
勤務地 大阪府吹田市千里山竹園一丁目29番1号

勤務時間 8 : 30 ～ 17 : 30

（ケアハウスは早出、遅出あり、夜勤はなし）

給 与 法人給与規程による

(交通費2万円まで、賞与年2回、昇給年1回)

待 遇 社会保険完備、制服貸与、昼食代一部補助

退職金あり、年間休日120日（2023年度)

インフルエンザワクチン接種費用助成、映画券割引

プロ野球（甲子園）・ガンバ大阪観戦チケットなど福利厚生が多数

経験、年齢などに関係なく、ホームページを見て正規職員に応募し採用した場合

10万円を支給いたします。（一定期間、勤務した場合に支給。）

応募の際にホームページからの応募である旨をお知らせください。

ご応募の際は下記までご連絡ください

TEL ： 06-4861-3130

担当 ： 大谷（オオタニ）

初任者・実

務者研修費

用を法人が

全額負担！



（１）法人概要

【設　立】 平成12年（2000年）2月24日

【理事長】 大塚　亮一

【統括施設長】 大谷　潤

【管理者】 ケアハウス 大谷　潤

デイサービスセンター 矢野　賢太郎

ヘルパーステーション 金谷　俊彦

ケアプランセンター 大谷　潤

【所在地】 〒565-0852

大阪府吹田市千里山竹園一丁目29番1号 

【電　話】 06-4861-3130

【ﾌｧｯｸｽ】 06-4861-3135

【最寄り駅】 阪急千里線　　千里山駅　　徒歩13分 

北大阪急行線　緑地公園駅　徒歩15分

【ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ】 http://www.prego-rk.jp

【ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ】 info@prego-rk.jp

（２）待遇・福利厚生（下記条件にあてはまる者が対象） 

健康保険 週30時間以上の労働契約

雇用保険 週20時間以上の労働契約

厚生年金
労働時間⇒週30時間以上

労働日数⇒週4日以上

労災保険 全職員

年間休日  120日(2023年度)

交通費

(規程による)

【正　規】月2万円まで

【非常勤】月1万5千円まで
資格取得支援

　　※正規職員は、健康保険、雇用保険、労災保険、厚生年金、共済会に加入します。非常勤は、契約日数・時間により各社会保険に加入できます。  　　

　　※バイク(大型も可)・自転車通勤OK(車通勤は不可)

（３）給与計算期間及び支払日 　給与計算期間は、前月11日から当月10日までとし、支払日は27日です。

 　　　（ただし、支払日が土日祝日の場合、その前の金融機関営業日となります。）

インフルエンザワクチン費用助

成、研修費規程支給、ケアハウ

ス・デイは制服貸与、昼食代一

部補助、お花見や忘年会などレ

クリエーションあり

　ケアハウス プレーゴ緑地公園（軽費老人ホーム）

就職支援手当

経験、年齢に関係なく、

ホームページを見て正規職員に

応募し採用した職員に対して、

10万円を支給

(応募の際にホームページからの応

募である旨をお知らせください)

☆平成13年（2001年）4月1日事業開始 

　プレーゴ緑地公園デイサービスセンター

　プレーゴ緑地公園ヘルパーステーション

　プレーゴ緑地公園ケアプランセンター

大阪民間社会

福祉事業従事者

共済会

（別ページ参照）

加入には週40時間の

契約が必要

退職金、入学祝金（子が小・

中・高に入学）、傷病見舞金、

災害見舞金、死亡弔慰金あり

（共済会の規程による）

その他福利厚生

職員紹介制度

職員が当法人へ就職希望者を紹介し、そ

の者が一定期間勤務した場合、職種・

勤務形態により3万円～10万円を支給

初任者・実務者研修の受講費用を全額法

人が負担(交通費は実費、週3日以上勤務)

