
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3月11日現在）

≪2021年3月11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　茨木市 日給月給5,100円

ＪＲ京都線　茨木駅 全額支給

≪2021年2月27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

大阪市城東区 日給月給5,590円

ＪＲ中央線　緑橋駅 全額支給

大阪府　枚方市
月給190,000円～200,000円

＋業務手当12,000円＋調整手当31,000円
＋送迎手当3,000円

京阪バス　片鉾・中央図書館 実費支給（最高月50,000円まで）

大阪市西区 時給1,000円＋処遇改善手当

阪神・大阪メトロ　桜川駅 定額（最高月20,000円まで）

≪2021年2月17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 月給216,190円

谷町四丁目駅　天満橋駅 全額支給

大阪市北区 時給1,200円

京阪中之島駅　JR環状線福島駅
大阪メトロ阿波座駅

全額支給

≪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

大阪府　吹田市
月給183,000円～300,000円

（職務手当8,000円～30,000円＋処遇改善手
当5,000円～20,000円含む）

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

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

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）

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

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）

年齢 就業時間 休日／週休二日制 備考

26 R2-40

パート（2021
年4月1日～
2022年3月
31日、更新

無）

会計年度職員
（非常勤嘱託

員）

・市町村自立支援員への自立支援に係る指導、調整及び研修
・貸付審査申請審査、交付手続等関連業務
・その他の貸付制度に係る関連業務
・法的措置に係る事務及び法廷出廷等
・債権回収に係る償還指導及び委託に係る事務
・債権整理に係る債権調査等その他関連業務

・学歴不問
・ひとり親家庭の自立支援業務に関する
経験があること
・ワード、エクセルの操作がてきること

不問 2人

9：00～16：00
上記時間内6時間程度
で週29時間　※時期に
より就業時間の変更有

（内45分休憩）

日曜・祝日・土曜・年末年始

試用期間１か月（賃金同じ）　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

試用期間無　時間外月平均１時
間程度　賞与無

・高卒以上
・パソコン操作（ワード、エクセル、パワー
ポイントなど）
・経理伝票記帳等の経験があれば尚良
い

№ 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・祝日・土曜・週休２日

使用期間１か月（賃金同じ）　時間
外無　賞与無　地方公務員法に
基づく一般職の地方公務員（非常
勤職員）　マイカー通勤不可

29 R2-44 常用 生活相談員
・高齢者施設（特別養護老人ホーム、短期入所生活介護）
の相談業務

・学歴不問
・介護福祉士又は社会福祉士の資格
・普通自動車運転免許

45歳位まで 1人
9：00～17：30
（内60分休憩）

シフト制
（年間休日105日）

試用期間６か月（賃金同じ）　時間
外月平均4～5時間　賞与有　退
職金有（1年以上勤務の場合）

28 R2-43

パート（2021
年3月1日～
2021年3月
31日、更新

無）

非常勤作業員
・電話、来客対応、文書整理などの事務的全般作業
・パソコン（ワード、エクセル等）を活用した資料作成やデー
タ入力

・学歴不問
・パソコン（ワード・エクセル）による資料作
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
9：00～15：30
（内45分休憩）

日曜・祝日・土曜
試用期間３か月（賃金同じ）　時間
外無　賞与無　勤務日数及び勤
務時間相談可

　≪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。

指定管理者　　　　社会福祉法人大阪府母子寡婦福祉連合会

30 R2-45 常用パート
障がい者支援

員

・古紙仕分け
・パン販売
・車での送迎業務

・高卒以上
・普通自動車運転免許（ペーパードライ
バー不可）

不問 2人
10：00～15：30
（週３日～５日）

不問 1人
9：00～17：00
（内60分休憩）

日曜・祝日・土曜・年末年始
（年間休日121日）

27 R2-41

パート（2021
年4月1日～
2022年3月31
日、更新有、
但し最長3年

まで）

事務員 ・庶務（電話、来客対応、書類資料作成など）

備考№

№ 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・祝日・土曜・週休２日

使用期間１か月（賃金同じ）　時間
外無　賞与無　地方公務員法に
基づく一般職の地方公務員（非常
勤職員）　指定の履歴書を3/22
（月）までに郵送又は持参

31 R2-50

パート（2021
年4月14日
～2022年3
月31日、更

新無）

会計年度任用
職員（非常勤

作業員）

・エクセルを使用した集計作業
・来客及び電話対応
・文書整理
・書庫内の書類整理
・その他の事務業務の補助

・学歴不問
・パソコン（ワード・エクセル）の基本操作
が可能なこと

不問 1人
9：00～15：00
（内45分休憩）



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3月11日現在）

≪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）

1人
9：00～17：30
（内60分休憩）

日曜・祝日・土曜日・その他
（最終の土曜は勤務）

（年間休日113日）

休日／週休二日制

R2-30 常用
インテリアコー
ディネーター

日曜・祝日・土曜日
（年間休日120日）

備考

指定管理者　　　　社会福祉法人大阪府母子寡婦福祉連合会

　≪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。

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

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

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）

17 R2-31

常用（雇用
期間定め
有、更新

有）

2人


