
   

 

 

  

       

 

          

 

 

 

 

                                                  

 

                                         

 

◎試 験 日  平成３０年 12 月 3 日（月） 

◎試験会場  いわて県民情報交流センター（アイーナ）研修室８１２ 

          （岩手県盛岡市盛岡駅西通一丁目７番１号） 

◎受付期間  平成 30年 10 月 15 日（月）～平成 30 年 11月 16 日（金） 

◎採 用 日  平成 31年  ４月  １日 

◎申込み・問合せ先   

岩手県社会福祉事業団事務局 人材育成室 

          〒020-0114 岩手県盛岡市高松三丁目７番 33号 

          TEL  ０１９－６６２－１５４８     

FAX ０１９－６６２－０６８６ 

          HP アドレス   http：//www.iwate-fukushi.or.jp 

            メールアドレス  ikusei@iwate-fukushi.or.jp  

                   （担当：榑林
くればやし

・菅
すが

） 

   

★ 岩手県社会福祉事業団の職員は、県内 17 カ所の社会福祉施設で、 

地域における福祉サービスの担い手として活躍しています。 

700 名を超える仲間があなたを待っています。 

 

★ 岩手県社会福祉事業団にとって、職員こそがかけがえのない「財産」 

です。 「人財（材）育成」として、採用直後から将来に至るまで、各 

キャリアに応じた各種研修を実施しています。 

 

社会福祉法人  岩手県社会福祉事業団 

平成 30 年度Ⅱ期 職員【総合職】採用試験 

受 験 案 内 

 

 

 

 

～岩手県社会福祉事業団がサポートします～ 

 



 

 

   当事業団では、正規職員を勤務地及び職務内容の違いにより「総合職」と「一般職」 

に区別して採用しています。 

   「総合職」は県内全域を異動し、施設における支援業務、事務及び相談等の業務を重 

ねることにより、将来的には本人の希望や資質により事業団の経営企画や管理運営等 

を担うことが期待されます。勤務職種には、保育士・児童指導員・相談支援員・生活 

支援員・主事などがあります。 

   

  （参考）一般職～県内を県北・県央・県南の３地区に分けた地区毎の採用となります（地区内

での異動となります）。施設における支援業務、事務、及び相談等の業務を担います。

将来的に人事上の必要性並びに本人の希望、適性及び能力に応じ、チームリーダーとし

て任用される場合があります。 

 

 

 

 

試験区分 受 験 資 格 採用予定人数 

総合職 

区分１ 

平成 31年 3月に短期大学・専門学校・大学卒業見込みの

方（卒業後 3年以内の者を含む）で、かつ平成 30年 4月 

1日において年齢が 25歳未満の方 

10人程度 

総合職 

区分２ 

区分１に該当しない方で、平成 30年 4月 1日において 

高等学校卒業以上、かつ 20歳以上 45歳未満の方 
若干名 

 

 

 

 日  時 場   所 内  容 合格発表 

一

次

試

験 

平成 30年 

12月 3日（月） 

13時 20分 

～15時 50分 

いわて県民情報

交流センター 

（アイーナ） 

研修室 812 

筆記試験（学力試験・作文試験） 

ア 学力試験は、一般教養 

問題 

 イ 作文試験は、身近なテー 

マについて文章による表現 

力などを問う 

平成 30年 

12月上旬 

 

二

次

試

験 

平成 30年 

12月下旬 

～ 

平成 31年 

1月上旬 

岩手県 

社会福祉事業団 

事務局 

適性検査・面接試験 

一次試験合格通知と併せて 

対象者に、日時・内容について連

絡します。 

平成 31年 

1月中旬 

１ 募集職種 

２ 試験区分、受験資格及び採用予定人数 

 

３ 試験の方法 



＜一次試験日程表＞ 

時間区分 内  容 

１３：２０ ～ １３：４０ 受付 

 １３：４５ ～ １３：５５ オリエンテーション 

１４：００ ～ １４：３０ 学力試験   

１４：５０ ～ １５：５０ 作文試験 

 

 

              

