
社会福祉法人　げんきの家　2018年度新人職員　求人票（生活支援員）

１　施設の情報

　しゃかいふくしほうじん　　　　　　　　　　　　　　いえ 全体 就業場所 (うち男性)

社会福祉法人　げんきの家 35 生活介護 3人

Ｅメール
代表者名 理事長　吉田　謙治 ホームページ

事業内容 重度障害者の①日中活動支援②夜間支援事業所の特徴

２　仕事の情報

雇用形態 正社員 職種 求人数

雇用期間

①　8:30～17:30　日中活動勤務 休憩時間 60分
②　12:00～翌10:00　夜間勤務

休日 木・日・祝祭日 盆休み

３ 労働条件等

区分・学歴 大学院 大学 短大 高専 専修学校 能開校
賃金形態 月給 月給 月給 月給 月給
基本給 174,400 157,700 157,700 157,700 146,500
早出勤務手当（4日） 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000
夜勤手当（1回　5,000円）） 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000
資格手当（介護福祉士　5,000円、保育士3,000円） 5,000 5,000 5,000 3,000 3,000
通勤手当（距離割:１０㎞） 4,550 4,550 4,550 4,550 4,550
皆勤手当（月3,000円） 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000
特別業務手当
計（税込） 193950 177,250 177,250 175,250 164,050

※使用後3か月間は試用期間とする　賃金は時給820円　　ただし　条件変更も有

賞与　：年間　3.1ヶ月（27年度実績）賃金支払い日　：　毎月25日賃金締切日　　：　毎月15日

仮眠時間：　22:00～６:００
あり　月平均　５～10時間

賃
金

（
税
込

）

就業時間
時間外勤務

夜間帯見回り勤務３回

8月14日～16日・正月休み　12月30日～1月3日　年間120日

生活指導員 　　２名～3名

うち女性
12人

昨年度運営総額：1億1,550万円
ＴＥＬ　　０７76-52-8991　　ＦＡＸ　　0776-52-8998

　　ｇｅｎｋｉ＠ｋｏｒｅ．mitene．or．jp
http://www.fukui-genkinoie.jp/

福祉・保育系履修学科

介護福祉士・保育士・介護講習終了・普通自動車免許

　なし　　・　　　　　　～

就業場所
主な勤務先：事業所所在地に同じ（いきいき生活介護事業所）
その他の勤務先：　　隣接するオレンジハウス（グループホーム）内ショートステイ室

事業所名 従業員数

所
在
地

〒910-0804福井市高木中央2丁目602番
地

設立：平成9年12月

仕事の内容
重度重複障害者の日中活動（社会参加、自
己実現、体づくりなど）・ショートステイの支援

学歴（履修科目）
必要な免許・資格

どんなに重い障害があっても自立と社会参加を目指します。

http://www.fukui-genkinoie.jp/


社会福祉法人　げんきの家　2018年度新人職員　求人票（作業指導員）

１　施設の情報

　しゃかいふくしほうじん　いえ 全体 就業場所 （うち男性）
社会福祉法人　げんきの家 35人 就労系事業所 ３人

Ｅメール
代表者名 理事長　吉田　謙治 ホームページ
事業内容 重度障害者の①日中活動支援②夜間支援事業所の特徴

２　仕事の情報

雇用形態 正社員 職種 求人数

雇用期間

①　8:30～17:30　日中活動勤務 休憩時間 60分
②　12:00～翌10:00　夜間勤務

休日 木・日・祝祭日 盆休み

３ 労働条件等

区分・学歴 大学院 大学 短大 高専 専修学校 能開校
賃金形態 月給 月給 月給 月給 月給
基本給 174,400 157,700 157,700 157,700 146,500
早出勤務手当（4日） 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000
夜勤手当（1回　2,500円）） 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500
資格手当（介護福祉士　5,000円、保育士3,000円） 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000
通勤手当（距離割:１０㎞） 4,550 4,550 4,550 4,550 4,550
皆勤手当（月3,000円） 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000
特別業務手当
計（税込） 191,450 174,750 174,750 174,750 163,550

