
④
勤務場所

　障害者施設施設(身体)　 愛光園【欠員募集及び業務効率化のため】

　鹿児島市吉野町11081番地1

勤務時間  7:30～  16:30(月1回程度)・8:30～17:45・【夜勤】 16:00 ～ 翌10:00

勤務時間  07:30～21:30のうち実働８時間・【夜勤】 15:00 ～ 翌10:00

勤務場所
　障害児入所施設・障害者施設施設(知的)　 吉野学園　【欠員募集及び業務効率化のため】

　鹿児島市吉野町11165番地1

勤務時間  06:30～21:30のうち実働８時間・【夜勤】 15:00 ～ 翌10:00

現在募集中の求人一覧（正職員）

勤務場所
 　障害者支援施設(知的)　吉田愛青園　・　グループホーム杜の風(定員10名)【R2.10月オープン】

　鹿児島市宮之浦町4180番地1

R2.12.1現在

施設見学も随時受付しております。ぜひ一度見学にいらして下さい。

応募資格 　不問　※経験者、福祉関係仕事経験者優遇 募集人数 10名

免許・資格等

週勤務日数（平均）  4日～6日 夜勤回数（月平均） 3回～5回 年間休日 114日

月９～１０日

①～③ 業務内容
主に知的なハンディ(発達障害含む)を持つ方々の生活支援業務。食事等日常基本生活のサポートの他、体調
と生活リズムを整えるウォーキングの見守り、活動する喜びを感じていただく各作業の支援を行います。ま
た休日には利用者様とともに買い物や外食に出かけるなど、楽しみのある暮らしを目指します。

④　 業務内容
主に身体にハンディを持った方々の生活支援業務です。入浴や排泄、食事等の介護、その他の必要な日常生
活上の支援を行います。天井走行式吊り下げリフトを導入し、利用者様、介護者共に負担のないケアをしま
す。インカムを導入し、待たせない介護を行います。複数の看護師、理学療法士が常駐。

　扶養手当
  (年収130万未満配偶者\13,500・65歳以上の父母\6,000/人)

  (子:0~22歳 2人まで\6,000/人・3人目～\5,000/人、母子父子家庭1人のみ\11,000)

　子育て応援手当　(0~14歳\3,000/人・母子父子家庭\5,000/人)

　子ども進学等応援手当　(15歳~22歳\6,000/人)

年　齢 　年齢制限あり(59歳以下)・定年を上限とする。 試用期間 あり・３ケ月

基本給 　\159,500～\192,600　　※初任給査定、学歴・経験等職歴換算あり。

備　考

・ハローワーク求人票より詳細をご覧ください。

・ご不明な点は、お電話でご確認下さい。

・社会福祉法人 青鳥会 法人事務局　TEL:099-295-3017　担当:湯脇

　(受付時間9時~17時・左記時間外はホームページお問合せメールよりご連絡下さい。)

勤務場所
　障害者施設施設(知的)　 あおいとり【欠員募集及び業務効率化のため】

　鹿児島市吉野町10791-番地10

勤務時間  06:30～21:30のうち実働８時間・【夜勤】 16:00 ～ 翌10:00

①

②

③

　職務手当　(マイクロバス運転職員\3,000)

賞　与 　年２回(6月・12月)   期末手当＋勤勉手当 4.2ケ月分 昇　給 年１回

待遇・福利厚生 　社会保険・労働保険・退職金制度あり2本立・保育園あり ※詳細は、HP職員募集要項を確認下さい。

諸手当

　資格手当　(\2,500～\3,000)

　夜勤手当　(\8,000/回)

　通勤手当　(2～5km￥1,500・5～10km￥4,200・10～15km￥7,100…上限￥30,000)

　住居手当　(上限\20,000)

　介護福祉士 ・保育士あれば尚可。無資格でも可(要相談)。 休　　日

　№1 生活支援員・児童指導員・保育士

採 用 情 報
（ 新卒・中途採用 ）正職員・パート

相談支援専門員

施設サービス管理責任者

児童発達支援管理者

生活支援員・児童指導員・保育士



業務内容

障害のある方が自立した日常生活、社会生活を営むことができる様、障害福祉サービスなどの利用計画の作

成や地域生活への移行・定着に向けた支援など、障害のある人の全般的な相談支援を行います。

◇木材を使用した明るい職場です。

週勤務日数（平均）

　№2 相談支援専門員

待遇・福利厚生 　社会保険・労働保険・退職金制度あり2本立・保育園あり ※詳細は、HP職員募集要項を確認下さい。

備　考 ・ハローワーク求人票より詳細をご覧ください。

休　　日

＊年俸制３８０万円÷１６ケ月で月額換算表記

＜内訳＞

　　　月給　２３７，５００円    (うち15,000円は10h固定残業分）　通勤手当　別途　上限30,000円

　６月賞与　４７５，０００円

１２月賞与　４７５，０００円

給与処遇

2名

月９～１０日

勤務場所
 　ほほえみ相談支援事業所

　鹿児島市吉野町11164番地

勤務時間  　8時30分～17時30分

【特定職員】1年更新(原則更新)

免許・資格等 　相談支援従事者研修修了者

年　齢 　不問　 試用期間 あり・３ケ月

 ５日 年間休日 114日

応募資格 　不問　※経験者、福祉関係仕事経験者優遇 募集人数

勤務場所

勤務時間  　シフト制・8時30分～17時30分

業務内容

〇利用者に合わせた個別支援計画の作成に係る一連業務

〇支援計画に係る職員の育成

■児童や成人の方の知的なハンディ（発達障害含む）をもつ方の生活支援業務。食事、入浴など日常基本生

活のサポート、体調と生活リズムを整えるウォーキングを見守り、働く喜びを感じていただく

各作業の支援。

■利用者様を知って頂く為に、生活支援員業務からスタートして頂きます。

 ５日 

免許・資格等

給与処遇

【特定職員】1年更新(原則更新)

