
資格・経験 資格・経験 資格・経験

月給 月給 月給

正社員以外1人募集 交通費 実費支給（上限あり） 正社員2人募集 交通費 実費支給（上限あり） 正社員2人募集 交通費 実費支給（上限あり）

 年齢:不問 賞与　年0円～  年齢:68歳以下 賞与　年60,000円～500,000円  年齢:68歳以下 賞与　年60,000円～500,000円

勤務時間 (1)9時00分～17時30分 時間外 勤務時間 (1)9時00分～18時00分 時間外 勤務時間 (1)9時00分～18時00分 時間外

5時間
休日 土日祝他 週休２日制 毎　週 休日 土日 週休２日制 毎　週 休日 土日 週休２日制 毎　週

年間休日数 129日 年間休日数 105日 年間休日数 105日

従業員数 35,000人 資本金 300万円 従業員数 33人 資本金 300万円 従業員数 33人

現在の応募者数1人 現在の応募者数0人 現在の応募者数0人

資格・経験 資格・経験 資格・経験

月給 月給 月給

正社員1人募集 交通費 実費支給（上限あり） 正社員1人募集 交通費 実費支給（上限なし） 正社員1人募集 交通費 実費支給（上限あり）

 年齢:64歳以下 賞与 年2回3.40ヶ月分  年齢:64歳以下 賞与 年2回3.20ヶ月分  年齢:59歳以下 賞与 年2回1.60ヶ月分

勤務時間 (1)9時00分～17時45分 時間外 勤務時間 (1)9時00分～17時30分 時間外 勤務時間 (1)9時00分～17時00分 時間外
(2)10時15分～19時00分 (2)9時00分～13時00分 3時間 5時間

休日 日祝他 週休２日制 毎　週 休日 日祝他 週休２日制 その他 休日 他 週休２日制 その他

年間休日数 124日 年間休日数 122日 年間休日数 96日

従業員数 160人 資本金 170000万円 従業員数 1,200人 従業員数 720人

現在の応募者数0人 現在の応募者数0人 現在の応募者数0人5月10日受理求人 5月11日受理求人 5月11日受理求人

最寄駅 : 御堂筋線／ＪＲ新大阪 最寄駅 : 大阪メトロ長堀鶴見緑地線「玉造」 最寄駅 : 大阪メトロ谷町線都島駅／ＪＲ桜ノ宮

求人番号27060-16553931 求人番号27010-25858831 求人番号27020-34033931

189,196円～189,196円 225,000円～315,000円 225,000円～315,000円

社会福祉法人キリスト教ミード社会舘
　ミード宮原センター

生活協同組合ヘルスコープおおさか 社会医療法人　明生会

就業場所 : 淀川区 就業場所 : 中央区 就業場所 : 都島区

  必須  普通自動車運転免許あれば尚可 主任介護支援専門員
＊パソコン入力業務のため、ワード・エクセル操作できる方 要経験  必須   必須

245,000円～290,000円 241,100円～378,100円 255,000円～297,000円

地域包括支援センターにおける業務全般
・高齢者の総合相談 ・権利擁護 ・介護予
防ケアプランの作成業務 ・地域の関係機
関や支援者とのネットワークづくり ・認知
症支援など  ＊＊＊急募＊＊＊

ケアプラン作成 居宅サービス事業所との
連絡調整 給付管理 相談業務

利用者へのケアマネジメント業務 ・ケアプ
ラン作成 ・家族との連絡、調整 ・行政など
の手続等

5月11日受理求人 5月10日受理求人 5月10日受理求人

1 臨時的任用職員（福祉職員） 2 介護支援専門員（北区） 3 介護支援専門員（福島区）

大阪市西淀川区役所保健福祉センターに勤務
し、 「最低限度の生活の保障」と「自立の助長」
を 目的とする生活保護法等に基づくケース
ワーク業務。 （保護決定、訪問、調査、指導、
指示等）  ＊その他関連業務として窓口対応・
電話対応・パソコン入力作業な ども含まれま
す。

居宅介護支援の内容 １．居宅サービス計
画の作成 ２．居宅サービス事業者との連
絡調整 ３．サービス実施状況把握・評価
４．利用者状況の把握 ５．給付管理 ６．要
介護認定申請に対する協力、援助 ７．相
談業務

居宅介護支援の内容  １）居宅サービス計画
の作成 ２）居宅サービス事業者との連絡調
整 ３）サービス実施状況把握・評価 ４）利用
者状況の把握 ５）給付管理 ６）要介護認定
申請に対する協力・援助 ７）相談業務

