
京都丹波福祉職場ガイドの見方

どのような職種の方が働いておられる
のかがチェックできます

施設で実際に働いて
いる職員さんからの
メッセージです

ＱＲコードでもＨＰを
チェックできますＵＲＬをクリックすると、

ＨＰにアクセスできます

各種認証・認定の取得状況や第三者評価の受診、１ＤＡＹチャレンジ可能かどうかをアイコンで表示しています。

【きょうと福祉人材育成認証】
このアイコンが表示されている法人は「きょうと福
祉人材育成認証制度」における認証法人です。
「きょうと福祉人材育成認証制度」は人材育成や
人材定着に積極的に取り組む法人として、京都府
が審査を行い、認証しているものです。
詳細はこちら（ kyoto294.net ）をご覧ください。

【くるみん認定】
このアイコンが表示されている法人は 国から「く
るみん」の認定をうけた法人です。
「くるみん」の認定法人は従業員の子育てと仕事
の両立を図るための目標を達成するなど、一定
の要件を満たした法人が申請することにより、
認定を受けているものです。
詳細はこちら（厚生労働省HP）をご覧ください。

【ＷＬＢ認証】
このアイコンが表示されている法人は「「京都モデ
ル」ワーク・ライフ・バランス推進企業認証制度」に
おける認証法人です。
この制度は、子育て・介護との両立をはじめ多
様な働きかたの実現に向けて取り組んでいる法
人に対して京都府が認証を行っているものです。
詳細はこちら（京都府HP）をご覧ください。

【第三者評価】
このアイコンが表示されている法人は京都介護・
福祉サービス第三者評価の受診をした法人です。
第三者評価受診事業所は、組織運営やサービス
の内容を明らかにし、サービスの質の向上に取り
組んでいる事業所です。
詳細はこちら（第三者評価サイト）をご覧ください。

第三者

評価

【１ＤＡＹチャレンジ】
このアイコンが表示されている法人は、京都福祉人材・研修センターが実施している「１ＤＡＹチャレンジ」に参加している
法人です。詳細はこちら（FUKUJOB)をご覧ください。１ＤＡＹ

http://kyoto294.net/student/seido/
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kodomo/shokuba_kosodate/kurumin/
http://www.pref.kyoto.jp/wlbsuisin/smb.html
http://kyoto-hyoka.jp/第三者評価について/
http://fukujob.kyoshakyo.or.jp/


京都丹波福祉職場ガイド 法人・団体一覧

市町村名 NO. 種別 法人・団体名

1 高齢/障害 アサヒサンクリーン株式会社
2 高齢 医療法人大澤会
3 福祉事業 社会福祉法人亀岡市社会福祉協議会
4 障害 社会福祉法人亀岡福祉会
5 高齢 社会福祉法人京都眞生福祉会
6 児童 合同会社サニーデイカムズ
7 障害 社会福祉法人松花苑
8 障害 社会福祉法人信和福祉会
9 高齢/障害 株式会社つぼみ企画
10 児童 社会福祉法人徳雲福祉会
11 高齢 有限会社ハートフルライフ
12 障害 社会福祉法人花ノ木
13 障害 有限会社ハーモニーケア
14 高齢 社会福祉法人倣襄会
15 高齢 社会福祉法人利生会
16 高齢 医療法人清仁会
17 高齢 株式会社TLP
18 高齢/障害 NPO法人アシスト
19 障害 株式会社アットホーム
20 障害 一般社団法人あゆみ会
21 障害 株式会社ARAKAWA
22 障害 株式会社ZENSHO
23 障害 NPO法人船井ほのぼのかい
24 高齢 社会福祉法人アイリス福祉会
25 障害 社会福祉法人京丹波福祉会
26 障害 社会福祉法人京都太陽の園
27 高齢 社会福祉法人長生園
28 福祉事業 社会福祉法人南丹市社会福祉協議会
29 高齢 社会福祉法人日吉たには会
30 高齢 社会福祉法人北桑会
31 高齢/障害 社会福祉法人未生会
32 障害 社会福祉法人美山育成苑
33 高齢 社会福祉法人七野会
34 高齢/障害 株式会社南丹介護事業所
35 障害 社会福祉法人桜梅会
36 高齢 社会福祉法人丹和会
37 高齢 社会福祉法人わち福祉会

亀岡市

亀岡市・南丹市

京丹波町

南丹市



研修充実！ 無資格・未経験でも安心して下さい！

ＮＯ．

1
高齢
障害 アサヒサンクリーン株式会社

正規職員
非正規職員

亀岡市

事業所名
／所在地

■Ａ：アサヒサンクリーン在宅介護センター亀岡
/ 亀岡市千代川町今津1丁目11番地10号

データ

法人・団体

紹介

亀岡市で20年近く訪問入浴のサービスを

提供させていただいており、今まで多くの方
の笑顔を見させていただきました。これから、
お客様の素敵な笑顔を私たちと一緒に見さ
せていただきませんか？研修制度も充実し
ているので、福祉未経験の方でも安心して
働けます。どうぞお待ちしています。

所長：清水

職員からのメッセージ

日本で初めて訪問入浴サービス事業を開始し、在宅福祉分野
をサポートする稀有な存在として多くのお客様に快適なひととき
を提供しています。「お風呂で温まりたい」という人間としての普
遍的な願いを40年以上にわたり叶え続け、現在までにたくさん
の笑顔の花をさかせています。

〇主な職員データ

勤務先 職種 モデル給与（初任給） モデル賞与 その他手当 夜勤 年間休日 資格要件

A 介護職員
241,500円

（試用期間３ヵ月は－15000円）
2回 資格手当、通勤手当、家族手当 無 107日 普通自動車免許

A 介護職員
220,000円

（試用期間３ヵ月は－15000円）
2回 資格手当、通勤手当、家族手当 無 107日 なし

A 看護職員
255,000円

（試用期間３ヵ月は－15000円
正看護師は＋10000円）

2回 通勤手当、家族手当 無 107日 看護師免許

A
介護職員
（非常勤）

時給980
※週１日からでも勤務いただけます

無
介護福祉士、処遇改善手当
処遇改善支援手当

無 なし

A 看護職員
時給 1,610

※週１日からでも勤務いただけます
無 処遇改善手当、処遇改善支援手当 無 看護師免許

千代川駅から徒歩１分

■ 職員数 ： ７人
■ ＴＥＬ ： ０７７１-２９-４５２６
■ 担当 ： 町野 滋美(まちの しげみ）
■ Ｅ-ｍａｉｌ ： s-machino@asahi-sun-clean.co.jp
■ ＵＲＬ ： http://www.asahi-sun-clean.co.jp

http://www.asahi-sun-clean.co.jp/


職員は利用者様を・法人は職員を大切にする

ＮＯ．

2 高齢 医療法人大澤会
正規職員
非正規職員

亀岡市

事業所名
／所在地

■Ａ：介護老人保健施設こもれび/京都府亀岡市千代川町北ノ庄向条24番地

■Ｂ：訪問リハビリテーション事業所こもれび/京都府亀岡市千代川町北ノ庄向条24番地

■Ｃ：居宅介護支援事業所こもれび/京都府亀岡市千代川町北ノ庄向条24番地

データ

法人・団体

紹介

「お一人おひとりのその方らしさを大切に」私達は、
利用者様ご家族様に寄り添い、充実した生活が
送れるように支援しています。
「こもれび」で私達と一緒に働いてみませんか？
他職種の募集もあります。詳しくはHP参照下さい。

職員からのメッセージ
■職員数 ： 134人
■ ＴＥＬ ： 0771-29-1121
■担 当 ： 田中 慶二郎
■Ｅ-ｍａｉｌ ： kameoka@osawa-komorebi.com
■ ＵＲＬ ： http://www.osawa-komorebi.com

法人は1959年設立、介護部門は2000年から老人保健施設を

中心に営業しています。法人として開設当初より職員教育体
制、休日数の確保や仕事環境を大切にしています。法人は職
員を大切にし、職員は利用者様を大切に支援する。そんな法
人です。

〇主な職員データ

千代川駅から車で3分

※他にも職種あり 詳細はＨＰでご確認いただけます。

勤務先 職種 モデル給与（初任給） モデル賞与 その他手当 夜勤
年間休
日

資格要件

A 介護職員
大卒初任給）207,500円～
高卒初任給）182,500円～
（夜勤＠4,500円×5回含む）

２回、基本給×4
資格手当・総合処遇・特定調整

扶養手当・待機手当
年末年始手当・通勤手当等

有 120日
普通運転免許

(AT可)

Ａ 介護職員
大卒初任給）225,000円～
短卒初任給）215,000円～
（夜勤＠6,000円×5回含む）

２回、基本給×4
資格手当・総合処遇・総合特定
特定調整・扶養手当・待機手当・
年末年始手当・通勤手当

有 120日

普通運転免許
(AT可)

介護福祉士
or社会福祉士

Ａ 看護職員
看護師250,000円～

（夜勤＠10,000円×3回含む）
２回、基本給×4

資格手当・総合処遇・総合特定
特定調整・扶養手当・待機手当
年末年始手当・通勤手当等

有
120日

普通運転免許
(AT可)

A
介護職員
（非常勤）

時給970円～1,200円 賞与無 特定調整・通勤手当 無
契約
による

普通運転免許
(AT可)

A
看護職員
（非常勤）

時給1,400円～1,550円 賞与無 特定調整・通勤手当 無
契約
による

普通運転免許
(AT可)



『互いにつながり合い、誰もがずっと住み続けられるまちづくり』を目指して

ＮＯ．

3
福祉
事業

社会福祉法人亀岡市社会福祉協議会
正規職員
非正規職員

亀岡市

事業所名
／所在地

■Ａ：総務課（総務管理係、子育て支援センタ－、ファミリー・サポート・センタ－）/亀岡市余部町樋又61-1

■B：地域支援課（生活支援係） /亀岡市余部町樋又61-1

■C：介護事業課（デイサービスセンタ－）/亀岡市余部町宝久保1－１
■D：介護事業課（ホームヘルプセンター、老人介護支援センタ－）/京都府亀岡市余部町樋又61-1

■E：包括支援課（地域包括支援センター）/ 亀岡市余部町宝久保1－1

データ

法人・団体

紹介

あいさつ、笑顔、思いやり、チームワークを
大切に明るい元気な職場を目指しています。

◎自己能力向上のための研修充実＋福利
厚生充実

◎夏休、年末年始休みあり、他 特別休暇
制度あり
◎子育て中でも安心して働ける職場です

☆広報誌『社協かめおか』、ホームページ、
フェイスブック、ＬＩＮＥ、インスタグラムにて
法人情報や各部署のお知らせを発信！

職員からのメッセージ
■職員数 ： ９８人
■ ＴＥＬ ： ０７７１－２３－６７１１
■担 当 ： 総務課 山本淳仁
■Ｅ-ｍａｉｌ ： fukukame@fukukame-ne.or.jp
■ ＵＲＬ ： http://www.fukukame-net.or.jp/

