
特定非営利活動法U-mitte
求人情報

重症児デイサービスプエオキッズ



笑顔が、明日を、創る。

わたしたちには大切な使命があります。

子ども達が楽しく安心して暮らせる社会を創ること。

U-mitteはその使命を果たすため、お母さんと支援者で生まれました。

私たちのあいことば。

「なければ創ればいい」

私たちのサービスは完成していません。

これからも重症児者の将来に向けて様々なチャレンジをしていきます。

さあ、U-mitteで子どもの笑顔を一緒に創っていきませんか。



新卒採用
勤務地 帯広市西5条南41丁目1－10 プエオキッズor新店舗

仕事内容 児童発達支援、放課後等デイサービスでの児童指導員、生活介護事業所における
生活介助員。重症心身障害児者を対象としたデイサービスで日中活動の援助をお
願いします。マンツーマン体制で子供達の成長にしっかりと向き合える環境です。
☆自宅や学校への送迎
☆活動の準備、実施☆お散歩、創作活動、音楽活動など

資格 保育士・社会福祉士・精神保健福祉士のいずれかの国家資格保有者（または取得
予定） または児童指導員任用資格をお持ちの方 普通自動車免許（AT限定可）

就業時間 9:00～18:00（シフト制）※業務の都合により、勤務時間は変動する場合があ
ります 休憩時間：60分

給与 大学卒 205,000円～ 短大卒 203,000円～

賞与 年２回（６月、１２月）

各種手当 通勤手当（規定あり）、資格手当

休日休暇 4週8休制（シフト制）年末年始（12/29～1/3）有給休暇、慶弔休暇、産休・
育休、介護休暇など

福利厚生 健康保険、厚生年金、雇用保険、労災保険



中途採用
管理職候補

仕事内容

児童発達支援管理責任者（対象：子ども） サービス管理責任者（対象：大人） 現場の

監督。サービス利用のアセスメントおよび支援目標・支援内容・達成時期など個別支援
計画の立案。モニタリングの定期実施など。

資格
児童発達支援管理責任者、サービス管理責任者の実務要件を満たす方 （研修後取得見
込み方を含む）

就業時間
9:00～18:00（シフト制）※業務の都合により、勤務時間は変動する場合があります
休憩時間：60分

給与 月給 220,000円～ 資格手当20,000円 役職手当10,000円～

賞与 年２回（６月、１２月）

各種手当 通勤手当（規定あり）

休日休暇
4週8休制（シフト制）年末年始（12/29～1/3）有給休暇、慶弔休暇、産休・育休、
看護・介護休暇など

福利厚生 健康保険、厚生年金、雇用保険、労災保険



中途採用
保育士

仕事内容

児童発達支援・放課後等デイサービスにおける日中活動の援助をお願いします。 マン
ツーマン体制で子どもたちの日々の成長にしっかりと向き合える職場です。 ☆自宅や
学校への送迎 ☆活動の準備・実施 ☆お散歩、創作活動、音楽活動など 季節ごとのイベ
ントにも力を入れていますよ！

