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社会福祉法人東北福祉会 

平成 27 年度第 2回新規学卒者等職員募集要項 

（平成 28 年 4 月採用） 

 

１．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 清水 秀夫 

（３）設立      平成 6年 7月 

（４）職員数     ６０１人（派遣職員等含）／2015.3.1 現在 

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

（６）事業所 

事業所名 住所／電話 事業内容 

せんだんの杜 

（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、ホームヘルプ、

ケアハウス、保育園 等 

せんだんの杜 

ものう（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 

（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 

（館） 

仙台市青葉区水の森 3-43-10 

TEL：200-303-0371 

特別養護老人ホーム、ショートステ

イ、デイサービス 

 

２．募集要項 

 （１）募集対象 

   ①平成 28 年 3 月卒業予定者（新規学卒者） ②平成 27 年 3 月以前卒業者（既卒者） 

 （２）募集職種及び募集人数・雇用形態・事業所 

 職種 人数 雇用形態と資格要件 事業所 

① 介護職員 8 名程度 

各職種とも 

正規職員（一） 

正規職員（二） 

准職員 

のいずれか 

介護福祉士 

介護職員初任者研修 

杜、ものう、

里、館 

② 保育士 2 名程度 保育士 杜 

③ 
障がい福祉 

サービス従事者 
2 名程度 

保育士、社会福祉士 

精神保健福祉士等 
杜 

④ 看護職員 2 名程度 
看護師 

准看護師 
ものう、里 

⑤ 相談員 2 名程度 
社会福祉士 

精神保健福祉士 
里 

  ※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、雇用形態が変更になる場合が

あります。 
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（３）雇用条件 

【正規職員（一）】 

基本賃金 

（初任給格付） 

手当 賞与 

○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～ 

○高校卒 

141,700 円～ 

※職歴加算あり 

○通勤手当：31,600 円まで/月 

○住宅手当：27,000 円まで/月 

○夜間勤務手当：5,000 円/1 回、処遇改善加算を含む 

（介護職員：夜間勤務は月５～６回） 

○業務特別手当 

 看護師：13,000 円/月、准看護師：10,000 円/月 

 保育士：15,000 円/月（処遇改善等加算を含む） 

○賞与加算金：年 2回 

 金額は処遇改善加算受給実績に連動して支給 

○上記以外の資格手当：3,000 円/月 

○3.0~4.2 か月

／年（業績連動

により変動） 

○年 2回 

（6月・12 月に

支給） 

※給与規程に

基づく 

○社会保険に加入。○退職金制度あり。○人財評価制度に基づく昇給あり。 

○資格取得祝金制度あり。○自己啓発休暇制度あり。○子の看護休暇・家族の介護休暇あり 

【正規職員（二）、准職員とも共通】 

 

【正規職員（二）】 

基本賃金（初任給） 手当 賞与 

○151,000 円～ 

○通勤手当：31,600 円まで/月 

○住宅手当：10,000 円まで/月 

○夜間勤務手当：5,000 円/1 回、処遇改善加算を含む 

（介護職員：夜間勤務は月５～６回） 

○業務特別手当 

 看護師：13,000 円/月、准看護師：10,000 円/月 

 保育士：15,000 円/月（処遇改善等加算を含む） 

○賞与加算金：年 2回 

 金額は処遇改善加算受給実績に連動して支給 

○上記以外の資格手当：3,000 円/月 

○2.0 か月／年

（業績連動

により変動）

○年 2回（6月・

12 月に支給）

※給与規程に

基づく 

 

【准職員】 

基本賃金（初任給） 手当 賞与 

○139,500 円～ 

○通勤手当：31,600 円まで/月 

○住宅手当：10,000 円まで/月 

○夜間勤務手当：5,000 円/1 回、処遇改善加算を含む 

（介護職員：夜間勤務は月５～６回） 

○業務特別手当 

 看護師：13,000 円/月、准看護師：10,000 円/月 

 保育士：15,000 円/月（処遇改善等加算を含む） 

○賞与加算金：年 2回 

 金額は処遇改善加算受給実績に連動して支給動 

○上記以外の資格手当：3,000 円/月 

○最大 12 万円 

○年 2回（6月・

12 月に支給）

○1 回当たり最

大6万円支給

※給与規程に

基づく 

 （参考）月額給与（例）〔新規学卒者／介護職員〕で【正規職員（一）】採用の場合 
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◆４年制大卒 

