
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3月18日現在）

≪2019年3月18日記載分≫

雇用形態 所在地 採用 毎月の賃金

雇用期間 就業場所（ 寄り駅等） 人数 通勤手当

大阪市北区
基本給162,300円

＋調整手当52,700円～107,700円
（年俸2,580,000円～3,240,000円）

ＪＲ大阪駅・私鉄梅田駅 定額（ 高月25,000円まで）

大阪市北区
基本給162,300円

＋調整手当27,700円～77,700円
（年俸2,280,000円～2,880,000円）

阪神本線　千船駅 定額（ 高月25,000円まで）

日曜・祝日・その他会社
カレンダーによる（第一も
しくは第二土曜日出勤

（年末年始12/31～1/3、
夏期休暇8/13～8/15有

り）
※年間休日109日

試用期間２か月（変更有り）　昇給
有　退職金有（３年年以上）　時間
外無　休憩所、更衣室有　駅徒歩
５分傘いらず

46 18158 常用 医療事務 ・調剤薬局における医療事務全般
・学歴不問
・経験者優遇

不問 1人
9：00～19：00の内8時間

（内60分休憩）

日曜・土曜・その他
週休２日シフト制
※年間休日110日

勤務地（西淀川区、中央区）どち
らでも勤務可能な方（応相談）　試
用期間２か月（賃金同じ）　時間外
無　昇給有　退職金有（３年以上）
時間外無

45 18157 常用 総務事務

・ワード、エクセルでの書類作成（会議資料等）
・書類整理
・備品管理
・人事関係事務
・ホームページの追加入力
・電話、来客対応

・短大卒以上
・パソコン操作のできる方
・２年以上総務の経験のある方

不問 1人
9：00～18：00
（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 備考



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3月18日現在）

≪2019年3月7日記載分≫

雇用形態 所在地 採用 毎月の賃金

雇用期間 就業場所（ 寄り駅等） 人数 通勤手当

大阪市中央区 時間給950円

長堀鶴見緑地線　長堀橋駅 全額支給

大阪市福島区
基本給176,000円～201,000円

＋業務手当13,000円
＋家族手当　子一人5,000円（18歳未満）

千日前線　野田阪神駅 定額（ 高月40,000円まで）

大阪市福島区 時間給1,160円

千日前線　野田阪神駅 定額（ 高月40,000円まで）

大阪市福島区 時間給1,160円

東大阪市
近鉄けいはんな線　荒本駅

定額（ 高月40,000円まで）

　≪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。

№ 求人番号 職種 仕事の内容

・高卒以上
・エクセル、ワードの基本操作
・営業事務経験者優遇

不問 1人
8：20～17：30の間の

６時間以上

土曜・日曜・祝日・週休２
日（年４回土曜又は日曜
出勤有）（年間休日118

日）

試用期間３か月（賃金同じ）　未経
験からの転職者多数、丁寧にサ
ポート　勤務時間は面接時に応
相談

不問 1人
8：20～17：30の間の

６時間以上

土曜・日曜・祝日・週休２
日（年４回土曜又は日曜
出勤有）（年間休日118

日）

試用期間３か月（賃金同じ）　未経
験からの転職者多数、丁寧にサ
ポート　勤務時間は面接時に応
相談

44 18151
常用

（パートも可）
事務員

・来客対応、電話対応
・エクセル、ワードを使用したデータ入力、書類作成
・専用システム（機工マスター）を使用した受発注業
務
・支払、請求業務
・その他外出の多い営業社員のフロー等

1人
8：20～17：30
（内60分休憩）

土曜・日曜・祝日・週休２
日（年４回土曜又は日曜
出勤有）（年間休日118

日）

試用期間３か月（賃金同じ）　昇給
有・賞与年２回有　月平均５時間
時間外有

43 18150 パート 事務員

・来客対応、電話対応
・エクセル、ワードを使用したデータ入力、書類作成
・専用システム（機工マスター）を使用した受発注業
務
・支払、請求業務
・その他外出の多い営業社員のフロー等

