社会福祉法人京都府社会福祉事業団

正規職員募集要項
１．募集内容
職種

支援員（保育士、児童支援員含む）

募集人数

2 名程度

採用予定日

平成 30 年 7 月 1 日
年齢

60 歳未満（昭和 34 年 4 月 2 日以降に生まれた方）
社会福祉に熱意がある方

応募資格
資格等

※上記以外必須資格はありません。
ただし、業務をすすめる上で、持っていれば望ましい資格は以下の
とおりです。
・普通自動車運転免許
・福祉関連の資格（介護職員初任者研修、介護福祉士、社会福祉士、
精神保健福祉士 等）

【心身障害者福祉センター（障害者支援施設）
】

障害

重度の身体障害がある方の生活全般に係る支援（食事・排泄・入浴
介護、日中活動 等）
【洛南寮】
（養護老人ホーム）
65 歳以上で、環境上及び経済的理由により、自宅での生活が困難

高齢

な方の生活全般に係る支援（食事・排泄・入浴介護、日中活動 等）

・その他 （救護施設）
心身にハンディキャップがあり、経済的な問題も含めて日常生活を
送るのが困難な方の生活全般に係る支援（食事・排泄・入浴介護、
生活訓練 等）
【桃山学園】
（障害児入所施設）
主に知的障害がある児童の生活全般に係る支援（生活・学習・進路

業務内容

指導、療育活動 等）
（児童養護施設）
保護者のいない児童、不適切な養育を受けている児童、その他環境
上養護を必要とする児童の自立支援（生活・学習・進路指導、退所
者への相談支援 等）

児童
【東山母子生活支援施設】
母子生活支援施設に入所されている母子に対する相談・日常生活に
係る支援及び退所者への相談支援
【こども発達支援センター（児童発達支援センター）
】
肢体不自由児や知的障害、発達障害のある子どもへの療育及び保護
者への相談支援

２．勤務地
住所：〒 610 - 0113
心身障害者支援センター

京都府城陽市中芦原
TEL ： (０７７４) ５４ － １４００
住所：〒 610 - 0343

洛南寮

京都府京田辺市大住仲ノ谷１４－１
TEL ：(０７７４) ６２ － ０４１５
住所：〒 605 - 0862

東山母子生活支援施設

京都市東山区清水四丁目１８５－１
TEL ：(０７５) ５４１ － １２０１
住所：〒 612- 8012

桃山学園

京都市伏見区桃山町遠山５０
TEL ：(０７５) ６１１ － ３１３６
住所：〒 610 - 0331

こども発達支援センター

京都府京田辺市田辺茂ヶ谷１８６－１
TEL ：(０７７４) ６４ － ６１４１

※採用後施設を異動する場合があります。
３．勤務条件
（１）勤務時間（ローテーションの一例）
早出

6：45 ～ 15：30

日勤

8：30 ～ 17：15

遅出

12：15 ～21：00

夜勤

16：30 ～ 翌日 9：30

（２）給与
ア．四年制大学新卒の場合、合計 １９８,５００ 円
（前歴のある方については経験年数を換算します。
）
イ．別に扶養手当、住居手当、通勤手当 等があります。
ウ．年２回賞与を支給します。
エ．退職金制度があります。
（３）休暇
ア．週休２日、国民の祝日法に基づく休日・年末年始（12/29～1/3）に相当する休日日数
イ．年次休暇 年２０日（年間付与日は 20 日ですが、付与基準日が毎年 1 月 1 日となり、
採用日により月割付与となります。
）
ウ．特別休暇（職員の結婚、職員及び配偶者の出産、子の看護 等）
エ. その他育児休業等の制度

（４）福利厚生
ア．健康保険、厚生年金保険、雇用保険、労災保険に加入
イ．その他、京都府民間社会福祉施設職員共済会（結婚・出産祝金）及び京都府社会福祉
事業団職員共済会（旅行宿泊・健康診断補助事業等）によるサービスが受けられます。
４．採用試験
受験票は送付しませんので、試験当日は必ず身分証明書（学生証、パスポート、運転免許証、
その他本人を確認できるもの）を持参してください。
（１）一次試験
日時
会場
内容

平成 30 年 6 月 9 日（土）
受付 9：00～

/

開始 9：15～

京都府立総合社会福祉会館（ハートピア京都）
8 階「会館会議室」
① 作文（800 字） ②集団面接

（２）二次試験
日時
会場
内容

平成 30 年 6 月 16 日（土）
※時間は一次試験合格者に後日連絡します。
京都府立総合社会福祉会館（ハートピア京都）
4 階「会館会議室」
個別面接

（３）合否通知
試験後約 2 週間以内
５．応募方法
・様式「履歴書兼エントリーシート」
当法人ホームページ「リクルート」よりダウンロード
提出書類

※PC 入力・手書きいずれでも可
・職務経歴書 ※様式不問
・福祉関連の資格をお持ちの方は資格証明書（写）
・卒業証明書（卒業証書（写）
）または卒業見込証明書
平成 30 年 6 月 5 日（火）必着

応募締切

（持参の場合）月～金 8：30～17：30
（郵送の場合）
簡易書留で封筒に赤字で「試験申込」と記入してください。
〒604-0874
京都市中京区竹屋町通烏丸東入る清水町 375 番地

提出先

京都府立総合社会福祉会館 6 階
社会福祉法人京都府社会福祉事業団 法人事務局 総務課
TEL:075-222-2212

※提出書類は、本選考以外の目的に使用することはありません。

６．その他
・定年は６０歳です。
（満６０歳に達した年度末）
・採用後６ヶ月間は試用期間であり、その間良好な成績で業務を遂行した場合に正式採用とな
ります。
・採用試験の合格者は、健康診断受診の結果、勤務に支障ないと判断され、必要書類の提出を
経て採用となります。
・適任者がいないときは、募集人数を満たさなくても合格を決定しない場合があります。
・施設見学を希望される場合は、下記法人事務局へご連絡ください。
７．法人事務局へのアクセス
〒604-0874
京都市中京区竹屋町通烏丸東入る清水町 375 番地京都府立総合社会福祉会館 6 階
・交通機関のご案内 •京都市営地下鉄烏丸線「丸太町」駅下車 5 番出口
（地下鉄連絡通路にて連結）
・京都市バス、京都バス、JR バス「烏丸丸太町」バス停下車、烏丸通り沿い南へ

京都府立総合社会福祉会館
（ハートピア京都）

【問合せ先】
ring ring

社会福祉法人京都府社会福祉事業団 法人事務局
担当 総務課 笹原
TEL：075-222-2212
FAX：075-222-2236
MAIL:ksj@ksj.or.jp

＼ facebook で情報発信中 ／

URL：http://ksj.or.jp/

ホームページ「リクルート」
QR コード