社会福祉法人緑地福祉会　職員募集要項

【法人の特色】

“プレーゴ”とはイタリア語で「どうぞ」という意味を持っています。当法人では、常

にご利用者様が気持ちよく生活していただけるようおもてなしと敬愛の心を持ってケ

アにあたっています。各事業にあたっては、ケアハウスを中心にデイサービスセン

ター、ヘルパーステーション、ケアプランセンターのサービスにより、ご利用者様の

在宅生活を支援していき、地域に貢献できる法人運営を目指しています。

【法人の事業内容】

☆平成13年（2001年）2月1日事業開始 　

http://www.prego-rk.jp/
mailto:info@prego-rk.jp


（4）正規職員職種

部　署・職　種 勤務時間 勤務日数 必要な資格 主な業務内容 給　与

ケアハウス

介護職員

  1日8時間シフト制

①8:30～17:30(日勤)

②10:30～19:30(遅出)

③ 8:00～17:00(早出)

主に①②となります。

週5日40時間

（休日：ひと月の

土日祝の回数）

無し

・入居者様の生活支援（お困りごとを支援します。

入浴・食事介助などはありません。）

・行事の企画、運営（季節に応じた行事、グルメツ

アーや遠足などの企画）

・利用料の請求書、領収書作成業務

・緊急時の対応

・送迎 （小さい車で近隣への送迎や外出行事に出掛

けた際の運転になります。運転免許のない方はな

し。）

月給20万円～

年2回の賞与あり（売上実績による）

試用期間3か月（条件の変更はありませ

ん。）

デイサービスセンター

介護職員

1日8時間シフト制

8:30～17:30

週5日40時間

（休日：日曜日+ひ

と月の土祝の回

数）

普通運転免許(AT

可)あれば優遇

排泄、入浴、食事介助、送迎、レクリエーション、

リハビリ補助、行事の企画

月給20万円～

 処遇改善手当含む 別途、4か月ごとの

処遇改善調整手当あり

年2回の賞与あり（売上実績による）

試用期間3か月（条件の変更はありませ

ん。）

＜子育てサポート＞ 

産休、育休後の時短勤務可能です。（2017年実績あり） 子どもの急な体調不良での勤務交代も柔軟に対応いたします。

＜休日について＞ 

2023年度の年間休日は120日あります。（年間の土・日・祝日分）

ケアハウスは、当月内の（土）（日）（祝）の日数分が休日で、1か月のシフト制です。

デイサービスセンター・ヘルパーステーションの休日は、現時点で毎週日曜日+ひと月の（土）（祝）の回数分です。

（当月のシフトの調整が難しい場合は、翌月に振り替えることもあります。）

ケアプランセンターは、（土）（日）（祝）が休日です。



（5）非常勤職員職種 は現在募集中の職種です。

勤務時間 勤務日数 必要な資格 主な業務内容 こんな人にぴったり!!

生活相談員  週3～5日

・社会福祉士・介護福祉士・社会

福祉主事のいずれか

・普通運転免許

生活相談・面接・契約、家族・ケアマネ

ジャー・医師との連携
募集なし

・外出行事などを企画したい

・明るく積極的な方

介 護 職 員 週５日 なし 生活支援、行事の企画・実施など 時給1,030円 社会保険あり
・外出行事などを企画したい

・高齢者と楽しく過ごしたい

介　助　員 15:45～18:45 週2～3日 なし
食事配膳、服薬支援、清掃（ケアハウス

内のフロア・食堂・風呂場など）
募集なし

・年齢、資格は不問

・60代の職員も活躍中

・自分のペースで仕事がしたい方

調　理　員
 15:30～19:30または

 15:45～19:45
月10日 なし

食材の湯煎、盛り付け、食器洗浄、片付

けなど
時給1,030円

・年齢、資格、経験は不問

・60代、70代の職員も活躍中

宿　直　員

（業務委託契約）

19:00～8:30

(22時～6時まで休憩)
週1～2日 なし

鍵の施錠、定期巡回、夜間の緊急対応、

電話対応、新聞配布
募集なし  車通勤ＯＫ

・年齢、資格、経験は不問

・夜しか時間がない方

・Ｗワークしたい方

生活相談員
8:30～17:30

(60分休憩)
 週3～5日

・社会福祉士､介護福祉士､社会

福祉主事のいずれか

・普通運転免許

利用者面接、ご家族・ケアマネジャー・

医師との連携、送迎、サービス担当者会

議の参加、実績・請求事務

募集なし
・外出行事などを企画したい

・明るく積極的な方

9:00～16:00

（時間応相談）
時給1,030円

8:30～17:30 時給1,030円

看 護 職 員
9:00～16:00

(月3回以上土曜日勤務)