※使用後3か月間は試用期間とする　賃金は時給820円　　ただし　条件変更も有

8月14日～16日・正月休み　12月30日～1月3日　年間120日

http://ｗｗｗ.ｆｕｋｕｉ-genkinoie.ｊｐ／
作業の実践を通して障害者の自立をめざします。

作業指導員

事業所名 従業員数
うち女性）

４人

所
在
地

〒910-0804福井市高木中央2丁目602番
地

設立：平成9年12月 昨年度運営総額：1億1,550万円
ＴＥＬ　　０７76-52-8991　　ＦＡＸ　　0776-52-8998　

　　ｇｅｎｋｉ＠ｋｏｒｅ．mitene．or．jp

1名～2名

仕事の内容
障害者の人たちに作業や生活訓練を通
して就労や地域生活の支援をします

学歴（履修科目） 福祉系履修学科
必要な免許・資格 介護福祉士・保育士・介護講習終了・普通自動車免許

　なし　　・　　　　　　～

就業場所
主な勤務先：　　　　　事業所在地に同じ(第1・第2作業所）
その他の勤務先：　　隣接するオレンジハウス（グループホーム）内ショートステイ室

就業時間
時間外勤務 あり　月平均　５～10時間

夜間帯見回り勤務3回 仮眠時間：　22:00～6:00

賃
金

（
税
込

）

賃金締切日　　：　毎月15日 賃金支払い日　：　毎月25日 賞与　：年間　3.1ヶ月（27年度実績）

http://ｗｗｗ.ｆｕｋｕｉ-genkinoie.ｊｐ／


社会福祉法人　げんきの家　2018年度新人職員　求人票（看護師）

１　施設の情報

　しゃかいふくしｈぽうじん　いえ 全体 就業場所 （うち男性）
社会福祉法人　げんきの家 35人 生活介護 3人

Ｅメール
代表者名 理事長　吉田　謙治 ホームページ
事業内容 重度障害者の①日中活動支援②夜間支援事業所の特徴

２　仕事の情報

雇用形態 正社員 職種 求人数

雇用期間

①　8:30～17:30　日中活動勤務 休憩時間 60分
②　12:00～翌10:00　夜間勤務

休日 木・日・祝祭日 盆休み

３ 労働条件等

区分・学歴 大学院 大学 短大 高専 専修学校 能開校
賃金形態 月給 月給 月給 月給 月給
基本給 188,900 181,800 181,800 181,800
早出勤務手当（4日） 2,000 2,000 2,000 2,000
夜勤手当（1回　８，０００円）） 8,000 8,000 8,000 8,000
資格手当（看護師　5,000円） 5,000 5,000 5,000 5,000
通勤手当（距離割:１０㎞） 4,550 4,550 4,550 4,550
皆勤手当（月3,000円） 3,000 3,000 3,000 3,000
特別業務手当
計（税込） 211450 204,350 204,350 204,350

