社会福祉法人いちばん星
“知的障害者「生活介護」
「就労継続 B 型」事業所”等
常勤および非常勤職員募集
令和元年９月２日
＜募集要項＞
１、 仕事の内容

知的障害のある人達の日中活動の場である「生活介護」
「就労継続 B 型」事業所、生活の
場である「グループホーム」等の支援者として、利用者の作業活動や生活全般に渡って支
援をしていく仕事です。
２、支援者の資格

障害を持つ人に深い理解と愛情をもって接して下さる方。
障害者福祉関係で勤務経験のある方歓迎。
年令：18 歳～64 歳（常勤）18 歳～70 歳(非常勤)
運転免許：常勤必須（非常勤は、あれば尚可）
３、募集人員

常勤職員 若干名

非常勤職員

若干名

４、勤務の開始

【常勤職員】令和 2 年 4 月 1 日～【非常勤職員】随時（雇用契約：年度毎に原則更新可）
５、雇用条件
雇用の形態
事業所の種類

常勤職員

非常勤職員

生活介護・就労継続支援 B 型・他

勤務地

市川市内

市川市内

平日週５日勤務（月～金）
勤務時間

早出 ＡＭ８：３０～ＰＭ５：３０
遅出 ＡＭ９：００～ＰＭ６：００

休日

生活介護・就労継続支援 B 型・他

平日週 5 日勤務（月～金）
AM９：００～PM５：００

週休２日制 土曜日、日曜日、祝祭日

週休２日制 土曜日、日曜日、祝祭日

冬季休暇（８日間）

冬季休暇（８日間）

基本給

172,000～214,000

(大卒)

166,000～208,000（短大・専門卒）
160,000～202,000

給与
月額

(高校卒)

154,000 円（手当一部込み）

189,500～250,000 円（大卒）
（手当一部込み）
（経験者優遇）

賞与

手当等

期末勤勉手当 年２回（４ヶ月支給）

期末勤勉手当 年 1 回

（但し、採用初年度３ヶ月）

（0.5 ヶ月以上支給）

・住宅手当：7,500 円～26,000 円

・処遇改善手当：9,000 円

・処遇改善手当：10,000 円

・通勤手当：上限月額 40,000 円

・扶養手当：5,000 円～10,000 円

・資格手当（三福祉士）
：5,000 円

・通勤手当：上限 40,000 円

・時間外手当

・資格手当（三福祉士）
：5,000 円
・時間外手当
社会保険等

労災保険・雇用保険、社会保険、退職金制度

労災保険・雇用保険、社会保険、退職金制度

＜応募方法＞

１、応募期間
令和元年９月２日（月）～令和元年１０月４日(金)
２、履歴書を下記まで郵送して下さい。（お急ぎの場合は、電話連絡後に FAX 可）
〒２７２－０８３４ 千葉県市川市国分３－２２－２
社会福祉法人いちばん星 理事長 森田美智子宛
TEL ０４７（３７１）４１７２ FAX ０４７（３７１）４１７１
３、面接日
令和元年 10 月 12 日(土)
書類選考の上、面接日のご案内を致します。
履歴書には、携帯電話および FAX 番号をご記入頂けますと助かります。
４、見学希望者は、随時受け付けております。
＊見学申し込み先 ぽらりす ０４７（３７１）４１７２（森田）
＜事業概要＞
１、運営主体 社会福祉法人いちばん星 (ホームページ：ichibanboshi2004.com)
２、事業規模 （以下のいずれかに配属されます。）
＊就労継続（B 型）
「いぶき」

（定員２０人）

＊就労継続（B 型）
「ぴっころ」 （定員１０人）

市川市南大野３－８－１８ ☎339-3172
市川市鬼越１－１－４

☎320-3339

＊就労継続（B 型）
「チャレンジ国分」（定員４０人）市川市国分３－２２－２７ ☎374-1800
＊生活介護

「きらら」

（定員１２人）市川市大野町２－９８２

☎339-7000

＊生活介護

「まあぶる」 （定員１０人）市川市若宮３－４３－８

☎302-5223

＊生活介護

「もこ」

（定員１０人）市川市中山３－９－４

☎333-7181

＊生活介護

「くるみ」

（定員

８人）市川市下貝塚１－１６－３

☎375-2922

＊生活介護

「ぽれぽれ」 （定員１０人）市川市福栄１－１２－２１

☎300-2666

＊生活介護

「おおぞら」 （定員１０人）市川市原木１－１９－２１

☎327-5559

＊生活介護

「そらな」

☎711-1079

＊生活介護

「ウェーブ」 （定員１０人）市川市入船２－１６

（定員１０人）市川市原木１－１９－２２

＊多機能型(B 型・生活介護）「ぽらりす」 （定員３５人) 市川市国分３－２２－２
＊グループホーム 「楽居・あおば」
（定員各５人）中国分

☎395-7848
☎371-4172

「華楽居」
（定員４人）大野町

＊グループホーム 「暖家」
（定員４人）下貝塚 「おりひめ・ひこぼし」（定員各５人）東国分
＊グループホーム 「みつ星」
（定員３人）南大野
＊相談支援事業

「いちばん星相談支援事業所」

＊居宅介護・移動支援

市川市国分３－２２－２ ☎371-4172

「ミルキーウェイ」市川市東国分１－１１－３

☎710-5960

３、沿革
・昭和 62 年 5 月 市川手をつなぐ親の会により「いぶき作業所」を開設。
・平成 16 年

4 月 社会福祉法人いちばん星を取得。
「小規模通所授産施設」に移行。

・平成 19 年 4 月 親の会の作業所 6 ヶ所を法人傘下に入れ､法内事業に移行。
・平成 20 年 4 月

カフェテラス「ぴっころ」を就労継続支援 B 型事業」に移行。

・平成 23 年 4 月

生活介護「くるみ」
・グループホーム「暖家」開設

・平成 24 年 4 月

多機能型事業所（就労継続Ｂ型・生活介護）｢ぽらりす｣開設

・平成 25 年 4 月

「いちばん星相談支援事業所」開設

・平成 26 年 4 月

生活介護「そらな」開設

・平成 28 年 4 月

移動支援「ミルキーウェイ」・グループホーム「おりひめ・ひこぼし」開設

・平成 29 年 4 月

市川市より「チャレンジ国分」
（就労継続 B 型）が運営移行される

・平成 30 年 4 月

グループホーム「みつ星」開設

・令和元年

8月

グループホーム「楽居」移転、グループホーム「あおば」開設

