福祉介護

発行日:1月5日
12月26日～1月5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 06-06-6344-8609 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 ヘルパーステーションクオレ酉島サービス提供責任者

2 デイサービス介護スタッフ

3 介護福祉士（中央区）

【スタッフの管理】シフト作成、教育など 【身
体介助】更衣手伝い、移乗介助、食事介助、
入浴介助、排泄介助（オムツ交換など） 【生
活援助】清掃、買い物、洗濯、調理など 【そ
の他】担当者会議参加、退院時のカンファレ
ンス参加、その他相談業務、サービス提供
表の作成など

○認知症対応型デイサービスで身体介護
（入浴・食事・排泄等）各種レクレーションの
実施 生活相談業務、送迎業務 ＊ご利用者
様の自分らしさを実現できるサービスの提供
に 努めています。 ＊安定した企業で貴方
のキャリアアップを応援します。

・デイサービス業務全般 ・生活相談員 ★
事業内容★ 医療事業、介護事業 ☆会社
の特長☆ 地域社会に貢献し、地域住民の
健康をまもる為、最大の努力で、最良の医
療を行うよう努めます。それが我々の経営
理念です。

資格・経験 介護福祉士または実務者研修

資格・経験

182,180円～222,220円
月給
正社員1人募集
交通費 実費（上限あり）
年齢:64歳以下
賞与 年2回3.00月分
勤務時間 (1) 8時45分～17時45分
時間外

210,500円～222,500円
月給
正社員2人募集
交通費 実費（上限あり）
年齢:59歳以下
賞与 年2回3.50月分
勤務時間 (1) 8時30分～17時30分
時間外
(2) 9時00分～18時00分
10時間
休日 水日他
週休２日制 毎 週
年間休日数 114日

170,000円～170,000円
月給
正社員2人募集
交通費 実費（上限あり）
年齢:不問
賞与 年2回2.00月分
勤務時間 (1) 8時30分～17時30分
時間外
(2) 9時00分～18時00分
10時間
週休２日制 その他
休日 他
年間休日数 105日

株式会社 クオレ

株式会社 かんでんジョイライフ
ナービス淀川

医療法人 同仁会

資本金 3300万円
従業員数 219人
就業場所 : 此花区
最寄駅 : 市営バス乗車「酉島車庫前」下車下車徒歩１分
求人番号27020- 1407081
1月5日受理求人
現在の応募者数0人

資本金 95000万円
従業員数 649人
就業場所 : 淀川区
最寄駅 : 阪急宝塚線三国駅下車徒歩１０分
求人番号27060- 567081
1月4日受理求人
現在の応募者数0人

休日 他
週休２日制 その他
年間休日数 107日

（高齢者介護の経験あれば尚可） 介
護福祉士 普免（ＡＴ限定可）

資格・経験 経験者優遇 介護福祉士

資本金 9000万円
従業員数 130人
就業場所 : 中央区
最寄駅 : 地下鉄中央線・堺筋線堺筋本町駅下車徒歩５分

求人番号27010- 2021181
1月5日受理求人
現在の応募者数0人

4 社会福祉士（デイサービス）（旭区中宮）＊社会福祉主事可

5 介護福祉士（デイケア）

6 ケアワーカー（介護職）・通所介護老人保健施設（旭区）

ディサービスの生活相談員 ・相談業務（面
談・契約） ・介護業務 ・リハビリ補助 ・介
護施設事務業務 ・利用者送迎

・通所リハビリテーション（デイケア）内で
の介護業務

介護老人保健施設通所リハビリでの ・身
体介護・食事補助・入浴介助・排泄援助 ・
レクリェーション

資格・経験 経験者優遇 介護福祉士

資格・経験

195,000円～240,000円
月給
正社員1人募集
交通費 実費（上限あり）
年齢:不問
賞与 年2回
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
休日 日他
週休２日制 毎 週
年間休日数 107日

165,000円～185,000円
月給
正社員1人募集
交通費 実費（上限なし）
年齢:不問
賞与 年10万円～20万円
勤務時間 (1) 8時30分～16時50分
時間外
(2) 8時30分～12時40分
10時間
休日 日祝他
週休２日制 その他
年間休日数 105日

228,000円～253,067円
月給
正社員2人募集
交通費 実費（上限あり）
年齢:59歳以下
賞与 なし
勤務時間 (1) 8時30分～17時00分
時間外
10時間
週休２日制 その他
休日 他
年間休日数 110日

