大学生用求人(2023年3月卒)
東大阪市内・大阪市内・大東市内で

10

施設

72

事業所を運営する法人です

待 遇
ｲﾒｰｼﾞｷｬﾗｸﾀｰ[かわふくん]

法人本部

〒577-0013 東大阪市長田中1-4-17-310
TEL:06-4306-3877 FAX:06-4306-3871

設

理事長 𠮷田

職員数

立

1981年(昭和56年)10月

給与例

正職員・介護員 Aさん（介護福祉士）の場合

※入職6か月経過、夜勤有

月額 ¥248,600
代表者
事業内容

悟

636名（2022年1月現在）

あなたらしく生きる あなたの生涯を大切に…。
『利用者さま、職員ファースト』の職場です。

勤務地

◆介護福祉士：¥7,000
◆介護支援専門員：¥15,000

夜勤手当

1回につき¥5,000

介護職員（正職員）

通勤手当

実費支給（¥50,000上限） 自転車・バイク通勤可、車通勤応相談

当法人の施設にて、利用者さまの生活支援を行っていただきます。
〔身体介護〕〔生活支援〕〔行事〕〔レクリエーション〕など利用者さまが
より安心して、楽しく生活できるように様々なお手伝いをしていただきます。
まずは介護職員として介護の現場を経験し、その後はあなたの「やりたい！」
「なりたい！」気持ちを大切に様々なキャリアを積んでいただきます。

処遇改善
支援手当

¥6,600 （前年度実績）

大阪市鶴見区、東大阪市内、大東市内のいずれかの事業所

◆社会福祉士：¥17,000
◆他多数の資格手当有

賞 与

年2回 （前年度実績：2.3ヶ月分）

昇 給

年1回

加入保険

健康保険、厚生年金、雇用保険、労災保険

【説明会・施設見学】
日時：個別に調整の上、随時行います
場所：左記の勤務地よりお選びください

【採用試験】
日時：個別に調整の上、随時行います
場所：長田の里 （東大阪市長田東1-3-5）
内容：面接、作文
書類：履歴書、成績証明書、卒業見込証明書

<申込方法>
電話、メール、右記QRコード →→→
いずれかの方法でお申し込みください
<申込方法>
電話、メール、右記QRコード →→→
いずれかの方法でお申し込みください
※必要書類が揃わない場合はご相談ください

1日7.5時間・週37.5時間 （1ヶ月単位の変形労働時間制）
[日勤]9:00～17:30
[早出]7:00～15:30

[遅出]10:00～18:30
[夜勤]17:30～10:30

↓川福会採用HP↓

※2日勤務扱い

※配属施設によって勤務時間の前後有
休日
休暇

（月給内訳：基本給¥165,000＋処遇改善手当¥25,000＋特定処遇改善手当¥8,000）

資格手当

[東大阪市]
・特別養護老人ホーム 福寿苑
「枚岡駅」徒歩3分
・特別養護老人ホーム みのわの里 「吉田駅」徒歩15分
・特別養護老人ホーム 布市福寿苑 「新石切駅」バス10分
・介護老人保健施設 枚岡の里
「枚岡駅」徒歩3分
・介護老人保健施設 長田の里
「長田駅」徒歩3分
・ケアハウス ひらおか
「枚岡駅」徒歩3分
・ケアハウス 喜里川
「枚岡駅」徒歩8分
[大阪市鶴見区]
・介護老人保健施設 すいれん
「鶴見緑地駅」徒歩7分
[大東市]
・小規模多機能ホーム ごりょうの家 「西御領バス停」徒歩3分
勤務時間

＜大学卒＞月給¥198,000 ＋ 職務手当 ＋ 諸手当 ＋ 処遇改善支援手当

¥9,000～17,000

募集要項

主な
仕事内容

初任給
職務手当

めざそう！ 心あたたか♪ 川福会の介護職員!!

職種

（内訳）基本給¥165,000＋処遇改善手当¥25,000 ＋特定処遇改善手当¥8,000
＋職務手当¥17,000 ＋処遇改善支援手当¥6,600
＋資格手当(介護福祉士)¥7,000 ＋夜勤手当(4回)¥20,000

特別養護老人ホーム／介護老人保健施設／ケアハウス／グループホーム／小規模多機能ホーム
短期入所／通所介護／訪問介護／訪問入浴／居宅介護支援事業所／地域包括支援センター 他

週休2日 月8日～9日（年間休日104日）／年次有給休暇
産前産後休暇／育児休暇／介護休暇／特別休暇

《求人に関するお問い合わせ・書類提出先》
〒577-0013 大阪府東大阪市長田中1-4-17 長田センタービル310号室
社会福祉法人 川福会 管理統括部 採用担当者 宛
TEL：06-4306-3877 FAX：06-4306-3871

Mail：hojinhonbu2441@kawafukukai.jp

HP：https://www.kawafukukai.or.jp/

短大・専門学校用求人(2023年3月卒)
東大阪市内・大阪市内・大東市内で

10

施設

72

事業所を運営する法人です

待 遇
ｲﾒｰｼﾞｷｬﾗｸﾀｰ[かわふくん]

