
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11月9日現在）

≪2021年11月9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

大阪市東成区
月給192,060円～230,780円

※基本給＋調整手当（基本給の10％）

ＪＲ大阪環状線　森ノ宮駅 全額支給

≪2021年10月26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

大阪市阿倍野区
月給180,000円～200,000円

※経験資格等を考慮の上決定

京阪本線　枚方市駅 全額支給

≪2021年10月20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
時間給1,200円～1,400円

※時給は勤務実態等により決定

大阪メトロ　心斎橋駅 定額（最高50,000円まで）

≪2021年9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

大阪府　交野市 基本給167,144円

京阪線　交野駅 全額支給

≪2021年9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

大阪府　交野市 時間給992円

京阪線　交野駅 全額支給

≪2021年9月16日記載分①≫

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　高槻市
時間給1,025円～1,210円（資格手当含む）

※別途、土日祝手当100円／時、
早・遅出手当290円／時有

阪急宝塚本線　池田駅 定額（日額1,500円まで）

大阪府　高槻市
月給203,000円～250,000円

※別途、土日祝手当125円／時、早・遅出手当
290円／時、夜勤手当5,000円／回有

ＪＲ京都線　高槻駅 定額（最高30,000円まで）

土曜・日曜・祝日・週休２日
（年間休日139日）

試用期間有３か月（賃金同じ）　時間
外無　賞与無　退職金無　通勤手当
については交通機関利用の場合の
み支給　精勤手当13,000円有

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

休日／週休二日制 備考

その他（シフト制）

試用期間有３か月（賃金同じ）　時間
外無　賞与無　退職金無　社員寮完
備（入居条件有）　正社員登用制度
有　勤務地他に有

その他（シフト制）
（年間休日110円）

試用期間有３か月（賃金同じ）　時間
外有月平均６時間　賞与有　退職金
有（１年３か月以上勤務）　高槻市に
託児所あり（0～5歳児1,000円～／
回）　社員寮完備（入居条件有）　勤
務地他に有

58 R3-28 常用
営業アシスタ

ント

・新規見積作成にあたる調査
・在庫管理や納期回答
・納品業務（緊急時納品対応）
・担当窓口のフォローなど

・高卒以上
・必要な経験等不問

40歳位まで 1人
 9：00～17：00
（内65分休憩）

土曜・日曜・祝日・週休２日
試用期間無　時間外無　賞与無　退
職金無　通勤手当については交通機
関利用に限る

56 R3-26
パート（雇

用期間定め
有・更新有）

総務・経理・営
業事務

・総務、経理、営業事務
・売上管理、発注書、納品書、請求書などの発行
・帳簿入力、出荷対応
※営業事務については、簡単な伝票処理と出荷準備

・学歴不問
・必要な経験等不問

不問 1人
 9：30～16：00
（内45分休憩）

№ 求人番号

№ 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

№ 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

　≪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

49 R3-19 常用
施設内訪問介

護
・サービス付き高齢者向け住宅に入居されている方に対す
る介護業務全般

・学歴不問
・介護福祉士

59歳位まで
１～２

人

①  7：00～16：00
②  9：00～18：00
③11：00～20：00
④16：30～  9：30

（内60分（④120分）休憩）

48 R3-18
パート（雇

用期間定め
有・更新有）

施設内訪問介
護

・サービス付き高齢者向け住宅に入居されている方に対す
る介護業務全般

・学歴不問
・ヘルパー２級、初任者研修、実務者研
修、介護福祉士のいずれか（取得見込み
可）

不問
１～２

人

①  7：00～16：00
②  9：00～18：00
③11：00～20：00
（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 備考

土曜・日曜・祝日

試用期間無　時間外無　賞与有　退
職金無　パート職制の契約更新を経
て勤務良好の場合、サービスコー
ディネーター（正職員）への登用有

60 R3-30
パート（３か
月毎の契約

更新）

サービスサ
ポートスタッフ

・生命保険の契約者に対するアフターサービスや、最適なプ
ランの提案を中心としたコンサルティング営業

・高卒以上
・必要な経験等不問

不問 3人
 9：20～16：20
（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

62 R3-32

常用（雇用
期間定め
有、更新

有）

府営住宅の家
賃収納スタッ

フ

大阪府から管理委託された府営住宅の家賃等収納業務
・家賃等の収納
・家賃等の滞納整理
・収入申告書、減免申請などの受付

・学歴不問
・ＰＣ（エクセル、ワード）での文書作成、
データ入力可能な方、金融関係の経験あ
れば尚良し

不問 2人
 9：00～18：00
（内60分休憩）

土曜・日曜・祝日
（年間休日121日）

試用期間有２か月（賃金同じ）　時間
外月平均２時間　賞与有　退職金無
当契約はR4/3/10までとなり同年
3/11より１年毎の契約更新（勤務状
況を含む総合判断）　通勤圏内での
異動有

