
職　種 勤　務・業 務 従 事 先

生活支援員 障がい者施設・事業所の利用者の支援に従事（障がい者施設・生活介護事業所・救護施設）

介護職員 高齢者介護施設・事業所の利用者の支援に従事（特別養護老人ホーム・養護老人ホーム）

保　育　士 保育所・乳児院・児童養護施設・障がい児者施設の利用者の支援に従事　＊要保育士資格

児童指導員 児童養護施設・障がい児者施設の利用者の支援に従事

（管理）栄養士 社会福祉施設の栄養給食業務に従事

事　務　員 本部事務局、又は社会福祉施設の事務に従事

看　護　師 社会福祉施設の看護業務に従事

選考試験日 申し込み期間 申し込み方法

2023 年　3 月 25日（土） 3 月 1 日～ 3 月 17 日
・受験申込書（所定用紙）を申し込み期間に大阪福祉事業財
団本部事務局にメール又は郵送でお送りください。受付後、
選考日までに選考試験の受験票と試験場案内を送付します。
〆切日後に送付しますので、到着は試験前ごろになります。

・手続きの都合上各〆切日必着でお願いします。

2023年　4 月 22 日（土）

2023 年　5月 27 日（土） 3 月 1 日～ 5 月 19日

2023 年　6月 24 日（土）

2023 年　7 月 22 日（土） 3 月 1 日～ 7 月 14日

〇どなたでも応募できます。
　新卒・既卒、学部・学科を問いません。また転職や未経験の方も応募できます。　

〇必要資格について
　保育所・乳児院・児童養護施設／障がい児施設の「保育士」に応募する方は「保育士資格」を取得または 2024 年 3 月
末までに取得見込みのこと。
　生活支援員・児童指導員・介護職員は資格を問いませんが、介護福祉士、社会福祉士、精神保健福祉士取得または取得
見込みの方は優遇します。（資格手当があります。）管理栄養士・栄養士は、栄養士資格の取得または 2024 年 3 月までに
取得見込みのこと。看護師も看護師資格の取得または 2024 年 3 月末までに取得見込みのこと。

〇マッチングを大切にします。
　希望の職種と希望施設をお聞きします。（受験申込書の所定の欄に希望施設名と職種を記入してください）選考は希望
に基づいてすすめます。選考後、合格者には採用予定施設および職種を明確にした「採用内定」通知を行います。

社会福祉法人大阪福祉事業財団　2024年職員募集のご案内
社会福祉法人　大阪福祉事業財団

社会福祉法人大阪福祉事業財団では、2024 年４月採用の正規職員の募集を以下のとおり行います

募集職種

選考試験日と応募期間

応募・資格要件

※受験申込書（所定用紙）の選考試験希望日を必ずご記入ください。
各選考試験にて募集職種、希望施設・園が充足次第、募集数は変更します。

3 月 1 日～ 4 月 14 日

3 月 1 日～ 6 月 16日



〇選考試験の後、合格者は希望施設・園の見学・面談を行っていただき、その後、合否連絡をします。

１. 選考試験内容
①作文（テーマを選んで 800 字程度）　②適性検査　③面接　を行います。

２. 希望施設・園の見学・面談
選考試験に合格された方は、指定した日に希望施設・園を訪問し、見学体験と職員との面談を行っていただきます。
＊受験される方に、施設・園や職員の様子を実際に見ていただき、双方のマッチングを大切にします。
＊対象施設で雇用関係（臨時・契約職員等）がある方は二次試験は免除とします。

