
 職員募集 
 

 社会福祉法人なのはな会では主に知的障がいのある方の支援をおこなっています。 

障がい児（子ども）に対する療育の場、障がい者（成人）に対する日中活動の場、そして障

がいのある方々の地域生活を支える拠点・事業を展開しています。 
 

 なのはな会では、私たちと共に障がいのある方の生活を支える仲間を募集しています。 

見学・相談にも応じられますので、お気軽にお問い合わせください。 

 
１．応募方法＊応募を希望される方は、まず、下記連絡先にご一報ください。 
 

応募方法 

◎市販の履歴書の冒頭に応募する職種を朱書きした上で、必要事項を

記載し、職務経歴書、資格証明書の写しを添付してご郵送ください。 

 ※正規職員の求人に応募する場合には、自己推薦書（800 字程度）

も添付のこと。 

応募先住所 
〒981-0965 仙台市青葉区荒巻神明町 2 番 10 号 

なのはな会法人本部 

応募先ＴＥＬ ０２２－３０１－２３３７（こまくさ苑内） 担当：芝田 

 

２．募集の概要 
 

  ○支援員・保育士（正規職員）・・・・・・・・・２名 

  ○支援員（パート職員）・・・・・・・・・・・・２名 

  〇送迎運転手・添乗員（パート職員）・・・・・・１名 

  ○調理員（パート職員）・・・・・・・・・・・・１名 

  ○グループホーム生活支援員（パート職員）・・複数名 

  ○グループホーム世話人（パート職員）・・・・複数名 

  ○登録ヘルパー（パート職員）・・・・・・・・複数名 

 



〇支援員・保育士（正規職員） ※随時採用（募集人数２名） 

勤務地 法人内事業所のいずれか 

仕事の内容 

○児童発達支援センター配属の場合 

 発達に不安のある子どもへの療育に携わる仕事です。子どもの気持ちに寄

り添い、豊かな療育を実践していきます。 

 

○生活支援員として配属される場合 

 障がいのある方が通う事業所において、作業や余暇等の支援と共に、食事

や排せつ等の生活全般の支援をおこなう仕事です。外出活動等で車両の運転

業務が伴う場合があります。 

 

○サポートセンター配属の場合 

 相談支援、短期入所、居宅介護、レスパイト、グループホームの５つの事

業を通して障がいのある方の地域生活を支えます。 

雇用期間 定めなし 

勤務日・時間 

月・火・水・木・金曜日（※勤務地により変則勤務、夜間勤務あり） 

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 月額１８３，１００円（大学卒の場合） 

手当 

処遇改善手当 ７，０００円 

通勤手当（上限額：２０，０００円） 

住宅手当（上限額：２５，０００円） 等 

応募資格・条件等 

・必須：普通自動車運転免許（第一種） 

・保育士、児童指導員、社会福祉士、介護福祉士、公認心理士・認定心理士

などの心理系資格（※取得見込み含む）を有することが望ましい。 

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 

・勤務地については、人事異動（配置換え）の可能性があります。 

 ※異動は仙台市以内 

採用試験 筆記試験および面接試験により、合否を判断いたします。 

 



〇支援員（パート職員） ※随時採用（募集人数２名） 

勤務地 はまなす苑（仙台市泉区虹の丘一丁目 10‐7） 

仕事の内容 

知的障がいのある方の通所施設です。障がいがあっても、地域や社会と関り

ながら自分らしく生きていけるように支援していく仕事です。 

作業・外出・アート活動・イベントへの参加など、利用者と一緒に行います。

食事や排せつ等必要な介助をします。 

個性的で明るい利用者と一緒に活動してみませんか。 

雇用期間 
決まり次第から令５年 3 月 31 日まで（試用期間：３か月／条件変更なし） 

※毎年度契約更新（原則更新） 

勤務日・時間 

（勤 務 日）月・火・水・木・金曜日（週５日） 

＊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。 

 

（就業時間）８時４５分～１６時４５分 

 ➡この時間内で勤務可能な時間帯で働いていただきます。 

 