土曜・日曜・祝日・夏期休暇
（年間休日131日）

試用期間有３か月（賃金同じ）　時間
外月平均５時間　賞与有　退職金有
（１年以上勤務）

№ 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

63 R3-33 常用
相談・支援・指

導員

視覚障害者を支援する福祉事務（配属事業に応じてスポー
ツ・文化事業にかかる業務、生活訓練・相談業務、点訳業
務等法人の実施する業務に幅広く携わっていただきます。）

・大卒以上
・普通自動車免許又はＡＴ限定免許

40歳位まで 1人
 9：00～17：00
（内60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11月9日現在）

≪2021年9月16日記載分②≫

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　高槻市
時間給1,025円～1,210円（資格手当含む）

※別途、土日祝手当100円／時、
早・遅出手当290円／時有

ＪＲ京都線　高槻駅 定額（日額1,500円まで）

大阪府　高槻市
時間給　正看1,515円～1,900円
　　　　　 准看1,315円～1,700円
※別途、土日祝手当100円／時有

ＪＲ京都線　高槻駅 定額（日額1,500円まで）

大阪府　八尾市
月給180,000円～200,000円
※別途、資格手当3,000円有

近鉄バス南木の本 定額（最高5,000円まで）

東京都中央区
時間給1,180円

※処遇改善手当含む

大阪メトロ御堂筋線　北花田駅 定額（最高25,000円まで）

東京都中央区
時間給1,180円

※処遇改善手当含む

京阪本線　萱島駅 定額（最高25,000円まで）

東京都中央区
時間給1,180円

※処遇改善手当含む

大阪メトロ谷町線　平野駅 定額（最高25,000円まで）

≪2021年9月7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　交野市 時間給1,000円

学研都市線　星田駅 全額支給

大阪府　堺市 時間給1,062円

大阪メトロ千日前線　今里駅 無

≪2021年8月19日記載分①≫

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

大阪市北区
月給224,500円～239,500円

（基本給125,000円～140,000円）
（職務手当17,000円＋特殊手当10,000円＋特別手当72,500円）

近鉄大阪線　近鉄八尾駅 定額（最高60,000円）

大阪市北区
月給224,500円～239,500円

（基本給125,000円～140,000円）
（職務手当17,000円＋特殊手当10,000円＋特別手当72,500円）

南海本線　住吉大社駅 定額（最高60,000円）

就業時間 休日／週休二日制 備考

土曜・日曜・祝日
（年間休日130日）

試用期間無　時間外無　賞与無　退
職金無　労働日数、勤務時間相談可
正社員登用の可能性有

47 R3-17
パート（雇

用期間定め
無）

清掃業務
・施設内での日常清掃
・室内、通路、階段等の清掃
・ゴミの分別回収など

・学歴不問
・必要な経験等不問
・障害者研修あり

不問 1人
① 7：30～10：30
②10：30～14：30
（休憩時間なし）

土曜・日曜・祝日・週休２日
試用期間無　時間外無　賞与無　退
職金無

46 R3-16
パート（雇

用期間定め
無）

設計補助及び
簡単な修理補

助

・設計者の補助業務
・ＰＣでの資料作成、印刷、ファイリング等
・電気機器ユニットの修理補助
・簡単な部品交換

・学歴不問
・必要な経験等不問

不問 1人
9：30～16：00
（内45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

週休２日・シフト制
（年間休日113日）

試用期間有３か月（賃金同じ）　時間
外月平均５時間　賞与有　退職金有
（３年以上）　パートも相談可
※介護系資格、自動車運転免許取
得支援制度有　子育てと仕事の両立
可能

44 R3-14 常用
ケアスタッフ
（介護職）

・食事介助、移動補助、清拭・入浴介助
・排泄介助、シーツ交換、清掃、送迎
・レクリエーション

・高卒以上
・普通自動車免許あれば尚可
・介護福祉士あれば尚可
（※普通免許取得支援制度、介護福祉士
資格取得支援制度有）

59歳位まで 3人

①  8：30～17：15
②  7：00～15：45
③13：00～21：45
（内45分休憩）

週休２日・シフト制
（年間休日113日）

試用期間有３か月（賃金同じ）　時間
外月平均５時間　賞与有　退職金有
（３年以上）　パートも相談可
※介護系資格、自動車運転免許取
得支援制度有　子育てと仕事の両立
可能

