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採用情報 

職種 ケアワーカー ＜介護職＞ ※法人採用（法人本部所在地又はその周辺に事業所集中 転勤なし） 

応募要件 
学部学科、資格の有無は問いません（第２新卒含む） 

※介護福祉士または社会福祉士、精神保健福祉士（見込も可）等なら尚良いです 

給与 

 

※定期的 

手当 

229,000 円～243,000 円 （基本給＋職務手当＋夜勤手当５回分で計算）  

基本給  高校卒                    181,000 円 （高校で介護福祉士取得の方は 187,000 円） 

     短大・専門学校・高専卒①   187,000 円  

     短大・専門学校・高専卒②  190,000 円 （介護福祉士・見込可の方） 

大学卒・大学院卒       193,000 円 

職務手当 8,000 円 （福祉系国家資格者は 10,000 円）            

夜勤手当 １回 8,000 円 （月４～５回） 

その他手当 通勤手当（全額）、住宅手当（本人名義賃貸 10,000 円）、扶養手当、特定処遇改善手当 

賞与 年 3.6 か月分（2020 年度実績） ※１年目は勤務月数の関係で 2.4 か月分/年 

定期昇給 あり 3.000 円（2020 年度実績） 

勤務時間 
日勤 7：00～21：00 までの間で８時間（＋休憩１時間） ex.早出 7：30～16：30 遅出 11：00～20：00 

夜勤 16：30～翌 9：30 または 17：00～翌 10：00 

休日 ４週８休（年間 105 日）      有給休暇 1 年目 10 日 ★特別有給休暇制度あり（慶事・弔事など） 

社会保険 労働災害保険、雇用保険、健康保険、厚生年金、企業年金基金（大阪府病院企業年金基金） 

福利厚生 

資格取得のための助成金制度、 財産形成預金（財形）制度、 職場内互助会あり 

大阪民間社会福祉事業従事者共済会に加入 （退職給付事業・福利厚生事業） 

採用時および定期健康診断（法人負担）、 インフルエンザ予防接種（法人負担） 

託児施設（関連法人の運営する保育所を利用・３歳未満の乳幼児対象） 

 

説明会・選考  

説明会 
新型コロナウイルス感染対策のため、「おひとりずつの説明会」を開催中 ★ＷＥＢ利用可能です 

 ※個別に日程調整中 リクナビ 2022 をご利用の方はそちらからエントリーできます 

選考 面接 ＋ 仕事見学 （日程は個別調整）               ★ＷＥＢ利用可能（応相談）  

応募方法 直接応募 

応募先 法人本部・鈴木（電話またはメールで受付・連絡先は裏面参照）   ★事前に説明会参加をお勧めします 

企業情報 ＜裏面＞ 

＜2022 年 4 月入職＞ 



企業情報  

法人名 社会福祉法人 白寿会 （はくじゅかい） 

施設名 白寿苑 （特別養護老人ホーム・ケアハウス）、 つむぎ苑 （有料老人ホーム） 

理事長 新田 正尚 （にった まさなお） 総合施設長 新田 正尚 （にった まさなお） 

所在地 
〒557-0063  
大阪市西成区南津守 7-12-32 

最寄駅 
大阪メトロ 四つ橋線「北加賀屋」駅 

2 番出口から徒歩 7 分 

電話 06-6651-2210（代表） FAX 06-6651-6060 メール suzuki-t@hakujuen.or.jp (担当者直通) 

HP https://www.hakujuen.or.jp 広報媒体 リクナビ 2022 / Facebook / YouTube / Instagram 

求人に関する問い合わせ先 法人本部 採用担当 鈴木貴子／原田泰子 
 

法人設立 １９９５年２月２２日 売上高 8 億 8690 万円 （2020 年３月末） 

職員数 191 名 ＜男 55 名、女 136 名＞ （2021 年 1 月１日現在） 

平均年齢 48.6 歳 （特養介護職 35.7 歳） 平均勤続年数 9.8 年（特養介護職 8.5 年） 

有給休暇・平均取得日数 11.7 日（正規職員） 過去３年の新卒・離職者数 / 採用者 3 人／11 人 

法人説明 

ひとを「援助」する。それが私たちのシゴトです。困ったとき、助けてくれる人が「近く」にいれば心強いは

ず。だから、地域とのつながりを大切にしています。ひとりの生活者としての視点を大事にしつつ、専門知

識と技術を総動員し、目の前のピンチに陥っている人をサポートしています。専門職を育てていく「研修セ

ンター」機能も充実させています。感染症対策にも力を入れて取り組んでいます。 

 ★どんな仕事より「人」に近く関わり、「人生を感じられる仕事」です 

 ★福祉専攻外でも心配なし。入職後の研修制度が充実しています。（外部研修参加費用助成制度あり） 

 ★職員を、その人生ぐるみで大事にします。入居者も職員も『みんな大切』 

実施事業 

特別養護老人ホーム （定員 144 名 内 40 名は新館のユニットタイプ特養) 

