
大潤会グループ
社会福祉法人高潤会

障がい事業部
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地域
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サービス説明

高潤会は大阪府枚方市を中心に、医療 ・介護のネットワークを活かし、

障がいをお持ちの方が、地域でその人らしく安心して暮らすことができるよう、

お一人お一人に必要なサービスを迅速かつ的確にご提供しております。

個別支援

自立支援

大潤会グループ障がい部門の 3 つの柱

地域

生活支援
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障がい事業 チーム

いそしま
カーム

清水園 めぐり
カーム

御殿山
カーム

ＧＨ
カルマ
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高潤会のサービス展開

高潤会では幅広くサービスを展開

就労継続支援 B 型 生活介護

グループホーム 日中一時支援 放課後等デイサービス
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いそしまカーム

就労継続支援B型（定員40名）

幅広い年齢層の利用者さん1人1人に合った

「働く」を支援しています。

現状に満足することなく、利用者職員が一体となり

より高い水準の工賃を目指しています。

平均工賃35,000円以上（全国平均15,000円程度）
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いそしまカーム

放課後等デイサービス（定員10名）

中学・高校生対象。5つの方針を軸に活動しています。

①将来の「はたらく」

②当たり前の「経験」

③社会との「つながり」

④切れ目のない「支援」

⑤家族との将来「ビジョン」の共有

日中一時支援（定員10名）

仕事終わりの活動として調理や卓球・外食な様々な活動

を実施しています。
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清水園

生活介護（定員２５名）

「はたらく」事を活動の中心にした ❛はたらく生活介護❜ です。

障がいの程度に関わらず「大人になったら働いてお給料をもらう」という当たり
前を通して「居場所・居甲斐」を支援します。

生きる(生活)ための経験・力 を支援(介護) するのが

清水園 生活介護 です。

就労継続支援B型（定員１５名）

清水園の「はたらく生活介護」で作業を通してしっかりと支援を受け、

“働きたい気持ち”を育み、自身と力をつけた利用者さんたちで作った「生活
介護うまれの就B」です。

日中一時支援（定員１０名）

生活介護～帰宅 の間の数時間、 ちょっと寄り道 となるような場所です。

小集団だからできる企画を、職員も利用者も一緒になって楽しんでいます。
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御殿山カーム

生活介護（定員20名）

医療的ケアが必要であっても・重い障害があってもそ
の人が人生の主体者として安心して当たり前の生
活が送れるように、それぞれの専門性を持ち寄り、
連携し支援しています。

医療や介護が必要な人たちですが、医療や介護を
受けるために生きているわけではありません。

利用者さんひとりひとりのその人らしい生活を実現す
るために、日々取り組んでいます。

9



めぐりカーム

生活介護（定員２０名）

利用者１人１人に求められる支援を追求し、活

動を通して身体的・精神的に自立した日常生活、

社会生活を目指しています。

働ける環境を提供し、作業を通してやりがいや充

実感、仲間との繋がりを感じられるよう支援します。

工賃の支払いを実施しています。

10



GHカルマ

グループホーム（定員２４名）

「利用者が生活の主体者として、自らの生活を築く！」を大切に

1ユニット5名程度の住居にて障がいのある方が地域で当たり前に

自分らしい生活を送れるよう、365日トータルにサポートしています！

サテライト （定員1名）

グループホームから一人暮らしに向けての支援も展開しています！

ワンルームマンションで3年間経験を積み上げ、3年後はホームヘルプ

などの社会資源を活用しながら自分らしい暮らしの実現を目指します。
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地域課題への取り組み

地域交流 野菜販売 稲 作
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働きやすい高潤会

ワークライフバランスが整っている

1

4 日 / 年の

リフレッシュ休暇

入職と同時に付与されます。

有休と組み合わせれば1年目

から旅行にも行ける！

2

平均残業時間

6.6時間 /月

3

平均有給休暇取得日数

11日 /年

4

住宅補助

最大25,000円 /月

日ごとに換算すると約 15分 /日

※一般平均25.76時間 /月

13



給与 /福利厚生

給与 / 手当

＊基本給

短大・専門卒 1 8 0 , 0 0 0 ~  

大卒 1 8 4 , 4 0 0 ~

＊毎月の手当て

特定処遇改善加算手当 9,000 円～

処遇改善支援手当 10,000 円～

宿泊手当（グループホームのみ） 5,000円 /回

業務手当（日中通所施設） 5,000 円 / 月

休暇・休業

＊福祉士・保育士 11,000 円

＊社会福祉主事（3科目主事以外） 5,000 円

＊実務者研修 2,500 円

＊住宅手当 10,000 円

＊家族手当 5,000 円～

＊通勤手当 実費支給

＊借り上げ社宅あり

自分で物件を探すもよし！

法人に物件探しを依頼してもよし！

＊初期費用をサポート

敷金、礼金、火災保険料を法人が全額負担します！

＊月々住宅補助あり

住宅補助 15,000 円 / 住宅手当 10,000 円

つまり月々 25,000 円もお得に住める！

＊年次有給休暇

＊リフレッシュ休暇

＊永年勤続休暇

＊慶弔休暇

＊子の看護休暇

その他

＊社会保険完備

＊賞与 3ヶ月分（昨年度実績）

＊退職金制度（入職 3年後～）

＊永年勤続表彰制度＆旅行券贈呈

＊育児短時間勤務可

＊介護休暇

＊産前産後休業

＊育児休業

資格手当 その他手当 住宅補助等
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今後の選考フロー

1

☆企業説明会

2

施設見学

3

一次面接

普段着 で構 い ま せ ん 。

4

適性検査

※最終面接 ま で に 履歴書提出

5

最終面接

●５ は基本的にオフライン（対面）で実施いたします。

●１～４はオンラインでも対応可能です。

●一次面接は普段着で構いません。最終面接はスーツ着用でお願いいたします。

●最終面接までに履歴書のご提出をお願いいたします。
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配属先について

1 2 3 4

●最終的にはご本人の希望を最大限尊重し、面談および

性格的性の結果を総合的に勘案し、配属先を決定いたします。

16

【選考時】
希望部署ヒアリング
※障がい事業部全体での
選考も可能

5

【９月～１２月頃】
配属先決定

【内定】 【内定承諾後】
施設見学、

先輩職員との座談会等

【施設見学後】
希望部署ヒアリング



ご案内
若手職員の
日常やおもいを
発信しています！

インスタグラム
やってます！

http://www.ojunkai.com/recruit/

大潤会グループ本部 人事総務 伊勢本（いせもと）・四方（しかた）・チン
〒573-1178 大阪府枚方市渚西１－２４－１
TEL ：072-890-0010
MAIL:ojunkai_honbu@ojunkai.com
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