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社会福祉法人東北福祉会  

２０１９年度  新規学卒者等職員募集要項  

（令和２年４月採用）  

 

１．募集内容  

 （１）募集対象  

   ①令和２年３月卒業予定者（新規学卒者）  

  ②平成３１年３月以前卒業者（第二新卒）  

 （２）募集職種及び募集人数と雇用形態  

 職種  人数  雇用形態  資格要件  

①   介護職員  

 ８名  
正規職員

（一）  
介護福祉士（見込）  

月額給与（例）  225,460 円（ 4 年制大学卒の場合）  

年収（例）  3,616,520 円（ 4 年制大学卒の場合）  

②   保育士  

 ３名  
正規職員

（一）  
保育士（見込）  

月額給与（例）  210,460 円（ 4 年制大学卒の場合）  

年収（例）  3,240,000 円（ 4 年制大学卒の場合）  

  ※各職種とも、普通自動車運転免許の取得必須（取得見込可）  

  ※各職種とも、資格要件に記載のある資格を取得できなかった場合、または採用試験  

の結果により雇用形態が変更になる場合があります。  

  ※月額給与（例）並びに年収（例）は、平成 29 年度実績に基づくものです。  

 （３）採用予定施設  

 サービス種別  施設名  

①   特別養護老人ホーム  
[仙台市青葉区 ]リベラ荘・せんだんの里・せんだんの館  

[石巻市桃生町 ]ファミリオ  

②   保育園  [仙台市青葉区 ]国見ケ丘せんだんの杜保育園  

 

２．採用試験  

（１）募集期間（エントリー期間）  

随時  

（２）採用試験実施日等  

エントリー（応募）者へ順次採用試験実施のご連絡をします。都合のよい期日にお

いて、下記のスケジュールで採用試験を実施します。  

①  試験期日：随時  

②  会   場： [仙台会場 ]認知症介護研究・研修仙台センター（ DCRC）講義室  

（仙台市青葉区国見ケ丘 6-149-1／せんだんの里隣）  

           [石巻会場 ]せんだんの杜ものう会議室  

（石巻市桃生町中津山字八木 46-3）  
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③  試験内容：・作文（ 800 字・テーマ「キーワードを選び自分でテーマを設定」） 

・面接（ 15 分程度の個人面接）  

（３）試験スケジュール  

    12 時 30 分～ 13 時 00 分  受付  

    13 時 00 分～ 13 時 10 分  オリエンテーション  

    13 時 10 分～ 14 時 00 分  作文  

    14 時 00 分～ 14 時 30 分  施設見学（希望者のみ）  

    14 時 40 分～       面接（個人面接。面接の順番は試験当日に連絡）  

 

３．説明会・見学会  

  職場説明会並びに施設見学、及び採用試験に関する説明会は随時行います。  

  参加を希望される方は、下記問い合わせ先へお申込み、またはお問い合せ願います。  

  なお、説明会、施設見学を経なくとも採用試験を受験することはできます。  

  そのほか、ご不明な点はお気軽にお問い合わせください。  

 

４．応募方法（エントリー方法）  

採用試験の受験を希望される場合は、下記のいずれかの方法で応募願います。  

（１）「履歴書」へ「希望する職種」を明記し、「資格証 (写 )」もしくは「資格 (取得見

込 )証明書」、並びに「成績 (見込 )証明書」、「卒業（見込）証明書」を添付のうえ

下記住所へ郵送でお送りください。  

（２）マイナビからエントリーをしていただくか、電話またはメールにて、採用試験

の受験を希望する意思をご連絡ください。その後、試験日当日に、「履歴書」へ「希

望する職種」を明記し、「資格証 (写 )」もしくは「資格 (取得見込 )証明書」、並び

に「成績 (見込 )証明書」、「卒業（見込）証明書」をご持参ください。  

 

５．合否結果通知  

採用試験を受けられた方全員に、文書にて通知いたします。採用試験実施後、 1 週間

ほどお時間をいただき選考をした後に結果を発送します。  
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６．雇用条件  

基本賃金  

（初任給格付） 

【正規職員（一）】（人財評価制度に基づく昇給有り）  

○ 4 年制大卒／ 163,360 円～  

○ 3 年制短期大卒／ 155,990 円～  

○ 2 年制短期大卒／ 151,500 円～  

※職歴のある場合は、職歴加算があります。  

【正規職員（二）】（人財評価制度に基づく昇給有り）  

 ○ 151,000 円～（全学歴共通）  

諸手当  

【正規職員（一）・（二）共通】  

○通勤手当： 31,600 円まで /月  

○住宅手当： 27,000 円まで /月  

（※正規職員（二）： 10,000 円まで /月）  

○夜間勤務手当（介護職員）： 6,000 円 /1 回（処遇改善加算含む） 

○業務特別手当（保育士）： 15,000 円 /月（処遇改善等加算含む） 

○賞与加算金  

・介護職員：年 2 回支給（金額は処遇改善加算受給実績に連動） 

○資格手当： 3,000 円 /月  

 賞与  

【正規職員（一）】  

○ 3.0~4.2 か月／年（業績連動により変動）  

○年 2 回（ 6 月・ 12 月）支給  

【正規職員（二）】  

○ 2.0 か月／年（業績連動により変動）  

○年 2 回（ 6 月・ 12 月）支給  

 

 