（１）応募書類 

１ エントリーシート（様式１）  別紙（ホームページからダウンロード可） 

２ 成績証明書 総合職区分１の方のみ 

３ 返信用封筒 長形３号（１２０mm×２３５mm）封筒の表に

受験者の住所、氏名を記入し、８２円切手を 

貼付したもの 

（２）提出方法 

応募書類は、郵送または持参で提出してください。メール便は受け付けません。 

＜郵送先＞ 〒020-0114 岩手県盛岡市高松三丁目７番３３号 

      岩手県社会福祉事業団事務局 人材育成室 あて 

・封筒の表には該当する試験区分を朱書きしてください。（例：総合職区分１）  

・封筒の裏には受験者の住所・氏名を忘れずに記載してください。 

（３）受付期間 

平成 30年 10月 15日（月）～平成 30年 11月 16日（金）必着（持参は 17 時まで） 

・持参する場合、土曜・日曜・祝日は受付できません。 

（４）受験票の送付 

受付期間終了後に受験票を送付します。試験当日にお持ちください。 

・11月 27日（火）までに受験票が届かない場合は、人材育成室までお問い合わせくだ

さい。 

 

 

 

（１）試験結果については、一次試験及び二次試験ともに受験者全員に文書で通知すると 

ともに、合格者の受験番号を岩手県社会福祉事業団ホームページに掲載します。 

（２）試験結果についての電話、FAX、メールなどによるお問い合わせには応じられま 

せん。 

（３）応募書類は返却いたしません。なお、提出書類等により取得した個人情報について 

適切に管理し、採用に係る目的の範囲内で利用いたします。 

 

 

 

４ 受験の手続き 

５ 注意事項 



 

 

（１） 勤務場所 

岩手県内各地、転勤あり 

（２） 給与 （平成 30年 4月 1日現在） 

ア 初任給：岩手県社会福祉事業団給与規則により決定する。 

 高校卒 短大卒 大学卒 大学院卒 

新卒者 156,100円 169,100円 184,800円 191,400円 

社会人経験

10年 

福祉職以外 169,100円 184,800円 201,500円 204,400円 

福祉職 173,600円 189,800円 205,700円 205,700円 

社会人経験 

15年 

福祉職以外 173,600円 189,800円 205,700円 205,700円 

福祉職 181,600円 198,500円 205,700円 205,700円 

イ 昇給 ： 年１回 

ウ 諸手当： 扶養手当(子 1 人につき 8,000 円/月)、住居手当（27,000 円/月額上限） 

通勤手当（2,100～75,000 円/月）、資格手当（3 福祉士資格に 3,000 円/月） 

処遇改善手当（職務の級 1 級～3 級 25,000 円/月） 

期末・勤勉手当（年 2 回、平成 29 年度実績 4.38 月）など 

（３） 勤務時間等 

ア 勤務時間：週 38 時間 45 分（変則勤務あり） 

イ 休 暇 ：有給休暇（年次休暇、病気休暇、特別休暇）、介護休暇 

育児休業制度（幼児の病気対応もあり） 

（４） 社会保険等 

健康保険、雇用保険及び労災保険、当事業団互助会制度 

（５） 年金及び退職手当 

厚生年金、全国社会福祉事業団協議会年金共済制度、社会福祉施設職員等退職手当 

共済制度及び岩手県社会福祉協議会民間社会福祉事業職員共済に加入 

 

７ 人材育成   （ホームページ内「人材育成室へようこそ」をご覧ください） 

 

（１）「人材が財産である」 

    「人材育成基本方針」に基づき、職員一人ひとりが持つ力を十分に発揮できるよう、 

個別人材育成制度を導入し、またキャリアに沿った研修を取り入れています。 

  (２) 新規採用職員については、配属先において指導リーダーを選任し、育成指導にあた 

ります。 

 （３）無資格の方でも入職後に資格が取得できるよう、奨励制度を設けています。 

 

この受験案内は岩手県社会福祉事業団ホームページで公開しています。 

  

                                                                       

                                    

６ 勤務条件等 


