
〒６０２－８４６４

京都市上京区元誓願寺通り千本東入ル元四丁目４３０－３

必要な資格・経験等

仕事の

内　容 あれば望ましい資格・経験等

社会福祉士・介護福祉士・看護士

施　設　の １．月額　１８１，４７４円～　　　（月平均労働日数 21.5日）

内容・特長 給　与
２．日額　　　　　　円　～　　　　　円　（月平均労働日数  　　　日）

３．時間額　　　　　円　～　　　　　円　（月平均労働時間　　 時間）

内　訳
（定期的に 　（1回あたり）　　（月２～４回）

　担当者の所属（役職） 　氏　名 支払われる その他手当

所長 浅田　将之 手当）

　交替制　１．あり　　２．なし 賞　与

夜　勤 (前年実績）

1．あり（ ２ か月）

２．なし

ホームページ http://nishijin.org/
アドレス

　　　　　★←ココ

千本通
施 設 見 学 試験日

ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ受入

　　　　　　　　求　人　情　報
法人名 社会福祉法人西陣会 職　　種 直接援助 年   　齢 　不問　・　   歳　～　   歳　

事業所名 デイセンターふらっと 採用人数 ２人 新卒の可否  １．可  ２．不可　３．新卒者のみ

所 在 地

雇用形態
　１．正規職員　　　２．契約職員　　　　３．パート（更新　　か月）

　４．臨時（期間　　　　月　　　日～　　月　　　日）

地域にお住まいの障がいのある人たちが安心して楽しく役
割をもって過ごしていただけるよう、創作的活動、軽作業、
等の活動を通して豊かな人生を過ごしていただけるように
環境を整えます。
ショートステイゆうの業務も兼務していただき、上京区内に
おける緊急時の社会資源を目指しています。

普通自動車免許（AT限定可）
介護職員初任者研修、ガイドヘルパー等

電話番号 ０７５－４１７－３４１１ FAX番号 ０７５－４４１－５２９１

従業員数 　当事業所　 ２９人　（内女性 　１４人）　・　企業全体　 　８０人

賃金締切日 　　　　　毎   　月　　   末日 賃金支給日 　　　　当　    月　　２５日
第三者評価事業

受診の有無 １． あり　（平成　　　　　　　年度）　　　２． なし
　　１．月給　　２．日給月給　　３．日給　　４．時給　　５．その他（　　　　　　）

ひとりひとりの人間が、その人らしく生き、大切にされ、お互い助け合ってともに生きていけ
る社会を目指すことを法人の理念としています。
デイセンターふらっとは、障がいのある人たちの日中活動を支援しております。ユニット毎
に、軽作業や配達、販売活動、町内会活動、近隣地域や公園、駐車場の美化活動等を行
うとともに、海水浴や旅行など季節の行事も行っています。
ユニット①軽作業中心、ユニット②創作的活動中心、ユニット③自閉症支援中心

加入保険 　　　１．雇用　　　２．労災　　　３．健康　　　４．厚生

定 年 制 　　　１．なし　　　　２．あり（　 ６０ 歳）継続雇用　可　
基本給：161.474円～   宿泊手当　　１５００円　　　
特殊業務手当２０，０００円