７．月額給与（例）（※新規学卒者で介護職員として正規職員（一）採用の場合）  

（１）４年制大卒の場合  

月額合計（① +② +③ +④+⑤）  ２２５，４６０円  

内

訳  

基本給①  １６３，３６０円  

夜間勤務手当（夜勤回数 5 回）／ 1 回 6,000 円②  ３０，０００円  

資格手当（介護福祉士資格所有）③  ３，０００円  

住宅手当（上限 27,000 円）※１④  ２７，０００円  

通勤手当（通勤距離片道 5km）※１⑤  ２，１００円  

賞与（平成 29 年度実績に基づく金額）⑥  ５１５，０００円  

賞与加算金（同上）⑦  ３９６，０００円  

想定年収（月額給与×12 か月 +⑥ +⑦）  ３，６１６，５２０円  

※１  住宅手当、通勤手当は条件によって異なります。  

 



4 

 

 

（２）３年制短大卒（専門学校含む）の場合  

月額合計（① +② +③ +④+⑤）  ２１８，０９０円  

内

訳  

基本給①  １５５，９９０円  

夜間勤務手当（夜勤回数 5 回）／ 1 回 6,000 円②  ３０，０００円  

資格手当（介護福祉士資格所有）③  ３，０００円  

住宅手当（上限 27,000 円）※１④  ２７，０００円  

通勤手当（通勤距離片道 5km）※１⑤  ２，１００円  

賞与（平成 29 年度実績に基づく金額）⑥  ４９２，０００円  

賞与加算金（同上）⑦  ３９６，０００円  

想定年収（月額給与×12 か月 +⑥ +⑦）  ３，５０４，０８０円  

※１  住宅手当、通勤手当は条件によって異なります。  

 

（３）２年制短大卒（専門学校含む）の場合  

月額合計（① +② +③ +④+⑤）  ２１３，６００円  

内

訳  

基本給①  １５１，５００円  

夜間勤務手当（夜勤回数 5 回）／ 1 回 6,000 円②  ３０，０００円  

資格手当（介護福祉士資格所有）③  ３，０００円  

住宅手当（上限 27,000 円）※１④  ２７，０００円  

通勤手当（通勤距離片道 5km）※１⑤  ２，１００円  

賞与（平成 29 年度実績に基づく金額）⑥  ４７８，０００円  

賞与加算金（同上）⑦  ３９６，０００円  

想定年収（月額給与×12 か月 +⑥ +⑦）  ３，４３７，２００円  

※１  住宅手当、通勤手当は条件によって異なります。  

 

８．福利厚生・職場環境等  

 【福利厚生】   

  ○社会保険に加入します。  

○退職金制度があります。  

○車通勤できます。（無料の駐車場有り。）  

○自己啓発休暇制度があります。（年次有給休暇とは別に 10 日間の有給休暇。）  

○資格取得祝金制度があります。  

○育児休業制度があります。  

○子の看護休暇があります。  

○家族の介護休暇があります。  
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 【職場環境】（※働いている職員の声）  

  ○専門知識や技術が見につく。    ○理念が行動までおちている。  

  ○介護方針が明確である。      ○地域との関りが強い。  

  ○先輩の面倒見が良い。       ○何でも気軽に相談できる。  

  ○専門性の高い人材がいる。     ○経験豊富な先輩が多い。  

  ○希望休を取りやすい。       ○研修が充実している。  

  ○有給休暇、産前産後休暇、育児休業の取得率が高い。  

 

９．勤務時間  

（１）１か月単位の変形労働制で、１日８時間の交替勤務（シフト制）です。  

（２）勤務時間は、早番・日勤・遅番・夜間勤務等があります。  

※夜間勤務（５～６回／月）は介護職員のみです。  

（３）勤務時間に関する詳細はお問い合わせください。  

 

１０．休日・休暇  

（１）休日は、１か月単位のシフト表によって指定された日です。  

（２）１か月あたりの休日数は９日～１０日が原則です。  

（３） 2019 年度における年間休日数は１２６日になります。  

（４）年次有給休暇、自己啓発休暇、育児休暇、介護休暇、特別休暇等があります。  

 

１１．法人概要  

（１）法人名    社会福祉法人東北福祉会  

（２）代表者名   理事長  大竹  榮  

（３）設立     平成７年６月２０日  

（４）職員数    ５８５人（派遣職員等含）／ 2019 年 3 月 1 日現在  

（５）本部事務局  仙台市青葉区国見ケ丘６－１４９－１（せんだんの里内）  

（６）拠点  

拠点名  住所／電話  事業内容  

せんだんの杜  
仙台市青葉区国見ケ丘 7-141-9 

TEL： 022-277-1122 

特別養護老人ホーム、ケアハウ

ス、保育園、放課後等デイ  等  

せんだんの杜  

ものう  

石巻市桃生町中津山字八木 46-3 

TEL： 0225-76-5325 

特別養護老人ホーム、グループ

ホーム、ケアハウス  等  

せんだんの里  
仙台市青葉区国見ケ丘 6-149-1 

TEL： 022-303-7552 

特別養護老人ホーム、グル―プ

ホーム、デイサービス  等  

せんだんの館  
仙台市青葉区水の森 3-43-10 

TEL： 022-303-0371 

特別養護老人ホーム、ショート

ステイ、デイサービス  
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１２．問い合せ先・応募書類送付先  

  採用試験前の施設見学は随時受け付けておりますので、お気軽にお問合せください。

皆様からのご連絡をお待ちしております。  

 

  社会福祉法人東北福祉会  法人本部事務局（担当：野田・山下）  

   〒989-3201 仙台市青葉区国見ケ丘 6-149-1 

    ＴＥＬ：022-303-0086  

ＦＡＸ：022-208-7600 

 Ｅ－Ｍａｉｌ：info_honbu@sendan.or.jp 

 ＵＲＬ： https://www.sendan.or.jp 

mailto:info_honbu@sendan.or.jp
https://www.sendan.or.jp/
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