法人本部

〒577-0013 東大阪市長田中1-4-17-310
TEL:06-4306-3877 FAX:06-4306-3871

設

理事長 𠮷田

職員数

立

1981年(昭和56年)10月

給与例

正職員・介護員 Aさん（介護福祉士）の場合

※入職6か月経過、夜勤有

月額 ¥244,600
代表者
事業内容

悟

636名（2022年1月現在）

あなたらしく生きる あなたの生涯を大切に…。
『利用者さま、職員ファースト』の職場です。

勤務地

◆介護福祉士：¥7,000
◆介護支援専門員：¥15,000

夜勤手当

1回につき¥5,000

介護職員（正職員）

通勤手当

実費支給（¥50,000上限） 自転車・バイク通勤可、車通勤応相談

当法人の施設にて、利用者さまの生活支援を行っていただきます。
〔身体介護〕〔生活支援〕〔行事〕〔レクリエーション〕など利用者さまが
より安心して、楽しく生活できるように様々なお手伝いをしていただきます。
まずは介護職員として介護の現場を経験し、その後はあなたの「やりたい！」
「なりたい！」気持ちを大切に様々なキャリアを積んでいただきます。

処遇改善
支援手当

¥6,600 （前年度実績）

大阪市鶴見区、東大阪市内、大東市内のいずれかの事業所

◆社会福祉士：¥17,000
◆他多数の資格手当有

賞 与

年2回 （前年度実績：2.3ヶ月分）

昇 給

年1回

加入保険

健康保険、厚生年金、雇用保険、労災保険

【説明会・施設見学】
日時：個別に調整の上、随時行います
場所：左記の勤務地よりお選びください

【採用試験】
日時：個別に調整の上、随時行います
場所：長田の里 （東大阪市長田東1-3-5）
内容：面接、作文
書類：履歴書、成績証明書、卒業見込証明書

<申込方法>
電話、メール、右記QRコード →→→
いずれかの方法でお申し込みください
<申込方法>
電話、メール、右記QRコード →→→
いずれかの方法でお申し込みください
※必要書類が揃わない場合はご相談ください

1日7.5時間・週37.5時間 （1ヶ月単位の変形労働時間制）
[日勤]9:00～17:30
[早出]7:00～15:30

[遅出]10:00～18:30
[夜勤]17:30～10:30

↓川福会採用HP↓

※2日勤務扱い

※配属施設によって勤務時間の前後有
休日
休暇

（月給内訳：基本給¥161,000＋処遇改善手当¥25,000＋特定処遇改善手当¥8,000）

資格手当

[東大阪市]
・特別養護老人ホーム 福寿苑
「枚岡駅」徒歩3分
・特別養護老人ホーム みのわの里 「吉田駅」徒歩15分
・特別養護老人ホーム 布市福寿苑 「新石切駅」バス10分
・介護老人保健施設 枚岡の里
「枚岡駅」徒歩3分
・介護老人保健施設 長田の里
「長田駅」徒歩3分
・ケアハウス ひらおか
「枚岡駅」徒歩3分
・ケアハウス 喜里川
「枚岡駅」徒歩8分
[大阪市鶴見区]
・介護老人保健施設 すいれん
「鶴見緑地駅」徒歩7分
[大東市]
・小規模多機能ホーム ごりょうの家 「西御領バス停」徒歩3分
勤務時間

＜短大卒＞月給¥194,000 ＋ 職務手当 ＋ 諸手当 ＋ 処遇改善支援手当

¥9,000～17,000

募集要項

主な
仕事内容

初任給
職務手当

めざそう！ 心あたたか♪ 川福会の介護職員!!

職種

（内訳）基本給¥161,000＋処遇改善手当¥25,000 ＋特定処遇改善手当¥8,000
＋職務手当¥17,000 ＋処遇改善支援手当¥6,600
＋資格手当(介護福祉士)¥7,000 ＋夜勤手当(4回)¥20,000

特別養護老人ホーム／介護老人保健施設／ケアハウス／グループホーム／小規模多機能ホーム
短期入所／通所介護／訪問介護／訪問入浴／居宅介護支援事業所／地域包括支援センター 他

週休2日 月8日～9日（年間休日104日）／年次有給休暇
産前産後休暇／育児休暇／介護休暇／特別休暇

《求人に関するお問い合わせ・書類提出先》
〒577-0013 大阪府東大阪市長田中1-4-17 長田センタービル310号室
社会福祉法人 川福会 管理統括部 採用担当者 宛
TEL：06-4306-3877 FAX：06-4306-3871

