３．募集内容の詳細
〇事務員（常勤職員）
勤務地

※平成 30 年 4 月 1 日付採用

法人本部・こまくさ苑（仙台市青葉区荒巻神明町）
データ入力（伝票、給付費実績等）
、文書作成および整理

仕事の内容

勤怠集計や給与計算、社会保険事務等
施設で利用する備品の購入・管理、電話および来客対応
職員の主にパソコンを使ってデータ入力をする仕事です。
月・火・水・木・金曜日（週５日）

勤務日・時間

８時３０分～１７時１５分の間の８時間
＊行事等により土曜日・日曜日に勤務していただく場合もあります。

基本給
手当
応募資格・条件等
募集人数
その他

（大卒の場合）
月給制 １８３，１００円～ ＊賞与３．９か月（平成 29 年度実績）
通勤手当（上限額：２０，０００円）、住宅手当（上限額：２５，０００円）
扶養家族手当（２，０００円～１２，０００円） 等
簿記 級以上、パソコン使える方（ワード、エクセル、Ｅメール）
社会福祉法人の経理経験のある方歓迎
１名
労災保険、雇用保険、健康保険、厚生年金保険加入
退職共済制度あり

〇事務員（非常勤職員）
勤務地

※平成 30 年 4 月 1 日付採用

はまなす苑（仙台市泉区虹の丘）
データ入力（伝票、給付費実績等）
、文書作成および整理

仕事の内容

勤怠集計や給与計算等
施設で利用する備品の購入・管理、電話および来客対応

職員の主にパソコンを使ってデータ入力をする仕事です。
月・火・水・木・金曜日（週５日）
勤務日・時間

９時００分～１４時００分の間の５時間
＊行事等により土曜日・日曜日に勤務していただく場合もあります。

時間給

時給 ９００円～１，０００円 ＊謝金１０，０００円（年１回）

手当

通勤手当（上限額：２０，０００円）

応募資格・条件等

簿記 級以上、パソコン使える方（ワード、エクセル、Ｅメール）
社会福祉法人の経理経験のある方歓迎

募集人数

１名

その他

労災保険、雇用保険

〇看護師（常勤職員
勤務地

＊働き方、応相談）

※平成 30 年 4 月 1 日付採用

なのはなサポートセンター（仙台市泉区上谷刈）
仙台市あおぞらホーム学園（仙台市宮城野区鶴ケ谷）
主に看護業務を担当して頂きます。また、医療的ケアの必要な利用者に対する対
応をおこないます。
<業務内容（例）>

仕事の内容

利用者の状況に合わせて、以下の業務をおこなっていただきます。
＊服薬管理、バイタルチェック
＊褥瘡・皮膚のケア

＊胃ろう・経管栄養管理
＊痰吸引

＊通院の付添い(急な発作・てんかん等の症状の方など)
＊施設職員への衛生指導・健康相談
＊年２回の嘱託医の問診の際の診察補助
月・火・水・木・金曜日（週５日）
勤務日・時間

８時３０分～１７時１５分の間の８時間
＊行事等により土曜日・日曜日に勤務していただく場合もあります。

基本給
手当

（大卒の場合）
月給制 １８３，１００円～ ＊賞与３．９か月（平成 29 年度実績）
通勤手当（上限額：２０，０００円）、住宅手当（上限額：２５，０００円）
扶養家族手当（２，０００円～１２，０００円） 等

応募資格・条件等

看護師資格を有し、看護師としての勤務経験のある方

募集人数

２名
労災保険、雇用保険、健康保険、厚生年金保険加入

その他

退職共済制度あり

フルタイムでの勤務が難しいなど、働き方についての相談に応じられます。例え
ば、パートタイムでの勤務ということも可能ですので、ご相談ください。

〇支援員・保育士（常勤職員）
勤務地

※平成 30 年 4 月 1 日付採用

仙台市なのはなホーム（仙台市青葉区北根）

仙台市なかよし学園・あおぞらホーム（仙台市宮城野区鶴ケ谷）
こまくさ苑（仙台市青葉区荒巻神明町）
（児童発達支援センター配属の場合）

児童発達支援センターにおいて、障がいのある子どもへの療育に携わる仕事で
す。発達につまずきのある子どもの気持ちに寄り添い、豊かな保育を実践してい
きます。
仕事の内容

（生活介護施設配属の場合）
利用者の気持ちを尊重にしながら、利用者に対する作業支援、生活支援、余暇

支援などをおこないます。

作業支援▶さをり織り、リサイクル作業、アート活動、公園散策など
生活支援▶食事介助、トイレの支援など
余暇支援▶レクリエーションなど
月・火・水・木・金曜日（週５日）
勤務日・時間

基本給
手当
応募資格・条件等
募集人数
その他

８時３０分～１７時１５分の間の８時間

＊行事等により土曜日・日曜日に勤務していただく場合もあります。
（大卒の場合）
月給制 １８３，１００円～ ＊賞与３．９か月（平成 29 年度実績）
通勤手当（上限額：２０，０００円）、住宅手当（上限額：２５，０００円）
扶養家族手当（２，０００円～１２，０００円） 等
（児童発達支援センター配属の場合）保育士、児童指導員
（生活介護施設の場合）不問、社会福祉士もしくは介護福祉士の有資格者歓迎
４名
労災保険、雇用保険、健康保険、厚生年金保険加入
退職共済制度あり