※使用後3か月間は試用期間とする　賃金は時給1,250円　　ただし　条件変更も有

8月14日～16日・正月休み　12月30日～1月3日　年間120日

事業所名 従業員数
うち女性）

10人

所
在
地

〒910-0804福井市高木中央2丁目602番
地

設立：平成9年12月 昨年度運営総額：1億1,550万円
ＴＥＬ　　０７76-52-8991　　ＦＡＸ　　0776-52-8998　

　　ｇｅｎｋｉ＠ｋｏｒｅ．mitene．or．jp

仕事の内容
医療的ケアを必要とする人たちの支援：胃ろう
の接続、カニューレ内の吸痰、吸引等

学歴（履修科目） 看護科
必要な免許・資格 正看護師

あり　月平均　５～10時間
添い寝をする 仮眠時間：　22:00～６:００（ただし、必要時吸痰等支援）

http://www.fukui-genkinoie.jp/
医療的ケアが必要な人でも地域で生活をすることが目標です。

看護師 　　１名～2名

賃
金

（
税
込

）

賃金締切日　　：　毎月15日 賃金支払い日　：　毎月25日 賞与　：年間　3.1ヶ月（27年度実績）

　なし　　・　　　　　　～

就業場所
主な勤務先：　　　　　事業所在地に同じ（いきいき生活介護事業所）
その他の勤務先：　　隣接するオレンジハウス（グループホーム）内ショートステイ室

就業時間
時間外勤務

http://www.fukui-genkinoie.jp/


社会福祉法人　げんきの家　2018年度新人職員　求人票（保育士）

１　施設の情報

　しゃかいふくしｈぽうじん　いえ 全体 就業場所 （うち男性）
社会福祉法人　げんきの家 35人 放課後等デイサービス等 0人

Ｅメール
代表者名 理事長　吉田　謙治 ホームページ
事業内容 重度障害者の①日中活動支援②夜間支援事業所の特徴

２　仕事の情報

雇用形態 正社員 職種 求人数

雇用期間

①　8:30～19:00のうち8時間勤務　 休憩時間 60分

休日 土・日・祝祭日 盆休み

３ 労働条件等

区分・学歴 大学院 大学 短大 高専 専修学校 能開校
賃金形態 月給 月給 月給 月給 月給
基本給 174,400 157,700 157,700 157,700 146,500
資格手当（介護福祉士　5,000円、保育士3,000円） 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000
通勤手当（距離割:１０㎞） 4,550 4,550 4,550 4,550 4,550
皆勤手当（月3,000円） 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000
特別業務手当
計（税込） 184,950 168,250 168,250 168,250 157,050

※使用後3か月間は試用期間とする　賃金は時給820円　　ただし　条件変更も有

事業所名 従業員数
うち女性）

4人

所
在
地

〒910-0804福井市高木中央2丁目602番
地

設立：平成9年12月 昨年度運営総額：1億1,550万円
ＴＥＬ　　０７76-52-8991　　ＦＡＸ　　0776-52-8998　

　　ｇｅｎｋｉ＠ｋｏｒｅ．mitene．or．jp

http://www.fukui-genkinoie.jp/
障害のある子供たちと一緒に楽しみながら発達を支援をします。

児童指導員 　　１名～2名

仕事の内容
障害のある子供たちの放課後等デイサービスと夏
休み等長期休み中の日中活動の保障及び発達保
障の取り組み

学歴（履修科目） 保育科
必要な免許・資格 保育士、介護福祉士

8月14日～16日・正月休み　12月30日～1月3日　年間120日
（平日は14:00～18:00、長期休み9:00～1600が子供たちとの活動時間）

　なし　　・　　　　　　～

就業場所
主な勤務先：　　　　　事業所在地に隣接するわんぱくステーション（放課後等デイサービス事業所）
その他の勤務先：　　隣接するオレンジハウス（グループホーム）内ショートステイ室

就業時間
時間外勤務 あり　月平均　５～10時間

賃
金

（
税
込

）

賃金締切日　　：　毎月15日 賃金支払い日　：　毎月25日 賞与　：年間　3.1ヶ月（27年度実績）

http://www.fukui-genkinoie.jp/


社会福祉法人　げんきの家　2018年度新人職員　求人票（グループホーム支援員）

１　施設の情報

　しゃかいふくしｈぽうじん　いえ 全体 就業場所 （うち男性）
社会福祉法人　げんきの家 35人 グループホーム 0人

Ｅメール
代表者名 理事長　吉田　謙治 ホームページ
事業内容 重度障害者の暮らしの場の支援 事業所の特徴

２　仕事の情報

雇用形態 正社員 職種 求人数

雇用期間

①　10:00～19:00　日中勤務（木・日・祭日） 休憩時間 60分
②　15:00～翌10:00　夜間勤務

休日 シフト制（週2日以上） 盆休み

３ 労働条件等

区分・学歴 大学院 大学 短大 高専 専修学校 能開校
賃金形態 月給 月給 月給 月給 月給
基本給 174,400 157,700 157,700 157,700 146,500
資格手当（介護福祉士　5,000円、保育士3,000円） 5,000 5,000 5,000 5,000 3,000
通勤手当（距離割:１０㎞） 4,550 4,550 4,550 4,550 4,550
皆勤手当（月3,000円） 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000
特別業務手当
計（税込） 186950 170,250 170,250 170,250 157,050