当協議会は1955年（昭和30年）に設立、1973年（昭和48年）に
法人化の認可を受けました。

この間、亀岡市における福祉サービスや幅広い民間の福祉に
関する活動や事業を推進することを目的として各種地域福祉
事業や介護保険事業に取り組んでいます。

〇主な職員データ

勤務先 職種 モデル給与（初任給） モデル賞与 その他手当 夜勤 年間休日 資格要件

A 事務職員
182,200円（大卒の基本給）

※上記の基本給に手当をあわせて支給
※職歴加算あり、年1回の昇給あり

2回 4.3ヶ月
通勤手当、資格手当、住居

手当、扶養手当
無 122日 なし

Ｂ 事務職員
182,200円（大卒の基本給）

※上記の基本給に手当をあわせて支給
※職歴加算あり、年1回の昇給あり

2回 4.3ヶ月
通勤手当、資格手当、住居

手当、扶養手当
無 122日 なし

Ｃ 介護職員/看護職員
182,200円（大卒の基本給）

※上記の基本給に手当をあわせて支給
※職歴加算あり、年1回の昇給あり

2回 4.3ヶ月
通勤手当、資格手当、住居
手当、扶養手当、処遇改善

手当（介護職員）
無 122日 なし

Ｄ
介護職員/

介護支援専門員

182,200円（大卒の基本給）
※上記の基本給に手当をあわせて支給
※職歴加算あり、年1回の昇給あり

2回 4.3ヶ月
通勤手当、資格手当、住居
手当、扶養手当、処遇改善

手当（介護職員）
無 122日

介護職員初任者研修
（ヘルパー2級）

/介護支援専門員

Ｅ 包括職員
182,200円（大卒の基本給）

※上記の基本給に手当をあわせて支給
※職歴加算あり、年1回の昇給あり

2回 4.3ヶ月
通勤手当、資格手当、住居

手当、扶養手当
無 122日

主任介護支援専門員/
社会福祉士/保健師又

は看護師

ＪＲ亀岡駅から車で10分（ガレリアかめおか西隣り）（ABCD事業所まで）

※他にも職種あり 詳細はＨＰでご確認いただけます。

http://www.fukukame-net.or.jp/


だれもが「住んでよかった！」と言えるまちを

ＮＯ．

4 障害 社会福祉法人亀岡福祉会 正規職員 亀岡市

事業所名
／所在地

■Ａ：かめおか作業所 / 亀岡市薭田野町佐伯大門30-１
■B：第二かめおか作業所 / 亀岡市宮前町猪倉城山8-21
■C：第三かめおか作業所 / 亀岡市保津町上火無28-86
■D：デイセンターぽれぽれ / 亀岡市保津町上火無28-86

データ

法人・団体

紹介

私たちは「あたりまえに働き、生まれ育った
地域で暮らす」ことを念頭に、障害のある人
たちの夢や願いに応えるため、地域の人た
ちと一緒に取り組んでいます。

職員からのメッセージ
■職員数 ： １２０名（正規職員３８名・非正規職員８２名）
■ ＴＥＬ ： ０７７１－２４－２５９６
■担 当 ： 法人事務センター 井内祐治
■Ｅ-ｍａｉｌ ： inouchi@kamecomyu.net
■ ＵＲＬ ： http://www.kamecomyu.net/

「あたりまえに働き、住み慣れた地域で暮らす」ことを念頭に、
障害のある人たちの夢や願いに応えるため、地域の人たちと一
緒に障害福祉に取り組んでいます。いつも障害のあるひとたちを
真ん中に作業所やグループホームなどを運営しています。

〇主な職員データ

勤務先 職種 モデル給与（初任給） モデル賞与 その他手当 夜勤 年間休日 資格要件

ＡＢＣＤ 支援員 大卒初任給 本俸１７７，６００円
本俸４か月分

（夏２ヶ月・冬２ヵ月）

通勤手当・資格手当・特定処遇
改善手当・扶養手当・住居手当・

時間外手当
無 120 無し

ＪＲ亀岡駅から車で１５分(Aまで）

http://www.kamecomyu.net/


高齢者の方々に安心・安全な生活を提供します
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5 高齢 社会福祉法人京都眞生福祉会
正規職員
非正規職員

南丹市

事業所名
／所在地

■Ａ：特別養護老人ホーム亀岡たなばたの郷 ／ 亀岡市余部町谷川尻１１番地５

データ

法人・団体

紹介

高齢者の利用者様に安心した生活を送れるように
職員全員が感染対策や事故防止等に取り組み
より良い介護サービスが提供できるように努力を
重ねています。

介護の仕事が未経験の方でも、まずは初心者向け
の簡単な仕事から始めて、時間をかけて１つ１つ
仕事のできる幅を広げていきます。

経験者・未経験者ともに、介護の仕事に興味のある
方は歓迎します！

職員からのメッセージ
■職員数 ： １６０人
■ ＴＥＬ ： ０７７１－２９－３１５０
■担 当 ： 橋本、岸本
■Ｅ-ｍａｉｌ ： kt-jimu1@shinseifukushikai.jp
■ ＵＲＬ ： http://shinseifukushikai.jp/tanabata

社会福祉法人京都眞生福祉会は「高齢者お一人お一人

の思いを受け止め、その方々に応じた生活を尊重し、尊厳
ある暮らしの実現を目指す」ことを法人理念とした高齢者
介護サービスを行っております。

〇主な職員データ

勤務先 職種 モデル給与（初任給） モデル賞与 その他手当 夜勤 年間休日 資格要件

A
介護職員
（無資格）

18.4万円～
（試用期間は15.5万円）

2回、3.4ヶ月 夜勤手当、住宅手当、扶養手当など 有 107日 なし

A
介護職員

（初任者研修）
19.8万円～

（試用期間は16.0万円）
2回、3.4ヶ月 夜勤手当、住宅手当、扶養手当など 有 107日

初任者研修
または

ヘルパー２級

A
介護職員

（実務者研修）
21.5万円～

（試用期間は17.0万円）
2回、3.4ヶ月 夜勤手当、住宅手当、扶養手当など 有 107日

実務者研修
または

ヘルパー１級

A
介護職員

（介護福祉士）
22.8万円～

（試用期間は17.5万円～）
2回、3.4ヶ月

夜勤手当、住宅手当、扶養手当など
有 107日 介護福祉士

京阪京都交通バス「西口」バス停から徒歩２分

※他にも職種あり 詳細はＨＰでご確認いただけます。

亀岡市

http://shinseifukushikai.jp/tanabata


子どもたちの成長と笑顔を見ることができる仕事です。

ＮＯ．

6 児童 合同会社サニーデイカムズ 正規職員 亀岡市

事業所名
／所在地

■Ａ：放課後等デイサービス事業所 なないろ /  亀岡市余部町清水77-1

データ

法人・団体

紹介

現在、中高生の子どもたちが多く活動内容は生
活力を身につけるためのものや子どもたちのやり
たいことを聞きながら考えています。

日々、支援の仕方や活動内容をスタッフ間で話
し合いながら決めています。

興味を持たれた方は一度見学に来てください。

またＨＰに参考になる写真などありますのでご覧
ください。

職員からのメッセージ
■職員数 ： ５人
■ ＴＥＬ ： 0771-20-4178
■担 当 ： 仲井章朗（ナカイアキオ）
■Ｅ-ｍａｉｌ ： sunnydaycomes@gmail.com
■ ＵＲＬ ： https://nanairo7716.jimdofree.com/

法人設立・放課後等デイサービス事業９年目となります。

子どもたちが楽しく活動できる場を作りたいという思いで立ち
上げた事業所です。

〇主な職員データ

亀岡駅から徒歩6分

勤務先 職種 モデル給与（初任給） モデル賞与 その他手当 夜勤
年間休
日

資格要件

A 児童指導員
２０万

（資格手当1万、業務手当1.6万
処遇改善臨時特例手当１万含む）

1回 1.5ヶ月 通勤手当 無 110日
児童指導員

普通自動車免許

Ａ 保育士
２１万

（資格手当2万、業務手当1.6万
処遇改善臨時特例手当１万含む）

1回 1.5ヶ月 通勤手当 無 110日
保育士

普通自動車免許

Ａ 支援員
１９万

（業務手当1.6万
処遇改善臨時特例手当１万含む）

1回 1.5ヶ月 通勤手当 無 110日 普通自動車免許

mailto:sunnydaycomes@gmail.com
https://nanairo7716.jimdofree.com/


利用者のライフステージに沿った支援を提供します

ＮＯ．

7 障害 社会福祉法人松花苑
正規職員
非正規職員

亀岡市

事業所名
／所在地

■Ａ：障害者支援施設みずのき / 亀岡市河原林町河原尻下五丹12
■B：障害者支援施設かしのき / 亀岡市大井町小金岐北浦16
■C：ワークスおーい / 亀岡市大井町小金岐北浦16
■D：マイライフ松花苑イースト・ウェスト（グループホーム） / 亀岡市内9ヶ所
■E：総合生活支援センターしょうかえん / 亀岡市千代川町高野林西ノ畑16-19

データ

法人・団体

紹介

「正解」もなく、やればすぐ結果が出るよう
な仕事ではありませんが、それゆえに奥深く、
人の多様性や可能性を感じられる仕事です。
利用者さんとの関わりを通して、自分も成長
できます。最初は福祉の知識や経験がなくて
も、豊富な研修と丁寧な指導があるから大丈
夫。「気づく力」や「思いやり」があれば楽しく
やっていける仕事だと思います。

職員からのメッセージ■職員数 ： 196人
■ ＴＥＬ ： ０７７１－２３－０７０３
■担 当 ： 総務部長 鈩 克志
■Ｅ-ｍａｉｌ ： soumu-saiyou@syokaen.jp
■ ＵＲＬ ： http://syokaen.jp/

社会福祉法人松花苑は60年以上にわたり、亀岡の地で障害の
ある方の支援をさせていただいています。入所・通所施設を柱に、
グループホーム、ホームヘルプ、相談支援など幅広いサービスを
展開。重い障害があってもその人らしく暮らしていけるための方法
を、利用者やご家族と共に考え実践しています。

〇主な職員データ

勤務先 職種 モデル給与（初任給） モデル賞与 その他手当 夜勤 年間休日 資格要件

ＡＢ
支援職
（正職員）

21.83万円～ 2回、4.0ヶ月
住宅手当、扶養手当
資格手当、通勤手当

有 109日
短大・福祉系専門

卒以上

Ｃ
支援職
（正職員）

19.23万円～ 2回、4.0ヶ月
住宅手当、扶養手当
資格手当、通勤手当

無 109日
短大・福祉系専門

卒以上

ＡＢ
支援職
（非常勤）

19.6万円～ なし 資格手当、通勤手当 有 109日 高卒以上

Ｃ
支援職
（非常勤）

17万円～ なし 資格手当、通勤手当 無 109日 高卒以上

Ｄ
世話人
（非常勤）

14万円程度～
（夜勤手当3,500円×8回を含む）

なし 資格手当、通勤手当 有 150日程度 なし

亀岡駅から車10分(Ａ事業所まで）

mailto:soumu-saiyou@syokaen.jp
http://syokaen.jp/


共生、共存、共育を大切にした支援を行っています

ＮＯ．

8 障害 社会福祉法人信和福祉会 正規職員 亀岡市

事業所名
／所在地

■Ａ：就労継続支援B型事業所 圭の家 /京都府亀岡市篠町森上垣内60-3
■Ｂ：支援センター 圭 /京都府亀岡市篠町馬堀南垣内41-23

データ

法人・団体

紹介

少人数のため、年齢の差を超えて和
気藹々とした雰囲気の職場です。一人
一人が力を発揮できるよう、時に厳しく、
時に支え合いながら、共に働きたいと
思いますので、ぜひ一度お電話くださ
い。

職員からのメッセージ
■職員数 ： １３人
■ ＴＥＬ ： ０７７１－２４－６１１２
■担 当 ： 竹林 亜樹
■Ｅ-ｍａｉｌ ： keinoie@f2.dion.ne.jp
■ ＵＲＬ ： http://keinoie.org/

１９９１年に作業所 圭の家を発足し、２００３年に社会福祉
法人格を取得しました。心の病で悩む人が、自立した生活が
できるよう作業の場や憩える場を提供すると共に、通所を通し
て相互に助け合い、社会参加を図れるための一助になること
を目的としています。

〇主な職員データ

勤務先 職種 モデル給与（初任給） モデル賞与 その他手当 夜勤 年間休日 資格要件

A
生活支援員
（正規）

約１８万円 2回、4.5ヶ月 家族手当、通勤手当 等 無 110日
精神保健福祉士
があれば望ましい

馬堀駅から車で10分(Ａまで）

http://keinoie.org/


ＮＯ．

9
高齢
障害 株式会社つぼみ企画

正規職員
非正規職員

亀岡市

事業所名
／所在地

■Ａ：なのはな居宅介護支援事業所／亀岡市千代川町小川１丁目7番8号
■Ｂ：ホームヘルプセンターなのはな／亀岡市千代川町小川１丁目7番8号

データ

法人・団体

紹介

職員からのメッセージ■職員数 ：13名
■ ＴＥＬ ：訪問介護0771-20-8823  /  ケアマネジャー0771-20-8754

■担 当 ：平林 礼子
■Ｅ-ｍａｉｌ ：2288tubomi@iris.eonet.ne.jp

チームなのはなで『人が大好き』を貫き、命の重みや『尊厳』を
大切にしながら業務の中でご利用者様との交流を通して共に
生きる喜びを共有できる仕事の仕方を大切にしたいと思い立ち
上げた『つぼみ企画』です。小さな希望のつぼみを大切に育て、
地域貢献にも繋げたいと思います。