３. 最終合否連絡
合格された方には「採用内定」の通知を行います。

※※新型コロナウイルス感染症の状況を踏まえ、予定が変更することがあります。※※

施設区分：募集職種 募集数 採用予定施設・園名 勤務予定地 交通 最寄り駅

救護施設
障がい者支援施設

生活支援員
12

高槻温心寮　（救護施設） 高槻市塚原 1-9-1 JR 京都線 : 摂津富田からバス 塚原・日赤病院前

三島の郷（入所支援施設） 高槻市原 924-4 JR 京都線：高槻駅からバス 原大橋・三島の郷前

貝塚こすもすの里（入所支援施設） 貝塚市名越 1087-5 JR 阪和線 和泉橋本

南海香里のさと（通所事業所） 枚方市南中振 1-20-48 京阪本線 香里園

すみれ共同作業所（通所事業所） 大阪市城東区古市 1-21-38 Osaka Metro 長堀鶴見緑地線 今福鶴見

あさひ希望の里（通所事業所） 大阪市旭区太子橋 1-16-22 Osaka Metro 谷町線 / 今里筋線 太子橋今市

高齢者施設

介護職員 6

城東特別養護老人ホーム　 大阪市城東区古市 1-20-17 Osaka Metro 長堀鶴見緑地線 今福鶴見

城東養護老人ホーム 大阪市城東区古市 1-20-17 Osaka Metro 長堀鶴見緑地線 今福鶴見

槻ノ木荘（盲・養護老人ホーム） 高槻市塚原 1-8-1 JR 京都線 : 摂津富田からバス 塚原・日赤病院前

保育所

保育士 10

なかよしすみれ保育園 大阪市城東区古市 1-21-3 Osaka Metro 長堀鶴見緑地線 今福鶴見

すみれ保育園 大阪市城東区古市 1-20-82 Osaka Metro 長堀鶴見緑地線 今福鶴見

東桃谷幼児の園 大阪市生野区勝山北 3-4-33 JR 環状線 桃谷

高鷲保育園 羽曳野市南恵我之荘 2-6-22 近鉄南大阪線 恵我ノ荘

阿保くすの木保育園 松原市阿保 2-23-2 近鉄南大阪線 河内松原

ひむろこだま保育園 高槻市氷室町 1-21-12 JR 京都線 摂津富田

乳児院

保育士 3
すみれ乳児院 大阪市旭区新森 7-8-16 Osaka Metro 今里筋線 清水

くるみ乳児院 大阪市鶴見区緑 1-18-30 Osaka Metro 今里筋線 新森古市

児童養護・障がい児施設

保育士・児童指導員 7

高鷲学園（児童養護施設） 羽曳野市南恵我之荘 2-6-20 近鉄南大阪線 恵我ノ荘

すみれ愛育館 ( 障がい児施設） 大阪市城東区古市 1-19-15 Osaka Metro 長堀鶴見緑地線 今福鶴見

豊里学園（障がい児施設） 大阪市旭区太子橋 1-16-24 Osaka Metro 谷町線 / 今里筋線 太子橋今市

管理栄養士
（栄養士）

若干名 当法人のいずれかの施設・事業所　（当法人の栄養・給食提供は「直営」で実施しています）

事　務　員 若干名 当法人のいずれかの施設・事業所・本部事務局

看　護　師 若干名 当法人のいずれかの施設・事業所

試験内容と選考について

勤務先と募集人員

※各選考試験にて募集職種が充足次第、募集数は変更します。



（１）受験申込書
①同封の受験申込書　又は当法人ホームページ採用申込フォーム
【受験申込書の入手方法について】
①大阪福祉事業財団に電話・FAX・メールで請求してください。必要書類を送付します。
②マイナビ 2024・リクナビ 2024 にエントリーいただくと必要書類を送付します。
③法人の各施設・園・事業所でも入手できます。
④当法人ホームページからのダウンロードもできます。

（２）受験申込方法　　＊どちらかの方法で申込ください。

〒 536-0001　大阪府大阪市城東区古市 1 丁目 7 番 8 号
社会福祉法人　大阪福祉事業財団　本部事務局　採用係
tel：06-6931-0098　fax：06-6933-1699　mail：saiyou-s@zaidanosaka.or.jp

給与

基本給
短大卒・専門学校卒 180,000 円 / 月・大学卒 200,000/ 月（2021 年度）
※経験者は経験者加算があります

モデル月収
短大卒・専門学校卒 227,000 円 / 月大学卒 247,000 円 / 月

（基本給 + 職員処遇改善特別手当・下記各種手当加算を含む）（2021 年度実績）

諸手当
扶養手当、住宅手当（上限 27,000 円）、通勤手当（全額）、年末年始手当、資格手当、
職員処遇改善特別手当、勤務手当（「夜間勤務」がある場合、1 回につき 7,000 円加算）、看護師業務手当等
の支給があります。

