
知的障がいのある方への
就労支援を行う ひと たちがいることを

あなたは知っていますか？ 



利用者の余暇活動として、
法人内のクラブ活動（音楽
療法・フライングディスク
など）もあります。

豊田市育成会とは？

 豊田市育成会は、豊田市内の知的障がい者の親たちが設立した法人で
す。運動体と事業体が協力して本人や家族の地域生活を重層的に支えて
います。常に本人や会員のニーズをもとに、本人とその家族の地域生活を
支える活動と場を提供しています。親が老いても、親なき後も、誰もが安
心した地域生活が送れる環境づくりに終わりはありません。

「何」をするところなんだろう？ 
「就労支援施設」として、知的障がいのある人たち（利用者）に就

労の機会を提供するとともに、生産活動などの機会を通じて、彼らの
知識や能力向上のために必要な訓練を行っています。 

請負事業

施設外就労

自主製品制作

喫茶事業

法人行事

・自動車部品の組み立て 
・箱折り

・市内の施設の掃除

・自家製の石鹸製造 
・動物園から貰った羊毛で 
マスコットづくり

・Cafe Mikke (和会町)

「ハイキング」 
「運動会」

職員はそれらの活動において 見守り、支えていく 立場にあ
ります。どうしたらいいのだろうと悩むことが多くても、その分たくさ
んの喜びにも出会えます。利用者さんたちとお互いに高めあい、一緒に

をモットーに、思いやりの溢れる職場・地域・
場づくりをしています。あなたの力こそ、私た
ちには必要なのです。



そもそも「就労支援施設」って
どういうところなのかイメージがない…。 
そんなあなたに知ってもらいたい！ 

「就労支援施設って何？」と疑問に思った方も多数いらっしゃると思います。簡単に言
ってしまえば「就労支援施設」は障がいのある方がお仕事を学ぶ場所です。 

詳しく言うと、身体障がい者や知的障がい者の働く場を確保するとともに、自立や社会
参加に向け、知識や能力を向上させるための訓練を行う施設です。障害者総合支援法に基
づき、一般の従業員を雇うのと同様に雇用契約を結ぶかどうかや賃金などによって、「就労
移行支援」「就労継続支援（Ａ・Ｂ型）」に分かれています。 

当法人では事業所が複数ヶ所ありますが、その中の 1つが「就労移行支援」、その他は全
て「就労継続支援Ｂ型」です。各事業所では知的障がいのある利用者さんたちが一生懸命
頑張ってお仕事をしています。また、働くことよりも日常生活に必要な力を伸ばしたい人
向けに平成 31 年 4 月より「生活介護」の場の提供を始めました。 

知らないから不安になる、というのはよくわかります。もしよろしければどうぞ見学に
お越しください。こういう場所もあるのだと知っていただけるだけでも私たちは嬉しいで
す。 

とある職員さんの一日 8：30 出勤・朝礼
9：00   利用者さんとラジオ体操 

・朝の会 
9：15   午前の支援業務開始 
     （箱折り作業の支援） 
12：00   昼食 
13：00   午後の支援業務開始 
     （樹液シートの袋詰め検査） 
15：00   利用者さんと掃除 

・帰りの会 
15：30 
16：00   利用者さん退勤 
17：15   事務仕事等を行い、退勤 
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豊田市育成会 主な行事 年間スケジュール（2019 年度）

新入職員たちよりひとこと

覚えることが多いです
が、一緒に働いている職
員の方や利用者さんに教
えて頂きながら安心して
働ける環境です。利用者
さんは元気な方が多いの
で毎日のお話がとても楽
しいです。 

福祉関係の学校出身で
はないので、勉強の日々
ですが、利用者さんと過
ごす毎日は楽しいです。
利用者さん一人ひとりに
合った、それぞれの支援
を目指して頑張っていま
す。 

人と接する機会の多い職
場です。就労支援の他に、
マーケティング活動や企業
訪問なども行います。障が
い者の就労支援施設という
となかなか馴染みの薄い場
所かと思いますが、働き甲
斐のある場所だと実感して
います。 

  4 月：新規利用者入所式 
   5 月：ハレハレハイキング（遠足） 
   8 月：夏季休暇（8/10 8/15）、紙ヒコーキ大会 
   9 月：本人部会主催行事（バーベキュー大会 予定） 
  10 月：バス旅行 
  11 月：楽楽運動会（全事業所合同の運動会） 
  12 月：ふれあい交流会（クリスマス会）、冬期休暇（12/28 1/5） 
   1 月：新成人のつどい 
   3 月：辞令交付式

★事業所によっては毎月のお楽しみ会や交通安全立哨活動、買い物体験、調理実習を行った
りします。職員は自主製品の営業活動や、休日に開催される各種バザーに利用者さんと参
加することも。 
その他、利用者さんの自主クラブ(コーラス・J POP ダンスなど)もあります。 



豊田市育成会の「 魅力 」ナンバーズ

福利厚生制度も整えております。

120

60

40

年間休日は「120 日」以上！（※令和２年度は 122 日） 
土・日・祝日はお休みです。休日出勤もありますが、別日に代休が取得可能！ 
さらに半年（６ヶ月）経てば年次有給休暇が 10 日付与されます！ 
ＧＷ・夏季休暇・冬季休暇もしっかりありますよ！ 

子の看護・介護休暇に関する時短勤務・休暇の取得実績は 
令和元年度の 1年間で「56」「4」件。 
今も育休中の職員、育児のための時短勤務の職員がいます。 
女性が多い職場のため、女性にずっとずっとたくさん活躍してほしい！ 
もちろん男性も取得可！（育児時短勤務実績あり！） 

上は 72 歳。下は 21 歳。平均年齢は「40」歳！ 
  幅広い年代の人たちが活躍しています。 
  それぞれの知恵と力を合わせて、協力しながら日々の業務を行っています！