基本給 １６３，３６０円

夜間勤務手当（夜勤回数 5回） ２５，０００円

資格手当（介護福祉士所有）※２ ３，０００円

住宅手当（上限 27,000 円）※２ ２７，０００円

通勤手当（通勤距離片道 5km）※２ ２，１００円

月額合計 ２２０，４６０円

想定年収（賞与含む）※３ ３，２２３，８１５円

※上記のほか、賞与加算金を年２回支給します。 

◆３年制短大卒（専門学校含む） 

基本給 １５５，９９０円

夜間勤務手当（夜勤回数 5回） ２５，０００円

資格手当（介護福祉士所有）※２ ３，０００円

住宅手当（上限 27,000 円）※２ ２７，０００円

通勤手当（通勤距離片道 5km）※２ ２，１００円

月額合計 ２１３，０９０円

想定年収（賞与含む）※３ ３，１０９，２８５円

※上記のほか、賞与加算金を年２回支給します。 

◆２年制短大卒（専門学校含む） 

基本給 １５１，５００円

夜間勤務手当（夜勤回数 5回） ２５，０００円

資格手当（介護福祉士所有）※２ ３，０００円

住宅手当（上限 27,000 円）※２ ２７，０００円

通勤手当（通勤距離片道 5km）※２ ２，１００円

月額合計 ２０８，６００円

想定年収（賞与含む）※３ ３，０３９，５１０円

※上記のほか、賞与加算金を年２回支給します。 

◆高等学校卒 

基本給 １４１，７００円

夜間勤務手当（夜勤回数 5回） ２５，０００円

資格手当（介護福祉士所有）※２ ３，０００円

住宅手当（上限 27,000 円）※２ ２７，０００円

通勤手当（通勤距離片道 5km）※２ ２，１００円

月額合計 １９８，８００円

想定年収（賞与含む）※３ ２，８８７，２１８円

※上記のほか、賞与加算金を年２回支給します。 

≪上記の各表における留意事項≫ 

※１ この手当額は、月によって金額が変動します。 

※２ 資格手当、住宅手当、通勤手当は条件によって異なります。 

※３ 想定年収は、前年度実績に基づく賞与額を含んだ平成 27 年度の見込み額です。 
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 （４）勤務時間 

①1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）。 

②勤務時間は、早番・日勤・遅番・夜間勤務等あり。 

※夜間勤務（５～６回／月）は介護職員のみ。詳細はお問い合わせください。 

 （５）休日・休暇 

①休日は、シフト表によって指定された日。※1か月あたりの休日は 9日～10 日が原則。 

②年次有給休暇、自己啓発休暇、育児・介護休暇、特別休暇等あり。 

 

３．応募・選考方法 

（１）募集期間（エントリー期間） 

平成 27 年 6 月 8日(月)から 7月 24 日(金)まで。（当日エントリー分まで有効） 

（２）採用試験実施日等 

下記の期日において採用試験を実施。エントリー（応募）者へ順次採用試験の詳細連絡を送付。 

①試験期日：平成２７年７月２５日(土) 

②会  場：認知症介護研究・研修仙台センター内講義室（せんだんの里隣） 

③試験内容：論述試験、面接試験 

（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 論述試験 

    14 時 00 分～14 時 20 分 施設見学（せんだんの里） 

    14 時 30 分～  面接試験（個人面接。面接の順番は試験当日に連絡） 

            ※面接終了者からお帰りになって結構です。 

（４）応募方法 

   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 事前に、「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、もしくは電話・ファックス・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。平成 27 年 7 月 31 日（金）に発送予

定です。 
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４．説明会・見学会 

  下記の日程で、職場説明会並びに採用試験に関する説明会、および施設見学会を行います。ご興味

のある方は、ぜひご参加ください。 

  なお、この説明会、見学会へ参加をしなくても採用試験を受験することはできます。 

  また、下記日程のご都合が合わない場合は、随時説明会および見学会を行いますので、ご連絡くだ

さい。 

 日時 場所 

1 6 月 17 日（水）16 時～17 時 せんだんの杜 せんだんの杜ものう 

2 6 月 24 日（水）16 時～17 時 せんだんの館 せんだんの杜ものう 

3 7 月 1 日（水）16 時～17 時 せんだんの里 せんだんの杜ものう 

4 7 月 8 日（水）16 時～17 時 せんだんの杜 せんだんの杜ものう 

5 7 月 15 日（水）16 時～17 時 せんだんの館 せんだんの杜ものう 

6 7 月 22 日（水）16 時～17 時 せんだんの里 せんだんの杜ものう 

 

５．平成 27 年度採用試験実施予定 

 （１）第 3回採用試験／平成 27 年 9 月 26 日（土） 

 （２）第 4回採用試験／平成 27 年 12 月 12 日（土） 

   上記の日程で、採用試験を実施予定です。期日が近づきましたら、順次詳細の案内を開始します。 

 

６．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。皆様のお越し

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．t-honbu@sendan.or.jp 

 URL．http://www.sendan.or.jp 

 


