福祉介護

発行日:5月11日
4月27日～5月10日
受理求人

最新！
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

土日祝10：00～17：00 （年末年始休み）
平日17：15以降及び土日祝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。

1 介護ヘルパー（夜勤含む）
訪問介護事業所で老人ホームの入居者様のお世話をして頂
きます。 夜勤も週１回あります。 （戸締り等の確認、夜間見
回り１回、朝食準備、仮眠あり） 利用者は住宅型有料老人
ホームにお住まいの利用者のみです。 （令和３年４月３０現
在３７名） 未経験者も丁寧に指導させていただきます。 経験
者の方、もちろん大歓迎！ 高齢化社会に突入する中、人材
不足と言われる職種の１つですが、あくまでも入居者様に寄
りそうことができる人材が必要と考えています。やさしさ、気づ
かいを大切にし、ご家族様に代わってサポートして頂きます。

資格・経験

ホームヘルパー２級 介護職員初任
者研修修了者

2 生活介護職員（施設長）

3 介護職

障がい者さまの日中支援 散歩に出かけた
り楽しい時間を利用者さんと過ごします。

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。

資格・経験

サービス管理責任者 サービス管理
責任者必須 普免あれば尚可

介護職員初任者研修修了者 介護職員実

資格・経験 務者研修修了者 介護福祉士

210,000円～210,000円
月給
正社員以外2人募集
交通費 実費支給（上限あり）
年齢:18歳以上
賞与 年600,000円～800,000円
勤務時間 7時00分～19時00分の間の
時間外
8時間
休日 他
週休２日制 毎 週
年間休日数 106日

200,000円～300,000円
月給
正社員1人募集
交通費 実費支給（上限あり）
年齢:不問
賞与 年40,000円～700,000円
勤務時間 (1)10時00分～19時00分
時間外
休日 他
週休２日制 毎 週
年間休日数 105日

203,000円～203,000円
月給
正社員5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
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
週休２日制 その他
休日 他
年間休日数 107日

タイガー商事 株式会社

ＮＰＯ法人 ＭＵＡ 未来

株式会社 エースタイルホールディングス

資本金 5900万円
従業員数 26人
就業場所 : 中央区
最寄駅 : 地下鉄本町
求人番号27010-23509611
5月10日受理求人
現在の応募者数0人

従業員数 18人
就業場所 : 此花区
最寄駅 : 阪神千鳥橋
求人番号27020-25404711
5月6日受理求人
現在の応募者数0人

資本金 4000万円
従業員数 74人
就業場所 : 都島区
最寄駅 : ＪＲ京橋
求人番号27020-24451111
4月30日受理求人
現在の応募者数0人

4 介護職（旭区中宮）

5 介護職（都島区）

6 介護職員（新森公園）

＜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！

１０名までの小規模デイサービスの老人介
護 寝屋川市池田中町 守口市大枝南町
にも施設があります。 ※他の施設での勤
務も可能です。 他の職種もあります。
【介護】

実務経験あれば尚良し 介護職員初任者

介護福祉士 介護職員実務者研修修了者

不問

資格・経験 研修修了者 介護職員初任者研修以上

資格・経験 介護職員初任者研修修了者

資格・経験

203,000円～203,000円
月給
正社員5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
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
休日 他
週休２日制 毎 週
年間休日数 105日

203,000円～203,000円
月給
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
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
休日 他
週休２日制 毎 週
年間休日数 105日

223,500円～283,500円
月給
正社員1人募集
交通費 実費支給（上限あり）
年齢:18歳～59歳
賞与 年100,000円～300,000円
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
週休２日制 その他
休日 他
年間休日数 110日

株式会社エースタイル

株式会社エースタイル

株式会社 オーケーケアサポート

資本金 9000万円
従業員数 300人
就業場所 : 旭区
最寄駅 : 大阪メトロ谷町線千林大宮
求人番号27010-22160011
5月6日受理求人
現在の応募者数0人

資本金 9000万円
従業員数 300人
就業場所 : 都島区
最寄駅 : 大阪メトロ谷町線野江内代
求人番号27010-22190711
5月6日受理求人
現在の応募者数0人

