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 社会福祉法人大阪府社会福祉事業団 職員募集要項（新卒 正規職員（エリア職））  

新 卒  正 規 職 員 （ エ リ ア 職 ） 

採

用

職

種 

 

 

異なる職種や事業所を経験しスペシャリストとしてキャリアアップしたい方に 
・異なる職種、配属エリア内の施設への異動があります。 

・介護職員、生活支援員、生活相談員、主事（事務職員）、介護支援専門員、保育士等に職種変更することがあり、 

様々な職種にチャレンジでき、それぞれの分野でのキャリアアップが可能です。 

※職種、配属施設を限定した特定職での採用も行っています。詳細はお問い合わせください。 

募集職種 

（1）介護職員・生活支援員 
※高齢者施設（介護職員）もしくは障がい者施設（生活支援員）での勤務となります。 

介護職員：特別養護老人ホーム等高齢者施設利用者の身辺介助等の介護業務及び相談援助等 

生活支援員：障がい者支援施設等障がい者施設利用者の身辺介助等の生活支援業務等 
  
（2）生活相談員（若干名） 

特別養護老人ホーム等高齢者施設利用者の相談援助業務等 

希望される方は（1）介護職員・生活支援員、（2）生活相談員の両方に応募が可能です。 
 

受

験

資

格 

① 令和 4年 3月大学、短期大学、各種専門学校（職業訓練校含む）、大学院を卒業または修了見込みの者 

 

② 生活相談員を希望する者については社会福祉士、又は社会福祉主事任用資格のいずれかの資格を有する

者、又は、令和 4年 3月卒業・修了時に社会福祉主事任用資格の資格取得見込みの者 

試

験

内

容 

個別面接 

※随時、実施しています。 

就

業 

 
「社会福祉法人大阪府社会福祉事業団職員就業規則」によります。 

 

① 勤 務 時 間 

 １カ月単位の変形労働時間制（1日の実労働時間 8時間） 

介護職員 

早出  7:00～15:45 内 45分休憩 

日勤  9:00～17:45 内 45分休憩 

遅出  13:15～22:00 内 45分休憩 

夜勤① 22:00～翌 7:00 内 60分休憩 

夜勤② 17:45～翌 10：15 

※上記を基本に交替制勤務。 

※始業、終業時間は勤務施設に異なる。デイサービス等に配属の場合は宿直業務に就くことがあります。 

  

生活相談員 

日勤  9:00～17:45 内 45分休憩 

※始業、終業時間は勤務施設に異なる。生活相談員の場合は宿直業務に就くことがあります。 

 

② 休 日 日 数 年間休日 123日＜2021年度実績＞ ＊土日祝日、年末年始の総日数が毎年の年間休日数と

なり、その休日数を各月に均等に振り分けています 

③ 育児休業等 養育する子の 3歳到達日の前日まで取得可能、育児短時間勤務制度有 

④ その他休暇 年次有給休暇（採用日より取得可能（初年度 10日、1時間単位で取得可能））、特別休暇（夏

期休暇（3日以内）、結婚休暇、忌引休暇）、介護休業等 

⑤ 定 年 年 齢 60歳 ※再雇用制度あり（70歳まで） 

勤

務

場

所 

 

【エリア、配属施設一覧】 

採用エリアについては、希望に基づき次のいずれかで配属先の内定を行います。 

エリア職員の場合、採用エリアにより、今後、エリア内の施設で異動があります。 

(ア) 北摂エリア 
 
施設名 主な所在地 主な配属事業所 最寄駅 

春日丘荘 
茨木市南春日丘 

7-11-22 

特別養護老人ホーム 

デイサービスセンター 

大阪モノレール「阪大病院前」下車 

徒歩 3分程度 

高槻荘 高槻市郡家新町 48-7 
特別養護老人ホーム 

デイサービスセンター 

JR京都線「摂津富田」下車 

徒歩 20分程度 ※駅前にレンタルサイクルあり 

白島荘 箕面市白島 3-5-50 
特別養護老人ホーム 

デイサービスセンター 

北大阪急行「千里中央」～阪急バス 

「白島北」下車 徒歩 3分程度 

永寿園 

とよなか 

豊中市新千里南町 

3-2-122 

特別養護老人ホーム 

養護老人ホーム 

北大阪急行「桃山台」下車 

徒歩 10分程度 

豊寿荘 
豊中市新千里西町 

2-7-2 

特別養護老人ホーム 

軽費老人ホーム(ケアハウス) 