〇主な職員データ

千代川駅から徒歩６分

勤務先 職種 モデル給与（初任給） モデル賞与 その他手当 夜勤 年間休日 資格要件

A
主任ケアマネ
ジャー
（常勤）

205,100円 有

資格手当20,000～40,000円
ケアマネ手当37,000～70,000円

時間外、休日、役職、通勤、扶養、調整、
通信等の手当あり

無 123日 主任資格

B
ヘルパー
（非常勤）

生活援助1,150～1,438円
身体介護1,600～2,000円
研修同行や会議970円

無

訪問手当1軒毎50円、土日祝手当時給
＋60円、資格手当3,000円～5,000円／月
ガソリン代、移動費、通信費500円／月

処遇改善手当等

無 希望に対応

ホームヘルパー2級
介護職員初任者研修
資格、介護福祉士の

いずれか

安心して仕事が出来る和やかな職場作りが
意欲と気づきと感動を生み、ご利用者様に喜
んでいただける良い仕事につながるという基
本姿勢を大切にする職場です。私たちと一緒
に働いてみませんか？お待ちしています。

『なのはな』は安心感いっぱいの明るくてほかほかあたたかな職場！



笑顔と感謝と喜びが溢れるこども園

ＮＯ．

10 児童 社会福祉法人徳雲福祉会
正規職員
非正規職員

南丹市

事業所名
／所在地

■Ａ：千代川こども園 /亀岡市千代川町千原片ホコ15
■Ｂ：大井こども園 /亀岡市大井町並河1丁目24-25
■Ｃ：並河駅前分園/亀岡市大井町土田2丁目11番20-109号

データ

法人・団体

紹介

完全週休2日制で、有給休暇、誕生日休暇と、お盆
休暇3日があります。子どもの日々成長していく姿を

見られることが一番のやりがいで、子どもたちから
喜びや感動をもらえる素敵な仕事です。

職員からのメッセージ

■職員数 ： 96人
■ ＴＥＬ ： 0771-23-7911
■担 当 ： 橘 恭堂
■Ｅ-ｍａｉｌ ： chiyokaw@arion.ocn.ne.jp
■ ＵＲＬ ： https://www.ohi-chiyo.or.jp/

昭和50年に大井保育園、52年に千代川保育園を開園し、
平成30年に両園とも幼保連携型認定こども園になりました。

理念及び基本方針をもとに、子どもの健やかな育ちを保障
する教育・保育を行っています。

〇主な職員データ

勤務先 職種 モデル給与（初任給） モデル賞与 その他手当 夜勤 年間休日 資格要件

A・B・C
保育教諭

(正規職員）
210,000円

年3回 最高4.5ヵ月
（初年度：最高3.8ヵ月）

通勤手当(上限20,000円)
もしくは

住宅手当(１0,000～40,000円)
のどちらかを支給します。

無 127日
幼稚園教諭免許
保育士資格

ＪＲ嵯峨野線 千代川駅から徒歩で10分(Ａ事業所まで）

※他にも職種あり 詳細はＨＰでご確認いただけます。

亀岡市

https://www.ohi-chiyo.or.jp/


転勤なし！明るくアットホームな職場です！

ＮＯ．

11 高齢
有限会社ハートフルライフ
デイサービスセンター さくら

正規職員
非正規職員

亀岡市

事業所名
／所在地

■Ａ：デイサービスセンターさくら（通所介護施設）/亀岡市旭町年角２７番地３

データ

法人・団体

紹介

職員からのメッセージ

■職員数 ： 32名
■ ＴＥＬ ： 0771-25-5597
■担 当 ： 志智 皇紀（しち おうき）
■Ｅ-ｍａｉｌ ： sakurasaku-1130@basil.ocn.ne.jp

当事業所は亀岡市最北端に位置し、南丹市とも隣接した自然豊
かな環境にあります。通所介護（1日デイ）と総合事業（短時間リ
ハビリ）を運営しています。

アットホームでありながらも、自宅では味わえない非日常空間の
提供や、個別（1対1）で機能訓練を行い生活機能の維持向上に
力を入れています。

〇主な職員データ

車で亀岡駅から15分、八木駅から10分
自動車通勤可、駐車場代無料！

※他にも職種あり 詳細はＨＰでご確認いただけます。

勤務先 職種 モデル給与（初任給） モデル賞与 その他手当 夜勤 年間休日 資格要件

A
介護士
（常勤）

183,000円～203,000円
＊手当込み（介護・補助・皆勤・資格）
＊別途、通勤手当・扶養手当支給

年2回、50～80万円
通勤手当（実費支給・上限10,000円）

扶養手当（配偶者10,000円・子1人につき
5,000円）

無 112日 なし

Ａ
介護士
（非常勤）

社会保険加入 131,160円～
社会保険未加入 88,440円～
＊手当込み（介護・補助・資格）

年2回、30～60万円
＊勤務時間により

異なる

通勤手当（実費支給・上限10,000円）
＊社会保険加入者のみ

扶養手当（配偶者10,000円・子1人につき
5,000円）

無 112日以上 なし

Ａ
生活相談員
（常勤）

213,000円～233,000円
＊手当込み（介護・補助・皆勤・資格）
＊別途、通勤手当・扶養手当支給

年2回、50～80万円
通勤手当（実費支給・上限10,000円）

扶養手当（配偶者10,000円・子1人につき
5,000円）

無 112日
介福・社福

社福主事のいずれか
＊介護士の経験後

A 看護師
常勤 230,000円～

非常勤 89,600円（週2日勤務）～
＊別途、通勤手当・扶養手当支給

年2回、50～80万円

通勤手当（実費支給・上限10,000円）
＊社会保険加入者のみ

扶養手当（配偶者10,000円・子1人につき
5,000円）

無 112日
看護師
または
准看護師

A
機能訓練
指導員

常勤 230,000円～
非常勤 96,000円（週2日勤務）～
＊別途、通勤手当・扶養手当支給

年2回、50～80万円

通勤手当（実費支給・上限10,000円）
＊社会保険加入者のみ

扶養手当（配偶者10,000円・子1人につき
5,000円）

無 112日
あん摩師・柔整師

PT・OT・ST・鍼灸師
NS・准NSのいずれか

一人ひとりに寄り添う介護は楽しく難しい
ですが、やりがいがあります。
日曜日が休みで子育てしやすいです！

良い介護をするのは大変ですが、ベテラン
職員が多くサポートしますのでご安心下さ
い！



職員の連携がとれ、働きやすい職場です！

ＮＯ．

12 障害 社会福祉法人花ノ木
正規職員
非正規職員

亀岡市

事業所名
／所在地

■Ａ：花ノ木医療福祉センター/ 亀岡市大井町小金岐北浦37-1

データ

法人・団体

紹介

先輩職員がサポートしますので、未経験で
も安心して働くことが出来ます。福祉でしか
感じられない達成感が多くあります。残業も
少なく、スタッフが協力し合う職場です。

職員からのメッセージ

■職員数 ： 324人
■ ＴＥＬ ： ０７７１－２３－０７０１
■担 当 ： 法人事務局 浅田
■Ｅ-ｍａｉｌ ： hananoki@chive.ocn.ne.jp
■ ＵＲＬ ： https://kyoto-hananoki.jp/

花ノ木医療福祉センターは、重症心身障がい児者や知的
障がい、自閉症といった発達障害の方々を対象とした、
医療と福祉の機能を併せ持った施設です。

〇主な職員データ

勤務先 職種 モデル給与（初任給） モデル賞与 その他手当 夜勤 年間休日 資格要件

A 看護師
212,742円（短3卒の場合）

（本俸200,700円＋地域手当12,042円）
894,580円(年間)

夜勤・変則・業務・役職・超勤
扶養・住宅・通勤

有 １１８日 あり

A 生活支援員
192,284円（大卒資格無）

（本俸181,400円＋地域手当10,884円）
808,554円(年間)

夜勤・変則・業務・役職・超勤
扶養・住宅・通勤

有 １１８日
なし

(資格有優遇)

Jr並河駅から徒歩で20分

https://kyoto-hananoki.jp/


幸せを奏でるパートナー

ＮＯ．

13 障害 有限会社ハーモニーケア
正規職員
非正規職員

南丹市

事業所名
／所在地

■Ａ：ハーモニーケア(放課後等デイサービス)/京都府亀岡市西つつじヶ丘大山台１丁目２番１３号
■Ｂ：地球館（放課後等デイサービス）/京都府亀岡市追分町八ノ坪１８番地
■Ｃ：ハーモニージョブズ（生活介護）/京都府亀岡市追分町八ノ坪１８番地１

ハーモニージョブズ（就労継続支援Ｂ型）/京都府亀岡市追分町八ノ坪１８番地１

データ

法人・団体

紹介

地域に根差した事業所で児童分野、就労分野にて、
利用者様との協働を大切にしながら

確立されていることのみ取り組むのではなく、時代
の先を見据えて支援に努めています。

新しいことにチャレンジできる方、創造し構築できる
方のエントリーをお待ちしております。

職員からのメッセージ

■職員数 ： ３２人
■ ＴＥＬ ： ０７７１－２５－２５１１
■担 当 ： 山田
■Ｅ-ｍａｉｌ ： y-irsk8@leto.eonet.ne.jp
■ ＵＲＬ ： http://morzart.info/

児童福祉法による放課後等デイサービス事業、障がい者
総合支援法による生活介護事業、就労継続支援Ｂ型事業、
市町村による日中一時支援等を展開しています。就労支
援事業に於いてモーツァルト製パン・製菓（食品）,ハーモ

ニーフィールド（農業）、日本ハーモニー（電子・電気）等で
支援を実施。

〇主な職員データ

勤務先 職種 モデル給与（初任給） モデル賞与 その他手当 夜勤 年間休日 資格要件

A・B

保育士・児童指
導員など

（保育士・教員免
許・社会福祉士・
精神保健福祉
士・大卒社会福
祉学部、心理学
部、教育学部・児
童福祉事業経験
２年以上）

180,000～ あり年２回

管理職手当
能力手当

特別職能手当
など

無 113日

保育士・教員免
許・社会福祉士・
精神保健福祉
士・大卒社会福
祉学部、心理学
部、教育学部・
児童福祉事業経
験２年以上など

C

生活指導員・職
業指導員など
保育士・教員免
許・社会福祉士・
精神保健福祉
士・大卒社会福
祉学部、心理学
部、教育学部・福
祉事業経験２年
以上、専門的な
知識をお持ちの
方のいずれか

180,000～ あり年２回
管理職手当
能力手当

特別職能手当
など

無 113日

保育士・教員免
許・社会福祉士・
精神保健福祉
士・大卒社会福
祉学部、心理学
部、教育学部・
福祉事業経験２
年以上、

調理師など専門
的な知識をお持
ちの方のいずれ

か

ＪＲ嵯峨野線 亀岡駅から徒歩で５分(Ｂ・Ｃ事業所まで）

※他にも職種あり 詳細はＨＰでご確認いただけます。

亀岡市



施設から住まいへ挑戦、仲間を募集中です。
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14 高齢 社会福祉法人倣襄会
正規職員
非正規職員

亀岡市

事業所名
／所在地

■Ａ：地域密着型特別養護老人ホーム あゆみ/ 亀岡市篠町篠下中筋43番地3
■Ｂ：亀岡あゆみデイサービスセンター/ 亀岡市篠町篠下中筋45番地3
■Ｃ：ほっとルーム あゆみ/亀岡市篠町篠下中筋45番地3

■Ｄ：グループホーム あゆみの家/ 亀岡市篠町篠下中筋44番地5
■Ｅ：小規模多機能型居宅介護 あゆみの家/亀岡市篠町篠下中筋44番地5

データ

法人・団体

紹介

新しいチャレンジをしてみたい方は、
是非『チームあゆみ』にご参加ください。
伝統や習慣などに捉われない、拘りが
無いのがこだわり！

職員からのメッセージ

■職員数 ： ２００人（※保育園含む）
■ ＴＥＬ ： ０７７１－２５－５８４０
■担 当 ： 荻原 理・竹本 知子
■Ｅ-ｍａｉｌ ： ogihara@kameoka-ayumi.or.jp
■ ＵＲＬ ： http://www.kameoka-ayumi.com/