資格 保育士（必須）、運転免許証

就業時間
9:00～18:00（シフト制）※業務の都合により、勤務時間は変動する場合があります
休憩時間：60分

給与 月給 200,000円（一般職）

賞与 年２回（６月、１２月）

昇給 年１回（４月）

各種手当 通勤手当（規定あり）資格手当20,000円

休日休暇
4週8休制（シフト制）年末年始（12/29～1/3）有給休暇、慶弔休暇、産休・育休、
介護休暇など

福利厚生 健康保険、厚生年金、雇用保険、労災保険



理学療法士、作業療法士

仕事内容
障害福祉サービス事業所を利用される方が、日常生活を営むのに必要な機能訓練、特
別支援計画の作成、評価など

資格 理学療法士、作業療法士 ※実務経験３年以上 普通自動車免許（AT限定可）

就業時間
9:00～18:00（シフト制）※業務の都合により、勤務時間は変動する場合がありま
す 休憩時間：60分

給与 月給 220,000円～

賞与 年２回（６月、１２月）

昇給 年１回（４月）

各種手当 通勤手当（規定あり）資格手当20000円、役職手当

休日休暇
4週8休制（シフト制）年末年始（12/29～1/3）有給休暇、慶弔休暇、産休・育休、
介護休暇など

福利厚生 健康保険、厚生年金、雇用保険、労災保険

中途採用



看護師

仕事内容
障害福祉サービス事業所における看護師業務 重症児者デイサービスにおいて、
利用者さんの健康管理や必要なケアをお願いします。

資格 看護師または准看護師

就業時間
9:00～18:00（シフト制）※業務の都合により、勤務時間は変動する場合があ
ります 休憩時間：60分

給与 月給 220,000円～

賞与 年２回（6月、１２月）

各種手当 通勤手当（規定あり）資格手当15,000円～、役職手当、

休日休暇
4週8休制（シフト制）年末年始（12/29～1/3）有給休暇、慶弔休暇、産休・
育休、介護休暇など

福利厚生 健康保険、厚生年金、雇用保険、労災保険

中途採用



パート・アルバイト

保育士（パートタイム）

仕事内容

児童発達支援・放課後等デイサービスにおける日中活動の援助をお願いします。
マンツーマン体制で子どもたちの日々の成長にしっかりと向き合える職場です。
☆自宅や学校への送迎 ☆活動の準備・実施 ☆お散歩、創作活動、音楽活動など 季
節ごとのイベントにも力を入れていますよ

資格 保育士（必須） 普通自動車免許お持ちの方歓迎！（AT限定可）

就業時間
応相談 （例）13:00～17:00／10:00～16:00 休憩時間：45分（8時間勤務の
場合60分）

給与 時給1,200円

各種手当 資格手当20,000円、交通費支給

休日休暇 シフト制（ご自身の予定に合わせてお休みいただけます）

福利厚生 各種保険



パート・アルバイト

指導員、生活支援員（パートタイム）

仕事内容

放課後等デイサービス等での指導員 生活介護事業所での生活支援員 主に重度の
障がいを持った子ども/大人を対象とした日中活動の援助。 「マンツーマン」体
制で “のんびりゆったり” 向き合います。 ☆自宅や学校などの送迎 ☆お散歩、創
作活動、音楽活動

資格
未経験、無資格歓迎！ ・介護福祉士 ・介護職員初任者研修 ・普通自動車免許
（AT限定可） ※上記資格は優遇します

就業時間
応相談 （例）13:00～18:00／10:00～16:00 休憩時間：45分（8時間勤務
の場合60分）

給与 時給1,000円～

各種手当 資格手当10,000円～、交通費支給

休日休暇 シフト制（ご自身の予定に合わせてお休みいただけます）

福利厚生 各種保険



パート・アルバイト

看護師（パートタイム）

仕事内容
放課後等デイサービス等での看護師業務 主に重度の障がいを持った子ども
／大人を対象とした健康管理（医療的ケアが必要な場合があります）

資格 看護師・准看護師

就業時間
応相談 （例）13:00～17:00／10:00～16:00 休憩時間：60分（6時間
勤務の場合45分）

給与 時給1,450円～1,600円

各種手当 通勤手当（規定による）、資格手当10,000円～20,000円

休日休暇 シフト制、ご自身の予定に合わせてお休みいただけます。

福利厚生 各種保険完備



パート・アルバイト

理学療法士、作業療法士（パートタイム）

仕事内容

放課後等デイサービスや生活介護事業所などでの勤務です。 利用者さんが

日中活動を営むために必要な機能訓練、呼吸リハビリテーション、利用者
さんの特別支援計画の作成などをお願いします。 またデイサービスの一員
として、利用者さんの日中活動の援助や送迎などもお願いします。

資格 理学療法士、作業療法士 普通自動車免許お持ちの方歓迎！（AT限定可）

就業時間
応相談 （例）13:00～17:00／10:00～16:00 休憩時間：60分
（6時間勤務の場合45分）

給与 時給1,400円～

各種手当 資格手当20,000円、交通費支給

休日休暇 シフト制、ご自身の予定に合わせてお休みいただけます。

福利厚生 各種保険
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数字で見る職員比率

女性が多いです30代・40代が多いです看護師が多いです



プエオキッズは全国重症児デイサービスネットワークの加盟事業所です
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