デイサービスセンター 

北大阪急行「千里中央」下車 

徒歩 13分程度 

万寿荘 池田市井口堂 3-4-1 軽費老人ホーム 
阪急宝塚線「石橋」下車 

徒歩 13分程度 

みずほ 

おおぞら 
豊中市走井 3-5-35 

障がい者支援施設 

特別養護老人ホーム 

阪急宝塚線「豊中」下車 

徒歩 17分程度 

かがやき 
豊中市刀根山元町 

5－60 
介護老人保健施設 

大阪モノレール「柴原阪大前」下車 

徒歩 3分程度 
 

 
(イ) 北河内エリア 

施設名 主な所在地 主な配属事業所 最寄駅 

四條畷荘 四條畷市北出町 28-1 

  
特別養護老人ホーム 
養護老人ホーム 
デイサービスセンター 

JR学研都市線「四条畷」下車 
徒歩 17分程度 ※駅前に駐輪場あり 

東大阪 
養護 

東大阪市新上小阪 11-2 

 
養護老人ホーム 
デイサービスセンター 
就労継続支援（障がい） 

近鉄奈良線「八戸ノ里」～近鉄バス 
「上小阪住宅前」下車 徒歩 3分程度 

高槻荘 高槻市郡家新町 48-7 

  
特別養護老人ホーム 
デイサービスセンター 

 
JR京都線「摂津富田」下車 
徒歩 20分程度 ※駅前にレンタルサイクルあり   

(ウ) 堺泉州エリア 

施設名 主な所在地 主な配属事業所 最寄駅 

美原荘 堺市美原区平尾 595-1 

  
特別養護老人ホーム 
軽費老人ホーム(ケアハウス) 
デイサービスセンター 

南海高野線「初芝」～ 
南海バス「平尾」下車 徒歩 7分程度 

光明荘 和泉市伏屋町 3-8-1 

  
特別養護老人ホーム 
デイサービスセンター 

泉北高速鉄道「光明池」下車 
徒歩 10分程度 

河南荘 
南河内郡河南町 
白木 905 

軽費老人ホーム 

 
近鉄河内長野線「富田林」～ 
金剛バス「白木」下車 徒歩 3分程度 

 
※施設の主な所在地を記載していますが、施設によっては、近隣にサテライト施設や主な配属事業所以外の事業所がある場合が

あります。それらの施設や事業所に配属となる可能性もあります。 

福

利

厚

生 

社会保険 有（雇用保険、労働災害保険、健康保険、厚生年金） 
 

退職金制度 有、職員互助会 有、資格取得補助 有 



2021.4.1更新 

給

与 

「社会福祉法人大阪府社会福祉事業団職員の給与に関する規則」によります。 

 

【入職時基本給】189,000（大卒）、181,200（短大・専門卒） 

 

【諸手当】 

 介護職員・生活支援員 生活相談員 備考 

職務手当 5,000 円～25,000円 5,000 円～19,500円 配属施設よる 

資格手当 介護福祉士／10,000円 

初任者・実務者／5,000円 

社会福祉士／5,000 円 介護職員処遇改善加算を含む 

夜勤手当 6,000 円／１回  介護職員処遇改善加算を含む 

宿直手当 5,000 円／１回 5,000 円／１回  

通勤手当 実費弁償（最高支給限度額 55,000 円／月）  

住居手当 月額上限 30,000円（年間 360,000円） ※規程による 

扶養手当 配 偶 者     月額 8,000円 

子（１人につき）月額 6,000～12,000 円 

※規程による 

 