Mail：hojinhonbu2441@kawafukukai.jp

HP：https://www.kawafukukai.or.jp/

キャリアパス・多様な働き方制度

各種業務改善・ICT技術の導入

「介護職」とひとくちに言っても活躍の仕方は様々です。
介護のプロフェッショナルとして活躍する事はもちろん、相談員やケアマネジャー等の他職種に
チャレンジしたり、将来は管理者としてマネジメントを行うなど豊富な選択肢があります。
川福会ならあなたの『なりたい！』に応えられる制度があります。
また、ライフステージや時代に合わせた制度がを整えており、多様な働き方が可能です！

◆ 産前産後休暇・育児休暇制度 ◆
『仕事と育児の両立』がしやすい
職場環境を整えております。
女性だけでなく男性の育児休暇取得
推進も積極的に行っています。

◆ 短時間正職員制度 ◆
子育てや介護などでフルタイム勤務が
難しい方は、最大2時間まで
就業時間を短縮して正職員として
働き続ける事ができます。

◆ ライフワークバランスの充実 ◆
・労務時間管理の徹底
着替えや朝礼は業務時間内に行う
休憩場所、休憩時間の確保等
・1分単位での残業代支給
他

― 職員ファーストの職場環境 ―
より良い介護サービスを提供する為には職員の幸せが必要不可欠です。
利用者さま、職員ファーストの職場環境を実現する為に川福会は日々進化しています。

↑令和元年度大阪介護かがやき表彰受賞

・テレワーク制度
・介護休暇

など

時代に応じた働き方に対応できるように
常に改革を行っています！！

◆共済会 「大阪民間社会福祉事業従事者共済会」加入
宿泊施設割引優待、レジャー施設割引優待、
カラオケや映画館などの割引や、海外旅行ツアーなど盛りだくさん。
また、結婚や出産などのお祝い金、『退職金』などの給付制度があります。

◆健康診断費用補助・インフルエンザワクチン接種費用補助

入職後は「介護福祉士」「介護支援専門員（ケアマネジャー）」等の資格取得支援の制度を
設けています。勤務時間として実務者研修を受講できる体制や模擬テストを実施したりなど、
働きながら資格を取得できるサポートをしています。
資格取得をする事によって資格手当の支給など給与もアップ！
また、奨学金返済の免除制度もある為、安心して資格を取得できます！
あなたの将来を川福会は全力でサポートします！
介護福祉士にチャレンジ！（資格取得までの一例）
【入職２～３年目】
「実務者研修」を受講
※勤務時間扱い！

安心して働き続ける為のサポートとして健康診断費用補助、インフルエンザ
ワクチン接種費用補助制度等があります。

◆制服貸与

スポーツブランド「Le Coq Sportif」の制服貸与

有名スポーツブランド「Le Coq Sportif」の機能性に優れた制服を貸与します。

◆栄養バランスの取れた給食の費用を補助
【入職３～４年目】
介護福祉士試験受験
※試験勉強をサポート！

★介護福祉士
報奨金支給！
給与アップ！

【介護支援専門員 試験受験】
勤務時間内に模擬テスト実施！
サポートチームでバックアップ！

【実務研修】
実務研修受講
※勤務時間扱い！

管理栄養士が考えた栄養バランスの取れた給食の費用を補助します。

◆近畿圏外からの就職者に対するサポート制度
近畿圏外（大阪府・京都府・奈良県・兵庫県・滋賀県・和歌山県・三重県以外）からの
就職者へは「交通費貸与」「賃貸借契約料貸与」「社宅使用利用金一部補助」など遠方からの
就職に必要な準備金等をサポートする制度があります。

介護支援専門員（ケアマネジャー）にチャレンジ！（資格取得までの一例）
【介護福祉士・相談員】
介護福祉士や相談員と
して５年経験を積みます

・介護記録システム（ブルーオーシャン）導入
・介護ソフト（ワイズマン）導入
・Microsoft Teams導入
・オンライン会議・面会ソフト導入
・労務管理・シフト作成システム導入
・1日の業務内容見直し・改善
・職種等による業務内容の明確化
他

・フレックスタイム制度

資格取得サポート

【入職１～２年目】
まずは介護の現場で
経験を積みます

ご利用者処遇及び職員負担軽減の為、
ICT技術の導入や各種業務改善を行っています。

★ケアマネジャー
報奨金支給！
給与アップ！

川福会 資格取得サポートのメリット！！
１ ．実務者研修は勤務時間として受講！
（※介護福祉士受験の必須条件）

２ ．資格取得の為の奨学金制度有り！
奨学金の返済免除制度有！！
３ ．資格を取得したら報奨金、資格手当支給！

◆同好会 同好会には活動金・補助金も支給！
「フットサル」「ランニングサークル」など様々な同好会が
あり、施設・事業所の垣根を越えて活動しています。
新しい同好会を作るのも大歓迎！
同好会には活動金、補助金も支給されます！

◆レクリエーション レクリエーション費用は法人負担！
「日帰りバスツアー」「バーベキュー大会」「ボウリング大会」
「懇親会」など楽しいレクリエーションが盛りだくさん！！
自由参加で費用は法人負担の為思う存分楽しめます！

