
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9月7日現在）

≪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≫

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）

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12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　住之江区 時間給972円

大阪メトロ中央線
コスモスクエア駅

全額支給

≪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）

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

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）

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・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）

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 休日／週休二日制 備考

　≪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

№ 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

試用期間有１か月（賃金同じ）　時間
外無　賞与有（条件有）　退職金無
地方公務員法が適用
※令和３年７月14までに指定様式に
て申込み必要

43 R3-12

パート
（R3/8/4～
R4/2/28）
更新無

非常勤作業員
（会計年度任

用職員）

・経済センサス‐活動調査の審査業務の補助
・パソコンによる調査票審査及びデータの修正、入力
・パソコンを使った情報の集約、整理作業
・調査票（紙）の審査　・調査票の受付と発送業務
・調査事業所名簿の照合作業　・未提出企業への督促　等

・学歴不問
・パソコン（Word、Excel等）で基本的な操
作、入力ができる方

不問 14人

9：30～16：00（週５日程
度）

（内45分休憩）
※労働日数相談可



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9月7日現在）

≪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）

≪2021年5月25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

大阪市北区 日給7,760円

大阪メトロ御堂筋線　本町駅 定額（最高月15,000円まで）

大阪市北区 時給964円

大阪メトロ御堂筋線　本町駅 定額（最高月10,000円まで）

≪2021年5月13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

大阪市西区 基本給190,000円～200,000円

大阪メトロ中央線　九条駅 全額支給

≪2021年4月28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　泉佐野市 時給964円～980円

羽曳野市
府立医療センター前バス停

定額（最高月18,000円まで）

≪2021年3月31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　北区 基本給211,000円

大阪市
北区・中央区・東淀川区周辺

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。
　　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

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。

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）

70歳位まで 1人 6：00～11：00

№ 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

必要な経験資格等 年齢 就業時間 休日／週休二日制 備考

毎週休２日
（年間休日122日）

試用期間有14日（賃金同じ）　時
間外無　賞与無　退職金無

37 R3-05

常用（雇用
期間定め
有、更新

有）

清掃業務 ・女子校内における日常清掃業務
・学歴不問
・必要な経験等不問

70歳位まで 1人
6：30～15：30
（内60分休憩）

毎週休２日
（年間休日122日）

試用期間有14日（賃金同じ）　時
間外無　賞与無　退職金無

38 R3-06

パート（雇
用期間定め

有、更新
有）

清掃業務 ・女子校内における日常清掃業務
・学歴不問
・必要な経験等不問

休日／週休二日制 備考

3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

常用 訪問介護員 ・在宅訪問介護

・学歴不問
・介護福祉士、介護職員初任者研修修了
者、ホームヘルパー２級　いずれかの免
許

不問
その他４週８休制
（年間休日110日）

試用期間無　時間外無　賞与有
退職金無

34 R2-53

№ 求人番号 職種

№ 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

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

35 R3-03
パート（雇

用期間定め
無）

日常清掃

日曜・祝日・土曜日・年末年
始（年間休日121日）

試用期間有２か月　時間外無　賞
与有　退職金有（３年以上勤務）
※昇給、賞与は会社の業績及び
本人の能力を考慮し決定

36 R3-04 常用
本社スタッフ
（クリーンサ
ポーター）

・障がい者支援
・就職困難者支援
・清掃現場支援

・学歴不問
・パソコンの基礎操作

不問 1人
8：30～17：30
（内60分休憩）

※勤務時間相談可

試用期間有14日　時間外無　賞
与無　退職金無

・学歴不問
・必要な経験等不問

不問 1人
10：30～17：30
（内60分休憩）

日曜日・その他（連休でない
祝日、休日に関しては相談

可能）

・巡回清掃
・カーテン交換

№ 求人番号 職種 仕事の内容

№ 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・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）

39 R3-08

常用（雇用
期間定め
有、更新

有）

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）