基本給 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 社会福祉施設等での勤務経験のある方歓迎 

その他 
契約する労働時間に合わせて各種保険に加入します。（労災保険・雇用保険・

健康保険） 

 



〇送迎添乗員（パート職員） ※随時採用（募集人数１名） 

勤務地 はまゆう（仙台市青葉区東勝山 1‐26‐6） 

仕事の内容 
朝・帰りの送迎業務（添乗業務）です。送迎車内の安全確保、利用者の乗降

車のサポートなどをおこないます。 

雇用期間 
決まり次第から令５年 3 月 31 日まで（試用期間：３か月／条件変更なし） 

※毎年度契約更新（原則更新） 

勤務日・時間 

月・火・水・木・金曜日（週５日） 

① ８時００分～１０時００分 

②１５時１５分～１７時１５分 の合計４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 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 

その他 労災保険、雇用保険加入 

 

 

 

 



〇調理員 ※随時採用（募集人数１名） 

勤務地 こまくさ苑（仙台市青葉区荒巻神明町 2‐10） 

仕事の内容 

生活介護事業所の利用者と職員に提供する給食の調理業務です。栄養士の管

理のもと、調理員２～３名体制で約 65 食分の昼食の調理を行います。調理に

関連する衛生管理などの業務も行っていただきます。 

雇用期間 
決まり次第から令和 5 年 3 月 31 日まで（試用期間：３か月／条件変更なし） 

※毎年度契約更新（原則更新） 

勤務日・時間 

（応相談） 

月・火・水・木・金曜日（週５日） 

９時００分～１５時００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 

手当 通勤手当（上限額：２０，０００円） 

応募資格・条件

等 
学校や施設での給食調理経験のある方歓迎 

その他 
契約する労働時間に合わせて各種保険に加入します。（労災保険・雇用保険・

健康保険） 

 

 

 

 

 

 



〇グループホーム生活支援員 ※随時採用（パート職員／募集人数 複数名） 

勤務地 

＊スピカ・ライラ（仙台市青葉区双葉ヶ丘） 

＊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） 

＊プレア（仙台市青葉区台原） 

仕事の内容 

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、障がいのある方が職員の支援を受けながら、同居する利

用者と共同生活をしている「住まい」の場です。利用者５～７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 
決まり次第から令和５年 3 月 31 日まで（試用期間：３か月／条件変更なし） 

※毎年度契約更新（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 

基本給 
時給 ９００円～１，０００円 

＊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 

その他 
労災保険・雇用保険あり 

健康保険、厚生年金保険、退職共済制度は雇用条件（契約時間数）による 

 

 

 

 

 

 



〇グループホーム世話人 ※随時採用（募集人数 若干名） 

勤務地 

＊スピカ・ライラ（仙台市青葉区双葉ヶ丘） 

＊スターシップ東黒松（仙台市泉区東黒松） 

＊プレア（仙台市青葉区台原） 

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 
決まり次第から令和５年 3 月 31 日まで（試用期間：３か月／条件変更なし） 

※毎年度契約更新（原則更新） 

勤務日・時間 

朝の時間帯）６時００分～９時００分 

夕方の時間帯）１６時００分～２０時３０分 

月・火・水・木・金・土・日のうち、週５日以内 ※応相談 

基本給 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 

その他 
労災保険・雇用保険あり 

健康保険、厚生年金保険、退職共済制度は雇用条件（契約時間数）による 

 

 

 

 

 

 



〇登録ヘルパー ※随時採用（募集人数 複数名） 

勤務地 なのはなサポートセンター（仙台市泉区上谷刈 3－2） 

仕事の内容 

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 
決まり次第から令和５年 3 月 31 日まで（試用期間：３か月／条件変更なし） 

※毎年度契約更新（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 

その他 
労災保険・雇用保険あり 

健康保険、厚生年金保険、退職共済制度は雇用条件（契約時間数）による 

 

 

 

 

 

 

 