・高卒以上
・エクセル、ワードの基本操作
・営業事務経験者優遇

必要な経験資格等 年齢 就業時間 休日／週休二日制

① 9：30～16：00
②10：00～17：00
（内90分休憩）

日曜・祝日・土曜・週休２
日（年間休日124日）

試用期間３か月（賃金同じ）　昇給
有・賞与有

42 18149 常用 事務員

・来客対応、電話対応
・荷受け処理
・エクセル、ワードを使用したデータ入力、書類作成
・営業のフォロー
・受発注業務

・高卒以上
・エクセル、ワードの基本操作
・営業事務経験者優遇

不問

41 18145 事務雑務
・事務の雑務処理
・商品のピッキング

・学歴不問 不問

備考

パート 1人



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3月18日現在）

≪2018年11月12日～12月17日記載分≫

雇用形態 所在地 採用 毎月の賃金

雇用期間 就業場所（ 寄り駅等） 人数 通勤手当

大阪市中央区 時間給1,100円～1,500円

中央線　本町駅 定額（ 高月25,000円まで）

大阪市生野区 基本給162,490円～180,000円

JR大和路線　東部市場前駅 定額（ 高月50,000円まで）

大阪市生野区 基本給162,490円～180,000円

JR大和路線　東部市場前駅 定額（ 高月50,000円まで）

大阪市西区
基本給150,000円～170,000円

＋業務手当20,000円～30,000円
＋特別手当20,000円

四つ橋線　四ツ橋駅 全額支給

大阪市城東区 基本給180,000円～220,000円

ＪＲ・京阪・地下鉄　京橋駅 定額（ 高月10,000円まで）

大阪市北区
基本給160,000円～220,000円

＋固定残業手当20,000円～30,000円

谷町線・堺筋線　南森町駅 全額支給

大阪市北区
基本給158,500円～390,000円

＋固定残業手当41,500～110,000円

谷町線・堺筋線　南森町駅 全額支給

　≪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。

不問 3人
9：00～18：00
（内90分休憩）

日曜・第３土曜・その他
（夏季・年末年始は７日

以上）
年間休日95日

試用期間３か月（賃金同じ）　月平
均15時間時間外有

2人
9：00～18：00
（内90分休憩）

日曜・第３土曜・その他
（夏季・年末年始は７日

以上）
年間休日95日

試用期間３か月（賃金同じ）　月平
均15時間時間外有

不問

38 18124 常用 建築設計

・建築設計／木造戸建、集合住宅等の建築意匠設
計、企画、提案
・意匠設計、プランニング、製図
・設備仕様やインテリアの提案
・確認申請業務、役所との協議等

・高卒以上
・CAD扱える方（JW－CAD)
・建築設計実務経験者歓迎

37 18123 常用 一般事務

・ブログ、SNS、HPの管理、更新作業
・銀行での入出金、振替伝票の作成
・小口現金の管理、支払業務、請求書発行
・自社所有賃貸マンション管理補助業務等

・高卒以上
・PC(ワード、エクセル）が使える方

不問 1人
9：00～18：00
（内60分休憩）

日曜・祝日・週休２日（月
１回）

試用期間２か月（賃金180,000円
～）　月平均10時間時間外有

36 18099 常用 営業事務
・グーグルカレンダーの管理
・仕入先への発注
・見積書作成等々

・学歴不問
・エクセル、ワード経験者優遇
・免許資格不問

・学歴不問
・簿記３級以上

50歳位まで 1人
9：15～17：30
（内60分休憩）

日曜・祝日・隔週休２日
（年間休日108日）

試用期間14日（賃金同じ）

不問 2人

①08：00～16：45
②13：15～22：00
③22：00～08：00
（内60分休憩）

シフト制（会社カレンダー
による）

試用期間３か月（賃金同じ）　月平
均20時間時間外有　仕事と子育
てが両立、勤務時間を保育施設
等の送迎時間に対応、子どもの
急な病気や保育所、学校等の行
事の際に１日又は時間単位で休
暇を取得できる

・高卒以上
・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

35 18098 常用 経理事務
・経理部に属し関連企業13社の月次試算表を作成
・主たる業務として各種振替伝票作成及びパソコン
入力後、各種資料作成

34 18097 常用
物流スタッフ
（倉庫作業）

・冷凍倉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
・既存荷への訪問
・簡単なワード、エクセル、ネット検索作業など

・高卒以上（履修科目）
・ワード、エクセル、パワーポイントの基本
操作及びインターネット検索

不問 1人
8：00～16：45
（内60分休憩）

日曜・祝日・その他会社
カレンダーによる

試用期間３か月（賃金同じ）　月平
均20時間時間外有　仕事と子育
てが両立、勤務時間を保育施設
等の送迎時間に対応、子どもの
急な病気や保育所、学校等の行
事の際に１日又は時間単位で休
暇を取得できる

33 18096 常用
事務員

（営業補助）

・主に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、手配業務
・ワード、エクセル、パワーポイント入力、インター
ネット検索作業
・他部署への応援（現場にて検査品等立会）、清掃
作業

35歳位まで 3人
10：00～17：00
（内60分休憩）

就業時間相談可

日曜・祝日・土曜（週休２
日）

試用期間なし　月平均５時間時間
外有

30 18090
パート

1年・更新有
事務（営業ア
シスタント）

・既存営業の補佐業務
・データ入力
・電話対応
・営業支援

・学歴不問
・パソコン基本操作（エクセル・ワード）

№ 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


