2018 年度 正規職員採用情報
いっしょに過ごすかけがえのない日々が、
自己実現のためのプロセスでありたい。

◇施設見学会 詳細は中身をご覧ください。
5 月 17 日（水）25 日（木）
マイナビ・あさがくナビでも申込み可

施設見学は、日程調整の上個別対応もいたします。
ぜひ一度、当法人へお越しください。

社会福祉法人 松花苑
〒621-0018 京都府亀岡市大井町小金岐北浦 16
TEL 0771-23-0703

社会福祉法人松花苑 新卒採用情報
法人概要
事業内容

【社会福祉事業】
障害者支援施設、障害福祉サービス事業所等の運営
【公益事業】
みずのき美術館の運営

法人設立

1979 年 3 月 1 日（前身は 1959 年より）

基本金

9 億 7,328 万円

社会福祉事業収入

9 億 1,220 万円（2015 年度）

代表者

理事長 西藤 二郎

職員数

約 180 名（うち正職員 71 名）

本部所在地

〒621-0018 京都府亀岡市大井町小金岐北浦 16
TEL 0771-23-0703 FAX 0771-25-4654

事業所

□かしのき（障害者支援施設）入所・通所
□ワークスおーい（就労継続支援Ｂ型／生活介護） 通所
□マイライフ松花苑ウェスト（グループホーム）
〒621-0018 京都府亀岡市大井町小金岐北浦 16
TEL 0771-23-0703 FAX 0771-25-4654
□みずのき（障害者支援施設）入所・通所
□マイライフ松花苑イ－スト（グループホーム）
〒621-0007 京都府亀岡市河原林町河原尻下五丹 12
TEL 0771-23-2101 FAX 0771-25-4634
□総合生活支援センターしょうかえん（相談支援／居宅介護他）
〒621-0042 京都府亀岡市千代川町高野林西ノ畑 16-19
TEL 0771-20-1262 TEL 0771-20-1246

□みずのき美術館（公益事業）
〒621-0861 京都府亀岡市北町 18
TEL 0771-20-1888 TEL 0771-20-1889

募集職種

支援職（知的障害のある利用者の生活支援・介護・日中活動支援・
地域生活支援・就労支援・相談支援等）
入所施設では日常生活の介護・支援のほか、日中活動として、
音楽・園芸・アート・リハビリ体操などを取り入れています。
通所施設ではクリーニング、ベーカリーカフェ、清掃、農園芸
等の就労支援部門があり、さらに自閉症の方のためのプログラム
も実施しています。
人事異動もありますので、原則として夜勤又は宿直勤務の可能

募集学部・学科

な方を求めています。
大卒・短大卒：学部は問いません。
専門学校卒：福祉系学科
社会人の場合は、上記条件又は福祉職場経験 3 年以上の方

採用予定人員

5 名程度

採用予定日

2018 年 4 月 1 日

応募方法

担当者あて電話、メール等でご連絡の上、応募書類の送付をお願い
します。応募は随時受け付けています。

応募書類

履歴書（写真貼付）
※採用決定後に成績証明書、卒業見込証明書、健康診断書等必要

選考方法

筆記試験（一般常識、専門、作文）
、面接、施設実習

見学会・選考

日時

施設見学会●5 月 17 日(水)・25 日(木)
JR 嵯峨野線

採用試験●第 1 回 筆記・面接 5 月 16 日（火）9:30～

★日程が合わない
場合は個別にも受
け付けています。

※合格者には、施設実習選考に進んでいただきます。
※試験は、今後も数回実施する予定です。

場所

法人本部 JR 嵯峨野線 並河駅 徒歩 20 分
亀岡市大井町小金岐北浦 16 TEL 0771-23-0703

連絡ならびに

総務部

お問い合せ先

TEL 0771-23-0703

担当者より
アピール

京都発 12:42 普通 亀岡行にお乗りください。
亀岡 13:09 着 北口へお迎えに参ります。

鈩(たたら) 克志
メール：syokaen@syokaen.jp

URL :http://syokaen.jp/
障害のある方たちの生活全般を、一人ひとりのライフステージに沿
って一生支えていく仕事です。利用者の思いを尊重し、地域の中で
その人らしく暮らしていけるよう支援しています。
豊富な研修やプリセプター制度、OJT システム等で丁寧に指導しま
すので、福祉の勉強をしてこられた方はもちろん、学部・学科を問
わず、福祉の仕事って、なんだか魅力的…と感じておられるあなた
のご応募をお待ちしています。施設見学だけでも歓迎します。
チームワークの良さ、離職率の低さもアピールポイントです。

採用後の待遇
初任給

基本給

(前年度実績)
昇

給

諸手当

賞与
月収例
勤務時間

大
卒
185,924 円（新卒）
短大・福祉系専門卒 167,480 円（新卒）
※転職の場合は、さらに経験加算あり

年 1 回 1 月（4,000 円～5,000 円）
夜勤・宿直手当(月 4 回程度) 6,500 円×4 回＝26,000 円
資格手当（介福・社福・精福）3,000 円～8,000 円／月
住宅手当（賃貸） 27,000 円／月 上限
扶養手当 給与規則による（配偶者 13,000 円・子 6,000 円他）
通勤手当 6 ヶ月定期券実費全額 または距離換算 24,500 円／月上限
年 2 回 6 月、12 月 計 4 ヶ月分（前年度実績。初年度 6 月は 60％）
大学新卒・夜勤 4 回・賃貸住宅有⇒ 237,924 円
賞与例：初年度／6 月 211,000 円／12 月 390,000 円
日勤 8:45～17:30（休憩 60 分）
早出 7:30～16:15（休憩 60 分）
遅出 12:30～21:00（休憩 45 分）
夜勤 15:00～9:30（休憩 180 分）
これらの勤務のローテーション（事業所により若干異なります）

勤務地

亀岡市内
かしのき／ワークスおーい（大井町）
みずのき（河原林町）のいずれか（法人内の人事異動有り）

休日・休暇

月 8 日～10 日（夏期・年末年始含む） 年間 100 日＋有給休暇
特別休暇（慶弔）

産前・産後、育児・介護休業制度

年次有給休暇：初年度 10 日(6 ヶ月経過後)、最高 20 日
教育制度

採用事前研修、新人職員研修、階層別研修、指導者研修、人権研修等

資格取得支援

年間 2 万円まで補助制度有り（介福・社福・精福）

社会保険等

健康保険、厚生年金、雇用・労災保険・共済会

退職金

①京都社会福祉事業企業年金基金
②社会福祉施設職員等退職手当共済法に基づく制度

その他

に加入

☆きょうと福祉人材育成認証事業所（法人）
☆京都モデル ワークライフバランス認証企業（法人）
育児休業取得者多数。職場復帰しやすいよう強力にサポートします。

