福祉介護

発行日:2月9日
2月6日～2月9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 介護職（デイサービスセンター加島）

2 介護職員（管理者）（大阪市北区）

3 デイサービススタッフ

デイサービスセンターにおける介護業務 ・
食事介助 ・入浴介助 ・排泄介助 ・レクリ
エーションなど ＜＜急募＞＞ 「介護」

・デイサービス内における利用者の介護業
務全般 （送迎、食事、排泄、入浴等の介
助） ・利用者の受け入れに必要な説明・
手続・契約対応 ・関連機関との連絡・調
整業務

デイサービスでの介護業務 ★事業内容★ 内科、
呼吸器内科、リハビリテーション科、循環器内科、
消化器内科、放射線科。療養型病床群（６０床）。
ケアプランセンタ－、デイサ－ビス、ホ－ムヘルパ
－。 ☆会社の特長☆ 医療療養型（６０床）で地域
密着型の病院です。地域に笑顔を広げる病院を
目指しています。

資格・経験

介護福祉士お持ちの方 「介護」

資格・経験

経験あれば尚よし 介護職員初任者研修修了者又はヘルパー２
級、 普免（ＡＴ限定可）あれば尚良し

普免（ＡＴ限定可）ある方優遇します。 ホー

資格・経験 ムヘルパー２級、介護福祉士

174,000円～212,000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4.50月分
勤務時間 (1) 9時00分～17時00分
時間外
8時間
休日 他
週休２日制 毎 週
年間休日数 109日

217,000円～217,000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2.90月分
勤務時間 (1) 8時30分～17時30分
時間外
10時間
休日 土日他
週休２日制 毎 週
年間休日数 109日

152,000円～159,000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
勤務時間 (1) 9時00分～17時00分
時間外

株式会社 ライフエール

オリエントメディカルサービス株式会社

医療法人 義方会 大津病院

資本金 7000万円
従業員数 29人
就業場所 : 北区
最寄駅 : 地下鉄御堂筋線中津駅下車徒歩３分
求人番号27020-10714981
2月7日受理求人
現在の応募者数2人

従業員数 80人
就業場所 : 此花区
最寄駅 : 阪神なんば線伝法駅下車徒歩１０分
求人番号27020-11168581
2月8日受理求人
現在の応募者数0人

資本金 1000万円
従業員数 312人
就業場所 : 淀川区
最寄駅 : ＪＲ東西線加島駅下車徒歩３分
求人番号29010- 2692381
2月8日受理求人
現在の応募者数0人

4 介護職（ラピス）
施設の入居されている高齢者（主に要介護
度３～５）の方へ入浴、排せつ、食事等の介
護。 様々な行事の企画や実施、委員会活
動等で入居者の方の生活援助全般に携わっ
ていただきます。 特養１２０床です。 少人
数１０名でのユニットケアです。
資格・経験

高齢者施設での経験 実務者研修、介
護福祉士あれば尚良し

5 介護スタッフ（デイサービス）（旭区中宮）

6 介護職員（入所利用者）

生活支援業務 ＊ホール内での介助、入
浴、送迎等 均等法適用除外：男性求人
（同性介助）

入所利用者の介助・介護 ★事業内容★ 入
所されている高齢者の家庭復帰にむけての
介護・看護のサービス及びリハビリを援助す
る施設 ☆会社の特長☆ 毎月いろいろ行事
を企画遂行していくというパワーとアイデアを
充分発揮していただける施設です。

資格・経験

経験者は優遇 ヘルパー２級以上普通
免許（ＡＴ可）

230,050円～260,890円
月給
正社員1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～15時30分
時間外
(2)10時00分～18時30分
3時間
休日 他
週休２日制 その他
年間休日数 106日

210,000円～270,000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 あり
勤務時間 (1) 8時45分～17時45分
時間外

求人者の希望により事業所名は非公開です

有限会社 長谷川コーポレーション

従業員数 800人
就業場所 : 淀川区
最寄駅 : 地下鉄西中島南方駅、阪急南方駅下車徒歩１０分

求人番号27060- 5516981
2月7日受理求人
現在の応募者数0人

週休２日制 その他
休日 日祝他
年間休日数 97日

休日 日他
週休２日制 毎 週
年間休日数 111日

資本金 300万円
従業員数 40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２０分
求人番号27020-10882081
2月7日受理求人
現在の応募者数0人