43 R3-13 常用
ケアスタッフ
（介護職）

・食事介助、移動補助、清拭・入浴介助
・排泄介助、シーツ交換、清掃、送迎
・レクリエーション

・高卒以上
・普通自動車免許あれば尚可
・介護福祉士あれば尚可
（※普通免許取得支援制度、介護福祉士
資格取得支援制度有）

59歳位まで 3人

①  8：30～17：15
②  7：00～15：45
③13：00～21：45
（内45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

日曜・週休２日（シフト制）
（年間休日108日）

試用期間有３か月（賃金同じ）　時間
外有月平均10時間　賞与無　退職金
無　マイカー通勤は社内規程該当場
合のみ可

55 R3-25
パート（雇

用期間定め
無）

デイサービス
での介護職業

務

・デイサービスでの介護職業務（日勤のみ）
・高齢者の方の介護
・機能訓練、入浴介助、レクリエーション・送迎業務（別途手
当有）

・高卒以上
・無資格、未経験可
・普通免許（ＡＴ限定可）あれば尚可

不問 2人

①8：00～17：00
②8：30～17：30
③9：00～18：00
（内60分休憩）

日曜・週休２日（シフト制）
（年間休日108日）

試用期間有３か月（賃金同じ）　時間
外有月平均10時間　賞与無　退職金
無　マイカー通勤は社内規程該当場
合のみ可

54 R3-24
パート（雇

用期間定め
無）

デイサービス
での介護職業

務

・デイサービスでの介護職業務（日勤のみ）
・高齢者の方の介護
・機能訓練、入浴介助、レクリエーション・送迎業務（別途手
当有）

・高卒以上
・無資格、未経験可
・普通免許（ＡＴ限定可）あれば尚可

不問 2人

①8：00～17：00
②8：30～17：30
③9：00～18：00
（内60分休憩）

№ 求人番号

53 R3-23
パート（雇

用期間定め
無）

デイサービス
での介護職業

務

・デイサービスでの介護職業務（日勤のみ）
・高齢者の方の介護
・機能訓練、入浴介助、レクリエーション・送迎業務（別途手
当有）

・高卒以上
・無資格、未経験可
・普通免許（ＡＴ限定可）あれば尚可

不問

職種 仕事の内容 必要な経験資格等 年齢

日曜・週休２日（シフト制）
（年間休日108日）

試用期間有３か月（賃金同じ）　時間
外有月平均10時間　賞与無　退職金
無　マイカー通勤は社内規程該当場
合のみ可

52 R3-22 常用 一般事務

・納品書、請求書作成、電話対応
・ＰＣ基本操作（入力できれば可）
・事務未経験者可
・習熟具合に応じて契約書類やＣＡＤなどにも挑戦してもら
います

・学歴不問
・必要な経験等不問

40歳位まで 1人
9：00～17：00
（内90分休憩）

2人

①8：00～17：00
②8：30～17：30
③9：00～18：00
（内60分休憩）

土曜・日曜・祝日
（年間休日120日）

試用期間有３か月（賃金同じ）　時間
外無　賞与有　退職金有（３年以上
勤務）　仕事と育児の両立できる求
人（様々な条件など相談可）

　≪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

その他（シフト制）

試用期間有３か月（賃金同じ）　時間
外無　賞与無　退職金無　高槻市に
託児所あり（0～5歳児1,000円～／
回）　社員寮完備（入居条件有）　正
社員登用制度有　勤務地他に有

51 R3-21
パート（雇

用期間定め
有・更新有）

看護師
・サービス付き高齢者向け住宅に入居されている方への訪
問看護

・学歴不問
・正看護師、准看護師のいずれか

不問
１～２

人

① 9：00～18：00
（内60分休憩）

② 9：00～18：00の間の
６時間以上

その他（シフト制）

試用期間有３か月（賃金同じ）　時間
外無　賞与無　退職金無　高槻市に
託児所あり（0～5歳児1,000円～／
回）　社員寮完備（入居条件有）　正
社員登用制度有　勤務地他に有

50 R3-20
パート（雇

用期間定め
有・更新有）

施設内訪問介
護

・サービス付き高齢者向け住宅に入居されている方に対す
る介護業務全般

・学歴不問
・ヘルパー２級、初任者研修、実務者研
修、介護福祉士のいずれか（取得見込み
可）

不問
１～２

人

①  7：00～16：00
②  9：00～18：00
③11：00～20：00
（内60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11月9日現在）

