グループホーム支援員（日々雇用臨時職員）の募集

１．身

分

社会福祉法人北九州市福祉事業団の日々雇用臨時職員

２．勤務場所

わかくさホーム（八幡西区光貞台）

３．業務内容

知的な障害をお持ちの方が生活するグループホームにおける掃除・洗濯・
食事介助等の業務

４．勤務時間等
(1) 勤務時間
(2) 勤務日数
(3) 時間外勤務
５．賃 金
(1) 時間給

①14:00～19:00
② 9:30～15:30（土日祝）
１月につき 14 日以内の雇用
有

看護師・准看護師資格有
看護師・准看護師資格無

①1,037 円（5,185 円／日）
② 992 円（4,960 円／日）
① 944 円（4,720 円／日）
② 903 円（5,418 円／日）

(2) 交通費補助
① 交通機関利用の場合

･･･ １日
※
② 自家用車等利用の場合 ･･･ １日
※

(3) 時間外勤務手当
(4) 見舞金等
(5) 支払日等
(6) その他

900 円
実費が日額 900 円未満の場合は実費
450 円
通勤距離 5 ㎞未満 月額 2,500 円限度
通勤距離 5 ㎞以上 月額 5,000 円限度
労働基準法による割増による支給有り
年 2 回（6 月、12 月）
※ 但し、別途支給要件有り
①賃 金 ･･･ 月末締め、翌月 20 日指定口座へ振込
②見舞金 ･･･ 6 月 30 日、12 月 10 日指定口座へ振込
退職金・昇給は無

６．福利厚生
(1) 社会保険、雇用保険の適用は無
(2) 勤務時間中の事故等に関する「労災保険」の適用は有り
７．応募方法
まずは、下記まで、ご連絡ください。（平日：8:30～16:30）
〒807-1121
北九州市八幡西区石坂二丁目5番21号
障害者支援施設 ひよりの丘（担当：中村）
☎ 093-619-0010

グループホーム支援員（日々雇用臨時職員）の募集

１．身

分

社会福祉法人北九州市福祉事業団の日々雇用臨時職員

２．勤務場所

けやきホーム（八幡西区石坂）

３．業務内容

知的な障害をお持ちの方が生活するグループホームにおける掃除・洗濯・
食事介助等の業務

４．勤務時間
(1) 勤務時間
(2) 勤務日数
(3) 時間外勤務

土日祝 7:00～12:00
１月につき 14 日以内の雇用
有

５．賃 金
(1) 時間給

看護師・准看護師資格有
看護師・准看護師資格無

1,037 円（5,185 円／日）
944 円（4,720 円／日）

(2) 交通費補助
① 交通機関利用の場合

･･･ １日
※
② 自家用車等利用の場合 ･･･ １日
※

(3) 時間外勤務手当
(4) 見舞金等
(5) 支払日等
(6) その他

900 円
実費が日額 900 円未満の場合は実費
450 円
通勤距離 5 ㎞未満 月額 2,500 円限度
通勤距離 5 ㎞以上 月額 5,000 円限度
労働基準法による割増による支給有り
年 2 回（6 月、12 月）
※ 但し、別途支給要件有り
①賃 金 ･･･ 月末締め、翌月 20 日指定口座へ振込
②見舞金 ･･･ 6 月 30 日、12 月 10 日指定口座へ振込
退職金・昇給は無

６．福利厚生
(1) 社会保険、雇用保険の適用は無
(2) 勤務時間中の事故等に関する「労災保険」の適用は有り
７．応募方法
まずは、下記まで、ご連絡ください。（平日：8:30～16:30）
〒807-1121
北九州市八幡西区石坂二丁目5番21号
障害者支援施設 ひよりの丘（担当：中村）
☎ 093-619-0010

グループホーム支援員（日々雇用臨時職員）勤務条件表

１．身

分

社会福祉法人北九州市福祉事業団の日々雇用臨時職員

２．勤務場所

くれはホーム（八幡西区石坂）

３．業務内容

知的な障害をお持ちの方が生活するグループホームにおける掃除・洗濯・
食事介助等の業務

４．勤務時間
(1) 勤務時間
(2) 勤務日数
(3) 時間外勤務

土日祝 15:00～20:00
１月につき 14 日以内の雇用
有

５．賃 金
(1) 時間給

看護師・准看護師資格有
看護師・准看護師資格無

1,037 円（5,185 円／日）
944 円（4,720 円／日）

(2) 交通費補助
① 交通機関利用の場合

･･･ １日
※
② 自家用車等利用の場合 ･･･ １日
※

(3) 時間外勤務手当
(4) 見舞金等
(5) 支払日等
(6) その他

900 円
実費が日額 900 円未満の場合は実費
450 円
通勤距離 5 ㎞未満 月額 2,500 円限度
通勤距離 5 ㎞以上 月額 5,000 円限度
労働基準法による割増による支給有り
年 2 回（6 月、12 月）
※ 但し、別途支給要件有り
①賃 金 ･･･ 月末締め、翌月 20 日指定口座へ振込
②見舞金 ･･･ 6 月 30 日、12 月 10 日指定口座へ振込
退職金・昇給は無

６．福利厚生
(1) 社会保険、雇用保険の適用は無
(2) 勤務時間中の事故等に関する「労災保険」の適用は有り
７．応募方法
まずは、下記まで、ご連絡ください。（平日：8:30～16:30）
〒807-1121
北九州市八幡西区石坂二丁目5番21号
障害者支援施設 ひよりの丘（担当：中村）
☎ 093-619-0010

