
 

                職員募集要項  （第二次）     

（平成 30年 4月 1日採用）  

 

 

法 人 名  社会福祉法人県央福祉会 

代表者名  理事長 碁石 學 

設 立  昭和 54年 8月 11日 

職 員 数  総数 458名（平成 29年 5月 1日現在） 

所 在 地  法人事務局・全事業所 ： 新潟県三条市内 

         ○障 害 者 支 援 施 設  いからしの里 

○障害福祉サービス事業所  杉の子工房・いからし工房・長久の家 

         ○特別養護老人ホー ム  つかのめの里・うらだての里・おおじまの里 

○児 童 福 祉 施 設  にじいろ保育園 

経営理念  「利用者主体の質の高い福祉サービスを通じて、地域社会に貢献します」 

法人紹介   昭和 55 年 知的障害者施設いからしの里を開設して以来、地域の皆様の福祉ニーズに応じ、

特別養護老人ホームや保育所等の運営も手掛け、障がい者・高齢者・こどもの総合福祉の増進

に取り組んでいます。 

 

 

 

 

（1）募集職種及び人数 

 職 種 人数 採用時身分 資格等 

1 生活支援員 

（障害者施設） 

2名 正職員又は

臨時職員 

社会福祉士、精神保健福祉士、介護福祉士 

 

上記いずれかの有資格者は正職員（資格取得見込可）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

無資格者は臨時職員となります 

2 介護職員 

（高齢者施設） 

5名 

 ※臨時職員は正規職員への登用制度（資格取得後）及び継続雇用制度があります。 

  

（2）受 験 資 格 ・高等学校卒業以上の学力を有し福祉に対して熱意のある方で 

          平成 30年 3月末卒業見込、第二新卒（大学卒業後 3年以内で 25歳以下）の方 

         ・既卒の方 

・普通自動車運転免許（取得見込可）を有し、通勤可能な方。 

 

（3）勤 務 地  三条市の法人内各施設（勤務施設は採用後決定いたします） 

        

（4）勤 務 時 間  勤務施設によって異なります。勤務施設によっては夜間勤務があります。 

 

 

法人概要 

募集要項 



 

（5）勤務条件等 

【給 与】 

① 基 本 給 当法人職員給与規程により支給いたします。 

 

[支給例 社会福祉士] ※下記金額に、その他手当が加算されます 

 ○22歳生活支援員    正職員（大学 4年制卒業者）  173,800円～ 

○22歳介護職員     正職員（大学 4年制卒業者）  163,800円～ 

                     

[支給例 介護福祉士] ※下記金額に、その他手当が加算されます 

○20歳介護職員     正職員（専門学校 2年制卒業者）160,000円～ 

○20歳生活支援員    正職員（専門学校 2年制卒業者）160,000円～ 

                

[支給例 臨時職員] ※下記金額に資格手当及びその他手当が加算されます 

○22歳        大学 4年制卒業者            131,280円～ 

     ○20歳        専門学校 2年制卒業者          127,480円～ 

            

   ・初任給は、学歴、年齢、職歴により決定します。（職員給与規則による） 

   ・臨時職員については正職員への登用制度（資格取得後）及び継続雇用制度があります。 

    ・採用職種でお勤めの経験がある方は、勤務経験を加算致します。 

 

②各種手当 ●資格手当 

社会福祉士 20,000円（介護職員の場合は 10,000円）、精神保健福祉士 20,000円（介

護職員の場合は 10,000円）、介護福祉士 10,000円（資格手当 5,000円＋処遇改善手

当 5,000円）、保育士 5,000円（生活支援員、介護職員の場合は 2,500円）、社会福

祉主事 5,000円（介護職員の場合は 2,500円） 

●その他手当  

夜間勤務手当（採用施設により夜勤の有無が異なります）、通勤手当（最高限度額

20,900円）、時間外勤務手当、扶養手当（配偶者 10,000円 その他 3,000～8,000円）、

住宅手当（最高限度額 27,000円）、宿日直手当、待機手当等 

 

③賞 与  年 2回（平成 29年度実績 正職員 4.1ヶ月、臨時職員 2.8ヶ月） 

 

④昇  給 年 1回（4月） 

 

⑤退 職 金 有（採用 1年経過後） 

 

 

【就業時間等】 

①勤務日及び勤務時間は勤務表により指定いたします。（変則勤務） 

 ※採用施設、部署により就業時間、夜勤の有無が異なります 

②公休日は、年間 123日（平成 30年度予定）です。 ※1年単位の変形労働時間 

 