開設当初より地域福祉サービスの充実を目指してきました。
H１１年から高齢福祉事業を展開し当初より住慣れた在宅生

活を支えることを目的とし、在宅サービスの充実に拘っており
ます。また、地域貢献（生活僻地への無料送迎）にも取組ん
でいる法人です。

〇主な職員データ

勤務先 職種 モデル給与（初任給） モデル賞与 その他手当 夜勤 年間休日 資格要件

A・D・E
介護職員
（一般職）

大学卒 201,150 短大専門卒 198,250
高卒 195,550

基本給×4.0ヶ月

夜勤手当 8,000（1回）危険運転
手当 3,000 通勤手当 2,000～
23,000 技能資格手当 2,000～

18,000 職務手当 2,500～
扶養手当 12,000～

有 105
普通自動車運転
免許（AT限定○）

Ｂ・C
介護職員
（一般職）

大学卒 201,150 短大専門卒 198,250
高卒 195,550

基本給×4.0ヶ月

危険運転手当 3,000 通勤手当
2,000～23,000 技能資格手当

2,000～18,000 職務手当
2,500～

扶養手当 12,000～

無 105
普通自動車運転
免許（AT限定○）

A,B,C
D,E

介護職員 時間給1,000～1,200※日数、曜日等相談可能 無

技能資格手当4,000～ 運転手当
3,000（月) 通勤手当2,000(月)
処遇改善手当10,000～ その他
特定処遇改善手当、日祝手当有

無 契約による
普通自動車運転
免許（AT限定〇）

JR馬堀駅から徒歩で20分(全事業所まで)

※他にも職種あり 詳細はＨＰでご確認いただけます。

http://www.kameoka-ayumi.com/


○福利厚生の充実○事業所内保育施設（24時間稼働)○時間単位の有給休暇の取得制度あり。
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15 高齢 社会福祉法人利生会
正規職員
非正規職員

亀岡市

事業所名
／所在地

■Ａ：特別養護老人ホーム亀岡園 / 京都府亀岡市河原林町河原尻上砂股100
■Ｂ：特別養護老人ホーム第二亀岡園 /京都府亀岡市薭田野町奥条古畑2番地
■Ｃ：亀岡市川東地域包括支援センター/京都府亀岡市河原林町河原尻上砂股100 
■Ｄ：高齢者あんしんサポートハウスりしょう/京都府亀岡市河原林町河原尻中垣内39番地の1
■Ｅ：事業所内保育施設よいこらんど/京都府亀岡市河原林町河原尻上砂股100

データ

法人・団体

紹介

〇様々な年代の職員が勤務していて、
職員同士は仲良く、何でも気軽に話合えます。
〇少し心配になることもありますが、
支えてくれる仲間がいつも近くにいます。
〇支えたり、支えられたりしながら
利用者の支援に繋がるよう頑張っています。
〇研修が充実していて、キャリアアップも
目指せます。

職員からのメッセージ■職員数 ： 188名
■ ＴＥＬ ： ０７７１－２４－５４０８
■担 当 ：
■Ｅ-ｍａｉｌ ： inari@rishoukai.com
■ ＵＲＬ ： http://www.rishoukai.com/

○働く人にやさしい職場づくりの実践・福利厚生の充実
ICT化により利用者様、職員の環境も向上しています。
○家庭と仕事の両立支援に力を入れております。
事業所内保育施設（24時間稼働）・時間単位の有給休暇取得制度
育児短時間制度（小学校卒業までの期間）

〇主な職員データ

勤務先 職種 モデル給与（初任給） モデル賞与 その他手当 夜勤
年間休
日

資格要件

A/B 介護職員

無資格 220,000円～
介護福祉士250,000円～

（処遇改善手当、資格手当、
夜勤手当16ｈ勤務 5回含む）

前年度実績
平均２回
4.2 ケ月

夜勤手当 1回8,000円/16ｈ1回6,000円/8ｈ
通勤手当 年始手当 介護職員初任者研修 3,000円

介護職員実務者研修 5,000円
介護福祉士20,000円

有 107日
資格不問

夜勤できる方優遇します。

C
介護支援
専門員

220,000円～230,000円
（資格手当 20,000円含む）

前年度実績
平均２回
4.2 ケ月

通勤手当 年始手当
無

107日 介護支援専門員

D 介護職員
無資格 170,000円～
介護福祉士200,000円～
（職責手当 10,000円含む）

前年度実績
平均2回
4.2ヶ月

通勤手当 年始手当
介護職員初任者研修 3,000円
介護職員実務者研修 5,000円

介護福祉士20,000円
無

107日
資格不当
介護福祉士
あれば尚可

E 保育士 時給1,020円～
前年度実績
平均２回
4.2 ケ月

通勤手当 年始手当 無
勤務
時間帯
相談可

保育士
企業主導型保育園開設の

ため

A
生活相談
員

208,000円～318,000円
（資格手当20,000円、職責手当

28,000円含む）

前年度実績
平均２回
4.2 ケ月

通勤手当 年始手当 無 107日

社会福祉士、介護福祉士、
介護支援専門員

（上記のうちいずれかの
資格が必要となります。）

亀岡駅から京阪京都交通（10分）七谷川（バス停）から徒歩15分(亀岡園まで）
亀岡駅から京阪京都交通(20分）第二亀岡園前（バス停）から徒歩5分（第二亀岡園まで）

※他にも職種あり 詳細はＨＰでご確認いただけます。

稲荷
いなり

義弘
よしひろ

/前川淳二
まえかわじゅんじ

 

mailto:inari@rishoukai.com
http://www.rishoukai.com/


求められ選ばれるケアを実践します
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16 高齢 医療法人 清仁会
正規職員
非正規職員

亀岡市
南丹市

事業所名
／所在地

■Ａ：介護老人保健施設 シミズふないの里 / 南丹市八木町西田山崎１６番地

■Ｂ：グループホーム つつじの家 / 亀岡市篠町広田1丁目31-20

■Ｃ ：小規模多機能型居宅介護 篠まごころホーム / 亀岡市篠町広田1丁目31-20

■D：亀岡シミズ病院 通所リハビリテーション / 亀岡市篠町広田1丁目32-15

データ

法人・団体

紹介

介護の仕事は、キツイとか重労働などの

イメージがあるかも知れませんが、行事など
楽しいこともいっぱいあります。一緒に利用
者さんと楽しい時間を共有しましょう！！

職員からのメッセージ
■ 職員数 ： １，８７０人
■ ＴＥＬ ： ０７５－２７９－８８２１
■ 担当 ： 人事部 藤田（ふじた）
■ Ｅ-ｍａｉｌ ： masami@shimizu-hospital.or.jp
■ ＵＲＬ ： https://www.shimizu-hospital.or.jp/

資格や経験が無くても大丈夫。大切なのは「思い」と「やる気」

です。充実した研修制度と優しい先輩があなたの成長を支えます。
実務者研修を法人内で開催（受講無料）。国試対策セミナー実施。
働きながら資格取得ができるように法人が全面的に支援します。

〇主な職員データ

八木駅から車で５分(Ａ事業所まで）/馬堀駅から徒歩１５分（ＢＣⅮ事業所まで）

※他にも職種あり 詳細はＨＰでご確認いただけます。

勤務先 職種 モデル給与（初任給） モデル賞与 その他手当 夜勤 年間休日 資格要件

A
介護職員
（正職員）

高卒 207,100～
短大・専門卒 217,100～

大卒 231,600～
（いずれも夜勤手当8,000円×4回
処遇改善手当15,000～/月含む）

年2回、
平均3.0ヶ月分

通勤手当、年末年始手当、扶養手当
資格手当、管理職手当、時間外手当

保育手当

有 111日 不問

Ａ
介護職員
（非常勤）

時給950円 年2回 通勤手当、処遇改善加算、保育手当 要相談
契約
による

不問

Ａ
介護補助
（非常勤）

時給940円 年2回 通勤手当、処遇改善加算、保育手当 無
契約
による

不問

Ａ
入浴介助
（非常勤）

時給1,090円 年2回 通勤手当、処遇改善加算、保育手当 無
契約
による

不問

Ａ
看護師
（正職員）

263,100円～
(夜勤手当12,000円×4回含む)

年2回、
平均3.0ヶ月分

通勤手当、年末年始手当、扶養手当
資格手当、管理職手当、時間外手当

保育手当
有 111日 看護師

Ａ 看護師
（非常勤）

時給1,550円 年2回
通勤手当、年末年始手当、時間外手当

保育手当
要相談

契約
による

看護師

mailto:masami@shimizu-hospital.or.jp
https://www.shimizu-hospital.or.jp/
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17 高齢 株式会社TLP
正規職員
非正規職員

南丹市

事業所名
／所在地

■Ａ：特定施設入居者生活介護 Good Life栄広園/南丹市八木町南廣瀬八反田5-1
■Ｂ：ヘルパーステーション しおん/亀岡市西町23

データ

法人・団体

紹介

■職員数 ： 60名
■ ＴＥＬ ： 0771-42-5353
■担 当 ： 木村 美恵子
■Ｅ-ｍａｉｌ ： info@eikouen-kyoto.com
■ ＵＲＬ ： https://eikouen-kyoto.com/

株式会社TLPは、ご利用者お一人おひとりの歩んでこられた人生

や道のりを大切にしながら、日々を共に味わい、毎日に彩りを添
えられる、そんな存在であり続けたいと思いながら、日々誠実に、
素直に、そして丁寧に、一歩ずつ歩んでまいります。

〇主な職員データ

勤務先 職種 モデル給与（初任給） モデル賞与 その他手当 夜勤 年間休日 資格要件

A・B 介護職員
235,000～

資格手当、処遇改善手当
夜勤手当☓5回含む

年2回
通勤手当、扶養手当

時間外手当、年末年始手当
有 111日 介護福祉士

A・B 介護職員
215,000～

資格手当、処遇改善手当
夜勤手当☓5回含む

年2回
通勤手当、扶養手当、

時間外手当、年末年始手当
有 111日 初任者研修終了者

ＪＲ山陰本線「八木」駅から徒歩７分
（Good Life 栄広園）

南丹市
亀岡市

栄広園では様々な介護度の入居者様が
おられ、お一人お一人に個別の対応が必
要となるので難しい部分もありますが、介
護の技術や知識を活かしながら仕事がで
きる環境だと思います。

職員からのメッセージ

地域に根づく事業所を目指しています。

mailto:info@eikouen-kyoto.com
https://eikouen-kyoto.com/


始めませんか！資格を活かした余暇の有効活用！
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18
高齢
障害 NPO法人アシスト

正規職員
非正規職員

亀岡市
南丹市

事業所名
／所在地

■Ａ：ヘルパーステーションふれあいハート / 亀岡市篠町森山先５－８７

■Ｂ：第1放課後等デイサービスふれあいハート / 亀岡市篠町森山先５－１

■C：第２放課後等デイサービスふれあいハート / 亀岡市篠町野条イカノ辻７３－６
■D：就労継続支援Ｂ型・自立訓練（生活支援）ヒーローズＪＡＰＡＮ / 南丹市八木町玉ノ井北沢２３－４

■E：デイサービスふれあいハート / 南丹市園部町本町６２
他事業所４箇所

データ

法人・団体

紹介

作業療法士を目指し、知識と経験を積む

目標を持ち、放課後デイに勤めています。
人と関わることが好きなので、子供たちとは
明るく、積極的に関わることをモットーにして
頑張っています。

職員からのメッセージ

特定非営利活動法人アシストは、昨年設立15周年の節目を
迎えることができました。従業員一同は、事業の更なる発展と
地域に根ざした介護を提供し続けています。

〇主な職員データ

勤務先 職種 モデル給与（初任給） モデル賞与 その他手当 夜勤 年間休日 資格要件

A
サービス
提供責任者

25万円～35万円 2回 資格手当、管理者手当 無 １１０日
実務者研修終了
介護福祉士

B
児童

指導員
18万円～30万円 2回 資格手当、業務手当 無 １１０日

教員免許
福祉経験者（3年）

保育士

C 介護職員 18万円～30万円 2回 資格手当、業務手当 無 １１０日 初任者研修以上

D
生活指導員
・就労支援員

18万円～30万円 2回 資格手当、業務手当 無 １１０日
教員免許

福祉経験者（3年）
保育士

E 相談員 18万円～30万円 2回 資格手当、管理者手当 無 １１０日 相談支援専門員

馬堀駅から車で５分（A,B事業所まで）

■ 職員数 ： 100人
■ ＴＥＬ ： 0771-56-9161
■ 担当 ： 坂本 晴佳（さかもと はるか）
■Ｅ-ｍａｉｌ ： fureaidey@kind.ocn.ne.jp
■ ＵＲＬ ： http://www.fureai-heart.jp/

