
特定非営利活動法人だんでらいおん 令和５年度 職員募集要項 

【新卒者 第一次募集】採用試験日：令和４年６月１８日（土）９：３０～ 【採用人数】５名 

新 卒 者    正 規 職 員 

採
用
職
種 

生活支援員 

・障がい者福祉サービス事業所での勤務となります。 

・主に重度の知的障がい者の身辺介助等の生活支援業務及び相談援助業務です。 

受
験
資
格 

令和５年３月 大学、短期大学、各種専門学校（職業訓練校含む）、大学院を卒業 

または修了見込みの者 

試
験
内
容 

①適性試験（ 作文 ） 

②実技試験（ 実習等により免除の場合有 ） 

③法人面接（ １５分程度 ） 

就
業 

「特定非営利活動法人だんでらいおん職員就業規則」によります。 

 

①勤務時間 

１カ月単位の変形労働時間制・交代制として、次の勤務時間の組み合わせ 

 

早 勤  始業（ ７時３０分）  終業（ １６時１５分） 

日勤Ａ  始業（ ８時３０分）  終業（ １７時１５分） 

日勤Ｂ  始業（ ９時３０分）  終業（ １８時１５分） 

遅出Ａ  始業（１０時４５分）  終業（ １９時３０分） 

遅出Ｂ  始業（１２時１５分）  終業（ ２１時００分） 

夜勤Ａ  始業（１５時３０分）  終業（翌 ９時３０分） 

夜勤Ｂ  始業（１４時００分）  終業（翌 ８時００分） 

夜勤Ｃ  始業（１９時００分）  終業（翌１３時００分） 

 

②休憩時間 早勤・日勤・遅出（適宜４５分）、夜勤（適宜２時間） 

 

③休日日数 年間休日 １０５日≪２０２１年度実績≫ 

 

④年次有給休暇 ６ヶ月継続勤務した場合→１０日  

勤務継続６ヶ月以内の年次有給休暇（ 無 ） 

 

⑤その他休暇 有給（ 特別休暇  ※ただし、一部無給有 ） 

       無給（ 産前産後休業・育児休業・介護休業 ） 

 

⑥定年年齢  ６０歳 ※再雇用制度あり（６５歳まで） 

 



 

勤
務
場
所 

入職後、２年間は生活介護事業所での配属となります。２年目以降キャリアパス要件に

応じて、短期入所事業や行動援護事業での経験機会を設ける場合があります。夜勤勤務

は３年目以降から開始します。 

施設名 事業形態 所在地 最寄駅 

こんふぉーと   【本館】 

令和４年４月時点の職員数 １８名 

生活介護事業所 

（主）定員２０名 

東住吉区住道矢田

６－５－２７ 

【本館・リバティ】 

（電車） 

近鉄南大阪線「矢田駅」

から徒歩約 10 分 

地下鉄谷町線「喜連瓜

破駅」から徒歩約 20 分 

（バス） 

地下鉄長居駅「湯里 6

丁目」下車 徒歩 5分 

他 

【新館】 

（電車） 

近鉄南大阪線「矢田駅」

から徒歩約１０分 

（バス） 

地下鉄長居駅「矢田行

基大橋」下車 徒歩 3 分 

リアン      【新館】 

令和４年４月時点の職員数  ９名 

生活介護事業所 

（主）定員１０名 

東住吉区矢田  

５－９－８ 

リバティ       【リバティ】 

令和４年４月時点の職員数  ５名 

生活介護事業所 

（従）定員１０名 

東住吉区住道矢田

６－１－１ 

ルポゼ         【新館】 

令和４年４月時点の職員数  ８名 

短期入所事業所 

（単独）定員１０名 

東住吉区矢田  

５－９－８ 

みんなの家フェロー【本館】 

令和４年４月時点の職員数 ３０名 

共同生活援助事業所 

定員１５名 

東住吉区住道矢田

６－５－２７ 

居宅介護事業所 【本館】 
令和４年４月時点の行動援護職員数２８名 

令和４年４月時点の移動支援職員数２８名 

行動援護・移動支援 

東住吉区住道矢田

６－５－２７ 

相談支援事業所 【新館】 

令和４年４月時点の職員数  ２名 
計画相談支援 

東住吉区矢田  

５－９－８ 

 

給
与 

「特定非営利活動法人だんでらいおん職員の給与に関する規定」によります。 

 

【入職時基本給】 ２１０，５００円（大卒）、２００，９５０円（短大・専門卒） 

 

【諸手当】 

項目 生活支援員 備考 

資格手当 

社会福祉士／７，０００円 

介護福祉士／５，５００円 

保 育 士／４，５００円 

１，複数資格保有の場合は、各々に 

対して支給する 

２，継続年数に応じて増額あり 

夜勤手当 ５，０００円／１回 役職に応じて増額あり 

通勤手当 上限３０，０００円／月額 
原則、６カ月通勤定期券の金額 

自転車・バイク通勤も可 

住宅手当 上限１８，０００円／月額 持ち家２，５００円／月額 

扶養手当 配偶者１５，０００円／月額 子（１人につき）５，０００円 他 
 



 