≪2021年8月19日記載分②≫

大阪市北区
月給224,500円～239,500円

（基本給125,000円～140,000円）
（職務手当17,000円＋特殊手当10,000円＋特別手当72,500円）

ＪＲ阪和線　堺市駅 定額（最高60,000円）

≪2021年7月9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　東大阪市 月給130,000円＋昼食手当7,000円

近鉄奈良線　八戸ノ里駅 定額（最高5,000円）

大阪府　東大阪市 時間給965円

近鉄奈良線　八戸ノ里駅 無

大阪府　東大阪市 月給150,000円＋昼食手当7,000円

近鉄奈良線　八戸ノ里駅 定額（最高5,000円）

≪2021年6月24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 基本給165,900円

阪急京都線　南茨木駅
定額（最高20,000円）

但し通勤距離が２Km以上の場合

≪2021年6月14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　和泉市 月給201,000円

泉北高速鉄道　和泉中央下車
バスで１５分

全額支給（当社規定により車両通勤可）

週休２日・シフト制
（年間休日113日）

試用期間有３か月（賃金同じ）　時間
外月平均５時間　賞与有　退職金有
（３年以上）　パートも相談可
※介護系資格、自動車運転免許取
得支援制度有　子育てと仕事の両立
可能

45 R3-15 常用
ケアスタッフ
（介護職）

・食事介助、移動補助、清拭・入浴介助
・排泄介助、シーツ交換、清掃、送迎
・レクリエーション

・高卒以上
・普通自動車免許あれば尚可
・介護福祉士あれば尚可
（※普通免許取得支援制度、介護福祉士
資格取得支援制度有）

59歳位まで 3人

①  8：30～17：15
②  7：00～15：45
③13：00～21：45
（内45分休憩）

日曜・土曜・その他会社のカ
レンダーに基づく
（年間休日118日）

試用期間無　時間外無　賞与無　退
職金無

42 R3-11 常用 検査スタッフ ・主に自動車部品（ボルト、ナットなど）の製品検査
・学歴不問
・必要な経験等不問

40歳位まで 1人
8：30～17：30
（内60分休憩）

休日／週休二日制 備考

日曜・土曜・その他会社のカ
レンダーに基づく
（年間休日118日）

試用期間無　時間外月平均５時間
賞与無　退職金無

41 R3-10
パート（雇

用期間定め
無）

検査スタッフ ・主に自動車部品（ボルト、ナットなど）の製品検査
・学歴不問
・必要な経験等不問

40歳位まで 3人
9：00～17：00
（内60分休憩）

日曜・土曜・その他会社のカ
レンダーに基づく
（年間休日118日）

試用期間無　時間外月平均５時間
賞与無　退職金無　勤務時間相談可

40 R3-09 常用 検査スタッフ ・主に自動車部品（ボルト、ナットなど）の製品検査
・学歴不問
・必要な経験等不問

40歳位まで 1人
9：00～17：00
（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

№ 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

№ 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

39 R3-08

常用（雇用
期間定め
有、更新

有）

38 R3-07 常用
コールセン
ター事業部
（正社員）

・電話対応業務
・オペレーター管理業務

・学歴不問
・必要な経験等不問

45歳位まで
２～３

人

① 9：00～18：00
②11：00～20：00
③12：30～21：30
（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。
　　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

休日／週休二日制 備考

日曜・祝日・土曜・完全週休
２日、夏季休暇、年末年始

（年間休日121日）

試用期間有３か月（賃金同じ）　時間
外月平均１０時間　賞与有　初回更
新以降は年度毎（４月～）の雇用契
約（雇止め規定あり）

休日／週休二日制 備考

シフト制・完全週休２日
（日曜日＋その他曜日）

試用期間有３か月（賃金同じ）　時間
外月平均５～１０時間　賞与有　退職
金有（勤続５年以上）　経験知識がな
くても勉強会、研修会など段階を踏
んでコールセンター管理業務をお任
せします。

事務職

・シルバー人材センター（高齢者福祉事業）における業務
・総務、経理業務全般
・パソコン及びシルバーシステム等を使用
・電話、窓口応対業務

・高校卒以上
・日商簿記２級、経理事務の経験５年以
上
・基本的なパソコン操作（Excel・Word）
・自転車、原付、普通自動車に乗れる方

不問 1人
8：45～17：15
（内45分休憩）