就業場所 : 福島区

4 主任介護支援専門員≪急募≫ 5 ケアマネージャー（中央区） 6 介護支援専門員（大阪市都島区）

最寄駅 : ＪＲ西日本東西線御幣島 最寄駅 : ＪＲ・大阪環状線天満 最寄駅 : 阪神野田駅、ＪＲ東西線海老江

求人番号27020-33806831 求人番号27020-33391231 求人番号27020-33393431

大阪市西淀川区役所 株式会社　あんじゅ 株式会社　あんじゅ

就業場所 : 西淀川区 就業場所 : 北区

社会福祉主事任用資格必須 Ｗｏｒｄ、
Ｅｘｃｅｌの基本操作

  必須   必須

最新！

発行日:5月16日

5月9日～5月15日

受理求人福祉介護

お問い合わせは…ハローワーク梅田まで！
電話 06-6344-8609  42#   

大阪市北区梅田1-2-2 大阪駅前第２ビル１６階

ハローワーク梅田の営業時間は…平日 8：30～19：00 土曜日10：00～17：00 （日曜・休祝日、年末年始休み）
平日17：15以降及び土曜日はパソコンによる求人検索及び紹介業務のみ。雇用保険手続き、訓練、求人関係業務の取り扱いはありません。

求人の内容について、必ずハローワークでご確認ください。
求人情報には応募要項や試用期間の有無等は記載されていません。詳細をハローワークでご確認ください。



資格・経験 資格・経験 資格・経験

月給 月給 月給

正社員2人募集 交通費 実費支給（上限なし） 正社員1人募集 交通費 実費支給（上限あり） 正社員5人募集 交通費 実費支給（上限なし）

 年齢:59歳以下 賞与　年45,000円～100,000円  年齢:64歳以下 賞与 年2回2.00ヶ月分  年齢:18歳～64歳 賞与　年240,000円～240,000円

勤務時間 (1)9時00分～18時00分 時間外 勤務時間 (1)9時00分～18時00分 時間外 勤務時間 (1)7時00分～16時00分 時間外

10時間 (2)8時00分～17時00分 20時間 (2)11時00分～20時00分 10時間
休日 土日 週休２日制 毎　週 休日 土日祝他 週休２日制 毎　週 休日 他 週休２日制 その他

年間休日数 120日 年間休日数 121日 年間休日数 107日

資本金 1200万円 従業員数 18人 資本金 1000万円 従業員数 191人 資本金 4000万円 従業員数 74人

現在の応募者数0人 現在の応募者数0人 現在の応募者数0人

資格・経験 資格・経験 資格・経験

月給 月給 月給

正社員5人募集 交通費 実費支給（上限なし） 正社員5人募集 交通費 実費支給（上限なし） 正社員3人募集 交通費 実費支給（上限なし）

 年齢:18歳～64歳 賞与　年240,000円～240,000円  年齢:18歳～64歳 賞与　年240,000円～240,000円  年齢:18歳～64歳 賞与　年240,000円～240,000円

勤務時間 (1)7時00分～16時00分 時間外 勤務時間 (1)7時00分～16時00分 時間外 勤務時間 (1)7時00分～16時00分 時間外
(2)11時00分～20時00分 10時間 (2)11時00分～20時00分 10時間 (2)11時00分～20時00分 10時間

休日 他 週休２日制 その他 休日 他 週休２日制 毎　週 休日 他 週休２日制 毎　週

年間休日数 107日 年間休日数 107日 年間休日数 107日

資本金 4000万円 従業員数 74人 資本金 9000万円 従業員数 300人 資本金 9000万円 従業員数 300人

現在の応募者数1人 現在の応募者数0人 現在の応募者数0人

資格・経験 資格・経験 資格・経験

月給 月給 月給

正社員3人募集 交通費 実費支給（上限あり） 正社員2人募集 交通費 実費支給（上限あり） 正社員2人募集 交通費 実費支給（上限あり）

 年齢:不問 賞与　年200,000円～600,000円  年齢:68歳以下 賞与　年60,000円～500,000円  年齢:68歳以下 賞与　年60,000円～500,000円

勤務時間 (1)9時00分～18時00分 時間外 勤務時間 (1)8時00分～17時00分 時間外 勤務時間 (1)8時00分～17時00分 時間外
(2)9時00分～18時00分 (2)9時00分～18時00分

休日 他 週休２日制 その他 休日 他 週休２日制 毎　週 休日 他 週休２日制 毎　週

年間休日数 112日 年間休日数 105日 年間休日数 105日

資本金 1000万円 従業員数 32人 資本金 300万円 従業員数 33人 資本金 300万円 従業員数 33人

現在の応募者数0人 現在の応募者数0人 現在の応募者数1人

最寄駅 : 大阪メトロ・谷町線都島 最寄駅 : 阪神野田駅、ＪＲ東西線海老江 最寄駅 : ＪＲ・大阪環状線天満

求人番号27020-34024631 求人番号27020-33390831 求人番号27020-33395331

株式会社　ニューズ 株式会社　あんじゅ 株式会社　あんじゅ

就業場所 : 都島区 就業場所 : 福島区 就業場所 : 北区

5月11日受理求人 5月10日受理求人 5月10日受理求人

  あれば尚可ホームヘルパー２級 あれば尚可介護福祉士 あれ
ば尚可  簡単なＥｘｃｅｌ、ｗｏｒｄ操作

  必須介護職員初任者研修修了者 必
須

  必須介護職員初任者研修修了者 必須  ヘル
パー２級以上

182,000円～275,000円 200,000円～260,000円 200,000円～260,000円

13 訪問介護職（大阪市都島区） 14 訪問介護（福島区吉野） 15 訪問介護（北区山崎町）

介護状態の高齢者の方や、障害者・児の方へ訪問介護
サービスを提供して頂くお仕事です。  入浴介助・食事介
助・排泄介助・調理補助・洗濯・掃除・シーツ交換、口腔
ケア。 生活援助・掃除・調理・買物などのお手伝い 身体
介護、一緒に通院や外出・入浴や更衣のお手伝い  社会
的孤独感の解消や心身の健康を維持向上や社会問題で
もある、 ご家族の介護負担軽減等を目的としています。 

