
NO 法人名 施設名 連絡担当者名 電話番号 住所

1 育徳園 いくとく 堀川　和也 06-6713-1165 大阪市阿倍野区天王寺町北3-18-16

2 光音会 巽さくらら苑 介護主任　清水 06-6753-1147 大阪市生野区巽中１－５－８

3 功徳会
にちげつの光
にちげつの光津守

松尾 06-6633-1680 大阪市西成区萩之茶屋1丁目2番5号

4 青野ヶ原福祉会 青都荘 岩田　幸人 06-6926-2351 大阪市都島区都島中通３丁目１４番20号

5 関西中央福祉会 淀川暖気の苑 義岡　淳也 06-6885-7811 大阪市淀川区木川西４－５－４０

6 大阪自彊館 ジュネス 村口　克也 06-6325-3336 大阪市東淀川区東淡路1-4-49　メゾン リベルテ

7 秀明会 あす～る吹田 吉久　正規 06-6385-7070 吹田市岸部中2-7-12

8 こばと会 いのこの里 山本　智光 06-6877-7020 吹田市山田西1-26-27

9 成光苑 吹田竜ケ池ホーム 佐藤　裕之 06-6310-7353 吹田市原町3-21-25

10 惠愛会 オレンジ池田 平野　泰典 072-760-0003 池田市井口堂2-4-6

11 大協会 ハートフルこうだ 瀬戸　智恵子 072-754-2901 池田市神田２丁目６－７

12 大阪府社会福祉事業団 白島荘 影山　晃（副施設長） 072-724-5511 箕面市白島三丁目5-50

13 大阪府社会福祉事業団 みずほおおぞら 石崎　剛 06-6848-3644 豊中市走井3-5-35

14 大阪府社会福祉事業団 永寿園とよなか 徳川　美民 06-6840-2211 豊中市新千里南町３丁目２番地の１２２

15 昌壽会 ほづみ 糟谷 06-6866-1125 豊中市穂積1-9-1

16 秀幸福祉会 庄栄エルダーセンター 神野 享士（カミノ キヨシ） 072-631-5151 茨木市庄２－７－３８

17 慶徳会
春菊苑
常清の里

岡村　美範 072-665-5165
茨木市見付山1-3-29
茨木市清水1-28-22

18 恭生会 和朗園 丹野 072-660-3600 高槻市井尻2-37-8

19 成光苑 高槻けやきの郷 石田　貴裕（総務） 072-662-5888 高槻市番田一丁目60番1号

20 大阪府社会福祉事業団 高槻荘 吉田、米田 072-682-6652 高槻市郡家新町４８－７

21 もくせい会 きんもくせい 宮部圭祐 072-892-5689 交野市大字星田5156-8

22 東香会 いちょう園 田邉真五 072-820-2200 寝屋川市打上南町１４番１号

23 珠寿会
輝きのまちケアハウス池田
デイサービスセンター池田

小寺　悟史 072-839-0211 寝屋川市池田本町５番１５号

24 清水福祉会 鶴見緑地苑 清水会グループ統括本部 人事室 06-6952-5188 守口市菊水通3-16-2

25 敬信福祉会 あいの里竜間 兼俊　龍彦 072-869-0788 大東市龍間６７３－３

26 蒼生福祉会 南郷の里 宮中　久美 072-873-0031 大東市氷野二丁目1番13号

27 聖徳園 ひらかた聖徳園 草川　重文 072-854-5826 枚方市香里ケ丘3-15-1

28 福友会 うぐいすの里 友田　善隆 072-833-6000 枚方市南中振3-8-20

29 美郷会 美郷 佐賀　俊一 072-866-7007 枚方市西招堤町1253

新型コロナウイルスの影響で、アルバイトを探している学生の皆さんへ

学生アルバイトを募集している老人施設のリストです。

時給は施設により異なりますが、概ね900円台後半～1,000円台前半が多数になります。（勤務時間帯等により異なります）