＊年俸制４００万円÷１６ケ月で月額換算表記

＜内訳＞

　　　月給　２５０，０００円   (うち20,000円は10h固定残業分）　　通勤手当　別途　上限30,000円

　６月賞与　５００，０００円

１２月賞与　５００，０００円

週勤務日数（平均） 年間休日 114日

応募資格

休　　日 月９～１０日

　不問　※経験者、福祉関係仕事経験者優遇 募集人数

待遇・福利厚生 　社会保険・労働保険・退職金制度あり2本立・保育園あり ※詳細は、HP職員募集要項を確認下さい。

備　考 ・ハローワーク求人票より詳細をご覧ください。

　№ ３ サービス管理責任者・児童発達支援管理責任者

　吉野学園・愛光園・吉田愛青園・あおいとり・ほほえみ　のいずれか

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※就業場所相談可

3名

　サービス管理責任者・児童発達支援管理責任者　いずれか必須

年　齢 　不問　 試用期間 あり・３ケ月



勤務場所
 　障害者支援施設　吉田愛青園　・　グループホーム杜の風(定員10名)【R2.7月オープン】

　鹿児島市宮之浦町4180番地1

業務内容
入所者衣類等の洗濯や施設内の清掃業務、グループホーム（隣接）への食事配膳などが中心になるお仕事です。

・他職員の付添いのもと、利用者の移動支援などもあります。

　№1 生活支援補助員（洗濯・配膳・清掃）

現在募集中の求人一覧（パート）

☆第1号職員… 週の所定労働時間が週３０時間以上の契約 で社会保険に加入する職員

☆第2号職員… 週の所定労働時間が週２０時間以上の契約 で雇用保険に加入する職員。週の所定労働時間が週２０時間以上の契約 の職員

勤務時間 交替制（シフト制） 雇用期間 雇用期間の定めあり（原則 1年更新・条件付き）

週勤務日数（平均）  週4～５日程度 (相談可) 応募資格 不問
※ブランクのある方・未経験の方・資格取得を目指して

いる方福祉の仕事に興味のある方も歓迎！

時　給 　\850～\850

諸手当

【第1号職員（社会保険加入対象者）】

　正職員諸手当に準ずる。

【第2号職員】

　通勤手当…1日あたり(2～5km￥71・5～10km￥200・10～15km￥338…上限￥1,428)

免許・資格等 　不問 年　齢 70歳位までの方応募可 試用期間 あり・２週間～３ケ月

　№2 看護師・准看護師

勤務場所
 　地域生活支援事業所　ほほえみ

　鹿児島市吉野町11164番地

賞　与 　年２回　(当社規程による) 昇　給 1年契約…原則更新　

待遇・福利厚生
　社会保険・労働保険・保育園あり 　※詳細は、HP職員募集要項を確認下さい。

◆扶養の範囲内などの時間は、面接時に相談に応じます。

年　齢 ６５歳位までの方応募可 試用期間 あり・２週間～３ケ月

業務内容
・利用児童・利用者様に対し、医療的ケア（胃ろう・注入、浣腸、 呼吸器ケア）が主な業務です。

・現在３名の看護師（常勤２名・パート１名）にて対応しています 。

勤務時間
①14時30分～17時30分　平日３時間勤務

雇用期間 雇用期間の定めあり（原則 1年更新・条件付き）
②12時00分～17時00分 学校長期休暇中５時間勤務

待遇・福利厚生
　社会保険・労働保険・保育園あり 　※詳細は、HP職員募集要項を確認下さい。

◆扶養の範囲内などの時間は、面接時に相談に応じます。

諸手当

【第1号職員（社会保険加入対象者）】

　正職員諸手当に準ずる

【第2号職員】

　通勤手当…1日あたり(2～5km￥71・5～10km￥200・10～15km￥338…上限￥1,428)

賞　与 　年２回　(当社規程による) 昇　給 1年契約…原則更新　

週勤務日数（平均）  週4～５日程度 (相談可) 免許・資格等 　看護師もしくは准看護師　いずれかの免許所持必須

時　給 ￥1,000～￥1,200

 週4～５日程度 (相談可) 免許・資格等 　看護師もしくは准看護師　いずれかの免許所持必須

№3　児童指導員・保育士

勤務場所
 　放課後等デイサービス　ぱぷりか・なのはな

　鹿児島市吉野町11165番地１(吉野学園)

業務内容
■個別療育、集団活動を通して、家と学校以外の活動の場・友達作りの場での支援を行います。

■鹿児島市吉野町の事業所『放課後等デイサービスなのはな・ぱぷりか』での日中一時支援に従事します。

待遇・福利厚生
　社会保険・労働保険・保育園あり 　※詳細は、HP職員募集要項を確認下さい。

◆扶養の範囲内などの時間は、面接時に相談に応じます。

諸手当

【第1号職員（社会保険加入対象者）】

　正職員諸手当に準ずる

【第2号職員】

　通勤手当…1日あたり(2～5km￥71・5～10km￥200・10～15km￥338…上限￥1,428)

賞　与 　年２回　(当社規程による) 昇　給 1年契約…原則更新　

時　給 ￥850～￥950 年　齢 ６５歳位までの方応募可 試用期間 あり・２週間～３ケ月

勤務時間
①14時00分～19時00分のうち平日4時間勤務

雇用期間 雇用期間の定めあり（原則 1年更新・条件付き）
②8時30分～17時30分 学校長期休暇4～8時間勤務

週勤務日数（平均）