医療法人藤仁会 藤立病院

医療法人松仁会 老人保健施設フェリス大和
田

医療法人 清翠会

資格・経験

社会福祉士（主事も可） 普免（ＡＴ限
定可）

資本金 5000万円
従業員数 153人
就業場所 : 旭区
最寄駅 : 地下鉄谷町線千林大宮駅下車徒歩１０分
求人番号27020- 1284781
1月4日受理求人
現在の応募者数0人

従業員数 400人
就業場所 : 西淀川区
最寄駅 :
求人番号27020-81290471
12月26日受理求人
現在の応募者数0人

介護職の経験あれば尚良し ヘルパー
２級以上・介護職初任者研修以上

資本金 6800万円
従業員数 940人
就業場所 : 旭区
最寄駅 : 地下鉄谷町線千林大宮駅下車徒歩１３分
求人番号27020- 505581
1月4日受理求人
現在の応募者数0人

7 ケアスタッフ

8 ケアワーカー

9 介護士（現場経験者・ハートフルリビングなでしこ都島）

特別養護老人ホームにおける 介護業務
全般 食事や入浴、掃除、などの支援 ＊
１ユニット１０名。全室個室

＊病棟での看護師助手業務のお仕事です。 ・ベットメ
イク、シーツ交換、清掃などの環境整備、配膳、下
膳、食事介助や移送、歩行介助、入浴介助、排泄介
助などをしていただきます。 ・未経験で入職された方
も多数います。ブランクのある方、未経験の方にも丁
寧に指導いたします。 ・採用された場合、支度金１０
万円支給します。

介護付有料老人ホーム（定員５０名）にお
ける ご利用様の日常生活の介護業務 ＊
身体介助（入浴衣服の着脱、排泄の世話
等） ＊食事介助 ＊散歩や趣味活動 ＊レ
クリエーション、イベント等の実施など

資格・経験 不 問

資格・経験 護職員初任者研修修了）以上【介護】

247,000円～285,480円
月給
正社員5人募集
交通費 実費（上限なし）
年齢:18歳以上
賞与 年2回
勤務時間 (1) 7時00分～16時00分
時間外
(2) 9時00分～18時00分
休日 他
週休２日制 その他
年間休日数 105日

165,000円～185,000円
月給
正社員2人募集
交通費 実費（上限あり）
年齢:18歳～64歳
賞与 年2回2.00月分
勤務時間 (1) 8時30分～16時30分
時間外
(2)16時00分～ 9時00分
1時間
休日 他
週休２日制 隔 週
年間休日数 98日

212,000円～225,000円
月給
正社員以外2人募集
交通費 実費（上限あり）
年齢:18歳以上
賞与 年2回2.00月分
勤務時間 (1) 7時00分～16時00分
時間外
(2) 9時00分～18時00分
3時間
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

医療法人 尽生会 聖和病院

有限会社 なでしこ

資格・経験

ヘルパー２級以上あれば尚良し 無資
格でも大歓迎

従業員数 70人
就業場所 : 淀川区
最寄駅 : 阪急線十三・ＪＲ塚本駅下車徒歩１５分
求人番号27060- 720981
1月4日受理求人
現在の応募者数0人

従業員数 145人
就業場所 : 都島区
最寄駅 : ＪＲ環状線・東西線又は京阪線京橋下車徒歩１０分

求人番号27020- 1970781
1月5日受理求人
現在の応募者数0人

介護現場経験３年以上 ヘルパー２級 （介

資本金 1000万円
従業員数 150人
就業場所 : 都島区
最寄駅 : 地下鉄谷町線都島駅下車徒歩１８分
求人番号27040- 803081
1月5日受理求人
現在の応募者数0人

10 サービス提供責任者

11 ホームヘルパー

12 訪問介護員（大阪市此花区）

障がい者総合支援法に基づく居宅介護サービスにお
ける 従業者、介護保険法に基づく訪問介護における
訪問介護 員への指示・指導 ＜居宅介護＞家事援
助・身体介護・通院介護・移動支援 重度訪問介護・
行動支援・同行援護 ＜訪問介護＞生活介護・身体
介護・介護予防訪問介護・ 介護計画書の作成・シフト
の調整 ＊訪問地域：大阪市旭区・鶴見区が中心で
す。

