と熱意があ
る方求む

19

16

①8：30～17：30
②9：00～18：00

※①②は本人希望
（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

一般事務 ・電話対応、来客対応、総務事務
・学歴不問
・電話対応、パソコン（エクセル・ワード）の
経験

不問 2人

R2-30 常用
インテリアコー
ディネーター

日曜・祝日・土曜・その他
（※週５日勤務）・年末年始

使用期間１か月（賃金時給1,124
円）　時間外無　賞与有　地方公
務員法に基づく一般職の地方公
務員（非常勤職員）

指定管理者　　　　社会福祉法人大阪府母子寡婦福祉連合会

21 R2-35

パート（2021
年4月1日～
2022年3月
31日、更新

有）

非常勤作業員

・電話対応、来客対応
・文書や資料のチェック、書類整理
・パソコン（ワード、エクセル等）を使用した簡単な文書や資料の作
成
・郵便物の発送、収受、消耗品類の物品管理
・補助金交付事務の補助などの庶務業務の補助

・学歴不問
・パソコン（エクセル、ワード）で簡単な文
書や表が作成できる方

不問 2人
①9：30～16：00（週４日）
②9：30～16：15（週１日）

（内45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。
　　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。

日曜・祝日・土曜日・その他
（最終の土曜は勤務）

（年間休日113日）

試用期間60日（賃金決定月給の
90％）　時間外月平均20時間　賞
与無　試用期間終了後は車を貸
与、通勤・業務で使用可

・一般エンドユーザーとの打ち合わせ
・取引先への訪問

・高卒以上
・普通自動車運転免許

40歳位まで 1人
9：00～17：30
（内60分休憩）

休日／週休二日制 備考

年齢 就業時間 休日／週休二日制 備考

22 R2-36

パート（2021
年4月1日～
2022年3月
31日、更新

有）

非常勤作業員

・データ作成等の補助
・府政学習会（府民の庁舎見学等）の受付、案内、誘導等
・電話及び来庁者一次対応
・新聞切り抜き作業補助
・パソコンによる文書作成、表計算
・大手前庁舎内の他室課への書類運搬等
・業務の進捗状況により、他部署の業務に従事する可能性有

・学歴不問
・パソコン（ワード・エクセル）による簡単な
文書作成、データ入力など、パソコン操作
の一定スキルが必要

不問 1人

①9：15～15：45
（月・水・木・金）

②9：15～16：00（火）
（内45分休憩）

日曜・祝日・土曜・その他
（※週４日勤務）・年末年始

使用期間１か月（賃金時給1,124
円）　時間外無　賞与有　地方公
務員法に基づく一般職の地方公
務員（非常勤職員）

№ 求人番号 職種 仕事の内容 必要な経験資格等

試用期間３か月（賃金異なる・残
業なし・食事提供なし）　時間外月
平均15時間　賞与有　希望により
月額7,000円で食事提供可　12月
は１回土曜出勤有

24 R2-38 常用パート 生活支援員

生活支援員（知的障害を持つ方の通所事業所（生活介護）・
手織り（準備、仕上げ補助）、雑貨製作・学習、音読、清掃、
機能訓練など利用者の作業援助・送迎（送迎車８人乗り、10
人乗り）、食事介助、身体介助、記録等事務作業・年に数回
イベント外出、外交販売、年に一度宿泊訓練あり

・高卒以上 64歳以下 1人
9：00～17：00の間の4時
間以上（就業時間は１日
４～７時間で応相談可）

日曜・祝日・土曜・夏期休
暇・年末年始（但し、可能で
あれば年に数回イベント時

出勤有）週３～５日

試用期間３か月（賃金同じ）　時間
外無　賞与無　仕事と子育てがし
やすい求人（勤務時間を保育施
設等の送迎時間に対応など）

・高卒以上 64歳以下 1人
①8：30～17：30
②9：00～18：00
（内60分休憩）

日曜・祝日・土曜・夏期休
暇・年末年始・但し可能であ
れば年に数回イベント時出

勤有
（年間休日124日）

23 R2-37 常用 生活支援員

生活支援員（知的障害を持つ方の通所事業所（生活介護）・
手織り（準備、仕上げ補助）、雑貨製作・学習、音読、清掃、
機能訓練など利用者の作業援助・送迎（送迎車８人乗り、10
人乗り）、食事介助、身体介助、記録等事務作業・年に数回
イベント外出、外交販売、年に一度宿泊訓練あり

使用期間３か月（賃金同じ）　時間
外無　賞与有

・高卒以上
・普通自動車運転免許

59歳以下 2人
9：00～18：00
（内60分休憩）

日曜・祝日・その他・週休２
日・但し土曜日月１回出勤

有
（年間休日125日）

25 R2-39 常用 指導員 ・利用者に対する送迎、指導、他作業所運営全般