賞与 期末勤勉手当（賞与）は、年２回。（2021 年度は 3.5 ヶ月）

昇給 年１回（４月昇給）

休日・休暇
・休日は年間 104 日〔「4 週８休」、夏期休暇（６日）・冬期休暇（５日）含〕
・年次有給休暇は、初年度 10 日、2 年目 12 日。以後、1 年につき 1 日加算。（ただし 20 日まで）
・冠婚葬祭やリフレッシュ休暇（勤続年数に応じて付与）などの特別休暇は有給です。

保　険・退職金制度
・健康保険、厚生年金保険、雇用保険、労災保険、その他、勤務外での病気・ケガで入院した場合の病気入
院補償制度と医療相談に法人で加入
・退職金制度有（社会福祉施設職員等退職手当共済制度、大阪民間社会福祉事業従事者退職給付制度等に加入）

福利厚生

・大阪民間社会福祉事業従事者共済会加入や大阪福祉事業財団職員共済会加入により、慶弔時の各種給付金
やさまざまな援助金（健診時のオプション検査や人間ドック等の受診の際の援助等）の助成、リフレッシュ
事業を利用できます。
・インフルエンザ予防接種について希望職員に対して事業者負担。

勤務時間
・勤務時間は、毎月 1 日を起算日とする 1 ヵ月の変形労働時間制で、1 週あたり 40 時間以内。
・施設・業種・職種によって異なり、シフト制で日勤、遅出、早出、夜勤等があります。

教育・研修制度

・大阪福祉事業財団職員研修体系および職務基準ガイドラインに基づいた、教育研修制度を設けています。
・全体職員研修、新人研修、勤続年数別研修、職種別研修などの法人研修や施設内外研修を積極的に行って
います。
・管理職養成の「ステップアップ講座」、専門職養成の「専門職養成講座」などキャリアアップ支援を行います。

自己啓発支援制度
資格取得への援助や各種研修受講への支援、法人内外の施設見学や交換研修、各種研究会や交流集会等への
参加など実践研究や学習の機会への参加支援をすすめています。

メンタリー制度
入職して 1 年、2 年は職場の先輩職員が援助担当としてサポーター支援。年間サイクルで主任等の直属の上
司との懇談、所属長等職場の管理職との評価面談を職員育成制度として実施しています。

選考試験の受験申込と手続き

必要書類の請求およびお問い合わせ先

大阪福祉事業財団メールアドレスＱＲ

待　遇

　①「受験申込書」に必要事項を記入し、写真を貼付の上、下記の送付先まで申込期日までに郵送してください。
　注意）　消えるペンでは記載しないでください。受験申込書は採用事務のみに使用し、返却はしません。
　②当法人のホームページ採用申込フォームに必要事項をすべて入力し、ダウンロードしてメールで送ってください。
　※採用試験申込専用メールアドレス　mail：entry@zaidanosaka.or.jp



2022 年 3月

地区・施設名 住所 ℡ fax mail HP
城　東
本部事務局 〒536-0001

大阪市城東区古市 1-7-8 06-6931-0098 06-6933-1699 since1948@zaidanosaka.or.jp http://www.zaidano-
saka.or.jp

城東特別養護老人ホーム 〒536-0001
大阪市城東区古市 1-20-17 06-6931-5190 06-6932-5684 joto-rou@agate.plala.or.jp https://joto-tokuyou.

com/城東養護老人ホーム
すみれ愛育館 〒536-0001

大阪市城東区古市 1-19-15 06-6931-3872 06-6931-5081 sekime-s@jazz.email.ne.jp http://sumire-ai.
cocotte.jp/