資本金 300万円
従業員数 40人
就業場所 : 旭区
最寄駅 : 京阪本線森小路
求人番号27180- 5659111
5月7日受理求人
現在の応募者数0人

7 介護職員（デイサービス）（福島区野田）

8 介護職員（正職員）

9 介護職（リハビリ・デイケア）

★サービス付高齢者向け住宅いきいきハウス♪に併設して
いるデイサービスで利用者様に対する介護業務です。 ＊食
事・入浴・排泄介助 ＊体操やレクリエーション ＊送迎の付き
添い 少人数ですので、利用者様としっかりコミュニケーション
が取れ、アットホームな雰囲気で和気あいあいとした職場で
す。 未経験・ブランクのある方もＯＫです。丁寧に指導しま
す。 ＊記録業務が誰でも簡単に操作できるように電子化され
ていますので作業の負担が軽減されています。 ＊定期的に
開かれる学習会で技術や知識を習得できます。

通勤至便！！谷町四丁目駅から徒歩５分にある特別養護老
人ホームで介護職員（正職員）を募集しています！ 定員１３
４名（入所率９６％、平均介護度３．７）の従来型多床室の施
設です。 介護業務全般（食事・入浴・排泄介助、身の回りの
お世話などの生活支援）、レクリエーションの企画・実施をお
願いします。 介護職員はフロア毎の配属となり、３０名程度
のご入所者をフロア担当者全体でケアするので一人に過度
な負担が集中することはありません。経験の浅い方、ブランク
のある方もも安心してお仕事を始めていただける環境です！

通所リハビリテーション（デイケア）における
介護業務 ＊食事介助 ＊体操アクティビティ
補助 ＊排泄・入浴介助 ＊送迎の付き添い
・アットホームな職場で、わからない所があ
れば 気軽に質問でき長く務めて頂ける職場
です。

資格・経験

ホームヘルパー２級あれば尚可 介護職員初任者研修修了者
あれば尚可 介護福祉士あれば尚可 普免あれば尚可

199,000円～256,850円
月給
正社員1人募集
交通費 実費支給（上限あり）
年齢:59歳以下
賞与 年2回2.52ヶ月分
勤務時間 (1)8時30分～17時00分
時間外
休日 土日他
週休２日制 その他
年間休日数 107日

医療法人 藤田会（財団）
資本金 10000万円
従業員数 211人
就業場所 : 福島区

資格・経験

介護施設での業務経験 介護福祉士

資格・経験

ホームヘルパー２級あれば尚可 介護職員初任者研修修了者
あれば尚可 介護福祉士あれば尚可 普免あれば尚可

222,900円～237,700円
月給
正社員2人募集
交通費 実費支給（上限あり）
年齢:18歳～59歳
賞与 年2回3.00ヶ月分
勤務時間 (1)9時30分～18時00分
時間外
(2)12時00分～20時30分
3時間
休日 他
週休２日制 その他
年間休日数 100日

199,000円～256,850円
月給
正社員1人募集
交通費 実費支給（上限あり）
年齢:59歳以下
賞与 年2回2.52ヶ月分
勤務時間 (1)8時30分～17時00分
時間外
(2)9時00分～17時30分
週休２日制 その他
休日 他
年間休日数 107日

社会福祉法人 健勝会 特別養護老人ホーム
さくら

医療法人 藤田会（財団）

求人番号27020-25481511
5月6日受理求人
現在の応募者数0人

資本金 28967万円
従業員数 500人
就業場所 : 中央区
最寄駅 : 地下鉄谷町線・中央線谷町四丁目
求人番号27010-22402111
5月6日受理求人
現在の応募者数0人

10 グループホームの管理者候補（たのしい家淀川）

11 特別養護老人ホームの介護職（主任クラス）

12 介護統括マネージャー

グループホームでの管理者候補業務 ・介護業務、スタッフの
育成 ・ご家族様対応 ・預り金管理、備品購入 ・シフト作成、
勤怠管理 ・営業活動等 ●認知症を患う入居者様が、１ユ
ニット９名で暮らすアットホーム な施設です。一人ひとりの個
室を出ると、リビングとキッチンがあ り、スタッフ手作りの食事
を召し上がって頂きます。食事は、提携 の食材屋より毎食施
設に届きますので、作り方の通りにお願い致し ます。

主任クラスとは、新人への指導や担当チーム（３～５名）
でのリーダーシップの発揮を求めます。今までのキャリア
を活かして、即戦力（主任クラス）として働ける方を募集し
ています。 正規の介護職員約３０名のうち、１０名が主
任ですので、 それほどハードルは高くありません。もちろ
んそれ以上の ステップアップも可能です。 ＊平成２９年
度より夜勤手当７，０００円／回に増額。 （平均５～６回／
月）