※使用後3か月間は試用期間とする　賃金は時給820円　　ただし　条件変更も有

事業所名 従業員数
うち女性）

5人

所
在
地

〒910-0804福井市高木中央2丁目602番
地

設立：平成9年12月 昨年度運営総額：1億1,550万円
ＴＥＬ　　０７76-52-8991　　ＦＡＸ　　0776-52-8998　

　　ｇｅｎｋｉ＠ｋｏｒｅ．mitene．or．jp

仕事の内容
障害者の人たちが共同生活をしながら自
立をめざすための支援

学歴（履修科目） 福祉系履修学科
必要な免許・資格 介護福祉士・保育士・介護講習終了・普通自動車免許

時間外勤務 あり　月平均　10時間
夜間帯　見回り勤務3回 仮眠時間：　23:00～5:00

http://ｗｗｗ.ｆｕｋｕｉ-genkinoie.ｊｐ／
利用者もスタッフも若い人が多く、明るい事業所です

作業指導員 　　１名～2名

シフト制

賃
金

（
税
込

）

賃金締切日　　：　毎月15日 賃金支払い日　：　毎月25日 賞与　：年間　3.1ヶ月（27年度実績）

　なし　　・　　　　　　～

就業場所
主な勤務先：　　　　　事業所在地に隣接するグループホーム(オレンジハウス）

就業時間

http://ｗｗｗ.ｆｕｋｕｉ-genkinoie.ｊｐ／


１　施設の情報

　しゃかいふくしほうじん　いえ 全体 就業場所 （うち男性）
社会福祉法人　げんきの家 35人 グループホーム 2人

Ｅメール
代表者名 理事長　吉田　謙治 ホームページ
事業内容 重度障害者の自立と暮らしの場の支援 事業所の特徴

２　仕事の情報

雇用形態 アルバイト職員 職種 求人数

雇用期間

30分 ※1日6,275円＋交通費
※1日4,675円＋交通費
※1日11,425円＋交通費

３ 労働条件等

区分・学歴 大学院 大学 短大 高専 専修学校 能開校
賃金形態 時給 時給 時給 時給 時給 時給
基本給（時給） 850 850 850 850 850 850
資格手当 0 0 0 0 0 0
通勤手当（距離２㎞～9㎞まで1回205円） 205×○回 205×○回 205×○回 205×○回 205×○回 205×○回
宿直手当（1回2,500円） 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500
特別業務手当
計（税込） 3350 3350 3,350 3,350 3,350 3,350

※勤務後1か月間は職員がついて指導します。

③15:30～翌9:30（時間帯応談）　宿直勤務（手当あり）　　　夜間帯（22:00～翌5:00）　急変時以外は仮眠できます
②　15:30～21:00（時間帯応談）

主な勤務先：　　　　　事業所在地に隣接するグループホーム(オレンジハウス）

賃金支払い日　：　毎月25日

アルバイトさん募集！
社会福祉法人　げんきの家　（グループホーム支援員）

賃
金

（
税
込

）

賃金締切日　　：　毎月15日

就業時間

　希望に応じます　　・　　　　　　～

就業場所

①　10:00～18:00　日中勤務（木・日・祭日）　　昼食付 休憩時間（12:30～13:00）

http://ｗｗｗ.ｆｕｋｕｉ-genkinoie.ｊｐ／
利用者もスタッフも若い人が多く、明るい事業所です

支援員 　　１名～2名

仕事の内容
身体に障害のある人の入浴支援・トイレ
支援・見守り支援

学歴（履修科目） 福祉系履修学科
必要な免許・資格 無

事業所名 従業員数
うち女性）

4人

所
在
地

〒910-0804福井市高木中央2丁目602番
地

設立：平成9年12月 昨年度運営総額：1億1,550万円
ＴＥＬ　　０７76-52-8991　　ＦＡＸ　　0776-52-8998　

　　ｇｅｎｋｉ＠ｋｏｒｅ．mitene．or．jp

http://ｗｗｗ.ｆｕｋｕｉ-genkinoie.ｊｐ／