【福 利 厚 生】 

①各種保険等加入（健康保険・厚生年金・雇用保険・労災保険） 退職金制度 

②有給休暇は採用時からあり（31年 3月まで 20日間付与、次年度に繰越制度あり※最大 40日） 

③特別休暇（産休、結婚、忌引等）療養休暇（一般疾病 180日など）育児休業（満 3歳に達するまで）介護休業 

 

 

 

 

 

（1）試 験 日  平成 29年 11月 1日（水）9時より  

      

（2）試験内容  作文・面接試験 

 

（3）試験会場等 三条市総合福祉センター 2階会議室 

三条市東本成寺 2-1  電話: 0256-33-8511   

      

①試験当日は、受験票（試験日 1週間前くらいに郵送）、筆記用具（鉛筆は HB又は B、消しゴム）を

お持ちください。応募人数により昼食が必要になる場合もございます。その際は事前にお知らせ

致します。 

②試験結果については、合否採点後、受験者全員に郵送でお知らせ致します。 

直接電話等でのお問い合わせはご遠慮願います。 

 

（4）応募書類 

①平成 30年 3月卒業見込みの方   ア.履歴書（学校指定様式、市販のもので可） 

イ.成績証明書、 

ウ.卒業見込証明書 

エ.健康診断書写し（学校で実施したもので可） 

 

②既卒の方             ア.履歴書（市販のもので可） 

※第二新卒含む          イ.職務経歴書（職歴のある方、書式自由） 

ウ.ハローワークからの職業紹介状 

 

●応募についての注意事項 

・履歴書を含む応募書類はすべてＡ判（Ａ3又はＡ4）とし、必ず希望職種を明記してください。 

（ただし、学校指定様式がＢ判の場合は、Ｂ判での応募も可能です） 

・氏名欄に押印し、記入漏れ等ないか確認をしてから提出してください。 

・保有資格、採用日までに取得見込の資格名称を履歴書内に記載してください。 

・応募書類に不備があった場合は、受付後返却或いは応募が無効になる場合もございますので 

ご注意ください。 

 

（5）応募書類提出先 

〒955-0044 新潟県三条市田島二丁目 22番 28号    （ライフケアくつろぎ 2階） 

社会福祉法人県央福祉会事務局 総務課 仲谷宛  

応募・選考方法 



（6）応募書類受付期間及び提出方法 

平成 29年 9月 19日（火）～ 10月 20日（金） 

郵送又は持参 ○郵送の場合は受付最終日 17：00必着となるように手配をしてください。        

       ○持参の場合は土・日・祝日を除く午前 9時～12時、午後 1時～5時の間に担当

者に電話連絡の上、県央福祉会事務局まで直接お持ちください。 

        ○最終受付日の午後 5時を過ぎた場合は、書類の受理は致しません。 

         

（7）職場説明会及び施設見学 ※ご希望の場合は、下記県央福祉会事務局担当者宛にご連絡ください 

●障害者福祉サービス 

平成 29年 10月 11日（水） 14時から 16時 30分  

     ▼集合場所：障害者支援施設いからしの里   三条市月岡 2672−3 

           その後、障害福祉ｻｰﾋﾞｽ事業所いからし工房、長久の家に移動し、見学致します。 

   

●高齢者福祉サービス 

 平成 29年 10月 5日（木） 14時から 16時 30分 

 ▼集合場所：特別養護老人ホームつかのめの里 三条市塚野目 2380番地 2 

       その後、特別養護老人ホームおおじまの里に移動し、見学致します。 

※ご都合が悪い場合は上記以外の日でもご案内いたしますので、ご希望があればご連絡ください 

※自家用車で来園できない方は、見学申し込みの際にその旨をお知らせください 

    

 

 

 

職場説明会等に参加を希望される方、また、募集内容についてご不明な点がございましたら、 

下記担当者までお気軽にご連絡ください。 

 

【社会福祉法人県央福祉会事務局】    

担当者       総務課  仲谷（なかや）、田崎（たさき） 

住  所       〒955-0044 新潟県三条市田島二丁目 22番 28号 

☎        0256-31-1810   

     Email         jimukyoku@kenfuku.jp 

       ホームページ kenfuku.jp 

          ☆法人内施設の情報を掲載しておりますので是非ごらんください 