ユニット型特別養護老人ホームでの介護
統括マネージャー ・介護職員、看護職員
の指導及び育成 ・シフト管理等

最寄駅 : 大阪メトロ千日前線野田阪神駅・玉川駅／環状線野田

実務経験５年以上 介護福祉士 介護
資格・経験 職員実践者研修修了者 普免あれば尚
月給 可 304,600円～304,600円
正社員1人募集
交通費 実費支給（上限あり）
年齢:18歳以上
賞与 年2回2.00ヶ月分
勤務時間 (1)9時00分～18時00分
時間外
(2)7時00分～16時00分
10時間
休日 他
週休２日制 その他
年間休日数 111日

資格・経験

介護実務経験５年以上 介護福祉士

220,000円～282,000円
月給
正社員1人募集
交通費 実費支給（上限あり）
年齢:18歳～59歳
賞与 年3回4.40ヶ月分
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時間
休日 他
週休２日制 毎 週
年間休日数 107日

株式会社 ケア２１

社会福祉法人 淳風会 特別養護老人ホーム
淳風おおさか

資本金 10000万円
従業員数 7,492人
就業場所 : 淀川区
最寄駅 : 「十三」
求人番号27020-25594011
5月7日受理求人
現在の応募者数0人

従業員数 658人
就業場所 : 北区
最寄駅 : 環状線福島
求人番号27020-25492311
5月7日受理求人
現在の応募者数0人

資本金 10000万円
従業員数 211人
就業場所 : 福島区
最寄駅 : 大阪メトロ野田阪神駅・玉川
求人番号27020-24428711
4月30日受理求人
現在の応募者数0人

資格・経験

ユニット型特養での介護経験 介護福
祉士あれば尚可

330,000円～350,000円
月給
正社員1人募集
交通費 実費支給（上限なし）
年齢:18歳～59歳
賞与 あり
勤務時間 (1)9時00分～18時00分
時間外
週休２日制 その他
休日 他
年間休日数 105日

社会福祉法人 育福会
資本金 5000万円
従業員数 85人
就業場所 : 淀川区
最寄駅 : 阪急十三・ＪＲ塚本
求人番号27060-13705211
5月7日受理求人
現在の応募者数0人

13 訪問へルパー（新森公園）

14 サービス提供責任者（大阪市内）

15 訪問介護（初任者研修修了者又はヘルパー２級）（旭区）

訪問ヘルパー 在宅での身体介護生活援
助
【介護】

高齢や障がいなどで日常生活に支援が必要な方が、在宅で
自立した生活ができるよう生活全般の支援（身体介護、生活
援助）を行い、利用者様の担当となり在宅生活をお守りする
仕事です。 ◆訪問による身体介護・生活援助等 ◆ヘルパー
への業務、技術指導 ◆ケアマネジャーとの連絡、調整 ◆訪
問介護計画書の作成ほか ◆移動は電動自転車です。（電動
アシスト付） セ責も訪問サービスに出ながらサ責業務を行い
ます。 ★年間休日１２４日★

在宅に訪問し、高齢者等の介護に従事す
る。 また、事業所内においてヘルパーの
管理業務等

207,000円～257,000円
月給
正社員1人募集
交通費 実費支給（上限あり）
年齢:59歳以下
賞与 年100,000円～300,000円
勤務時間 (1)9時00分～18時00分
時間外
(2)8時00分～17時00分
休日 他
週休２日制 その他
年間休日数 110日

実務経験者・未経験者問わず、ご応募歓
資格・経験 迎致します。 介護福祉士
250,000円～250,000円
月給
正社員2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2.00ヶ月分
勤務時間 8時00分～20時00分の間の
時間外
8時間
20時間
休日 他
週休２日制 毎 週
年間休日数 124日

187,000円～287,000円
月給
正社員1人募集
交通費 実費支給（上限あり）
年齢:61歳以下
賞与 年2回3.00ヶ月分
勤務時間 (1)8時30分～17時30分
時間外
10時間
週休２日制 毎 週
休日 日他
年間休日数 110日

株式会社 オーケーケアサポート

株式会社 グッドライフケア大阪

株式会社 シオツ（在宅介護事業所 えがお）

資格・経験

ホームヘルパー２級 ヘルパー２級
以上

資本金 300万円
従業員数 40人
就業場所 : 旭区
最寄駅 : 京阪本線森小路
求人番号27180- 5662411
5月7日受理求人
現在の応募者数0人

資本金 1000万円
従業員数 169人
就業場所 : 北区
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

求人番号27020-26097411
5月10日受理求人
現在の応募者数0人

資格・経験

介護職員初任者研修修了者 ホーム
ヘルパー２級

資本金 1000万円
従業員数 21人
就業場所 : 旭区
最寄駅 :
求人番号27020-24813211
5月6日受理求人
現在の応募者数0人

6福祉介護

