社会福祉法人東京かたばみ会職員募集要項
（平成３１年度採用 放課後児童支援員）
社会福祉法人東京かたばみ会は、昭和６１年に法人を設立し、調布市内で初めての特別養護老
人ホームである「調布八雲苑」を設置経営いたしました。以後、高齢者福祉及び児童福祉を中心
に調布市内で事業を展開し、現在では、高齢者部門３か所、児童部門１４か所を経営しており、
職員数も 450 人を超える調布市内大手の社会福祉法人です。
この度、児童部門に勤務する職員を採用するに当たり、次のとおり募集します。
１ 本法人で経営している施設
施 設 名
（所在地）

主

な 実 施 事 業

特別養護老人ホーム（定員６０人）／ショートステイ（定
員４人）／通所介護（定員３７人）／居宅介護支援事業／
調布市地域包括支援センター
特別養護老人ホーム（定員１００人）／ショートステイ
（定員２０人）／通所介護（定員５２人）／居宅介護支援
事業／訪問介護事業／調布市高齢者在宅サービス事業
（配食、入浴、介護予防デイサービス）／調布市地域包括
支援センター

調布八雲苑
（調布市八雲台１－５―５）

調布市ちょうふの里
（調布市西町２９０－５）

神代の杜
（調布市深大寺北町３－３１－１）

ユニット型地域密着型特別養護老人ホーム（サテライト
型・定員２９人）／ショートステイ（定員３人）

調布市立上布田保育園
（調布市調布ヶ丘１－２０－１）

保育所（定員９０人）

調布なないろ保育園
（調布市多摩川１－１５－２）

保育所（定員１００人）
一時預かり事業（定員５人）

調布市立なないろ第１・第２学童クラブ
（調布市多摩川１－１５－２）

第１学童クラブ（定員５０人）
第２学童クラブ（定員４０人）

調布市立わかば学童クラブ
（調布市若葉町３－１－２５）

学童クラブ（定員７０人）

調布市立多摩川小学校学童クラブ
（調布市多摩川３－２１－１ 調布市立多
摩川小学校内）

学童クラブ（定員６０人）

調布市立かみいしわら第 1・第 2 学童クラブ
（調布市上石原２－１６－１０）

第１学童クラブ（定員５０人）
第２学童クラブ（定員５０人）

調布市立あおば学童クラブ
（調布市若葉町３－１５－３３
第四中学校校庭内）

調布市立

学童クラブ（定員５５人）

調布市立若葉小学校ユーフォー
（調布市若葉町３－１５－３３
第四中学校校庭内）

調布市立

放課後児童遊び場対策事業

調布市立緑ヶ丘小学校ユーフォー
（調布市緑ヶ丘２－１６－１）

放課後児童遊び場対策事業
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調布市立富士見台小学校ユーフォー
（調布市小島町３－２０－１）

放課後児童遊び場対策事業

調布市立多摩川小学校ユーフォー
（調布市多摩川３－２１－１）

放課後児童遊び場対策事業

調布市立第三小学校ユーフォー
（調布市上石原２－１９－１３）

放課後児童遊び場対策事業

調布市立飛田給小学校ユーフォー
（調布市飛田給３－２９－１）

放課後児童遊び場対策事業

調布市立石原小学校ユーフォー
（調布市富士見町１－３７－１）

放課後児童遊び場対策事業

※１ 放課後の学校施設を利用して、子どもたちに自由で安全な遊び場（居場所）を提供し、楽しく遊びながら異年齢の子
どもたちの交流を図り、社会性や創造力を養うことを目的としています。
「ユーフォー」の由来は、
「友だちと夕方まで
優しく遊ぶ」の友だちの「友」、夕方の「夕」
、優しいの「優」
、遊ぶの「遊」、の「ゆう」が４つでユーフォーです。

２ 募集職種及び採用予定者数
職 種

雇用形態

採用予定者数

放課後児童支援員

正規職員

１名

３ 受験資格
⑴ 保育士の資格を有する方
⑵ 教諭の資格を有する方
⑶ 放課後児童支援員認定資格
４ 業務内容
学童クラブでの児童育成業務等
５ 勤務地
次のいずれかの施設に配属となります。
（法人内で人事異動あり。
）
勤務先

所在地等
東京都調布市多摩川１－１５－２

調布市立なないろ第１・第２ （交通機関）
■京王線西調布駅から徒歩１０分
学童クラブ
■京王線調布駅又は京王多摩川駅からバス利用で１０分
東京都調布市若葉町３－１－２５

調布市立わかば学童クラブ

（交通機関）
■京王線仙川駅又はつつじヶ丘駅から徒歩１５分

調布市立多摩川小学校学童ク 調布市多摩川３－２１－１（調布市立多摩川小学校内）
ラブ

（交通機関）
■京王線京王多摩川駅から徒歩７分

調布市立かみいしわら第 1・ 調布市上石原２－１６－１０
第 2 学童クラブ

（交通機関）
■京王線西調布駅から徒歩７分
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東京都調布市若葉町３－１５－３３

