社会福祉法人ライフサポート協会職員募集のページ
ライフサポート協会は大阪市住吉区で 1999 年に設立されました。
法人理念は「すべての人が尊敬される社会の実現」です。
正職員募集のご案内です

多様で、つながりあう職場
法人理念にあるように「すべての人」が対象です。高齢者・障がい者事業でも、特養か
ら在宅介護・小規模多機能まで、障がい者といっても知的・身体・精神・障がい児と年齢
も障がいの状況も多様な人に見合った事業展開をしてきました。
さらには、たくさんあるだけで、バラバラなのではなく、法人として・各事業体同士が
「つながり」があります。さらに地域に向けても「つながり」を広げています。

もちろ

ん日常の介護も支援も重要です。では何のために？と言えば、地域での生活を続け、支え
あう街づくりのためと考えます。

専門性を高めあう職場
認知症の方の介護であったり、自閉症・発達障が
い・精神障がいといった専門的な支援についても
もちろん学びます。法人研修としての「事例検討
会」では他部門の実践を聞き、視野を広げる機会
にもなりますし、関連する施設と共同での「介護
実践研修」や「障がい児の支援方法研修」を随時
開催しています。法人内でも「地域生活支援」や「知的障がい者の意思決定支援」「福祉教
育」などについての研究会・勉強会もあり、現場での支援実践とつなげた理論についても
学んでいます。

働きやすい環境の職場
ライフサポート協会職員年齢構成
20代

13.0%
35.5%

30代

18.1%
40代

32.6%

50代
以上

ライフサポート協会は正職員 138 名（高齢事業
部 54 名・障がい事業部 78 名・本部 5 名）非常勤
職員含めて約 400 名の職員数です。事業拡大によ
る増員が続いたこともあり、若い職員が多くを占
めています。
2017 年現在、育児休業中の職員 3 名と短時間正
職員 3 名がいます。短時間正職員は 1 日 6 時間労
働で、給与などは 6/8 になりますが、その他の賞
与なども変わらず支給され、休業前と変わらない

役目と処遇で継続できます。育児以外でも介護や自分自身のステップアップでも使える制
度になっています。中には 2 児の出産と短時間正職員制度活用で家庭と就業を続けてもら
っている職員もいます。
まだまだ給与や休暇など課題もありますが、職員アンケートなども参考に働き続けやす
い職場づくりに取り組んでいきます。ぜひ、いっしょにがんばりましょう！
法人職員出身の学校・・・
【大学院卒 2.2％】
大阪教育大・大阪市立大・桃山学院大
【大学卒 58.7％】
桃山学院大 15 人・関西福祉科学大 10 人・
四天王寺大 8 人・関西大 7 人・大阪教育大・
大阪人間科学大 6 人・同志社大 5 人・佛教
大 3 人・大谷大・追手門 2 人・京都府立大・
近畿大・立命館大・龍谷大・大阪体育大など
【専門学校・短大卒 26.8％】
大阪保健福祉 4 名・南海福祉 3 名・大阪医
専・関西福祉など
【高校卒 8.7％】責任者でもいますよ～

山本 佳菜
Yamamoto Kana
(特別養護老人ホームなごみ所属)

♣ライフサポート協会を知ったきっかけ・選んだ理由
大学のゼミの先生の紹介で、就職フェアで説明を聞いたことがライフサポート協会との
出会いでした。すべての人を対象とした法人であることに魅力を感じ、ここで働きた
い！と思いました。
♣採用後の略歴
2013 年特養なごみに配属、1、2 年目はなごみの生活に慣れながら、入居者さんとの関
係づくりに努めました。3 年目、ユニットリーダーとしてユニット運営を行い、4 年目
からは副主任として、主任のサポートを行うべく奮闘中です。
♣今の仕事とやりがい（役割やおもしろいこと難しいこと）
在宅時の生活習慣を入居後も継続して頂けるよう、取り組んでいます。その中で、入居
者さん・ご家族とのコミュニケーションの重要性を感じます。また、
“なごみ”でそれ
らを行う準備の難しさも感じています。しかし、その先の入居者さん・ご家族の笑顔、
「嬉しいわ」の言葉を聞いた時、私もすごく嬉しくなります。
♣めざすことなど
入居者さん・ご家族と、喜怒哀楽を共にできる深い関係を築くこと、また職員も、楽し
い！と思えるような、特別養護老人ホームなごみを目指しています。
♣メッセージをお願いします
ライフサポート協会は多くの部署がある分、様々な視点の“福祉”を感じ、活かすこと
ができます。また、部署内・他部署関係なく職員同士の交流も盛んで、悩みや困りごと
等打ち明けやすい環境です(*^_^*)