ショートステイ（定員 16 名） ケアハウス（定員 40 名） 有料老人ホーム（定員 30 名） 

通所介護事業（一般 30 名、地域密着型・認知症対応型 12 名）  

居宅介護支援事業 訪問介護事業（高齢／障がい） 相談支援事業  

地域包括支援センター（認知症強化型） 認知症初期集中支援推進事業 

研修センター（「ＳＵＴ研修」法人内研修「新人研修」「中途採用者研修」、喀痰吸引等研修事業、インターンシップ講座など） 

仕事内容 

■特別養護老人ホームでの介護業務■  

人を援助する仕事の中でも、もっとも要援助者に近い特別養護老人ホームの介護職からスタートしていただ

きます。特養に入居された方の日常生活支援、身体的・精神的状況を把握し適切なケアを提供します（介護

ロボット等も導入し介護負担の軽減にも取り組んでいます）。ご本人らしい最期を迎えて頂くための看取り支

援（ターミナルケア）、人生の最終章を豊かな時間にしていただく行事の企画、サークル活動、一人ひとりの

希望を実現する外出等の企画や、サービスの質の向上をめざした各種委員会活動にも参画していただきます。  

新人研修 
① 新人研修（104 時間）…4 月～5 月（13 日間）業務時間内 ＜2021 年度予定＞ 

② プリセプターシップ制度（通年）…配属フロアーの先輩とマンツーマンで、相談＆指導体制。 

採用 

実績校 

 

大阪府立港南造形高等学校、大阪府立長吉高等学校、向陽台高等学校、淀之水高等学校（現・昇陽高等学校）、ルネサンス大阪高等学校 

大阪医療福祉専門学校、大阪教育福祉専門学校、関西社会福祉専門学校、近畿社会福祉専門学校、大阪リゾート＆スポーツ専門学校、 

南海福祉専門学校（現・南海福祉看護専門学校） 

愛知文教女子短大、大阪体育大短大、大阪健康福祉短大、大阪千代田短大、大阪夕陽丘学園短大、華頂短大、神戸松蔭女子学院短大、 

大阪城南女子短大、成安女子短大、園田学園女子大短大、奈良佐保短大、東大阪大短大、武庫川女子大短大、龍谷大短大 

上野学園大学、大阪学院大学、大阪経済大学、大阪芸術大学、大阪国際大学、大阪樟蔭女子大学、大阪商業大学、大阪市立大学、 

大阪体育大学、大阪人間科学大学、大阪府立大学、沖縄大学、川崎医療福祉大学、関西大学、関西福祉科学大学、関西学院大学、近畿大学、

吉備国際大学、京都産業大学、皇學館大学、甲南大学、甲南女子大学、神戸学院大学、神戸芸術工科大学、神戸松蔭女子学院大学、 

神戸女子大学、高野山大学、駒澤大学、四天王寺大学、創価大学、帝塚山学院大学、天理大学、同志社大学、徳島大学、長崎純心大学、

奈良女子大学、日本福祉大学、梅花女子大学、羽衣国際大学、花園大学、阪南大学、姫路獨協大学、兵庫教育大学、佛教大学、 

平安女学院大学、桃山学院大学、森ノ宮医療大学、立教大学、立命館大学、龍谷大学、流通科学大学、和歌山大学 

アクセス 

 

★最寄駅「北加賀屋」駅からの道順 ： 2 番出口を上がり、左方向へ進みます。道沿いにトヨタカローラが出てきます。 

その角を左折しまっすぐ来てください。200ｍ先の右手、７階建ての建物です。約７分。（ホームページに道順写真有） 

◎北加賀屋駅までの交通機関 

・梅 田→西梅田駅から四つ橋線で 1 本（9 駅・約 17 分） ・なんば→四つ橋線で 1 本（５駅・約 10 分） 

・天王寺→御堂筋線で大国町駅まで、四つ橋線に乗り換え（6 駅・15 分） 

★南海電鉄・南海線/高野線「岸里玉出」駅からは徒歩 15 分または「天下茶屋」駅で四つ橋線「岸里」駅に乗り換え 

20210301 