利用者宅を訪問し、生活援助及び身体介
護など身の回りの お世話をする。

利用者宅を訪問し、生活援助及び身体介
護など身の回りの お世話をする。

5月10日受理求人 5月10日受理求人 5月10日受理求人

最寄駅 : ＪＲ京橋 最寄駅 : 大阪メトロ谷町線千林大宮 最寄駅 : 大阪メトロ谷町線野江内代

求人番号27020-33772931 求人番号27010-25633231 求人番号27010-25636731

株式会社　エースタイルホールディングス 株式会社エースタイル 株式会社エースタイル

就業場所 : 都島区 就業場所 : 旭区 就業場所 : 都島区

  必須介護職員実務者研修修了者 必須介護
福祉士 必須

実務経験あれば尚良し  必須   介護職員初任
者研修以上

  必須介護職員実務者研修修了者 必須介護
職員初任者研修修了者 必須

203,000円～203,000円 203,000円～203,000円 203,000円～203,000円

10 介護職Ｗｅｌｌｉｆｅ都島中通 11 介護職（旭区中宮） 12 介護職（都島区）

住宅型有料老人ホームでの介護職です。
小規模の事業所なので、一人一人に向き
合ったサービスが可能です。 利用者様の
自立を応援し、できないことはお手伝いを
していただくお仕事です。

＜お仕事内容＞ 一般的な介護職と変わりません。 ・
食事・入浴介助・買い物・散歩など 身の回りのお世話
です。  資格を取ったけど実務経験がない、ブランク
がある、 そんな方でも安心して働けるしっかりとした
研修があります 施設も一から建てているので、ピカピ
カです！ オープニングスタッフなので、一から皆さん
で築き上げて いきましょう。

私たちは「ｗｅｌｆａｒｅ」グループとして 続々と新しい福祉施設を
オープンしております そのため、ゆくゆくは管理者として活躍
して頂ける方を 募集しております。 私には無理かもと思わ
ず、ちょっとやってみようかなと、 将来の可能性を拡げるス
テップをふみませんか？ どの施設も出来たばかりで新鮮で
アットホームな職場なのでとても楽しいです スタッフもご利用
者様も暖かい人ばかりで ゆったりとお仕事できます。是非、
一緒に働きましょう！

5月12日受理求人 5月9日受理求人 5月10日受理求人

最寄駅 : ＪＲ新大阪／東淀川 最寄駅 : 大阪メトロ谷町線堺筋線・南森町／ＪＲ東西線大阪天満宮 最寄駅 : 谷町線都島

求人番号27060-16798131 求人番号27020-33207631 求人番号27020-33770331

株式会社　コンストラクション・サービス 株式会社　グッドライフケア大阪 株式会社　エースタイルホールディングス

就業場所 : 淀川区 就業場所 : 北区 就業場所 : 都島区

サービス管理責任者としての業務経験    普通
自動車運転免許　　必須

  必須福祉用具専門相談員 必須 普通自動車
運転免許　　必須

  必須介護職員実務者研修修了者 必須介護
福祉士 必須

250,000円～350,000円 230,000円～250,000円 203,000円～203,000円

7 サービス管理責任者 8 福祉用具専門相談員 9 介護職Ｗｅｌｌｉｆｅ都島高倉

就労継続支援事業所でのサビ管業務です。 利
用者さまごとに支援計画をたて、その後モニタ
リングを実施してもらい、一般就労を目指す支
援をしていただきます。 また、送迎や施設内見
守りもしていただきますのでサビ管だけではな
く、施設の運営にも大きく携わっていただきま
す。

包括支援センターや病院、各居宅介護支援事業所へ新商品
の提案や報告など営業活動をメインに行います。 目標数字
に対してどう動くべきかを考え、ご自身でシフトを組み当てて
生産性を上げて業務に取り組みます。  ・福祉用具貸与、販
売の商品選定 ・商品の納品や引き取り業務 ・住宅改修にお
けるアドバイス ・各サービス事業所との連携、調整 ・モニタリ
ング、社内各職種連絡連携 ・その他帳票整理など事務作業

住宅型有料老人ホームでの介護職です。
小規模の事業所なので、一人一人に向き
合ったサービスが可能です。 利用者様の
自立を応援し、できないことはお手伝いを
していただくお仕事です。

6福祉介護