調布市立あおば学童クラブ

（交通機関）
■京王線仙川駅又はつつじヶ丘駅から徒歩１５分

６ 採用予定年月日
平成３１年６月１日以降
７ 勤務形態、給与等

勤務形態

早

番：

８：００～１７：００（土曜日及び児童の三季休業中のみ）

日

勤：

９：００～１８：００又は９：３０～１８：３０

遅

番：

１０：１５～１９：１５
※

日祝日は休み。土曜日は勤務割表によりローテーション勤務。その他
年末年始、夏季休暇を含む年間休日数は、平成３０年度実績で１２４日

【月給例】
（扶養者なし・世帯主の場合）
■基本給
■特殊業務手当
■住宅手当
■合計
※

１８０，０００円（試用期間中）
７，９００円
１０，０００円（非世帯主の場合は５，０００円）
１９７，９００円

基本給は、試用期間（３カ月）の実績により、３カ月後に１９５，０００円を上
限に、個別に正式決定します。

給

与
○上記以外の手当等は次のとおりとなります。
■扶養手当

１７，５００円（配偶者・月額）
５，０００円（第２子まで・月額）
２，０００円（第３子から・月額）

■被服手当

１１，５５０円（年額・４月、９月に２分の１ずつ支給）

■賞与（基本給＋扶養手当）×４．２５か月分
※

平成３０年度支給実績・夏期（６月）
、冬期（１２月）に支給

■その他、超過勤務手当（法定どおり）
、通勤手当（支給条件あり）を支給します。
東京都社会福祉協議会従事者共済会規程に定める退職共済金制度及び中小企業退

退職金制度

職金共済法に定める退職共済制度へ加入します。

社会保険制度、労働保険制度、東京都社会福祉協議会従事者共済会、福利厚生セン

福利厚生等

ター（SOWEL CLUB）
、法人職員互助会及び調布市勤労者互助会へ加入します。
なお、職員寮はありません。
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本法人は、児童が安心して過ごせる環境を作るというのはもちろんですが、職員に
とっても働きやすい環境を整えることを目指しています。職員自身が、仕事にやりが
いや楽しさを持っていなければ、児童に対しても、良い育成ができないと考えている
からです。
本法人では、職員が、やりがいや将来展望を持って働き続けることができるよう、

その他

平成２３年１０月に賃金制度や人事評価制度などの人事制度全般について大幅に改正
し、職員の努力や実績などに応じた待遇を、適切に行えるよう制度改正いたしました。
その他、お子さんの学校行事休暇、看護休暇などの各種休暇制度や、育児休業中の
生活支援費の支給など、子育てと仕事の両立を可能とする各種制度も整備しておりま
す。

８ 試験の方法及び内容
試験項目

内

容

小論文： 次の課題について自宅で記述し、受験申し込みの際に履歴書と併せて提出
していただきます。

筆記試験

課

題： あなたが、多くの仕事の中から福祉を選んだのはどのような理由からです
か。また、児童福祉施設で、どのように仕事に取り組み、どのような職員に
なりたいと思っていますか。あなたの考えや思いを 1,000 字以上 1,200 字
以内で記述してください。

面接試験

個別面接

９ 試験日程等
日

時

会

場

個別に調整のうえ実施します。
〒182－0015

調布市八雲台１丁目５番地５

社会福祉法人東京かたばみ会

調布八雲苑内

法人本部（案内図参照）

１０ 受験申込み方法等
次の２点を、法人本部（調布八雲苑内）に電話連絡のうえ、持参又は郵送でお申し込
みください。ご持参の場合は、平日（月曜日から金曜日）の午前９時から午後５時まで
にお願いします。
①

履歴書（写真貼付）

申込み方法
※

本人希望欄に、希望する試験日時、希望勤務地等を記入してください。なお、希
望どおりの配属となるとは限りませんのでご了承ください。

②

「８
※

受験申込書
受付場所

試験の方法及び内容」欄に記載の課題について記述したもの。

書式は自由、余白に、課題及び氏名を必ず記入してください。

〒182－0015

調布市八雲台１丁目５番地５

社会福祉法人東京かたばみ会

調布八雲苑内

法人本部（案内図参照）
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１１ 施設見学について
施設見学は随時受付いたします。ご希望の方は、施設へ直接お申し込みください。
（お電話
は、平日（月曜日から金曜日）の午前９時から午後５時までの間にお願いします。）
■ 調布市立なないろ第１・第２学童クラブ

電話 ０４２－４４２－４７３３

■ 調布市立わかば学童クラブ

電話 ０３－５３１４－３９３１

■ 調布市立多摩川小学校学童クラブ

電話 ０４２－４８１－７０２５

■ 調布市立かみいしわら第１・第２学童クラブ電話 ０４２－４８１－９９６０
■ 調布市立あおば学童クラブ

電話 ０３－５３１４－５１００

12 問合せ先
社会福祉法人東京かたばみ会 法人本部
〒182－0015 調布市八雲台１丁目５番地５（調布八雲苑内）
電話 ０４２－４８４－８５５１（人事担当）

受験申込先・面接試験会場

案内図

こちらへお願いし
ます。

ﾘﾎｰﾑ会社

●徒歩：京王線布田駅から徒歩８分
●バス：京王線調布駅北口 １４番乗り場（京王バス・小田急バス）
吉祥寺駅行（吉１４）、杏林大学病院前駅（調３５）又は深大寺行（調３４）
「八雲台小学校」下車徒歩２分
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