 
このほか、時間外勤務手当等が条件に応じて支給されます。 

 

【賞与】年３回（７月・１２月・年度末）※処遇改善等一時金含む 

2021年度実績：夏季平均 509,756円・冬季平均 620,270円・年度末平均 115,096円 

 

（令和５年度新卒採用者 支給予定） 

・夏季 基本給の 0.9ヶ月（処遇改善等一時金含む） 

・冬季 基本給の 2.2ヶ月（処遇改善等一時金除く） 

・年度末（処遇改善等一時金） 

福
利
厚
生 

社会保険 有 （雇用保険、労働災害保険、健康保険、厚生年金） 

退職金制度 有 （中小企業退職金共済） 

キャリアアップ（資格取得）支援制度 有 

人間ドック（４０歳以上の正規職員及び管理職） 

法人内副業制度 有 

給
与
例 

（1）入職１年目：短大又は専門学校（２年生）卒業、介護福祉士あり 

項目 月額 備考 

基本給 ２００，９５０円  

資格手当 ５，５００円  

夜勤手当 ０円  

合  計 ２０６，４５０円 別途、交通費支給 

 

項目 年間総額 備考 

賞与（夏季） １８７，５５２円 基本給 0.85＋処遇改善等一時金含む（2021 年度実績） 

賞与（冬季） ５２５，８１０円 基本給 2.2＋処遇改善等一時金含む （2021年度実績） 

賞与（年度末） １００，４６４円 処遇改善等一時金                （2021 年度実績） 

合  計 ８０７，１５１円  

年収 約 329万円 206,450円（給与月額）×12ヵ月分＋813,826円（年間賞与） 

 

 

 

（注）当法人は処遇改善加算は令和６年度より一時金を廃止（定昇・法定福利費や賞与 

引当金に充当分を拡大）、特定処遇改善加算は令和８年度より当法人規定の国家 

資格保持者のみに一時金を支給する計画となっています。 

 



 

給
与
例 

入職５年目で満額評価／リーダーに昇格／社会福祉士・介護福祉士保持／賃貸の場合 

項目 月額 備考 

基本給 ２３４，８５０円 ３年目で７等級へ 

役職手当 ３，５００円  

資格手当 １９，０００円 社福１０，０００円・介福９，０００円 

夜勤手当 １５，０００円 月３回 

住宅手当 １８，０００円  

合  計 ２９０，３５０円 別途、交通費支給 

 

項目 年間総額 備考 

賞与（夏季） ４７９，４８５円 基本給 2.0＋特定処遇改善一時金含む（2021 年度実績） 

賞与（冬季） ５６５，５９５円 基本給 2.2＋特定処遇改善一時金含む（2021 年度実績） 

賞与（年度末） ５８，７１０円 特定処遇改善等一時金            （2021年度実績） 

合  計 １，１０３，７９０円  

年収 約 458万円 290,350円（給与月額）×12ヵ月分＋1,103,790円（年間賞与） 

 

入職１０年目で主担（管理者）に昇格／既婚、子ども２人／持ち家の場合 

項目 月額 備考 

基本給 ２７８，２００円 １０年目で６等級へ 

役職手当 １０，０００円  

資格手当 ２９，０００円 社福１６，０００円・介福１３，０００円 

住宅手当 ２，５００円  

扶養手当 ２５，０００円 配偶者１５，０００円 子ども一人につき５０００円 

合  計 ３４４，７００円 別途、交通費支給 

 

項目 年間総額 備考 

賞与（夏季） ５８４，２２０円 基本給 2.0＋特定処遇改善一時金含む（2021 年度実績） 

賞与（冬季） ７５１，１４０円 基本給 2.2＋特定処遇改善一時金含む（2021 年度実績） 

賞与（年度末） １６６，９２０円 特定処遇改善等一時金            （2021年度実績） 

合  計 １，５０２，２８０円  

年収 約 563万円 344,700円（給与月額）×12ヵ月分＋1,502,280円（年間賞与） 

お申込み先 及び お問い合わせ先 

お申込みを希望される方は、下記宛に、お電話の上、履歴書をご送付ください。 

 

送付先：特定非営利活動法人だんでらいおん     ＴＥＬ：０６－７６６８－１１０１ 

      〒５４６－００２３            ＦＡＸ：０６－７６６８－８１１２ 

    大阪府大阪市東住吉区矢田５丁目９番８号  ｅ－mail：dandelion@w2.dion.ne.jp 

総務部 採用担当 辻 宛         ホームページ：http://www.dandelions.jp/ 

 

※採用試験申込にあたり提出していただく個人情報については、採用試験以外の目的で利用されることはありません。 
 