※他にも職種あり 詳細はＨＰでご確認いただけます。

http://www.fureai-heart.jp/


家族のように助け合って生きていこう
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19 障害 株式会社アットホーム
正規職員
非正規職員

南丹市

事業所名
／所在地

■Ａ：しぜん塾やぎ農園/京都府南丹市園部町小山東町西山１１－２
■Ｂ：アットホーム訪問看護ステーション/京都府南丹市園部町小山東町西山１１－２
■Ｃ：グループホームゆきちゃんの家/ 京都府南丹市園部町小山東町西山１１－２

■D：アットホーム相談支援センター/ 京都府南丹市園部町小山東町西山１１－２

データ

法人・団体

紹介

■職員数 ： ３７０名
■ ＴＥＬ ： ０７２－６６８－１１８０
■担 当 ： 浅井・坂本・久保
■Ｅ-ｍａｉｌ ： saiyo@athomeweb.net
■ ＵＲＬ ： https://www.athomeweb.net

アットホームは「どのような障がいがあっても、みんな家族のよう
に助け合って生きていこう」と看護師が設立した会社です。介護
を必要とされるすべての人へ安心してサービスを提供できるよう
に、グループホームや居宅介護、訪問介護、有料老人ホーム、

サービス付き高齢者向け住宅ケアプランなどの様々な介護支援
サービスをトータルで運営しております。

〇主な職員データ

勤務先 職種 モデル給与（初任給） モデル賞与 その他手当 夜勤 年間休日 資格要件

B 訪問看護師
正社員 232,900円

(経験者）
2回 2.0ヶ月

訪問手当、オンコール手当
土日祝手当

無 110日 正看護師

B 訪問看護師
パート 時給1,615円

(経験者）
無

訪問手当、オンコール手当
土日祝手当

無 労働条件による 正看護師

A･C 生活支援員/世話人
正社員 ２０２,900円

(経験者）
2回 2.0ヶ月 土日祝手当 無 110日

社会福祉士か
介護福祉士か
精神保健福祉士

A 生活支援員（農作業）
パート 時給１,０３５円

(経験者）
無 土日祝手当、資格手当 無 労働条件による 無

A 調理補助 パート 時給937円 無 無 無 労働条件による 無

園部駅から徒歩で３分

※他にも職種あり 詳細はＨＰでご確認いただけます。

南丹市

グループホームゆきちゃんの家は、現在は
南丹市内に４棟で計37室あり、障がい者の

方が協力しながら共同生活をおくっていま
す。しぜん塾やぎ農園は、就労継続支援B

型と生活介護の事業所です。農園で野菜や
小麦粉などを作り、収穫したものを使っての
パンやお菓子・お惣菜を作り、出荷・販売し
ています。

職員からのメッセージ

mailto:saiyo@athomeweb.net
https://www.athomeweb.net/


夢がえがける職場を目指して
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20 障害 一般社団法人あゆみ会
正規職員
非正規職員

南丹市

事業所名
／所在地

■Ａ：あゆみ工房/京都府南丹市美山町島往古瀬８
■B：グループホーム一歩/京都府南丹市美山町三埜後田４－１
■C：グループホーム二歩/京都府南丹市日吉町保野田垣の内5-13

■D：グループホーム三歩/京都府南丹市美山町三埜後田４－１（ｈ30/4開設予定）

データ

法人・団体

紹介

あゆみ会は小規模な法人なので、コミュニ
ケーションがとりやすく働きやすい職場だと
思います。研修や資格取得支援もあるので
安心です。ぜひ仲間になりませんか。

職員からのメッセージ

■職員数 ： ４９人
■ ＴＥＬ ： ０７７１－７５－９００８
■担 当 ： 竹内 晶
■Ｅ-ｍａｉｌ ： ayumikai@ayumikai-kyoto.com
■ ＵＲＬ ： http://ayumikai-kyoto.com/

あゆみ会は、障害を持った方の親や家族が、「親亡き後、安心して
暮らせる拠点を作ろう」と平成２３年に設立した法人です。

就労継続支援と生活介護の多機能施設やグループホームを運営しています。
「共に生き、共に育つ共生社会の実現」が法人理念です。

〇主な職員データ

勤務先 職種 モデル給与（初任給） モデル賞与 その他手当 夜勤 年間休日 資格要件

A
生活支援員
職業指導員
（正職）

１６～２１万円（経験や資格による） ２回／年 ４．２ヶ月
通勤手当、資格手当
処遇改善手当

無 122日 なし

BCD
生活支援員
（正職）

１６～２１万円（経験や資格による） ２回／年 ４．２ヶ月
通勤手当、資格手当、
処遇改善手当

無 122日 なし

ABCD 非常勤職員 時給１，１１８円程度（処遇改善手当を含む） 通勤手当 無 なし

JR日吉駅から車で３０分（A事業所）

http://ayumikai-kyoto.com/


残業ゼロ！！働きやすい職場です！
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21 児童 株式会社ARAKAWA
正規職員
非正規職員

南丹市

事業所名
／所在地

■Ａ：放課後等デイサービス わいわいプラス園部教室 /京都府南丹市園部町美園町６ー１０
■B：放課後等デイサービス わいわいプラス園部第二教室 /京都府南丹市園部町美園町６－１３

データ

法人・団体

紹介

笑いにあふれた雰囲気の良い職場です。

お子様の成長に関われるとてもやりがいの
あるお仕事！子どもが好き！人の役に立ち
たい！そんな方、お待ちしています！

職員からのメッセージ

■職員数 ： 7人
■ ＴＥＬ ： 0771-63-2550
■担 当 ： 荒川 星士
■Ｅ-ｍａｉｌ ： info21@waiwai-plus.com
■ ＵＲＬ ： https://ameblo.jp/waiwai-sonobe

〇主な職員データ

勤務先 職種 モデル給与（初任給） モデル賞与 その他手当 夜勤 年間休日 資格要件

A 児童指導員 180,000～ 年2回 処遇改善加算 無 115日 児童指導員任用資格

Ｂ 児童指導員 180,000～ 年2回 処遇改善加算 無 115日 児童指導員任用資格

園部駅から車で5分(Ａ・Ｂ事業所まで）

開所して3年の事業所ですが、ソーシャルスキルアップを
メインとした療育を提供しています。

https://www.instagram.com/waiwaiplus_sonobe/

mailto:info21@waiwai-plus.com
https://ameblo.jp/waiwai-sonobe
https://www.instagram.com/waiwaiplus_sonobe/


日本の「食」を守る一役を担う
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22 障害 株式会社 ZENSHO
正規職員
非正規職員

亀岡市
南丹市

事業所名
／所在地

■Ａ：暮らしランプHIYOSHI GARDEN/京都府亀岡市篠町野条イカノ辻南１０１

データ

法人・団体

紹介

スタッフも利用者さんも仲が良く、日本の
「食」を守るという目標に向かって、全員一
丸となって日々活動しています。様々な事に
チャレンジし、みんなで少しずつ成長できる
環境です。

職員からのメッセージ■職員数 ： ７人
■ ＴＥＬ ： ０７５-９６３-５２６７
■担 当 ： 法橋 延幸
■Ｅ-ｍａｉｌ ：zensho-kyoto@rose.plala.or.jp

私達は「食」に関して、生産・加工・販売まで携わり、産地と
共に歩んでおります。産地を守り、後継者の育成にも地域
の方々と一緒に取組んでいます。

〇主な職員データ

勤務先 職種 モデル給与（初任給） モデル賞与 その他手当 夜勤 年間休日 資格要件

A
生活支援員
就労支援員

18万～30万 ２回 通勤手当・処遇改善手当 無 約125日 無

JR馬堀駅から徒歩15分

mailto:zensho-kyoto@rose.plala.or.jp


[安心して働ける明るい職場です]
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23 障害 NPO法人船井ほのぼのかい
正規職員
非正規職員

南丹市

事業所名
／所在地

■Ａ：園部共同作業所 / 京都府南丹市園部町上木崎町入道３２
■B：グループホームつぼみ/京都府南丹市園部町河原町５号１－１

データ

法人・団体

紹介

小規模な法人なので職員同士が非常に仲
がよく、家族のような関係なので安心してな
んでも話し合える楽しい職場です！福祉未
経験の方でもゆっくりと親切丁寧に教えて
いきますので安心です。

職員からのメッセージ■職員数 ： １０人
■ ＴＥＬ ： ０７７１－６２－３２４９
■担 当 ： 杉山泰佑「すぎやま たいすけ」
■Ｅ-ｍａｉｌ ： rgmsd298@ybb.ne.jp
■ ＵＲＬ ： funai-honobonokai.org

園部共同作業所は昭和58年に創設され、地域に根差した障害
福祉を提供し続け、平成12年にはグループホームつぼみを開

設し、ご利用者の方の居場所や・生きがいになれるような事業
所を目指しています。主な対象者は精神障害者の方になります。

〇主な職員データ

勤務先 職種 モデル給与（初任給） モデル賞与 その他手当 夜勤 年間休日 資格要件

A
生活支援員
職業支援員

180,000円～ ３回、３ヶ月
役職手当、通勤手当、

資格手当、家族手当、時間外手当
無 100日 なし

B 世話人 940円～（時給） ３回
通勤手当、資格手当、時間外手当

年末年始手当
無

契約による
なし

A
事務

生活支援員
960円～（時給） 3回 通勤手当、資格手当、時間外手当 無 契約による 事務経験

園部駅から車で５分(Ａ事業所まで）

mailto:rgmsd298@ybb.ne.jp
funai-honobonokai.org


自然豊かな環境で、利用者や地域に愛される施設
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24 高齢 社会福祉法人アイリス福祉会
正規職員
非正規職員

南丹市

事業所名
／所在地

■Ａ：特別養護老人ホームヴィラ多国山 /南丹市八木町西田早田3番地

■Ｂ：ケアハウス白百合苑 / 同上

■Ｃ：グループホーム かたらいの家 / 同上

データ

法人・団体

紹介

始めは不安で戸惑う事もありましたが、周り
の先輩方に話しやすい環境があり、分から
ないことは丁寧に教えてもらいました。ご利
用者とコミュニケーションをとることで、笑顔
を引き出すことを実感しています。

職員からのメッセージ
■職員数 ： １１０名
■ ＴＥＬ ： ０７７１－４３－０２２８
■担 当 ： 谷口
■Ｅ-ｍａｉｌ ： spe85uw9@wit.ocn.ne.jp
■ ＵＲＬ ： https://www.shimizu-hospital.or.jp/kaigo/care/iris/

平成１５年４月に開設し、今年で１９年目を迎えた施設です。
周りはのどかな田園風景が広がり、明るく開放的で綺麗な
施設です。特養１２５床、短期入所１５床、ケアハウス５１床、
グループホーム９床の合計２００床を運営している高齢者
総合福祉施設です。

〇主な職員データ

勤務先 職種 モデル給与（初任給） モデル賞与 その他手当 夜勤 年間休日 資格要件

A 介護職員
（大学卒）２３２,０００円

（夜勤手当8,000円×４回、処遇改善手当20,000円
含む）

２回
（基本給3.10ヶ月分）

資格手当、通勤手当、特定処遇改善手当
超過勤務手当、年末・年始手当、役職手当

有 111日

介護福祉士
又は

実務者研修修
了

A
介護職員
（非常勤）

時間給 介護福祉士 1,040円～
資格なし 1,000円～

特別手当
（６月、１２月に支給）

通勤手当、処遇改善手当、特定処遇改善
手当、超過勤務手当、年末・年始手当

無 111日 なし

A 看護職員
正看護師250,000円～
准看護師209,200円～

２回
（基本給3.10ヶ月分）

通勤手当、特定処遇改善手当

超過勤務手当、年末・年始手当
役職手当

無 111日 要

B
ケアハウス
スタッフ
（非常勤）

時間給 970円
特別手当

（６月、１２月に支給）
通勤手当、超過勤務手当、年末・年始手当、

施設独自の処遇改善手当
無 111日 なし

八木駅から車で５分(事業所まで）

※他にも職種あり 詳細はＨＰでご確認いただけます。

mailto:spe85uw9@wit.ocn.ne.jp
https://www.shimizu-hospital.or.jp/kaigo/care/iris/


