
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　（2022年 3月10日現在）

≪2022年 3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　東大阪市

　　　　　月給200,000円～285,000円
（内訳）・基本給175,000円～250,000円
　　　　 ・処遇手当25,000円～35,000円
         その他：介護福祉士手当15,000円

ＪＲおおさか東線　長瀬駅 定額（日額50円）

大阪市平野区 時間給1,200円

大阪メトロ谷町線　喜連瓜破駅 全額支給

大阪市西区 月給162,400円（時間給1,000円）

南海高野線　中百舌鳥駅 定額（最高15,000円まで）

≪2022年 3月10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180,000円～338,000円
（内訳）・基本給140,000円～218,000円
　　　　 ・職務手当30,000円～110,000円
         ・奨励手当10,000円
 ・家族手当 子5,000円、二人目以降3,000円

近鉄けいはんな線　吉田駅 全額支給

大阪市鶴見区 時間給1,090円

JR学研都市線　鴻池新田駅 全額支給

≪2022年 3月 3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　堺市 時給992円

近鉄けいはんな線　荒本駅 無

大阪府　堺市 時給992円

京阪本線　牧野駅 無

≪2022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

大阪府　茨木市 日給6,180円

阪急京都線　茨木市駅 全額支給

その他・週休２日
（年間休日120日）

試用期間無　時間外無　賞与無　退
職金無　希望があれば専属契約して
いる公認心理士によるカウンセリン
グを受けることができます

87 R3-71 常用 清掃 ・清掃（トイレ含む）
・学歴不問
・必要な経験等不問

不問 1人
7：00～16：00
（内60分休憩）

土曜・日曜・祝日・年末年始
（年間休日121日）

試用期間有２か月（賃金同じ）　時間
外無　賞与有　退職金有（３年以上）
昇給、賞与は本人の能力と会社の業
績を考慮して決定します

86 R3-70
パート（雇

用期間定め
無）

調理
・利用者１６名の夕食を１人で作ってもらいますが、普通の
家庭食のような簡単な料理ばかりです

・学歴不問
・必要な経験等不問

65歳位まで 1人 13：30～16：00 土曜・日曜・祝日
試用期間有３か月（賃金同じ）　時間
外無　賞与無　退職金無

85 R3-69

常用（雇用
期間定め
有、更新

有）

介護・福祉
・送迎、スタッフとの連絡調整
・自立を促す声掛けや必要なお手伝い
・利用者の話し相手や清掃、調理の盛り付け

・学歴不問
・必要な経験等不問

不問 1人

①13：00～22：00
②10：00～19：00
③15：00～22：00

・①②土日祝
・③平日のみ
（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 備　　考

土曜・日曜・週休２日
（年間休日120日）

試用期間有３か月（賃金同じ）　時間
外月平均３時間　賞与有　退職金有
（１年以上勤務）　その他手当として
皆勤手当、精勤手当、特別奨励金0
円～10,000円有

84 R3-67

パート（雇
用期間定め
有、更新の
可能性有）

一般職非常勤
補助員

・府立高等学校での事務補助業務全般
・電話対応、来客対応（給茶業務を含む）
・パソコンを使用した資料作成、印刷業務
・データ入力、校内文書、物品の整理等

・学歴不問
・必要な経験等不問
・但しワード、エクセルによる文書作成、
データ入力、関数による集計など、パソコ
ン操作スキルが必要

不問 2人

 ①週３日（１名）
②週４日（１名）
　9：00～17：00
の内５時間程度
（内45分休憩）

※就業時間相談可

土曜・日曜・祝日

試用期間無　時間外無　賞与無　退
職金無　地方公務員法に基づく一般
職地方公務員（非常勤職員）となり、
欠格事由（第16条）に該当する場合
は応募不可　政治的行為の制限等
有

83 R3-66 常用 一般事務
・出荷事務（伝票入力）
・簡単な経理事務（パソコン入力作業）
・来客対応

・高卒以上
・必要な経験特になし
・パソコン操作（ワード、エクセル）
・普通自動車運転免許　必須

62歳以下 1人
8：00～17：00
（内90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 備　　考

休　　日 備　　考

土曜・日曜・祝日・年末年始

試用期間有１か月（賃金同じ）　時間
外無　賞与有　退職金無　地方公務
員法に基づく一般職地方公務員（非
常勤職員）となり、欠格事由（第１６
条）に該当する場合は応募不可　ま
た政治的行為の制限等有

80 R3-58

パート（雇
用期間定め

有、更新
有）

非常勤作業員

・電話及び来客の対応
・文書の整理、作成、発送
・Word、Excelでの資料作成やデータ入力
・その他、事務的作業全般

・学歴不問
・必要な経験等特になし
 但し、Word、Excelの基本操作スキルが
必要

不問 1人
9：00～15：45
（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

　≪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 備　　考

その他（ローテーションによ
る）

試用期間無　時間外無　賞与有　退
職金無　通勤手当については面接時
にご相談下さい

81 R3-63
パート（雇

用期間定め
無）

清掃員 ・建物内、外周での清掃業務（トイレ、床、ゴミ回収等）
・学歴不問
・必要な経験等特になし

不問 1人 6：30～9：00 土曜・日曜・祝日
試用期間無　時間外無　賞与有　退
職金無　通勤手当については面接時
にご相談下さい

82 R3-64

パート（雇
用期間定め

有、更新
有）

警備員
・スーパーマーケットの駐車場の警備
・自転車の整理等

・学歴不問
・必要な経験等特になし

18～64歳
位まで

1人
10：00～19：00
（内60分休憩）
※週３日程度


