厚生労働省

ハローワーク
大阪東を
ご利用ください！

最新！

発行日:2月13日
2月6日～2月13日
受理求人

いますぐ応募できる求人です！
発行日当日に募集中の求人です。決まり次第、
求人は取消されるのでハローワークでご確認ください。

応募前に必ずハローワーク大阪東へお越しください！
★応募には、ハローワークの紹介状が必ず必要です。★
★ハローワークには、ほかにも求人がたくさんあります★
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。
求人情報にはおおむねの求人条件は記載されますが、家族手当、住宅手当等、
ご本人様の状況に左右される手当は情報誌に掲載されていません。
また、昇給や応募要項、試用期間の有無は記載されていません。
詳細は、ハローワークでご確認ください。

1 相談員

2 住宅型有料老人ホームの老人介護及びそれに関わる業務全般

3 夜勤専従介護職

・相談業務（施設） （入所者７５名、うち
ショートステイ５名の特別養護 老人ホー
ム）
・ショートステイ担当 ・請求業務（未経験
可・丁寧に教えさせていただきます）
＊＊＊＊急募＊＊＊＊

有料老人ホームの 介護スタッフとして働
いていただきます。 入居所に対する介護
業務 （食事、入浴、排泄等の介助、居室
清掃など）
＊介護職経験者は優遇いたします。

【介護老人保健施設での夜勤業務（夜勤
のみ）】 ・排せつ介助、巡回 ・記録事務 ・
緊急時対応 ◎夜勤専従のお仕事です。
◎フリー夜勤がいるので安心！ ◎夜勤も
看護師がいるので安心！

介護職経験者優遇 初任者研修（ヘ
ルパー２級）以上

資格・経験 初任者研修（ヘルパー２級） あれば尚よし

社会福祉士・社会福祉主事・介護支援専

資格・経験 門員・介護福祉士のいずれか必要 普免：Ａ
Ｔ限定可（必須）

月給 171,000円～400,000円

資格・経験

月給 180,000円～205,000円

介護職の経験 介護福祉士、実務者研修、

月給 190,000円～190,000円

1人募集
交通費 実費（上限あり）
年齢:59歳以下
賞与 年2回2.90月分
勤務時間 (1) 9時00分～17時15分
時間外
3時間
休日 他
週休２日制 その他
年間休日数 106日
従業員数 41人
就業場所 : 鶴見区
最寄駅 : 地下鉄長堀鶴見緑地線横堤駅から徒歩１０分
求人番号27010-11164681
2月7日受理求人
現在の応募者数1人

4人募集
交通費 実費（上限あり）
年齢:18歳以上
賞与 あり
勤務時間 (1) 7時30分～16時00分
時間外
(2) 8時30分～17時00分
休日 他
週休２日制 その他
年間休日数 96日
資本金 9900万円
従業員数 85人
就業場所 : 生野区
最寄駅 : ＪＲ大阪環状線寺田町駅下車徒歩８分
求人番号27010-11940481
2月9日受理求人
現在の応募者数0人

2人募集
交通費 実費（上限あり）
年齢:18歳～59歳
賞与 あり
勤務時間 (1)17時00分～ 9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 111日
資本金 3000万円
従業員数 600人
就業場所 : 生野区
最寄駅 : ＪＲ環状線寺田町駅下車徒歩６分
求人番号27010-12267981
2月13日受理求人
現在の応募者数0人

4 サービススタッフ

5 介護職（養護老人ホーム）

6 サービス提供責任者（急募）

施設に入居されている１００名の特別養
護老人ホームでの 介護業務
・ご入居者とのレクリエーション・お話相
手 散歩の付き添い、生活介助 その他環
境整備
※資格取得支援

養護老人ホームにおいて、介護業務全般に携
わっていただきます。 ＊定員５０名の高齢者
施設です。 ※特別養護老人ホームではありま
せん。 比較的自立度が高い高齢者施設です。
（措置施設）※未経験の方も大歓迎です※夜勤
なしの方もご応募できます（日勤帯での時間相
談に応じます）

訪問介護サービス提供に伴う管理・運営業務全般
を 担って頂きます。 ・訪問介護計画書の作成 ・お
客様、ご家族、ケアマネ―ジャーとの連絡調整 ・
モニタリング ・生活援助（掃除、日常生活のお世
話等） ・身体介護（入浴介助、排泄介助等） ・介護
スタッフの管理等 ＊急募

資格・経験 介護業務経験者

資格・経験 不 問

月給 210,000円～232,000円
20人募集
交通費 実費（上限なし）
年齢:18歳～64歳
賞与 年2回3.00月分
勤務時間 (1) 7時00分～16時00分
時間外
(2) 8時30分～17時30分
5時間
休日 他
週休２日制 その他
年間休日数 108日
従業員数 250人
就業場所 : 鶴見区
最寄駅 : 新森古市駅下車徒歩１０分
求人番号27010-10694681
2月6日受理求人
現在の応募者数0人

月額(日給) 172,800円～190,080円

介護福祉士、ホームヘルパー１級 介護
資格・経験 職員基礎研修、介護職員実務者研修の
いずれか
月給 210,000円～300,000円

1人募集
交通費 実費（上限あり）
年齢:18歳以上
賞与 年16万円～30万円
勤務時間 (1) 7時30分～16時30分
時間外
(2)11時00分～20時00分
休日 他
週休２日制 毎 週
年間休日数 105日
従業員数 100人
就業場所 : 生野区
最寄駅 : 地下鉄千日前線北巽駅下車徒歩８分
求人番号27010-11567981
2月7日受理求人
現在の応募者数0人

1人募集
交通費 実費（上限あり）
年齢:不問
賞与 年3万円～5万円
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
週休２日制 毎 週
休日 他
年間休日数 117日
資本金 200万円
従業員数 17人
就業場所 : 城東区
最寄駅 : 京阪野江駅下車徒歩３分
求人番号27010-11296781
2月7日受理求人
現在の応募者数0人

ハローワーク大阪東の電話番号は、06-6942-4771職業相談担当へ！