なかよしすみれ保育園 〒536-0001
大阪市城東区古市 1-21-3 06-6931-3350 06-6931-8637 sumire-b@muse.ocn.ne.jp http://nakayoshisum-

ire.ed.jp/

すみれ保育園 〒536-0001
大阪市城東区古市 1-20-82 06-6931-3330 06-6931-3390 sumire@sumirehoikuen.ed.jp http://www.sumire-

hoikuen.ed.jp/

すみれ共同作業所 〒536-0001
大阪市城東区古市 1-21-38 06-6934-4607 06-6934-8698 e-sumire@lapis.plala.or.jp http://www.sum-

ire-sagyousho.com/

すみれ児童館 〒536-0001
大阪市城東区古市 1-21-41 06-6939-6445 06-6955-8190 s-jidoukan@voice.ocn.ne.jp http://s-jidoukan.

zaidanosaka.or.jp/

すみれ病院 〒536-0001
大阪市城東区古市 1-20-85 06-6934-5611 06-6931-4002 uehara@sumire-hosp.com http://www.sum-

ire-hosp.com
職員共済会館
（うぇるほぅる）

〒536-0001
大阪市城東区古市 1-21-41 06-6932-0425 06-6932-0435 kyosaikai@wind.ocn.ne.jp

鶴　見
くるみ乳児院 〒538-0054

大阪市鶴見区緑 1-18-30 06-6180-5062 06-6180-5068 kurumi03@kuruminyujiin.com http://kuruminyuujiin.
com/

旭

豊里学園 〒535-0001
大阪市旭区太子橋 1-16-24 06-6951-2066 06-6951-2541

toyosatogakuen@forest.ocn.
ne.jp

http://toyosatoga-
kuen.com/

あさひ希望の里 〒535-0001
大阪市旭区太子橋 1-16-22 06-6954-0971 06-6954-0972 asahi2@guitar.ocn.ne.jp http://asahikibouno-

sato.com/

すみれ乳児院 〒535-0022
大阪市旭区新森 7-8-16 06-6958-6066 06-6958-6078 sumire02@sumirenyuujiin.com http://sumirenyuujiin.

com/

生　野

東桃谷幼児の園 〒544-0033
大阪市生野区勝山北 3-4-33 06-6731-0209 06-6731-0509

youjinosono@e-momodani.ed.
jp

http://www.e-mo-
modani.ed.jp/

高　槻
高槻温心寮 〒569-1046

高槻市塚原 1-9-1 072-696-0678 072-694-8092 onsinryo@guitar.ocn.ne.jp http://t-onshinryo.jp/

槻ノ木荘 〒569-1046
高槻市塚原 1-8-1 072-694-0716 072-693-8103

zai-tukinoki1971@etude.ocn.
ne.jp

https://www.tukinoki.
org/profile.html

ひむろこだま保育園 〒569-1141
高槻市氷室町 1-21-12 072-695-1516 072-695-4781 h.kodama@helen.ocn.ne.jp https://www.

himuro-kodama.com/

三島の郷 〒569-1051
高槻市大字原 924-4 072-688-0768 072-688-0737 ofj@mishimanosato.jp http://mishimanosato.

jp/

羽曳野
高鷲学園 〒583-0885

羽曳野市南恵我之荘 2-6-20 072-953-3881 072-953-3882 takawashi@miracle.ocn.ne.jp http://takawashiga-
kuen.com/

高鷲保育園 〒583-0885
羽曳野市南恵我之荘 2-6-22 072-953-3883 072-953-3893 takaho11@river.ocn.ne.jp http://www.

takawashihoikuen.net/

松　原
阿保くすの木保育園 〒580-0043

松原市阿保 2-23-2 072-336-8928 072-289-8929 aokusunoki01@lake.ocn.ne.jp http://aokusunoki.net/
guide.html

貝　塚
貝塚こすもすの里 〒597-0042

貝塚市名越 1087-5 072-421-3838 072-421-3837 kai-kosumosu@lake.ocn.ne.jp http://kosumosu-sato.
com/

枚　方
南海香里のさと 〒573-0094

枚方市南中振 1-20-48 072-832-8576 072-834-3231 nankai@lake.ocn.ne.jp https://nankaikr.org/

大阪福祉事業財団施設一覧