おひとりおひとりが望む暮らしの実現のために！！
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25
高齢
障害 社会福祉法人京丹波福祉会

正規職員
非正規職員

南丹市

事業所名
／所在地

■Ａ：あしたーる工房 /（京都府南丹市園部町横田7号7番地）
■Ｂ：あしたーる風和里 /（京都府南丹市日吉町上胡麻竹ヶ下11番地1）
■Ｃ：ヘルパーステーションあしたーる/（京都府南丹市園部町上木崎町寺ノ下27-8）

データ

法人・団体

紹介

入職後よりOJT研修や上司との面談もあり、

要望や相談、心配事などを含め個別に話が
しやすい職場です。どしどし新人ならではの
発言もでき、納得、安心して働けます！

職員からのメッセージ

■職員数 ： ４８人
■ ＴＥＬ ： ０７７１－６３－５０５３
■担 当 ： 杉森健人、垣村知哉
■Ｅ-ｍａｉｌ ： ashita-ru@cotton.ocn.ne.jp
■ ＵＲＬ ： http://www.ashita-ru.org/

当法人は平成16年に設立され、通所事業「あしたーる工房」から
スタート致しました。その後、ご利用者・ご家族からのニーズの高
まりとともに、グループホーム「あしたーる風和里」、ヘルパー事業
「ヘルパーステーションあしたーる」を立ち上げ、地域で安心して生
活できる事業を展開しています。

〇主な職員データ

勤務先 職種 モデル給与（初任給） モデル賞与 その他手当 夜勤 年間休日 資格要件

A 生活支援員（正職員） ¥171,900（大卒） 2回(4.0ヶ月)
役職、扶養、通勤、資格、宿直

特定処遇改善加算他
なし

103日
（R2年度実績）

なし

A 生活支援員（準職員） ¥160,500（学歴問わず） 2回（1.0ヶ月）
役職、扶養、通勤、資格、宿直
特定処遇改善加算他

なし
103日

（R2年度実績）
なし

B 生活支援員（正職員） ¥171,900（大卒） 2回(4.0ヶ月)
役職、扶養、通勤、資格、宿直

特定処遇改善加算他
なし

103日
（R2年度実績）

なし

C
ホームヘルパー
（正職員）

¥201,900（大卒） 2回（4.0ヶ月）
役職、扶養、通勤、資格、業務手当宿直

特定処遇改善加算他
なし

103日
（R2年度実績）

介護職員初任者
研修

（旧ヘルパー2級）
以上

C
ホーム
ヘルパー

¥1,200～（時給） なし
役職、通勤、資格、宿直
特定処遇改善加算他

なし －

介護職員初任者
研修

（旧ヘルパー2級）
以上

JR園部駅から車で９分(Ａ事業所まで）

http://www.ashita-ru.org/


地域と共にある障害者施設へ
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26 障害 社会福祉法人京都太陽の園
正規職員
非正規職員

南丹市

事業所名
／所在地

■Ａ：障害者支援施設こひつじの苑 / 京都府南丹市園部町横田前11番地

■B：障害者支援施設京都太陽の園 / 京都府南丹市園部町横田前32番地

■C：障害者支援施設京都太陽の園（分場） / 京都府南丹市園部町本町4番地

データ

法人・団体

紹介

障害者の生活や就労活動を支援します。
ご利用者様に寄り添い「普段の暮らしの幸
せ」の実現に取り組みます。また、経験に応
じた研修やスタッフ同士で教えあい、共に成
長できるやりがいのある職場です。

職員からのメッセージ
■職員数 ： ２５３人
■ ＴＥＬ ： ０７７１－６２－３３６４
■担 当 ： 法人事務局 岩内 守
■Ｅ-ｍａｉｌ ： honbu@kyoto-taiyo.or.jp
■ ＵＲＬ ： http://www.kyoto-taiyo.or.jp/

当法人は昭和54年に設立され、「最も援助を必要とする最後の
一人への尊重」を基本理念に、明るく楽しい生活の実現と、地域
福祉の拠点としての施設づくりを目指しています。働きやすい職
場環境作りと、職員の人材育成に力を入れています。

〇主な職員データ

勤務先 職種 モデル給与（初任給） モデル賞与 その他手当 夜勤 年間休日 資格要件

A・B
生活支援員
（介護職員）

233,500円〜（短大卒）
（夜勤手当4,500円×4回

処遇改善手当40,000円含む）
2回 3.6ヶ月/年

通勤手当・処遇改善手当・扶養手当
など

有 109日 なし

C
作業及び

生活支援員
205,500円〜（短大卒）

処遇改善手当30,000円含む
2回 3.6ヶ月/年

通勤手当・処遇改善手当・扶養手当
など

無 109日 なし

A・B
C

生活支援員
（介護職員）
作業及び
生活支援員

1,114円〜
処遇改善手当177円含む

2回 2.35ヶ月/年 通勤手当・処遇改善手当など
要
相談

契約に
よる

なし

B 看護師
212,900円〜（正看）

処遇改善手当30,000円含む
2回 3.6ヶ月/年

通勤手当・処遇改善手当・扶養手当
看護業務手当など

無 112日 正・准看護師

園部駅から車で10分(A・B事業所まで）

※モデル給与・賞与、年間休日などは、令和3年度実績

※他にも職種あり お気軽にお問い合わせください。

http://www.kyoto-taiyo.or.jp/


和顔愛語 ～和やかにやさしい笑顔と思いやり～
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27 高齢 社会福祉法人長生園
正規職員
非正規職員

南丹市

事業所名
／所在地

■Ａ：特別養護老人ホーム長生園／南丹市園部町上木崎町坪ノ内１９番地
■Ｂ：グループホーム幸せの里／同上
■Ｃ：デイサービスセンター長生園／同上
■D：ヘルパーステーション長生園／同上
■E：あんしんサポートハウス光華苑／南丹市園部町城南町上サメ川１２番地１

データ

法人・団体

紹介

未経験で介護の現場に飛び込み、色々な方
に支えていただきながら介護職員として働く
ことができています。誰にでも相談ができ、ど
んな時でも職員同士が助け合いながら笑顔
でいられる職場です。

職員からのメッセージ
■職員数 ： ２６０人
■ ＴＥＬ ： 0771-62-0223
■担 当 ： 山本 裕美子
■Ｅ-ｍａｉｌ ： ishikawa@choseien.com
■ ＵＲＬ ： https://www.choseien.com

ご利用者様の様々な要因を受け止め、ひとり一人の悩みや不安
の解消にあらゆる努力を惜しみなく取り組み、ご利用者様やご家
族様に心から安心を得ていただけるよう取り組んでいます。縁あ
るすべての人を幸せに導き、笑顔あふれる職場を目指します。

〇主な職員データ

勤務先 職種 モデル給与（初任給） モデル賞与 その他手当 夜勤
年間休
日

資格要件

ABC 介護職員
202,600円～233,000円

上記は資格手当、夜勤手当等を含む
パート：時給970円～

正規は3.5ヶ月
年3回

正規の場合、介護福祉士25,000円
初任者研修修了者15,000円、介護職員手当
12,000円、夜勤・早出・遅出手当有

要
相談

正規は
108日

特になし

AC 看護職員
正看：288,000円～、准看：255,000円～

（資格手当、夜勤手当等を含む）
パート：時給1,360円～

正規は3.5ヶ月、年3回
正規の場合、正看40,000円
准看30,000円、夜勤手当有

要
相談

正規は
108日

正・准看護師

D 介護職員 パート：時給970円～
3.5ヶ月✕常勤換算等

年3回
正規の場合、介護福祉士25,000円

初任者研修修了者15,000円
無 要相談 初任研修以上

E 援助職員 パート：時給970円～
3.5ヶ月✕常勤換算等

年3回
遅出手当あり 無 要相談 特になし

ＪＲ園部駅から車で５分

https://www.choseien.com/


地域住民の"ふ"だんの"く"らしを"し"あわせに

ＮＯ．

28
福祉
事業 社会福祉法人南丹市社会福祉協議会

正規職員
非正規職員

南丹市

事業所名
／所在地

■Ａ：本所 / 南丹市日吉町保野田垣ノ内11番地 南丹市日吉はーとぴあ内

■Ｂ：園部事務所 / 南丹市園部町上本町南2番地22 南丹市園部公民館内

■Ｃ：八木事務所 / 南丹市八木町西田山崎17番地 南丹市八木デイサービスセンター内

■Ｄ：日吉事務所 / 南丹市日吉町保野田垣ノ内6番地4

■Ｅ：美山事務所 / 南丹市美山町安掛下8番地 南丹市美山保健福祉センター内

他9箇所(20事業所)

データ

法人・団体

紹介

高齢・障がい・児童の各分野でも様々な
サービスを提供しており、プロフェッショナル
として専門職を極める職員もいれば、様々
な職種で幅広く経験を積み社会福祉のゼネ
ラリストとして活躍する職員もいます。育成・
研修制度も充実しており、未経験の方でも
大歓迎です。

"南丹市への地域愛あふれる方"お待ちし

ています。

職員からのメッセージ
■職員数 ： ３５０人
■ ＴＥＬ ： ０７７１－７２－３２２０
■担 当 ： 総務課：岩城（いわき）、小鴉（こがらす）
■Ｅ-ｍａｉｌ ： na_shakyo@cans.zaq.ne.jp
■ ＵＲＬ ： http://care-net.biz/26/nantanshakyo/

社会福祉協議会（社協）は「地域福祉の推進」を目的とする
団体です。平成18年1月、園部・八木・日吉・美山の４町社協
が合併して南丹市社協を設立しました。
旧町社協を含めると、60年以上の歴史があります。

〇主な職員データ

勤務先 職種 モデル給与（初任給） モデル賞与 その他手当 夜勤 年間休日 資格要件

A，B
C，D

E

事務職員、
地域福祉コーディネーター、
コミュニティーソーシャルワーカー

18.2万円以上（大卒）
（資格、経験による加算有）

年２回、４．４５ケ月
役職手当、資格手当、
扶養手当、住宅手当、

通勤手当

なし
123日

普通自動車
運転免許証

C，D
E，他

介護職員、
サービス提供責任者

介護職員18.2万円以上（大卒）
サービス提供責任者 18.4万円以上（大卒）

（資格、経験による加算有）

年２回、４．４５ケ月
+処遇改善一時金

役職手当、資格手当、
扶養手当、住宅手当、

通勤手当

なし
（小規模多機能ホーム「だ
んない」勤務者に限り有）

123日

普通自動車
運転免許証、

（サービス提供責任
者は介護福祉士）

B，C
D，E
他

ケアマネジャー
18.6万円以上（大卒）

（資格、経験による加算有）
年２回、４．４５ケ月

役職手当、資格手当、
扶養手当、住宅手当、

通勤手当

なし
（小規模多機能ホーム「だ
んない」勤務者に限り有）

123日
普通自動車
運転免許証、
介護支援専門員

A，B
C，D
E，他

保健師、看護師
20.9万円以上（大卒）

（資格手当20,000円を含む）
（資格、経験による加算有）

年２回、４．４５ケ月
役職手当、資格手当、
扶養手当、住宅手当、

通勤手当

なし
（小規模多機能ホーム「だ
んない」勤務者に限り有）

123日
普通自動車
運転免許証、

（保健師、看護師）

B，C
D，E
他

准看護師、理学療法士、
作業療法士、言語聴覚士

20.2万円以上（大卒）
（資格手当15,000円を含む）
（資格、経験による加算有）

年２回、４．４５ケ月
+処遇改善一時金
（准看護師を除く）

役職手当、資格手当、
扶養手当、住宅手当、

通勤手当

なし
（小規模多機能ホーム「だ
んない」勤務者に限り有）

123日

普通自動車
運転免許証、

（准看護師、理学療
法士、作業療法士、
言語聴覚士）

ＪＲ日吉駅から徒歩５分(Ａ事業所まで）

※他にも職種あり 詳細はＨＰでご確認いただけます。

※法人で一括採用します。勤務先や職種は採用面接等をふまえ法人において決定しますので、ご希望に沿えない場合があります。

http://care-net.biz/26/nantanshakyo/


基本理念：「利用者本位」「誠実」「貢献」
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29 高齢 社会福祉法人日吉たには会
正規職員
非正規職員

