2020（令和 2 年）年度採用分

社会福祉法人 こばと会

職員募集要綱（第１次募集）

＜申込受付期間＞ 2019 年 6 月 1 日（土）～8 月 31 日（土）
（8/31 消印有効）
＜選考試験日時＞ 保育園

第１回 一次：７月２０日（土）二次：７月２７日（土）
第２回 一次：８月２４日（土）二次：８月３１日（土）
第３回 一次：９月 ７日（土）二次：９月２１日（土）

介護施設 第１回 ６月２３日（日） 第２回 ７月２８日（日）
第３回 ８月１８日（日）
＜採用予定日＞

第４回 ９月 ８日（日）

2020 年 4 月 1 日

１．募集職種・採用予定人数・受験資格等
受験資格

募集職種

採用予定人数

保育士

10 名

保育士資格

介護職員

5名

社会福祉士・介護福祉士・介護職員初任者研修のいずれかあれば良い（無資格でも可）

栄養士

2名

保育園勤務予定（技能テスト有）

管理栄養士・栄養士

※上記受験資格は、いずれも 2020 年 3 月 31 日取得見込みでも可
２．受験申込手続きおよび申込受付期間
書
類
の
請
求

社会福祉法人こばと会本部、又は『6.施設一覧』に記載された各施設までご連絡ください。
こちらから書類一式をお送り致します。
受付日時：月～土（日祝日除く）9：00～18：00 職員採用係まで

受
験
手
続

①

申込書類及び申込方法

申
込
先

社会福祉法人 こばと会 法人本部 職員採用係

I. 受験申込用紙、受験票に必要事項を記入し、写真を貼付して下さい。
II. Ⅰの書類を封入し、申込先まで郵送して下さい。
【受験申込書在中】と朱書きして下さい。

〒565-0824 吹田市山田西 1-26-27 TEL：06-6877-7020 FAX：06-6816-5111

※1 受験申込用紙・受験票は直近 1 ヵ月以内に撮影したもの、写真の裏に氏名を記入して貼付けて下さい。
※2 受験申込書はすべて郵送で送付して下さい。直接には受け取りません。
※3 送付していただいた書類はお返ししませんのでご了承下さい。
３．試験内容 （試験当日の持ち物：受験票・筆記用具）
文章による表現力・課題に対する理解力・論文の構成力・仕事に対する意欲な

選
考
試
験

小論文（60 分）

ど、専門的課題についての筆記試験（800 字から 1200 字程度）
テーマは試験当日に発表します。3 つのテーマから一つ選択して頂きます。

面接

約 15 分間の個人面接を行います。面接担当者は 3～4 名となります。

実技試験（保育士のみ） ①ピアノ ②歌 ③絵本読み聞かせ いずれかを選択
※1 保育士を希望される方は、実技試験を行います。
※2 実技試験のピアノを希望される場合は、バイエル 90 番以上のうちから選曲。自由曲の楽譜はご持参下さい。

４．待
基本給

遇
月給／180,700 円～210,200 円 （年齢・経験年数により決定します）
【保育】変則勤務手当（3000～5000 円）
・職務手当（5000～10000 円）

諸手当

【介護】介護福祉士手当（5000 円/月）
・夜勤手当（＠5000 円）
・準夜手当（＠2500 円）
・年末年始手当（3000 円/日）
【共通】住宅手当（20000 円上限）
・扶養手当（＠5000 円）
・通勤手当・被服手当（12000 円/年）

賞

与

7 月・12 月

年 2 回支給（2018 年度実績

3.6～4.1 ヵ月）

※

処遇改善手当含む

休日・休暇等
① 年間休日数

【保育】105 日

【介護】113 日

※特別休暇（6 日含む）

② 年次有給休暇は、初年度 10 日（試用期間{3 か月}終了後に付与）・法人独自の有休休暇積立制度あり
③ 社会保険、退職金制度あり。特別休暇制度あり（結婚・リフレッシュ等）。
④ 大阪民間社会福祉事業従事者共済会等より結婚・出産・病気などの給付金が受けられるほか、各種の助成事業や住宅
資金等の貸付などの福利厚生事業もあります。
⑤ 法人独自の研修制度・資格取得支援制度が充実しています（研修助成など）
。

５．施設一覧
こばと会

法人本部（いのこの里内）

〒565-0824 吹田市山田西 1 丁目 26 番 27 号

TEL:06-6877-7020

〒564-0024 吹田市高城町 20-6

TEL:06-6383-2640

こばと保育園（定員 120 名）

0 歳児産休明け～就学前

さくら保育園（定員 60 名）

0 歳児産休明け～就学前

〒565-0823 吹田市山田南 45-10

TEL:06-6878-4322

さくらんぼ保育園（定員 60 名）

0 歳児産休明け～就学前

〒565-0824 吹田市山田西 1-32-12

TEL:06-4864-2345

〒565-0824 吹田市山田西 1-26-27

TEL:06-6877-7020

特別養護老人ホームいのこの里

夜間保育（学童夜間保育）病児保育・子育て支援センター

デイサービス・ショートステイ・ヘルパーステーション・ケアプランセンター

いのこの里診療所

〒565-0824 吹田市山田西 1-26-27

TEL:06-6877-8866

高齢者向け優良賃貸住宅さくら苑（14 戸）

〒565-0824 吹田市山田西 1-32-12

TEL:06-4864-2266

〒565-0821 吹田市山田東 2-31-5

TEL:06-6816-3810

グループホームたんぽぽ
デイサービスたんぽぽの広場（定員 30 名）
吹田市立亥の子谷デイサービスセンター（定員 27 名）
〒565-0824 吹田市山田西 1-26-20

TEL:06-4864-8821

〒565-0821 吹田市山田東 2-31-5

TEL:06-6155-5089

0 歳～2 歳

〒564-0024 吹田市高城町 20-17

TEL:06-6382-3200

南保育園（定員 112 名）

0 歳児産休明け～就学前

〒564-0042 吹田市穂波町 15-30

TEL:06-6386-3900

吹田保育園（定員 120 名）

0 歳児産休明け～就学前

〒564-0028 吹田市昭和町 24-1

TEL：06-6381-1782

【吹田市指定管理受託事業】
吹田市山田地域包括支援センター

【吹田市より委託事業】

こばとっこ保育園（定員 19 名） 小規模保育事業

吹田市亥の子谷地域包括支援センター【吹田市より委託事業】 〒565-0824 吹田市山田西 1-26-20
吹田市障がい者相談支援センター

【吹田市より委託事業】 〒565-0824 吹田市山田西 1-26-20

TEL：06-4864-8551
※2019 年 4 月運営開始

◆応募者に関わる一切の情報は職員採用事務以外には一切使用いたしません。
《受験申込等の問合せ先》
社会福祉法人

こばと会

〒565-0824 大阪府吹田市山田西 1-26-27

法人本部

職員採用係

TEL:06-6877-7020

mail:info@kobatokai.jp

FAX:06-6816-5111