利用者様宅を訪問し、清掃・自宅から病院
への 通院介助等を行って頂きます。 １日
３～５件担当して頂く予定です。 移動手段
は自転車です。 「介護」

（１）身体介護 ・食事介助、入浴介助、排
泄介助、外出介助 着脱介助、身体整容口
腔介助 （２）生活援助 ・調理、洗濯、掃
除、買い物

資格・経験 ホームヘルパー２級

資格・経験

199,858円～221,443円
月給
正社員3人募集
交通費 実費（上限あり）
年齢:不問
賞与 年2回2.00月分
勤務時間 (1) 9時00分～18時00分
時間外
(2)10時00分～19時00分
10時間
休日 他
週休２日制 毎 週
年間休日数 107日

185,000円～250,000円
月給
正社員2人募集
交通費 実費（上限あり）
年齢:不問
賞与 年1回
勤務時間 (1) 9時00分～17時00分
時間外
(2)10時00分～18時00分
休日 他
週休２日制 毎 週
年間休日数 120日

196,500円～238,000円
月給
正社員1人募集
交通費 実費（上限あり）
年齢:59歳以下
賞与 年2回3.80月分
勤務時間 8時00分～18時30分の間
時間外
の8時間
2時間
週休２日制 その他
休日 他
年間休日数 107日

株式会社 オールケアライフ オールケア旭

求人者の希望により事業所名は非公開です

社会福祉法人 イエス団 特別養護老人ホー
ム ガーデン天使

資格・経験

サービス提供責任者ができる実務経験を有する事 介護福祉士、
ホームヘルパー１級 介護職員基礎研修修了者のいずれか

資本金 3000万円
従業員数 345人
就業場所 : 旭区
最寄駅 : 地下鉄清水駅下車徒歩３分／京阪本線千林駅下車徒歩９分

求人番号27020- 1111481
1月4日受理求人
現在の応募者数0人

資本金 1000万円
従業員数 11人
就業場所 : 淀川区
最寄駅 : 御堂筋線東三国下車徒歩１０分
求人番号27060-45567371
12月27日受理求人
現在の応募者数0人

経験者優遇 未経験者も指導します。 介護職員初任
者研修修了又は ヘルパー２級以上

従業員数 1,200人
就業場所 : 此花区
最寄駅 : ＪＲ西九条駅下車徒歩４分
求人番号27020-81286271
12月26日受理求人
現在の応募者数0人

13 サービス提供責任者（此花事業所）

14 訪問入浴サービス介護職員兼運転手（大阪市旭区）

15 訪問介護（初任者研修修了者又はヘルパー２級）（旭区）

○訪問介護サービスの提供 ○訪問介護
計画書の作成 ○シフト作成及びスケ
ジュール、連絡調整 ○人材育成・研修 ○
他事業所・ケアマネージャーとの連携 ○
請求・実績業務 ○その他【介護】

・移動入浴車でオペレーター（介護職員兼運
転手）・ナース・ヘルパーが３人１組となって
お客様に喜んでいただける入浴を目指す訪
問入浴サービスです。 ・オペレーターの主
な仕事は、移動入浴車の運転と浴槽の運搬
や設置、入浴準備、入浴介助などです。

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

資格・経験 パー１級又は介護職員基礎研修【介護】

資格・経験 普免（ＡＴ限定可）

資格・経験

250,000円～289,000円
月給
正社員2人募集
交通費 実費（上限なし）
年齢:不問
賞与 なし
勤務時間 (1) 9時00分～18時00分
時間外

227,000円～227,000円
月給
正社員2人募集
交通費 実費（上限あり）
年齢:45歳以下
賞与 年2回
勤務時間 (1) 8時30分～17時30分
時間外
5時間
休日 日他
週休２日制 その他
年間休日数 107日

正社員1人募集
交通費 実費（上限あり）
年齢:61歳以下
賞与 年2回3.00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

アサヒサンクリーン株式会社 大阪支店

株式会社 シオツ（在宅介護事業所 えがお）

資本金 9000万円
従業員数 3,400人
就業場所 : 旭区
最寄駅 : 地下鉄今里筋線清水駅下車徒歩３分
求人番号27010- 1173781
1月4日受理求人
現在の応募者数0人

資本金 1000万円
従業員数 39人
就業場所 : 旭区
最寄駅 : 大阪市バス城北公園バス停から徒歩３分
求人番号27020- 1276781
1月4日受理求人
現在の応募者数0人

普免（ＡＴ限定可）介護福祉士又はヘル

休日 他
週休２日制 その他
年間休日数 105日

有限会社 ジャパンケア２１
資本金 300万円
従業員数 135人
就業場所 : 此花区
最寄駅 :
求人番号27080- 689581
1月4日受理求人
現在の応募者数0人

初任者研修修了者又はヘルパー２
級
187,000円～287,000円
月給

6福祉介護