このほか、時間外勤務手当等が条件に応じて支給されます。 

 
【賞与】年 3回 2020年度実績：支給率 4.33月（介護職） 

               支給率 4.20月（生活相談員） 

給

与

例 

【給与例】※採用年度末の年齢をもとに計算 
 
＜介護職員の例＞ 
 
（1）短大又は専門学校（２年制）卒業、介護福祉士資格あり、特養配属の場合 
 

項目 月額 備考 

基本給 181,200円  短大、専門学校（２年制）卒 

職務手当  25,000円  特養配属  

資格手当  10,000円  介護福祉士 （介護職員処遇改善加算含む） 

夜勤手当  24,000円  6,000円☓4回 （介護職員処遇改善加算含む） 

合計  240,200円   
 

 

項目 年間賞与総額 備考 

賞与  784,596円  年間支給率 4.33（2020年度実績） 
 

 年収 約 366万円（240,200円(給与月額)×12カ月分＋784,596円 (年間賞与)） 

（2等級 6年目で、2等級昇任時） 

（2）入職 10年目/既婚、子ども 2人/賃貸の場合 
 

項目 月額 備考 

基本給 214,700円  短大、専門学校（２年制）卒 

職務手当  25,000円  特養配属  

資格手当  10,000円  介護福祉士 （介護職員処遇改善加算含む） 

夜勤手当  24,000円  6,000円☓4回 （介護職員処遇改善加算含む） 

扶養手当 12,000円 子ども 2人（配偶者がいる場合） 

住居手当 30,000円 ※規定あり 

合計  315,700円   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

項目 年間賞与総額 備考 

賞与  929,651円  年間支給率 4.33（2020年度実績） 
 

 年収 約 471万円（315,700円(給与月額)×12カ月分＋929,651円 (年間賞与)） 

 

＜生活相談員の例＞ 
 
（1）４年制大学卒業、社会福祉士資格あり、特養配属の場合 
 

項目 月額 備考 

基本給  189,000円  ４年制大学卒 

職務手当  19,500円  特養配属・生活相談員  

資格手当  5,000円  社会福祉士  

宿直手当  20,000円  5,000円☓4回  

合計  233,500円   
 

項目 年間賞与総額 備考 

賞与  793,800円  
 
年間支給率 4.2月（2020年度実績） 
 

   

年収 約 359万円（233,500 円(給与月額)×12カ月分＋793,800円(年間賞与)） 

 

（2）入職 10年目/既婚、子ども 2人/賃貸の場合 
 

項目 月額 備考 

基本給  219,500円  4年制大学卒（2等級、4年目で 2等級昇任） 

職務手当  19,500円  特養配属・生活相談員  

資格手当  5,000円  社会福祉士  

宿直手当  20,000円  5,000円☓4回  

扶養手当 12,000円 子ども 2人 

住居手当 30,000円 ※規定あり 

合計  306,000円   
 

項目 年間賞与総額 備考 

賞与  921,900円  
 
年間支給率 4.2月（2020年度実績） 
 

   

年収 約 459万円（306,000 円(給与月額)×12カ月分＋921,900円(年間賞与)） 

お 申 込 み 及 び お 問 合 せ 先 
 
 
お申込みされる方は、下記宛に、履歴書をご送付ください。 

（履歴書に希望エリアを記載してください。） 

送付先： 社会福祉法人大阪府社会福祉事業団 

事務局総務グループ 採用担当宛 

 
 
住所： 〒５６２-００１２ 

大阪府箕面市白島三丁目５番５０号        

TEL：０７２－７２４－８１６６ 

FAX：０７２－７２４－８１６５ 

e-mail： soumu-g@osj.or.jp  

ホームページ： http://www.osj.or.jp/ 

【受付時間】午前９時３０分～午後６時 
（但し、土曜日、日曜日及び祝日を除く） 

3月 1日以降はマイナビ、リクナビでの予約も可能です 

マイナビ リクナビ 

  
※採用試験申込にあたり提出していただく個人情報については、採用

試 験 以 外 の 目 的 で 利 用 さ れ る こ と は あ り ま せ ん 。 

  
［付近の略図］  

 

 

 

 

            
 
 

 

 

北大阪急行「千里中央駅」～阪急バス「白島北」下車 

徒歩約３分  

 

 

 
※事務局は特別養護老人ホーム白島荘と同じ敷地内に

あります。 

 

 
事務局 


