社会福祉法人 正夢の会
～パート・アルバイト募集一覧～

事業所名

住所

連絡先・担当者

職種

パサージュいなぎ

稲城市坂浜 1951 番地の 5

042-331-4930
村上（むらかみ）
支援スタッフ
小川佳子（おがわよしこ）

地域生活支援センター「える」

稲城市東長沼 1559

042-379-8461
兵頭（ひょうどう）

支援スタッフ
登録ヘルパー

正夢の会グループホーム

稲城市大丸 704-8

090-6011-4583
高野（たかの）

支援スタッフ

※

他

詳細はチラシをご参照ください

平成 29 年 10 月 1 日現在

社会福祉法人正夢の会“障害者支援施設『パサージュいなぎ』”では
パート・アルバイトを募集しています。

「心に添った支援」が合言葉です!!
「地域でくらす」地域を豊かに、誰もが自分らしく在ることが出来る地
域づくりを、「ソーシャルワーカー」として、誇りのある仕事はいかが
ですか！

【業務内容】

『パサージュいなぎ』で生活されている方の生活支援、日中のお仕事に対する支援

【時間】

9：00～17：45 の間の 6 時間以上

【曜日】

週 1 日からでも、大丈夫!!

【時給】

９6０円～

※時間、曜日についてはご相談ください

社会福祉事業の経験により、時給は決定します

交通費別途支給：月の上限支給額 30,000 円
【資格】

不問

未経験者大歓迎!! 先輩スタッフがしっかりとお伝えします!!

＜お問い合わせ・ご応募先＞
社会福祉法人 正夢の会 『パサージュいなぎ』
東京都稲城市坂浜 1951-5
最寄駅：京王相模原線『若葉台駅』 徒歩１５分
む らか み む ね さ と

お が わ よ し こ

Tel
：042-331-4930
担当：村上心悟・小川佳子
e-mail ：mu03-murakami@inagi-masayume.com
URL ： http://www.inagi-masayume.com

「える」では、身体や知的にハンディーのある方々とそのご家族が、その人らしく、豊か
な生活を送るためのサービスをお届けしています。現在、稲城市・多摩市を中心に障害者
総合支援法・児童福祉法でのサービスを提供しています。
一緒に地域の方へのサービス提供を行う登録ヘルパーの募集をしております。

要資格

：

介護職員初任者研修の受講終了（旧ヘルパー２級所持）の方

事業所：社会福祉法人正夢の会 地域生活支援センター「える」
稲城市東長沼 1559 LaVie 東長沼
勤務先：稲城市及び多摩市での居宅支援先、LaVie 東長沼
時給

：９6０円～

業務により異なります

（例）身体介護ありの場合１,１5０円～ 早朝・夕方は１,425 円～）
（交通費支給あり

詳細は裏面参照）

○業務内容
居宅での外出の身支度の介助、入浴介助、外出支援、グループでのお預かり、集団療育など
居宅支援では「える」スタッフから関わり方、支援のポイント、手順など丁寧に説明し、
スタッフと一緒に支援する体制で開始し、１人で安心して支援できるまでサポートいたします。
○勤務日・勤務時間
勤務日数・勤務時間などはご相談に応じます。短時間での勤務可能です。

連絡先・お問い合わせ
社会福祉法人

正夢の会

地域生活支援センター「える」

TEL:０４２－３７９－８４６１ 担当：兵頭（ひょうどう）
e-mail :

siensenta-eru@inagi-masayume.com

HP；http://www.inagi-masayume.com/ 「正夢の会」で検索可能

H29.10.01

地域生活支援センター「える」 登録ヘルパー

時給一覧

１．居宅介護事業 時給
①身体介護・移動支援（身体介護あり）・行動援護
日中

（８：００～１８：００）

1，250 円

早朝・夜間

（６：００～８：００ 、 １８：００～２２：００）

1，550 円

深夜

（０：００～６：００ 、 ２２：００～２４：００）

1，850 円

日中

（８：００～１８：００）

1，150 円

早朝・夜間

（６：００～８：００ 、 １８：００～２２：００）

1，425 円

深夜

（０：００～６：００ 、 ２２：００～２４：００）

1，700 円

②重度訪問介護

③家事援助・移動支援（身体介護なし）
日中

（８：００～１８：００）

1，050 円

早朝・夜間

（６：００～８：００ 、 １８：００～２２：００）

1，300 円

深夜

（０：００～６：００ 、 ２２：００～２４：００）

1，550 円

④日中一時支援事業・放課後等デイサービス事業
学校終了後

１４：００～１９：００

960 円

学校休業日

１０：００～１７：００

960 円

交通費支給

あり

社会保険

労災保険に加入

H29.10.01

☆ 未経験者大歓迎!! ☆
先輩スタッフが、しっかりとお伝えします!!
◆募集職種：非常勤支援スタッフ
◆業務内容：利用されている方への生活支援全般
◆勤務日数：週 1 日～ 日数は、ご相談ください
＜勤
務 及び 時
給＞
夜勤：15 時～翌 10 時（実働 16 時間）
1,050 円～（社会福祉事業の経験により決定） ※夜勤手当：4,000 円
遅番：15 時～21 時（実働 6 時間） RUE 矢野口のみ
960 円～（社会福祉事業の経験により決定）
※ 詳細は、お問い合わせください
（1） RUE 大丸（リューオオマル） 男性利用者のユニット
＜所 在 地＞ 東京都稲城市大丸 704-8
＜最寄り駅＞ 京王相模原線｢稲城｣駅徒歩 15 分
JR 南武線｢稲城長沼｣駅徒歩 15 分
（2） RUE 矢野口（リューヤノクチ） 女性利用者のユニット
＜所 在 地＞ 東京都稲城市矢野口 1551-1
＜最寄り駅＞ JR 南武線｢矢野口｣駅徒歩 15 分
京王相模原線「京王よみうりランド」駅徒歩 10 分
（3） RUE 東長沼（リューヒガシナガヌマ） 男性利用者のユニット
＜所 在 地＞ 東京都稲城市東長沼 1-42
稲城北緑地公園駐車場入り口からすぐ
＜最寄り駅＞ JR 南武線｢稲城長沼｣駅徒歩 10 分
（4） ガーデンハウス GivingTree（ギビングトゥリー） 女性利用者のユニット
＜所 在 地＞ 東京都稲城市坂浜 2820-2
＜最寄り駅＞ 京王相模原線｢若葉台｣駅徒歩 25 分
詳細につきましては下記連絡先まで：連絡の際は、
「ホームページの求人案内を見た」とお伝えください
☎:090-6011-4583 担当/高野

H29.10.01