〇保育士（非常勤職員）
勤務地

※平成 30 年 4 月 1 日付採用

仙台市あおぞらホーム学園（仙台市宮城野区鶴ケ谷）
児童発達支援センターにおいて、障がいのある子どもへの療育に携わる仕事で

仕事の内容

す。発達につまずきのある子どもの気持ちに寄り添い、豊かな保育を実践してい
きます。

月・火・水・木・金曜日（週５日）
勤務日・時間

８時３０分～１７時１５分の間の８時間

基本給

時給 ９００円～１，０００円 ＊謝金１０，０００円（年１回）

手当

通勤手当（上限額：２０，０００円）

応募資格・条件等

不問

募集人数

１名

その他

＊行事等により土曜日・日曜日に勤務していただく場合もあります。

労災保険、雇用保険、健康保険、厚生年金保険加入
退職共済制度あり

〇支援員（非常勤職員）
勤務地

※平成 30 年 4 月 1 日付採用

はまなす苑（仙台市泉区虹の丘）
利用者の気持ちを尊重にしながら、利用者に対する作業支援、生活支援、余暇
支援などをおこないます。

仕事の内容

作業支援▶さをり織り、リサイクル作業、アート活動、公園散策など
生活支援▶食事介助、トイレの支援など
余暇支援▶レクリエーションなど

勤務日・時間

月・火・水・木・金曜日（週５日）

９時００分～１６時００分の間の６時間１５分
＊行事等により土曜日・日曜日に勤務していただく場合もあります。

基本給

時給 ９００円～１，０００円 ＊謝金１０，０００円（年１回）

手当

通勤手当（上限額：２０，０００円）

応募資格・条件等

不問

募集人数

２名

その他

労災保険、雇用保険、健康保険、厚生年金保険加入
退職共済制度あり

〇調理員（非常勤職員）
勤務地
仕事の内容

※平成 30 年 4 月 1 日付採用

仙台市なかよし学園（仙台市宮城野区鶴ケ谷）
栄養士が作成する献立をもとに、調理業務をおこないます。職員３名体制で、児
童の分・職員分あわせて約 55 食の給食をつくります。
月・火・水・木・金曜日（週５日）

勤務日・時間

９時００分～１４時００分の間の 5 時間

基本給

時給 ９００円～１，０００円 ＊謝金１０，０００円（年１回）

手当

通勤手当（上限額：２０，０００円）

応募資格・条件等

不問

募集人数

１名

その他

労災保険、雇用保険

＊行事等により土曜日・日曜日に勤務していただく場合もあります。

〇グループホーム生活支援員（非常勤職員）

※随時採用

＊スピカ・ライラ（仙台市青葉区双葉ヶ丘）
勤務地

＊スターシップ（仙台市泉区長命ヶ丘）
＊スターシップ東黒松（仙台市泉区東黒松）
利用者に対する生活全般の支援（食事・入浴・整容など）
戸建ての家屋で、障害のある方が職員の支援を受けながら、同居する利用者と

仕事の内容

共同生活をしている「住まい」の場です。利用者５名と職員２～３名程度で夕
方から翌朝まで過ごします。

基本的に夜間（夕方～翌朝）の業務です。週１～２回程度の宿泊業務で、利用
者の方々の入浴・食事・身辺自立などの生活支援をおこなう仕事です。
雇用期間

平成 31 年 3 月 31 日まで（原則更新）

勤務日

利用者の利用希望状況に合わせたシフト勤務 ＊応相談

時間給

時給 ９００円～１，０００円 ＊謝金６，０００円（年１回）
＊夜勤の場合、深夜帯（22 時～翌 5 時）は深夜労働割増を加算

手当

通勤手当（上限額：２０，０００円）、宿直手当３，６００円

応募資格・条件等

不問

募集人数

若干名

その他

労災保険加入、雇用保険、健康保険、厚生年金保険加入（＊契約内容 による）

〇グループホーム世話人（非常勤職員）

※随時採用

勤務地

＊ライラ（仙台市青葉区双葉ヶ丘）

仕事の内容

グループホームにおける家事全般（食事づくり、清掃、洗濯等）

雇用期間

平成 31 年 3 月 31 日まで（原則更新）
朝の時間帯）６時００分～９時００分

勤務日・時間

夕方の時間帯）１６時００分～２０時３０分

時間給

時給 ９００円～１，０００円

手当

通勤手当（上限額：２０，０００円）

応募資格・条件等

不問

募集人数

若干名

その他

労災保険加入、雇用保険、健康保険、厚生年金保険加入（＊契約内容 による）

〇登録ヘルパー
勤務地

月・火・水・木・金・土・日のうち、週５日以内 ※応相談

※随時採用
なのはなサポートセンター（仙台市泉区上谷刈）
ヘルパーの仕事は、障がいのある人たちが、地域の中で楽しく日常生活を送った

仕事の内容

り、自宅の中でできる力に応じて自立した日常生活が送れるよう、ホームヘルパ
ーが自宅や必要な場所に行き、介護などお手伝いをするサービスです。
（居宅介
護）

他にも、買い物や動物園、映画鑑賞や散策などの外出に付き添う仕事も

あります。（移動支援）
雇用期間

平成 31 年 3 月 31 日まで（原則更新）

勤務日

利用者の利用希望状況に合わせたシフト勤務

時間給

＊日中

午前 8 時～午後 6 時の時間帯／時給 1,000 円

＊早朝

午前 6 時～午前 8 時の時間帯／時給 1,200 円

＊夜間

午後 6 時～午後 10 時の時間帯／時給 1,200 円

＊深夜

午後 10 時～翌日午前 6 時の時間帯／時給 1,300 円

交通費・通信費について実費支給
応募資格・条件等

旧ホームヘルパー２級（介護職員初任者研修修了）以上の資格、障害者ヘルパーの資格
を有すること

募集人数

若干名

その他

労災保険加入、雇用保険、健康保険、厚生年金保険加入（＊契約内容 による）