資格・経験

ホームヘルパー１・２級 介護職員実
践初任者研修受講済者

170,000円～229,900円
月給
正社員1人募集
交通費 実費（上限あり）
年齢:40歳以下
賞与 年2回5.00月分
勤務時間 (1) 8時30分～17時00分
時間外
(2) 7時00分～15時30分
5時間
週休２日制 毎 週
休日 日他
年間休日数 120日
社会医療法人愛仁会
介護老人保健施設ユーアイ
資本金 560万円
従業員数 4,000人
就業場所 : 西淀川区
最寄駅 :
求人番号27020-11719781
2月9日受理求人
現在の応募者数0人

7 【急募】デイサービス介護主任／デイホームゆりの木梅田

8 訪問介護スタッフ（大阪市西淀川区）

9 訪問介護員（此花区島屋）

★デイサービス介護主任業務▽介護業務
（送迎・入浴・食事・レク等の介助） ▽職員管
理・教育（シフト表作成・研修計画実施） ▽
サービス向上企画（レク企画・ミーティング運
営）★顧客満足度の高いサービスを提供し、
一緒に愛される 施設作りをしましょう。

【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

・利用者の家へ訪問し、洗濯・掃除・買い
物等の生活援助 ・通院・入浴等、身体介
助

資格・経験 初任者研修（ヘルパー２級）以上

資格・経験 ホームヘルパー２級［介護］以上

230,000円～230,000円
月給
正社員1人募集
交通費 実費（上限なし）
年齢:64歳以下
賞与 なし
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
20時間
休日 日他
週休２日制 毎 週
年間休日数 113日

167,500円～200,410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

170,000円～220,000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3.00月分
勤務時間 (1) 9時00分～18時00分
時間外
5時間
週休２日制 毎 週
休日 土日祝
年間休日数 120日

株式会社 日本エルダリーケアサービス

株式会社 クオレ

資本金 10000万円
従業員数 2,800人
就業場所 : 北区
最寄駅 : 谷町線中崎町駅徒歩６分
求人番号13040-18074681
2月7日受理求人
現在の応募者数0人

資本金 3300万円
従業員数 219人
就業場所 : 西淀川区
最寄駅 : ＪＲ東西線御幣島駅下車徒歩３分
求人番号27020-11609081
2月9日受理求人
現在の応募者数0人

資格・経験

フロアーリーダー等の経験があれば尚可 ホームヘルパー２級以
上・介護福祉士・介護職員初任者研修・介護職員実務者研修の
いずれか

休日 他
週休２日制 その他
年間休日数 107日

有限会社 サンエフユニフォーム
（とりしま訪問介護ステーション）
資本金 500万円
従業員数 15人
就業場所 : 此花区
最寄駅 : ＪＲ安治川口下車徒歩５分
求人番号27020-11686581
2月9日受理求人
現在の応募者数0人

10 訪問介護サービス提供責任者

11 デイサービスの介護職兼生活相談員（大阪市旭区）

12 サービス提供責任者（訪問介護）

・訪問介護 ・訪問介護員の管理 ・契約・調査
・アセスメント、サービス計画作成 ＊利用者
様は９５％が淀川区内の方ですので、無理
なく自転車で活動して頂けます。 ＊特定事
業所加算を取得している事業所として心のこ
もったレベルの高い福祉サービスを提供して
います。

デイサービスでの介護業務兼生活相談員
業務 ・高齢者の方の介護 ・機能訓練、入
浴介助 ・レクリエーション ・送迎業務（必
須） ・生活相談員業務

訪問介護サービス提供責任者 介護事業
所運営管理 訪問介護

資格・経験

サービス提供責任者経験者優遇 介護
福祉士

245,000円～255,000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0.50月分
勤務時間 (1) 8時30分～17時30分
時間外
15時間
休日 他
週休２日制 その他
年間休日数 115日
有限会社末富 介護センターラベンダー
資本金 300万円
従業員数 12人
就業場所 : 淀川区
最寄駅 : ＪＲ東淀川駅下車徒歩３分
求人番号27060- 5382781
2月6日受理求人
現在の応募者数0人

資格・経験

介護職経験必須 デイサービスでの介護職経験あれば尚可 【必
須】介護福祉士、社会福祉士、社会福祉主事任用資格等、生活
相談員になれる資格を有する方【必須】普免（ＡＴ限定可、ペー
パードライバー不可）