仕事内容は主に介護業務になりますが、各施設により異なりますので、詳しくは各施設にお問合せください。

まずは関心ある（ご自宅近く等の）施設にご連絡ください。



NO 法人名 施設名 連絡担当者名 電話番号 住所

30 川福会 布市福寿苑 加地　恵子 072-983-2255 東大阪市布市町2-12-2

31 天心会 ヴェルディ八戸ノ里 植北　康嗣 06-6727-0030 東大阪市下小阪4-7-36

32 あゆみ会 アンパス東大阪 曽我部　伸一 06－4307-0333東大阪市若江南町3丁目7－7

33 東寿会 イースタンビラ 時任　誠 06-6729-5033 東大阪市寿町1-9-39

34 川福会 福寿苑 大内 072-985-7771 東大阪市出雲井本町3番25号

35 明寿会 はくとう 和田 072-979-0260 柏原市青谷2104番地の1

36 寿光会 寿光園 中川　真 072-941-2130 八尾市楽音寺2丁目125番地

37 つくし会 萱振苑 安藤　加藤 072-999-2077 八尾市萱振町5-10

38 高安福祉会 信貴の里 樋口　昌德 072-941-9981 八尾市服部川5丁目7番地2

39 大阪聴覚障害者福祉会 あすくの里 平田・田村 072-957-1764 羽曳野市飛鳥11

40 三松会 たんぴ野 荻野 072－952－1332羽曳野市野66番2

41 聖徳会 大阪老人ホーム 高取、永田 072-331-4164 松原市阿保 3-14-22

42 聖徳会 大阪老人ホームうえだ 巽　尚子 072-339-1661 松原市上田8-11-11

43 堺暁福祉会 遊づる 中村　敦 072-335-0110 松原市岡1-184-1

44 松風福祉会 地域密着型特別養護老人ホームきらきら 石川　浩蔵 072-330-6501 松原市南新町2-4-28

45 みささぎ会 つどうホール 山下　幸宏 072-953-0248 藤井寺市小山3丁目151番地の１

46 みささぎ会 藤井寺特別養護老人ホーム 奥田、古田、西村、池口 072-952-0008 藤井寺市藤井寺4-11-7

47 長生会 美野の里 内田　康代 0721-98-5300 南河内郡太子町山田2550番地

48 富美和会 錦織荘 平井　良樹 0721-26-1187 富田林市錦織東三丁目4番18号

49 悠生会 ケアハウスゆう 尾崎 0721-25-6581 富田林市新家2-14-50

50 堺福祉会 ハートピア堺 古川 072-222-8080 堺市堺区海山町3-150-1

51 フローラ藤の会 ケアハウスはーとらんど 藤井　幹久 072-272-7400 堺市西区津久野町１丁７－２０

52 風の馬 アリオン 中辻 072-245-9640 堺市西区浜寺石津町西1-2-7

53 東光学園 ふれ愛の家 梶山 027-237-1979 堺市中区土塔町 2028

54 五常会
ゆーとりあ
ケアハウスゆーとりあ

原、松江 072-236-8779 堺市中区見野山164番地

55 大阪府社会福祉事業団 美原荘 伊藤　泉 072-362-3491 堺市美原区平尾595-1

56 大阪福祉会 ハピネス金岡 藤原 072-251-0222 堺市北区金岡町２７２５番

57 延寿会 ふれあい二色の浜 中道 072-430-2941 貝塚市澤525-1

58 玉田山福祉会 玉田山荘 田端　律久 072-473-2222 阪南市石田738-4

59 光生会 ピープルハウス忠岡 坂口　敏 0725-46-3333 泉北郡忠岡町高月北1-11-3

60 南海福祉事業会 フィオーレ南海 阿形　純次 072-465-3388 泉南郡田尻町吉見326-1

61 芳春会 ビオラ和泉 浦　俊也 0725-46-0460 和泉市和気町三丁目5-19


