
No 法人名 施設名 担当者名 電話番号 所在地

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

2 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

3 西谷会 憩～江坂～ 甲谷　知之 06-6385-1511 吹田市江坂町2-14-22

4 恩賜財団済生会支部大阪府済生会 高寿園 足立 06-6389-2751 吹田市山手町１丁目１番１号

5 のぞみ 古江台ホール 溝口 072-754-6541 池田市古江町18番地の2

6 幸和会 ふるる 坂本 06-6336-8850 豊中市小曽根4丁目5-1

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

8 淳風会 淳風とよなか 辻﨑　智幸 06-6335-0785 豊中市二葉町2-4-5

9 翠明社 照葉の里 川畑　行弘 072-739-1186 箕面市下止々呂美561番地

10 大阪府社会福祉事業団 白島荘 影山・高島・大西 072-724-5511 箕面市白島 3-5-50

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

12 多邦会 ひばり苑 木崎 千衣香 072-679-1105 高槻市三箇牧二丁目20番3号

13 成光苑 高槻けやきの郷 中島 072-662-5888 高槻市番田1丁目60-1

14 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

15 豊年福祉会 天の川明星 和歌　達郎 072-894-3029 交野市藤が尾2-5-22

16 山麓会 清滝らくらく苑 堀川 真人 072-876-3611 四條畷市清滝中町1-3

17 瑞穂会 たかせ若葉苑 西田　勝巳 06-6994-7560 守口市高瀬町5-8-16

18 敬英福祉会 幸楽の里ねや川 中井　誠 072-826-4165 寝屋川市葛原二丁目４番３１号

19 たちばな会 寝屋川石津園 荒木　大輔 072-839-8080 寝屋川市石津中町35-8

20 珠寿会 輝きのまちケアハウス池田 小寺　悟史 072-839-0211 寝屋川市池田本町5番15号

21 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

22 大潤会 御殿山カーム 伊勢本 072-890-0010 枚方市渚西2-7-30

23 清松福祉会 安心苑 狩俣 072-866-2217 枚方市招提北町2丁目25-1

24 美郷会 美郷 佐賀　俊一 072-866-7007 枚方市西招提町1253

25 清松福祉会 夢心 大野　大輔 072-866-3939 枚方市長尾北町1-1785-2

26 逢花 きずり逢花苑 安達　明史 06-6723-4165 東大阪市衣摺6丁目１２－３

27 由寿会 林 06-6787-3386 東大阪市御厨東1-9-55

28 大阪ＹＭＣＡ サンホーム 宮原　学 06-6787-3733 東大阪市御厨南3-1-18

29 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

30 川福会 福寿苑 辻野　博昭 072-985-7771 東大阪市大阪市出雲井本町3-25

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

32 香久山会 ピュア 西村　英樹 072-941-5755 八尾市郡川2丁目33番地1

33 久義会 高秀苑 縄稚　和彦 072-922-5355 八尾市桂町5-11-6

34 養珠会 長生園 池田　昌哉 072-991-5837 八尾市光南町一丁目4-8

35 八尾隣保館 八尾市立養護老人ホーム心合寮 小山　晃弘 072-925-1177 八尾市青山町４－４－１８

36 竜華福祉会 ホーム太子堂 多久島 072-996-0026 八尾市太子堂４－１－３２

37 八尾隣保館 成法苑 岩﨑　博成 072-994-8001 八尾市南本町3-4-5

38 恵和会 河原城苑 和田崇史 072-938-3999 羽曳野市河原城９２７

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

40 三松会 たんぴ野 荻野　壽行 072-952-1332 羽曳野市野６６番2

41 松風福祉会 地域密着型きらきら 石川　浩蔵 072-330-6501 松原市南新町2-4-28

42 成和会 菊水苑 山岨　義明 0721-93-4678 南河内郡河南町大字加納17番地

新型コロナウイルスの影響で、アルバイト先にお困りの学生さんへ

学生アルバイトを募集している老人施設のリストです。時給は施設や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。