連 絡 先
  ・正月手当
  ・運転業務手当（上限１日５００円）

就業時間

通勤手当
１．全額　２．上限あり（   3  万円） １．あり　（年２回・実績による）

　　①　　８時  ３０ 分　　～ １７時 ３０ 分　　　　 ３．なし ２．なし

　　②　１３時　００分　　～ ２２時 ００分 　１．あり（月２～４回程度）
採用予定日 2名（2017年4月1日） 試用期間

　　③　２１時　３０分　　～　９時　３０分 　２．なし

　　④　　 ６時　３０分　　～１５時　３０分 　就業場所までの略図

時 間 外 　１．あり　（月平均　4.5　時間程度）　　　２．なし
備考欄

休憩時間 　　　　　　６０分 休　　日 　土・日・祝・その他（1ヶ月変形労働時間制） 今出川通

年間休日数 　　おおよそ１０７ 日 週休二日制 １．毎週　２．その他（シフトによる）

就業場所 上記所在地及び併設する会館

１．可　　　　　２．不可 お問い合わせください
075-451-8971　宮﨑まで１．可　　　　　２．不可

最寄り駅 市バス：千本今出川（バス停から徒歩３分） マイカー通勤 可・　不可
元誓願寺通



〒６０２－８４６４

京都市上京区元誓願寺通り千本東入ル元四丁目４３０－３

必要な資格・経験等

仕事の

内　容 あれば望ましい資格・経験等

社会福祉士・介護福祉士・看護士

施　設　の １．月額　１８６，３００円～２０３，３００円（月平均労働日数 21.5日）

内容・特長 給　与
２．日額　　　　　　円　～　　　　　円　（月平均労働日数  　　　日）

３．時間額　　　　　円　～　　　　　円　（月平均労働時間　　 時間）

内　訳
（定期的に 　（1回あたり）　　（月２～４回）

　担当者の所属（役職） 　氏　名 支払われる 特殊業務手当２０，０００円 その他手当

所長 浅田　将之 手当） 資格手当　３，０００～２０，０００円

　交替制　１．あり　　２．なし 賞　与

夜　勤 (前年実績）

1．あり（ ２ か月）

２．なし

ホームページ http://nishijin.org/
アドレス

★契約更新　有
★嘱託職員、正規職員への登用　有
★毎年登用試験を実施しております
（２０１６年４月登用実績：正規職員＜主事＞６名

　　　　　　　　　　　　　　　正規職員＜一般＞１０名）

　　　　　★←ココ

千本通
施 設 見 学 試験日

ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ受入

１．可　　　　　２．不可 お問い合わせください
075-451-8971　宮﨑まで１．可　　　　　２．不可

最寄り駅 市バス：千本今出川（バス停から徒歩３分） マイカー通勤 可・　不可
元誓願寺通

年間休日数 　　おおよそ１０７ 日 週休二日制 １．毎週　２．その他（シフトによる）

就業場所 上記所在地及び併設する会館

時 間 外 　１．あり　（月平均　4.5　時間程度）　　　２．なし
備考欄

休憩時間 　　　　　　６０分 休　　日 　土・日・祝・その他（1ヶ月変形労働時間制） 今出川通

1名（随時）1名（2016年4月1日） 試用期間
　　③　２１時　３０分　　～　９時　３０分 　２．なし

　　④　　 ６時　３０分　　～１５時　３０分 　就業場所までの略図

就業時間

通勤手当
１．全額　２．上限あり（   3  万円） １．あり　（年１回・合計１か月分の予定）

　　①　　８時  ３０ 分　　～ １７時 ３０ 分　　　　 ３．なし ２．なし

　　②　１３時　００分　　～ ２２時 ００分 　１．あり（月２～４回程度）
採用予定日

  宿泊手当　　１５００円　　　
　　調整手当　８，５００円

連 絡 先
  ・正月手当
  ・運転業務手当（上限１日５００円）

↑資格一覧表に基づきます

ひとりひとりの人間が、その人らしく生き、大切にされ、お互い助け合ってともに生きていけ
る社会を目指すことを法人の理念としています。
デイセンターふらっとは、障がいのある人たちの日中活動を支援しております。ユニット毎
に、軽作業や配達、販売活動、町内会活動、近隣地域や公園、駐車場の美化活動等を行
うとともに、海水浴や旅行など季節の行事も行っています。
ユニット①軽作業中心、ユニット②創作的活動中心、ユニット③自閉症支援中心

加入保険 　　　１．雇用　　　２．労災　　　３．健康　　　４．厚生

定 年 制 　　　１．なし　　　　２．あり（　 ６０ 歳）継続雇用　可　
基本給：154.800円～

従業員数 　当事業所　 ２９人　（内女性 　１４人）　・　企業全体　 　８０人

賃金締切日 　　　　　毎   　月　　   末日 賃金支給日 　　　　当　    月　　２５日
第三者評価事業

受診の有無 １． あり　（平成　　　　　　　年度）　　　２． なし
　　１．月給　　２．日給月給　　３．日給　　４．時給　　５．その他（　　　　　　）

所 在 地

雇用形態
　１．正規職員　　　２．契約職員（更新１２か月）　　　３．パート（更新　　か月）

　４．臨時（期間　　　　月　　　日～　　月　　　日）

地域にお住まいの障がいのある人たちが安心して楽しく役
割をもって過ごしていただけるよう、創作的活動、軽作業、
等の活動を通して豊かな人生を過ごしていただけるように
環境を整えます。
ショートステイゆうの業務も兼務していただき、上京区内に
おける緊急時の社会資源を目指しています。

普通自動車免許（AT限定可）
介護職員初任者研修、ガイドヘルパー等

電話番号 ０７５－４１７－３４１１ FAX番号 ０７５－４４１－５２９１

事業所名 デイセンターふらっと 採用人数 ２人 新卒の可否  １．可  ２．不可　３．新卒者のみ

　　　　　　　　求　人　情　報
法人名 社会福祉法人西陣会 職　　種 直接援助 年   　齢 　不問　・　   歳　～　   歳　