藤田 宏
Fujita Hiroshi
（泉北地域：みんなのマーケット るぴなす所属）

♣ライフサポート協会を知ったきっかけ・選んだ理由
大学生のときに実習でライフサポート協会へ行きました。そのときに一人一人
の職員さんが活き活きと仕事をされ、活躍しているところを見て選びました。実
際就職してみると雰囲気も良く働きやすい職場でした。
♣採用後の略歴は
2013年 住吉総合福祉センター 障がい通所事業部 フード班
2016年
泉北地域 みんなのマーケット るぴなす
♣今の仕事とやりがい（役割やおもしろいこと難しいこと）
今の仕事は地域の団地にお住まいの「買い物難民」と呼ばれる方たちをターゲッ
トにした地域密着型のスーパーの運営を利用者さんと共に行っています。スー
パーを通じて商品提供の方や地元の NPO 法人の方といった福祉職の方だけでな
く様々な職業の方との関わりや、地域との関わりがあることが楽しさでもあり、
やりがいであります。
♣めざすことなど
はじまってまもない「るぴなす」を地域の方と共に作り上げ、愛される店を目
指します。
♣プライベートで何かありましたか？
休日も仲間と遊びに行ったり、趣味の釣りも満喫しています！
♣メッセージをお願いします！
ライフサポート協会は、色んな事業を行っていてパートさん、職員問わず、役割
分担をしながら活躍出来る職場であると思います。是非一緒に仲間になり働き
ましょう。まずは見学でも良いので、みんなに会いに来て下さい！

正職員募集
1.

募集職種

：

2.

募集人数

：

3.

応募資格

：

4.

試験日程

：

高齢事業部・介護職員 （特養介護職員等募集中）
障がい事業部・支援員 （現在は募集していません）
※事業部単位での募集になります。配属は採用後の確定になります

正職員

高齢事業部・介護職員

5名

障がい事業部・支援員

0名

2018 年 3 月卒業見込み者および既卒者
毎週金曜日予定(詳しくはお尋ねください)
午前 9 時～午後 3 時 30 分（新卒者）
午前 10 時～12 時/午後２～4 時（既卒者）
※試験内容：現場実習・一般常識問題・面接
（経験者は省略することがあります）
※昼食は法人で用意します（五前後後）
※平服で構いません（現場実習があるため）
※所持品：筆記用具・上履き

5.

試験会場

：

住吉総合福祉センター（大阪市住吉区帝塚山東 5-8-3）

6.

応募書類

：

7.

送 付 先

:

〒558-0054 大阪市住吉区帝塚山東 5 丁目 10-15
社会福祉法人ライフサポート協会 総務部 森田宛

8.

応募締切

:

各試験実施日の 3 日前まで

9.

入 社 日

:

2018 年 4 月 1 日（既卒者は相談に応じます）

履歴書 卒業見込み証明書（学生のみ）
※履歴書には必ず試験日程希望日をお書きください
※履歴書には「高齢」「障がい」の希望事業部も記入してください
（どちらでも構わない場合もその旨お書きください）

10. 待
遇
正職員基本給

大卒 190,200 円～、短大・専門学校卒 183,000 円～
高卒 175,800 円
※経験による加算あり

資格手当

5 千円
（介護福祉士・社会福祉士・精神保健福祉士・
介護支援専門員・保育士）

夜勤手当

特養 4500 円/回
小規模多機能・高齢者グループホーム 3 千円/回
※夜勤回数は特養で月 5～6 回。小規模などは月 2～3
回程度です（経験値や希望によって異なります）

扶養手当
住宅手当

給与規程により支給
本人名義の賃貸住宅家賃の 4 割支給 （上限 28,000 円）

通勤手当

公共交通機関のみ全額支給。（車・バイク通勤不可）

賞

年２回、法人業績と個人評価による。

与

社会保険

各種完備

年間休日

10５日（月平均８～９日）別途、年次有休休暇は入社時から取得可能

勤務時間

１ヶ月単位の変形労働時間制による

職員食事

有・自己負担 400 円/食

なお特別養護老人ホームなごみ入職者に限り就職仕度金 150,000 円支給（入職月の
25 日支払）を支給いたします。（短期での退職時は返金の可能性があります）

お問い合わせは下記まで
社会福祉法人ライフサポート協会
〒558-0054

（法人本部）

大阪府大阪市住吉区帝塚山東 5 丁目 10-15

℡06-6676-0753

Fax06-6676-4006

パート職員募集
部門

職種
介護職員

特養なごみ

給与

時間（相談に応じます）

950 円/時

週 2 回～：1 日 4 時間～

1000 円/時 土日祝日の場合

連絡先電話番号

06-6676-0753

担当者

上村

夜勤介護 13000 円
試用期間あり

21:45～翌 9:00
（休憩 1 時間）

じらふヘルパー

ガイドヘルパー

950 円/時

休日のニーズが多いです

06-6674-9900

若松

障がい
グループホーム

世話人

10100 円

18:00～翌 9:00

06-6678-7572

慶元