土曜日を含む

週2、3日

程度

・看護師または准看護師
健康チェック、傷の処置、体調不良時の

対応、服薬支援、リハビリ
募集なし

土、祝は

時給100円UP

・病院ではなく福祉施設に興味がある

・時間的に制限がある

・子育て中で時間的に制限がある

清　掃　員 15:30～18:00 週2～3日 なし トイレや風呂、フロアの清掃 時給1,030円 ・まだまだ働きたい

運　転　手 8:30～10:00 週2～6日 ・普通運転免許 送迎車の運転、乗降介助 募集なし
・60代の職員も活躍中

・まだまだ働きたい

常勤ヘルパー
8:30～17:30

（時間応相談）
 週3～5日

・初任者､実務者研修修了者ま

たは介護福祉士

・原付免許あれば優遇

生活援助、身体介護、事務処理(簡単なパ

ソコン入力)
時給1,100円

土、日、祝は

時給100円UP

処遇改善手当あり

・安定した収入を得たい

・社会保険に入りたい(週4日以上)

登録ヘルパー サービス時間による 週1日～
・初任者､実務者研修修了者ま

たは介護福祉士
生活援助、身体介護、予防支援

生活1,300円～

予防1,300円～

身体1,600円～

土、日、祝は

1回50円UP

処遇改善手当あり

・子供が小さく、時間的に制限がある

・資格を取ったが、不安があるので短時

間から始めたい

ケ

ア

プ

ラ

ン

ケアマネジャー 8:30～17:30 週3～5日 ・介護支援専門員

申請代行、ケアプラン作成、給付管理、

サービス調整、サービス担当者会議の開

催など

募集なし

・土日祝を休みたい

・仕事とプライベートをしっかりとわけ

たい

※全職種とも3か月の試用期間があります。条件の変更はありません。

＜デイサービス、ヘルパーステーション＞

　生活相談員、介護職員、ヘルパーは、時給の他に毎月の処遇改善手当と4か月ごとの処遇改善調整手当が支給されます。

　デイは日曜日と年末年始(12/31～1/3)が休業日です。

資格取得支援

初任者・実務者研修の受講費用を

全額法人が負担します(交通費は実

費、週3日以上勤務が必須)

ヘ

ル

パ

ー

・初心者、未経験歓迎

・資格も経験もないけど興味がある

・子育て中で時間的に制限がある

職　種

ケ

ア

ハ

ウ

ス

 給与（待遇）

① 8:30～17:30(日勤)

②10:30～19:30(遅出)

③ 8:00～17:00(早出)

　＊③はほぼなし

排泄、入浴、食事介助、送迎、レクリ

エーション、リハビリ補助、清掃

デ

イ

サ

ー

ビ

ス

介 護 職 員  週2～5日

・資格無くても可

・初任者､実務者研修修了者ま

たは介護福祉士あれば優遇

・普通運転免許あれば優遇

土、祝は

時給100円UP

処遇改善手当あり



大阪民間社会福祉事業従事者共済会

主な給付等

退職金給付

子が小学校 1万円

子が中学校 2万円

子が高等学校 3万円

結婚祝金 3万円

出産祝金 5万円

傷病見舞金 14日以上の欠勤に対し1～7万円

災害見舞金 住宅が震災等で被害を受けたとき

死亡弔慰金 本人･配偶者･父母子など

芝居の観劇

プロ野球観戦招待 甲子園球場などで行われる公式戦

プロサッカー観戦招待 パナソニック吹田スタジアム

人間ドック利用助成 費用の5割もしくは上限1万円まで

介護費用見舞金 5万円

映画鑑賞のチケット

海遊館入館券

ジェフグルメカード

ディズニーオンアイス

家庭用常備薬（年3回）

宿泊・施設利用 ホテルなどの利用助成

＊詳しくはホームページをご覧ください。

　　https://kyosaikai.or.jp/welfare

一般給付

文化保養

生活サポート

チケットの補助斡旋

入学祝金


