
NO 法人名 福祉施設名 連絡担当者名 電話番号 所在地

1 （福）芳春会 ビオラ和泉 浦　俊也 0725-46-0460 和泉市和気町三丁目5番19号

2 （福）大阪府社会福祉事業団 事務局 吉井　恭子 072-724-8166 箕面市白島3丁目5番50号

3 （福）秀美福祉会 アイリス 川端　康成 072-858-1300 枚方市春日東町2-12-10

4 （福）淳風会 淳風とよなか 辻崎 06-6335-0785 豊中市二葉町2-4-5

5 （福）明和会 高安の郷 稲田　隆好 072-941-0067 八尾市服部川4-77-1

6 （福）八尾隣保館 成法苑・第二成法苑つむぎ 他 百瀬　健太 072-922-3130 八尾市南本町3-4-5

7 （福）竜華福祉会 ホーム太子堂 多久島　慎一 072-996-0026 八尾市太子堂4-1-32

8 （福）つくし会 萱振苑 安藤　麻紀 072-999-2077 八尾市萱振町5-10

9 （福）日本コイノニア福祉会 大阪「好意の庭」 中南　ゆかり 072-976-0090 柏原市旭ヶ丘3-13-45

10 （福）みささぎ会 藤井寺特別養護老人ホーム 奥田・阿部 072-952-0008 藤井寺市藤井寺4-11-7

11 （福）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151-1

12 （福）川福会 布市福寿苑 奥地　孝至 072-983-2255 東大阪市布市町2-12-2

13 （福）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

14 （福）大阪YMCA サンホーム 大塚　由実 06-6787-3733 東大阪市御厨南3-1-18

15 （福）由寿会 アーバンケア 他 林 06-6787-3386 東大阪市御厨東1-9-55

16 （福）のぞみ 古江台ホール 溝口　環 072-754-6541 池田市古江町18番地の2

17 （福）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

18 （福）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2-4-10

19 （福）大阪自彊館 ジュネス 村口克也・松下允美 06-6325-3336 大阪市東淀川区東淡路1-4-49 ﾒｿﾞﾝ ﾘﾍﾞﾙﾃ

20 （福）井高野福祉会 井高野園 孫田　康次 06-6349-3417 大阪市東淀川区井高野3-1-58

21 （福）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

22 （福）恩賜財団済生会支部大阪府済生会 泉尾大正園 横内　隆宏 06-6552-3323 大阪市大正区北村3-4-3

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

24 （福）聖綾福祉会 せいりょう姫島 中村　三四郎 06-7167-9000 大阪市西淀川区姫島2丁目15-8

25 （福）功徳会 にちげつの光 西田　有美 06-6633-1680 大阪市西成区萩之茶屋1-2-5

26 （福）久栄会 インパレスみのり苑 沖 06-6756-5200 大阪市生野区巽中3-14-3

27 （福）大阪福祉事業財団 城東特別養護老人ホーム 上杉・松木 06-6931-5190 大阪市城東区古市1丁目20番17号

28 （福）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

29 （福）長生会 美野の里 内田　康代 072-198-5300 太子町山田2550

30 （福）成晃会 摂津特養ひかり 伊藤　秋代 072-650-1300 摂津市鳥飼八防2-7-12

31 （福）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

32 （福）恩賜財団済生会支部大阪府済生会 吹田高寿園 小川　俊彦 06-6389-2751 吹田市山手町1丁目1番1号

33 （福）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

34 （福）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

35 （福）宝生会 ブレス南花田 西田　英加 072-256-2800 堺市北区南花田町531番地

36 （福）シャローム ケアハウス　セットンの家 武田　歩 072-272-8338 堺市南区檜尾3360番地10

37 （福）そうび会 つるぎ荘 森山・吉田 072-286-2828 堺市東区日置荘田中町143-1

38 （福）東光学園 ふれ愛の家 梶山 072-237-1979 堺市中区土塔町2028番地ふれ愛の家

39 （福）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

40 （福）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

41 （福）堺中央共生会 愛らいふ 藤岡　宏美 072-245-3711 堺市堺区協和町3丁128-11

42 （福）大潤会 大冠カーム 室田　健一 072-671-0055 高槻市須賀町65-10

43 （福）聖ヨハネ学園 ミス・ブール記念ホーム 瀬古　雅子 072-688-5138 高槻市松が丘1丁目21番9号

44 （福）大阪府社会福祉事業団 高槻荘 松岡　拓志 072-682-6652 高槻市郡家新町48-7

45 （福）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

46 （福）三松会 たんぴ野 荻野　壽行 072-952-1332 羽曳野市野66-2

47 （福）庄清会 アンジュ 辻本　智久 072-936-1212 羽曳野市野371番地

48 （福）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

49 （福）和悦会 羽曳野特別養護老人ホーム 村本　晶子 072-958-9951 羽曳野市古市2271-114

※福祉・介護の仕事の内容については、Webサイト「福祉のお仕事」をご覧ください（全国社会福祉協議会・中央福祉人材センターが運営）。
☞ https://www.fukushi-work.jp/work/detail.html?id=2

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福祉施設のリストです。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。

まずは、ご自宅近く等の施設にお気軽にご連絡ください！！

大阪府社会福祉協議会 老人施設部会（TEL06-6762-9001）

（令和４年度）