● 福利厚生センター「ソウェルクラブ」への加入 

● メンタルヘルスカウンセリングの実施 

● ワーク・ライフ・バランスに向けての取り組み 

● 職員互助会による年２回の職員行事（日帰り旅行・親睦会） 

● 各種助成金制度（宿泊・予防接種・研修参加費など） 

● 各種お祝い金制度（結婚・出産・子どもの入学など） 



1. 職種・人数・受験資格等 
応募職種 支援員① / 支援員② 募集人数 若干名 

受験資格 

<支援員①・事務員> 
今年度、大学・短大・専門学校等卒業見込みの人および上記卒業後、3年以内の既卒者・第
二新卒者(社会福祉士・介護福祉士・精神保健福祉士の資格のある方、優遇します。資格が
ない方でも入社後、法人で資格取得支援をします。) 
<支援員②> 
昭和 55年 4月 2日以降に生まれた方で、保育士（大学・短大の幼児教育化等の指定保育士養
成施設で修学していない場合、受験時点で当該資格を取得していることが必要）・社会福祉士・
介護福祉士・精神保健福祉士・養護教諭・作業療法士・特別支援学校教諭（知的障がい者教育領
域、肢体不自由者教育領域を有していることが必要）・看護師のいずれかの資格を取得している
方（見込みも可）。 

配属先 
・就労支援施設(主たる事業所５ヶ所、従たる事業所 5ヶ所) 
・生活介護施設 
・地域支援室(地域生活支援センター、ヘルパーステーション、グループホーム) 

〇主な業務内容は知的障がい者(児)への支援業務及び一般事務です。

2. 受験申し込み手続き 
提出書類 履歴書(3 ヶ月以内に撮影した正面上半身の写真を添付すること) 

提出先 
社会福祉法人豊田市育成会 本部事務局 
〒471-0831 豊田市司町 3丁目 61番地の 1 

提出方法 持参または郵送(※郵送の場合は、簡易書留など確実な方法をお勧めします) 

受付期間 

令和 2年 12月 15 日(火) 3年 1月 8日(金) 
  ※持参の場合は、日・月・祝日を除く 9 12 時・13 17 時 
   聞いてみたいことがあればその場でお気軽にお尋ねください。 
  ※受付期間内必着ですので、郵送の場合は余裕をもって発送ください。 

受験票 
履歴書審査に適合した方に郵送します。 
  ※試験日 2日前までに届かない場合はご連絡ください。 

その他 
履歴書記載の個人情報は、採用事務以外には使用しません。 
  ※提出いただいた履歴書は原則返却いたしません。 

令和 3年４月採用 

社会福祉法人 豊田市育成会 正規職員募集



3. 試験日程・会場・内容等 (注１)
日時 

令和 3年 1月 23日(土) 
試験時間：9 15時(予定) 

会場 社会福祉法人 豊田市育成会 本部(本部事務局の所在地と同じ) 
試験科目 ①作文試験 ②性格適性検査(マークシート方式) ③面接試験 
持ち物 ①受験票 ②筆記用具※HBの鉛筆またはシャープペンシル(ボールペン不可)・消しゴム 
結果通知 合否結果は令和 3年 2月 6日(土)までに採用・不採用に関わらず、郵送で通知 
採用予定日 令和 3年 4月 1日以降 

(注１)試験の日時等は、応募状況その他事情により変更する場合があります。 

---問い合わせ先--- 
所在地：〒471-0831 愛知県豊田市司町 3丁目 61 番地の 1 
℡：0565-77-5611 
Fax：0565-77-3557 
Mail：t-ikuseikai@hm.aitai.ne.jp 

---試験会場案内図---

徒歩約 5分 

徒歩約 10 分

●駐車場完備 P



4. 勤務条件等 

給 与 

職種 支援員① 支援員② 
学歴・初任給 
(基本給) 

大学卒：190,400 円 
短大/専門：170,400 円 

不問：190,400
(※経歴加算に応じて変動) 

調整手当 
基本給(＋扶養手当＋役職手当 ※該当者)の 6％が基本給にプラスされ
ます(※例：大学卒：190,400×6％＝11,424) 

手当 
・ 
賞与 

扶養手当 配偶者 13,000 円 ※その他扶養親族の区分に応じて支給 
住居手当 限度額 27,000 円 

通勤手当 
限度額 43,700 円 
    ※公共交通機関利用…定期券代など実費相当額 
    ※交通用具(自動車等)利用…通勤距離に応じた所定額 

特殊通勤手当 600 円/日 
賞与 (基本給の)4.5 ヶ月(夏季・冬季の２回) 
昇給 定期昇給、特別昇給 

勤務時間 
・ 
休暇等 

勤務時間 8 時 30 17時 15 分 

勤務場所 
「就労移行支援事業・就労継続B型支援事業・ヘルパーステーション事
業・相談支援事業・グループホーム事業・生活介護事業」の各事業所(司

 ほか) 

休日 
年間休日 122 日（土曜日、日曜日または日曜日、月曜日及び 
祝日、夏季、年末年始）※就業カレンダーによる 

休暇 年次有休休暇、病気休暇、特別休暇、介護休暇、育児休暇 

その他 
定年 60 歳(本人の希望により 65歳まで再雇用) 

社会保険等 
健康保険・厚生年金・雇用保険・労災保険・退職金制度・職員互助会・
福利厚生制度 

● ＨＰについて
  当法人のホームぺージでは、日々、各事業所の近況をお知らせしています。 
  是非、ご覧ください。 
●ＵＲＬ：「 https://t-ikuseikai.jp/」 
もしくは「 社会福祉法人 豊田市育成会 」で検索！

QRコード