南丹市

事業所名
／所在地

■Ａ：特別養護老人ホームはぎの里 / 京都府南丹市日吉町胡麻萩原１５番地
■Ｂ：老人保健施設はぎの里 / 京都府南丹市日吉町保野田萩原１番地１
■Ｃ：はぎの里ふれあいホーム / 京都府南丹市日吉町田原殿垣内５４番地

■D：はぎの里オアシス / 京都府南丹市園部町横田二号１１１番地１

データ

法人・団体

紹介

認知症の人と関われることにやりがいを感
じていて生きていく上での勉強になっていま
す。これからもいろんな人と出会えることが
楽しみです。

職員からのメッセージ
■職員数 ： 約２００人
■ ＴＥＬ ： ０７７１－７２－１５１０
■担 当 ： 廣野・川勝
■Ｅ-ｍａｉｌ ： haginosato@cans.zaq.ne.jp
■ ＵＲＬ ： http://www.cans.zaq.ne.jp/haginosato/

「利用者本位」「誠実」「貢献」を法人理念に、「いつまでも住み慣
れた地域で暮らしたい」と願う地元の高齢者の安心ある暮らしを
サポートしています。実施サービスは、特養やデイサービス、老健、
通所リハビリ、ケアハウス、地域密着型事業など多岐にわたっています。

〇主な職員データ

勤務先 職種 モデル給与（初任給） モデル賞与 その他手当 夜勤
年間
休日

資格要件

ABCD
介護職員
（正職員）

短大卒・介護福祉士 210,000円以上
（職務手当10,000円、処遇改善手当5,600円

夜勤手当5,000円×5回含む）

3.6～3.8ヶ月
（前年度実績）

通勤手当、住宅手当、
扶養手当、年末年始手当、

早出手当等
有 122日

介護福祉士
（あれば望ましい）

ABCD
介護職員
（准職員）

高卒・介護福祉士・フルタイム200,000円以上
（職務手当60円×168ｈ、処遇改善手当35円×168ｈ

夜勤手当5,000円×5回含む）

0.8～2.8ヵ月
（前年度実績）

通勤手当、年末年始手
当、

早出手当等

要
相談

122日
介護福祉士

（あれば望ましい）

B 介護支援専門員
短大卒・介護支援専門員 180,000円以上

（職務手当60円×168ｈ、処遇改善手当35円×168ｈ）
0.8～2.8ヵ月
（前年度実績）

通勤手当、年末年始手
当等

無 122日 介護支援専門員

B
看護職員
（正職員）

看護師275,000円以上（職務手当15,000円、夜勤手当6,000
円×5回、処遇改善手当5,600円含む）

准看護師245,000円以上（職務手当10,000円、夜勤手当
6,000円×5回、処遇改善手当5,600円含む）

3.6～3.8ヶ月
（前年度実績）

通勤手当、住宅手当、
扶養手当、年末年始手当、

早出手当等
有 122日

看護師・
准看護師

AB
看護職員
（准職員）

看護師 時給1,625円（職務手当90円、処遇改善手当35円含む）

准看護師 時給1,395円（職務手当60円、処遇改善手当35円含む）

0.8～2.8ヵ月
（前年度実績）

通勤手当、年末年始手
当、

早出手当等

要
相談

122日
看護師・
准看護師

JR山陰線 鍼灸大学前駅より500m園部I.Cより車で10分(AB事業所）

※他にも職種あり 詳細はＨＰでご確認いただけます。

http://www.cans.zaq.ne.jp/haginosato/


「共に生きる」～利用者と共に‣地域と共に‣仲間と共に～

ＮＯ．

30 高齢 社会福祉法人北桑会
正規職員
非正規職員

南丹市

事業所名
／所在地

■Ａ：特別養護老人ホーム美山やすらぎホーム / 京都府南丹市美山町小栗栖山13-1

■Ｂ：居宅介護支援事業所美山やすらぎホーム / 京都府南丹市美山町小栗栖山13-1

■Ｃ：美山デイサービスセンター / 京都府南丹市美山町小栗栖山13-1

■Ｄ：ケアハウス美山 / 京都府南丹市美山町小栗栖山13

■Ｅ：知井デイサービスセンター / 京都府南丹市美山町中上前82-1

データ

法人・団体

紹介

法人の特色を生かしながら、社会福祉法人
グループであるリガ―レ暮らしの架け橋グ

ループにも参画し、より視野を広げて職員
採用活動や人材育成システムつくり、労働
環境の整備等を行い、働きやすく働きがい
のある職場となっています。
バースデイ休暇、介護休暇、職員寮、保育
室等あります。

職員からのメッセージ■職員数 ： ８９人（南丹市内）、２４５人（法人全体）
■ ＴＥＬ ： ０７７１－７５－０８４７
■担 当 ： 谷口公一
■Ｅ-ｍａｉｌ ： miyamay@hokusoukai.com
■ ＵＲＬ ： https://www.hokusoukai.com/

社会福祉法人北桑会は昭和５６年の創設以来、京都市右京
区京北と南丹市美山に３拠点を整備し、合計２１の高齢者福
祉事業を行っています。ご利用者の皆様がこの慣れ親しんだ
北桑の地で笑顔で暮らしていただけるよう、それぞれの個を
尊重したケアを心がけ、「共に生きる」の法人理念を実践して
います。

〇主な職員データ

勤務先 職種 モデル給与（初任給） モデル賞与 その他手当 夜勤 年間休日 資格要件

A 介護職員
高卒：175,600～

短大・専門卒：179,200～
大卒：183,000～

2回
3.0～4.0ヶ月

住宅手当、通勤手当、扶養手当、
年末年始手当、超過勤務手当、

資格手当、早出手当、
処遇改善加算一時金

有 110日
介護福祉士

（あれば望ましい）

AＣＤＥ 生活相談員 １９１，２００～
2回

3.0～4.0ヶ月

住宅手当、通勤手当、扶養手当、
年末年始手当、超過勤務手当、

資格手当、宿直手当
無 110日

社会福祉主事
相当

ＡＣＥ 看護職 １９１，２００～
2回

3.0～4.0ヶ月

住宅手当、通勤手当、扶養手当、
年末年始手当、超過勤務手当、
資格手当、オンコール手当

無
110日

准看護師

ＡＣＥ 看護職 １９１，０００～
2回

3.0～4.0ヶ月
住宅手当、通勤手当、扶養手当、
年末年始手当、超過勤務手当、
資格手当、オンコール手当

無 110日 正看護師

Ｂ
介護支援
専門員

１９１，２００～
2回

3.0～4.0ヶ月

住宅手当、通勤手当、扶養手当、
年末年始手当、超過勤務手当、

資格手当
無 110日 介護支援専門員

ＪＲ山陰線 園部駅から車で３５分(Ａ事業所まで）

※他にも職種あり 詳細はＨＰでご確認いただけます。

mailto:miyamay@hokusoukai.com
https://www.hokusoukai.com/
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31
高齢
障害 社会福祉法人未生会

正規職員
非正規職員

南丹市

事業所名
／所在地

■Ａ：ラポール八木/京都府南丹市八木町諸畑後町８番地
■Ｂ：ラポールもろはた/京都府南丹市八木町諸畑後町10-1

■Ｃ：グループホーム ちくりんえん/京都府南丹市八木町諸畑後町14
■Ｄ：ラポール介護ステーション/京都府南丹市八木町諸畑後町14

データ

法人・団体

紹介

利用者の方一人一人に寄り添った介護が
できる職場です。資格取得支援が充実して
います。介護未経験の方でも、比較的すぐ
に慣れていただけると思います。

職員からのメッセージ
■職員数 ： 正社員４６名/全体数９８名
■ ＴＥＬ ： 0771-42-4550
■担 当 ： 西原 京子
■Ｅ-ｍａｉｌ ： misyoukai4@misyoukai.jp
■ ＵＲＬ ： http://www.misyoukai.com

南丹市を中心に高齢者・障がい者福祉事業を３７年運営し

ています。「帰化穏坐（きかおんざ）」の理念でみなさんの帰
るべき場所となれるよう、利用者の方に寄り添った介護が
出来るよう日々頑張っています。

〇主な職員データ

勤務先 職種 モデル給与（初任給） モデル賞与 その他手当 夜勤 年間休日 資格要件

A 生活相談員 月給220,000円（諸手当込み） 2回 2.5か月分
役職手当・家族手当・交通費
宿直手当（3500円/1回）

無 107日
社会福祉主事又は介護
福祉士2年以上又は
介護支援専門員

B/C 介護職（大卒又は介護福祉士） 月給220,000円（諸手当込み・夜勤3回） 2回 2.5か月分
役職手当・家族手当・交通費

年末年始手当
有 107日 介護福祉士

B/C 介護職（無資格） 月給200,500円（諸手当込み・夜勤3回） 2回 2.5か月分
役職手当・家族手当・交通費

年末年始手当
要相談 107日

1年以内に既定の研修
を受ければ資格不問

B/C 介護職（パート） 時給970円～1060円（処遇改善手当等込） 無
夜勤手当1回5000円・資格手
当・年末年始手当・交通費

要相談
応相談

1年以内に既定の研修
を受ければ資格不問

D 登録ヘルパー 時給1375～1510円（諸手当込）
福祉・介護処遇改善
手当一時金有

交通費・年末年始手当 無 応相談

ヘルパー1～2級
介護職員初任者研修

実務者研修
介護福祉士

JR嵯峨野線八木駅から車で１０分(事業所まで）

ライフステージに合わせた働き方で自分らしく

※他にも職種あり 詳細はＨＰでご確認いただけます。

mailto:misyoukai4@misyoukai.jp
http://www.misyoukai.com/


美山の自然の中で生活を支援
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32 障害 社会福祉法人美山育成苑
正規職員
非正規職員

南丹市

事業所名
／所在地

■Ａ：障害者支援施設美山育成苑 / 京都府南丹市美山町小渕クボ50-1

データ

法人・団体

紹介

緑豊かな美山の自然に囲まれたアットホーム

な施設です。未経験の方でも資格取得や研修
制度があります。若い世代のスタッフも在籍し、
利用者との距離も近く活気あふれる職場です。

職員からのメッセージ

美山育成苑は、京都手をつなぐ育成会の方々が、親子の将来
の幸福を願い昭和５６年に設立された施設です。設立に当たり地
元の方々の暖かいご理解とご協力に感謝しています。美山育成
苑に来て良かった、生きていて良かったと感じられるサービスを
提供しています。

〇主な職員データ

勤務先 職種 モデル給与（初任給） モデル賞与 その他手当 夜勤 年間休日 資格要件

A
生活支援員
（正規職員）

208,100円～(大卒)
(宿直、夜勤手当5,000円×4回含む)

年2回（4.3ヶ月）
通勤、扶養、超過勤務、

年末年始、処遇改善一時金
（R1年度実績 月額約38,000円）

有 103日
普通自動車
運転免許
（ＡＴ限定可）

A
生活支援員
（正規職員）

189,900円～(短卒)
(宿直、夜勤手当5,000円×4回含む)

年2回（4.3ヶ月）
通勤、扶養、超過勤務、

年末年始、処遇改善一時金
（R1年度実績 月額約38,000円）

有 103日
普通自動車
運転免許
（ＡＴ限定可）

A
生活支援員
（正規職員）

1７７,８00円～(高卒)
(宿直、夜勤手当5,000円×4回含む)

年2回（4.3ヶ月）
通勤、扶養、超過勤務、

年末年始、処遇改善一時金
（R1年度実績 月額約38,000円）

有 103日
普通自動車
運転免許
（ＡＴ限定可）

A
生活支援員
（非正規）

時給９４０円～９９０円
(資格、職歴加算あり)