No 法人名 施設名 担当者名 電話番号 所在地

43 長生会 美野の里 内田　康代 0721-98-4165 南河内郡太子町山田2550番地

44 成和会 喜志菊水苑 岩野　行雄 0721-26-0056 富田林市喜志町3丁目1番33号

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

46 大阪府障害者福祉事業団 かんなびのさと 高橋　宏直 0721-34-2206 富田林市大字甘南備216番地

47 ラポール会 くみのき苑 柘植　輝徳 072-368-2777 大阪狭山市東茱萸木4-1977

48 貝塚養老の家 貝塚養護老人ホーム 藤田　恭樹 072-427-2160 貝塚市半田780－1

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

50 嘉舟会 いなば荘 瀬本　智恵 072-479-1515 岸和田市稲葉町 1066

51 大泉会 玉井泉陽園 新田　升啓 072-473-0001 阪南市下出371-1

52 せんわ せんわ 中西　亮 072-483-2022 泉南市信達金熊寺５３０番地の１

53 親光会 淡輪園 中筋 072-494-0900 岬町淡輪 5635-1

54 芳春会 ビオラ和泉 浦　俊也 0725-46-0460 和泉市和気町3丁目5-19

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

56 おおとり福祉会 朗友館 山本　鉄也 072-275-1555 堺市西区鳳東町6丁659番地1

57 稲穂会 やすらぎの園 吉田　亮介 072-270-7000 堺市中区深井畑山町2528-1

58 福生会 嘉齢荘 岡本　隆 072-278-0205 堺市中区伏尾196番地

59 幸雪会 遊陶里 山口　照之 072-230-5000 堺市中区福田541-1

60 ラポール会 くみのき苑しらさぎ 阿波野　達也 072-287-7222 堺市東区白鷺3丁目18-17

61 こころの家族 故郷の家 藤原　一臣 072-271-0881 堺市南区檜尾3360-12

62 ジー・ケー社会貢献会 グルメ杵屋社会貢献の家 中瀬 06-6671-2500 大阪市住之江区浜口東2-5-14

63 大阪平成会 ふれ愛丸山荘 古山　聡志 06-6655-6611 大阪市阿倍野区丸山通1-2-8

64 リベルタ 生江特別養護老人ホーム白寿荘 工藤　豪也 06-6925-8910 大阪市旭区生江3-27-1

65 大阪福祉事業財団 城東特別養護老人ホーム 中島 06-6931-5190 大阪市城東区古市1丁目20番17号

66 恩賜財団済生会支部大阪府済生会 城東園 川留　章義 06-6931-3825 大阪市城東区今福東２－２－２５

67 弘仁会 レインボー今里 樋本 06-6755-6700 大阪市生野区中川１－６－２０

68 功徳会 にちげつの光 藤森美里 06-6633-1680 大阪市西成区萩之茶屋1丁目2番5号

69 ビーナス福祉会 ビーナスホーム千島園 伊吹 06-6553-4800 大阪市大正区千島１丁目２３番２６

70 大阪光風会 幸楽園 山村　綾夏 06-6555-5556 大阪市大正区鶴町2-19-28

71 春栄会 リベルタヴィータ 下農　喜代美 06-6963-6381 大阪市鶴見区今津南3-5-5

72 秀和福祉会 グリーンシティー秀和 蓮間　友希 06-6915-8008 大阪市鶴見区諸口6-2-7

73 正福会 くつろぎ・つるみ荘 長田　昌訓 06-6914-3877 大阪市鶴見区中茶屋1-1-10

74 弘仁会 アルカンシエル東成 東村 06-6978-1200 大阪市東成区中本4-1-21

75 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

76 ともしび福祉会 福島ともしび苑 堀江　明 06-6464-0105 大阪市福島区吉野５丁目６番１１号

77 はるかぜ福祉会 やぐるま苑 芝田　光一 06-6707-5502 大阪市平野区瓜破南2丁目４番10号

78 和悦会 加美北特別養護老人ホーム 乾　竹雄 06-4303-7700 大阪市平野区加美北7-1-2

79 淳風会 淳風おおさか 道脇 06-6450-1088 大阪市北区大淀南2-5-20

80 石井記念愛染園 あいぜん 立花　政人 06-6634-8965 大阪市浪速区日本橋5-16-19