217,000円～261,000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 あり
勤務時間 (1) 8時30分～17時30分
時間外
10時間
休日 日他
週休２日制 毎 週
年間休日数 108日
株式会社 やまねメディカル
資本金 10000万円
従業員数 1,300人
就業場所 : 旭区
最寄駅 : 「赤川三丁目」バス停徒歩６分
求人番号13010-16766081
2月6日受理求人
現在の応募者数0人

資格・経験

在宅介護経験あれば尚良 介護福祉
士、介護職員基礎研修

210,000円～250,000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 年2回2.00月分
勤務時間 (1) 9時00分～18時00分
時間外
10時間
週休２日制 毎 週
休日 他
年間休日数 110日
クルーコーポレーション 株式会社
資本金 300万円
従業員数 10人
就業場所 : 北区
最寄駅 :
求人番号27020-11514981
2月8日受理求人
現在の応募者数0人

13 サービス提供責任者（エルケア西淀川ケアセンター）

14 訪問入浴ヘルパー／大阪市城東区

15 訪問入浴介護スタッフオペレーター（ケアセンター西淀川）

◆大募集！！サービス提供責任者！！◆ エルケアはＪＡＳＤ
ＡＱ上場企業のロングライフグループです。訪問介護事業所
内でのサービス提供責任者のお仕事 です。お客様に笑顔と
感動を与えるサービスを提供します。 ≪仕事内容≫◎食事
の準備、掃除、洗濯、食事介助、入浴介助、着替えなど◎お
客様への介護サービスおよび訪問介護計画書の作成やヘル
パーシフト調整、指導など ＊他業種からの転職者も多数在
籍・活躍中！ ＊経験者はもちろん、未経験者も大歓迎！→
研修制度充実！ ＊ブランクのある方、資格を活かして働きた
い方、大歓迎！

移動入浴車にて、オペレーター・看護師と共に３人
１組で利用者宅を訪問し、バイタルチェックを行
い、訪問入浴介護サービスを提供していただきま
す。 仕事内容の詳細については、面接時に事業
所担当者から説明があります。また、分からないこ
と、確認したいことは、面接時にかならずおたずね
ください。 「介護」

３人（介護職２名＋看護師１名）が１チームとなり、高齢者の
ご自宅へ訪問入浴車で訪問し、当社の浴槽を持ち込んでの
入浴介助をします。ゆったり・さっぱり・心地よい時間をお過ご
しいただきます。オペレーターは主に入浴車の運転・浴槽の
準備・片付けと入浴介助を行います。 ※マネジメントなど多
数のキャリアアップの道があります。 ※研修制度充実。 ※未
経験者ブランクのある方もサポート体制充実しています ※福
利厚生など安心して働ける環境が整っております。 （産休・育
休、有給取得促進など） ＊＊＊急募＊＊＊

資格・経験

実務者研修又は介護福祉士又は介護職員基礎研修
修了者、 ヘルパー１級のいずれか

230,600円～269,400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) 9時00分～18時00分
時間外
休日 他
週休２日制 その他
年間休日数 110日

エルケア 株式会社
資本金 1000万円
従業員数 1,450人
就業場所 : 西淀川区
最寄駅 : 阪神姫島駅下車徒歩１０分
求人番号27020-10378781
2月6日受理求人
現在の応募者数0人

介護福祉士・介護職員実務者研修（ヘルパー１級・介護職員基
礎研修）・介護職員初任者研修（ヘルパー２級）のいずれか 普免
（ＡＴ可）

資格・経験 不 問

資格・経験

187,300円～197,300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 あり
勤務時間 (1) 8時30分～17時30分
時間外
10時間
休日 日他
週休２日制 その他
年間休日数 110日

212,200円～233,200円
月給
正社員1人募集
交通費 実費（上限なし）
年齢:59歳以下
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
20時間
週休２日制 その他
休日 他
年間休日数 114日

株式会社 福祉の里

パナソニックエイジフリー 株式会社
ライフサポート事業部

資本金 6000万円
従業員数 640人
就業場所 : 城東区
最寄駅 : 各線京橋駅下車徒歩８分
求人番号23020-11619881
2月7日受理求人
現在の応募者数0人

資本金 5000万円
従業員数 3,900人
就業場所 : 西淀川区
最寄駅 : 阪神本線千船駅下車徒歩５分
求人番号27180- 2312281
2月8日受理求人
現在の応募者数0人

6福祉介護