特別一時金として
年2回（１０万～）

通勤、扶養、超過勤務、
年末年始、処遇改善一時金

（R1年度実績 月額約38,000円）
有 103日

普通自動車
運転免許
（ＡＴ限定可）

JR和知駅から車で20分

■ 職員数 ： ４４人
■ ＴＥＬ ： ０７７１－７５－１５６１
■ 担当 ： 木戸芳典（きどよしのり）
■ Ｅ-ｍａｉｌ ： info@miyamaikuseien.or.jp
■ ＵＲＬ ： http://miyamaikuseien.or.jp/

http://miyamaikuseien.or.jp/
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33 高齢
社会福祉法人七野会

生活支援総合センター美山こぶしの里
正規職員 南丹市

事業所名
／所在地

■Ａ：グループホームみやま/ 京都府南丹市美山町高野素崎14-2
■Ｂ：美山こぶしの里デイサービスセンター /同上

データ

法人・団体

紹介

高齢福祉の仕事を通じて地域作りに力を
いれています。地元のお店や関係機関等
にご協力頂き、移動販売や移動図書など
盛りだくさん！「面白い」と感じる仕事がこ
こにはあります！

職員からのメッセージ
■職員数 ： 法人全体５９０人／美山こぶしの里２６人
■ ＴＥＬ ： ０７５－４６６－５０９５
■担 当 ： 中尾 朱里 （なかお しゅり）
■Ｅ-ｍａｉｌ ： nakao@nananokai.com
■ ＵＲＬ ： https://www.nananokai.com/miyama/index.html

高齢になっても「住み慣れた地域で暮らし続けたい」という
地域の人たちの願いとご支援を受けて1985年に『社会福祉
法人七野会』は誕生しました。2005年には南丹市の地で

「生活支援総合センター美山こぶしの里」として地域に根差
した暮らしを支援しています。

〇主な職員データ

勤務先 職種 モデル給与（初任給） モデル賞与 その他手当 夜勤 年間休日 資格要件

A
グループホーム介護職

(高卒)
200,872円

（夜勤手当6000円×5回を含む）
3回 3ヶ月

（実績により変動あり）
通勤手当・住宅手当・扶養手当
年末年始手当・経験加算など

有 107日 なし

B
デイサービス介護職

(高卒)
170,872円

3回 3ヶ月
（実績により変動あり）

通勤手当・住宅手当・扶養手当
年末年始手当・経験加算など

無 107日
要自動車運転免許

京丹波・園部から車で４０分
マイカー通勤ＯＫ

七野会介護福祉士実務者研修を無料で受講できます！

mailto:nakao@nananokai.com
https://www.nananokai.com/miyama/index.html


日本一の働きやすさを目指す訪問介護事業所です！
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34
高齢
障害 株式会社南丹介護事業所 なんたん介護

正規職員
非正規職員

南丹市

事業所名
／所在地

株式会社南丹介護事業所 事業所名称：なんたん介護

データ

法人・団体

紹介

希望に沿った働き方が選べる(*'ω'*)！

私以外にも、夕飯後お小遣い稼ぎもかねて
数時間だけお仕事に出られる方や、朝や夕
方のみお仕事をされる方、土日のみ出勤さ
れる方等、細かな希望に沿った働き方がで
きるので無理なく楽しく働けています(^^)

職員からのメッセージ■職員数 ： ３３名
■ ＴＥＬ ： 070-1738-0551
■担 当 ： 山本 春樹（ヤマモト ハルキ）
■Ｅ-ｍａｉｌ ： H_yamamoto1986@outlook.jp

当社の強みとしては常時10名以上（30歳代）の男性スタッ

フが在籍をしている為、男性限定の入浴介助や重負荷の
方への介助が可能です。もちろん女性スタッフ（20代～60
代）も15名以上在籍している為、全ての利用者様に対して
希望のサービスの提供が可能です。

〇主な職員データ

日吉駅から車で20分（事業所まで）

職種 モデル給与（初任給） モデル賞与 その他手当 夜勤 年間休日 資格要件

常勤
180,000～300,000

（通勤・移動手当含む）
業績により支給 介護職手当 昇給制度 有給休暇 無

要相談
週休2日以上
も可！

ヘルパー2級
初任者研修

普通自動車免許

非常勤
時給2,000

（通勤・移動手当含む）
業績により支給 介護職手当 昇給制度 有給休暇 無

ご希望に
添います！

ヘルパー2級
初任者研修

普通自動車免許

〒629-0323 南丹市日吉町田原殿垣内７３番地１



地域に根ざした障害者支援
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35 障害
社会福祉法人 桜梅会

障害者支援施設 丹波桜梅園
正規職員
非正規職員

京丹波町

事業所名
／所在地

■Ａ：丹波桜梅園 / 京都府船井郡京丹波町中台桜梅37番地

データ

法人・団体

紹介

未経験の方でも働くことができ、遣り甲斐
がある仕事です。思いやりがあり健康な
方、ぜひ、一緒に働きましょう。

職員からのメッセージ

■職員数 ： ３３人
■ ＴＥＬ ： ０７７１－８６－００８５
■担 当 ： 由里正樹・梅原洋子
■Ｅ-ｍａｉｌ ： oubai000@deluxe.ocn.ne.jp
■ ＵＲＬ ： http://www.ktb2.zaq.ne.jp/gfajp600/

平成3年に設立され、31周年を迎えました。

主に知的障害者の方の日常生活のサポートを行い利用者の方
が安心・安全・快適に楽しく過して頂き満足を実感して頂ける
サービスを提供しています。

〇主な職員データ

勤務先 職種 モデル給与（初任給） モデル賞与 その他手当 夜勤 年間休日 資格要件

A 生活支援員

191,500円～
（夜勤手当6,000円×3回

エッセンシャルワーカー手当
9,000円含む）

賞与・・・2回、4.2ヶ月
賞与と別に処遇改善一時金
あり
採用日により異なる

住宅手当、通勤手当、扶養手当 有 110日

高校卒
普通自動車運転

免許
（AT限定〇）

A 生活支援員

198,500円～
（夜勤手当6,000円×3回

エッセンシャルワーカー手当
9,000円含む）

賞与・・・2回、4.2ヶ月
賞与と別に処遇改善一時金
あり
採用日により異なる

住宅手当、通勤手当、扶養手当 有 110日

短大卒
普通自動車運転

免許
（AT限定〇）

A 生活支援員

217,400円～
（夜勤手当6,000円×3回

エッセンシャルワーカー手当
9,000円含む）

賞与・・・2回、4.2ヶ月
賞与と別に処遇改善一時金
あり
採用日により異なる

住宅手当、通勤手当、扶養手当 有 110日

大学卒
普通自動車運転

免許
（AT限定〇）

桧山駅から車で１０分(Ａ事業所まで）

mailto:oubai000@deluxe.ocn.ne.jp
http://www.ktb2.zaq.ne.jp/gfajp600/


人間らしく豊かな老後を
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36 高齢 社会福祉法人丹和会
正規職員
非正規職員

事業所名
／所在地

■Ａ：特別養護老人ホーム 丹波高原荘/622-0214京都府船井郡京丹波町蒲生蒲生野173番地
■Ｂ：軽費老人ホーム 丹波高原荘 / 622-0214京都府船井郡京丹波町蒲生蒲生野173番地
■C：丹波高原荘デイセンター「1号館」「きらく」/622-0202京都府船井郡京丹波町実勢大平37-1
■D：福祉サービスセンター / 622-0202京都府船井郡京丹波町実勢大平37-1

データ

法人・団体

紹介

毎日の生活の中や、ユニット内で行う活動

や行事を通してお年寄りと一緒に楽しみを
感じる事が出来る職場です。

職員からのメッセージ
■職員数 ： ７９人
■ ＴＥＬ ： ０７７１－８２－２０００
■担 当 ： 谷口 公一
■Ｅ-ｍａｉｌ ： info@kougensou.net
■ ＵＲＬ ： http://kougensou.net/index.html

社会福祉法人丹和会は、「人間らしく豊かな老後を」を理念に、
1978年(昭和53年)に設立されました。

特別養護老人ホームの運営方針
利用者の自主性を尊重し、より人間らしい豊かな老後を保障する。

〇主な職員データ

勤務先 職種 モデル給与（初任給） モデル賞与 その他手当 夜勤 年間休日 資格要件

A
介護職員
（正職員）

180,620円以上
(夜勤手当5000円×4回、早出手当700円×5回、

特殊業務手当11,500円を含む）
2回、4ヶ月

住宅手当、通勤手当、扶養手当、
夜勤手当、早出手当、年末年始手当、
介護職員処遇改善手当、資格手当

有 108日 なし

B
介護職員
（準職員）

161,040円以上
（高卒、フルタイム勤務の場合）

2回、2ヶ月
住宅手当、通勤手当、扶養手当、

夜勤手当、早出手当、年末年始手当、
介護職員処遇改善手当、資格手当

有 108日 なし

C
看護職員
（正職員）

178,000円以上
（短大、専門学校卒、特殊業務手当13,200を含む）

2回、4ヶ月
住宅手当、通勤手当、扶養手当、

年末年始手当、資格手当
無 108日

看護師
准看護師

お電話でもお気軽にお問い合わせください

・国道27号線三日市交差点より綾部方面へ100メートル
・JR胡麻駅から車で15分(Ａ事業所まで）

京丹波町

http://kougensou.net/index.html


豊かな自然の中で、温かな人の心の通い合う施設です
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37 高齢 社会福祉法人わち福祉会
正規職員
非正規職員

事業所名
／所在地

■Ａ：特別養護老人ホーム長老苑／京都府船井郡京丹波町市場丸ヶ野8番地2

■Ｂ：長老苑デイサービスセンター／京都府船井郡京丹波町市場丸ヶ野8番地2

■Ｃ：指定訪問介護事業所／京都府船井郡京丹波町市場丸ヶ野8番地2

■Ｄ：短期入所生活介護/京都府船井郡京丹波町市場丸ヶ野8番地2

■Ｅ：長老苑在宅介護支援センター/京都府船井郡京丹波町市場丸ヶ野8番地2
他事業所1箇所

データ

法人・団体

紹介

以前は飲食業に従事していましたが、新型コ
ロナの影響により転職しました。

初めての職種でしたが、先輩の皆さんから暖
かく指導して頂き、充実した毎日を送っていま
す。

職員からのメッセージ
■職員数 ： ６５人
■ ＴＥＬ ： ０７７１－８４－１７４８
■担 当 ： 総務部 榎川
■Ｅ-ｍａｉｌ ： tyorouen@juno.ocn.ne.jp
■ ＵＲＬ ： http://www.tyorouen.com/

長老苑は、特養、短期、デイ、ヘルパー、居宅の各事業を展開し、
それぞれの事業が役割と連携を図り、地域に密着した事業を展開
しております。

当法人の理念に基づき、個人の意向と尊厳を尊重し、多様な福祉
サービスを総合的に提供しています。

〇主な職員データ

JR和知駅から車で5分/徒歩15分

第三者

評価

京丹波町

勤務先 職種 モデル給与（初任給） モデル賞与 その他手当 夜勤 年間休日 資格要件

A 介護士

201,000円～227,100円
（一律職務手当22,000円、
処遇改善支援手当6,000円、
夜勤手当20,000/4,000円

×5回含む）

2021年度 6月、12月、
3月 計3回

合計3～4か月分支給
（業績により変動有）

資格手当
（社会福祉士12,000円/月）
（介護福祉士7,000円/月）
（その他各種資格に対して

手当支給）

有 104日 無

A･B 看護師

203,900円～225,100円
（一律職務手当22,000円、
処遇改善支援手当6,000円、

資格手当含む）

2021年度 6月、12月、
3月 計3回

合計3～4か月分支給
（業績により変動有）

資格手当
（看護師15,000円/月）
（准看護師8,000円/月）
待機手当 1,000円/回

無 104日 有

B 介護士

181,000円～207,100
（一律職務手当22,000円、
処遇改善支援手当6,000円

含む）

2021年度 6月、12月、
3月 計3回

合計3～4か月分支給
（業績により変動有）

資格手当
（社会福祉士12,000円/月）
（介護福祉士7,000円/月）
（その他各種資格に対して

手当支給）

無 104日 無


