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社会福祉法人志摩市社会福祉協議会 職員採用試験実施要項 

 

令和４年６月２１日 

志摩市社会福祉協議会 総務課 

 

１ 職種・採用予定人数など 

 

職員区分 職種 
採用予定 

人数 
業務内容 

正職員 総合職 ２名程度 

①地域福祉事業（相談支援・企画立案実施） 

②介護保険サービス事業（介護業務） 

③障がい福祉サービス事業（介護・訓練指導 

業務） 

④法人運営事業（総務・経理業務） 

＊上記、いずれかに従事 

 

２ 受験資格など 

 

職員区分 職種 受験資格など 

正職員 総合職 

以下の①～②のいずれかの条件を満たし、③～⑤の条件を全

て満たす方 

①令和５年３月に大学院、４年制大学、短期大学、専門学校

（以下、「学校」）を卒業見込みの方 

②上記学校を卒業後、３年以内の方 

③採用予定日までに普通自動車運転免許資格を有する方 

④本会が経営するいずれの施設でも勤務できる方 

⑤令和５年４月１日（土）から本会にて勤務できる方 

※社会福祉士、介護福祉士などの福祉に関する有資格者及び 

 受験資格を有する方（令和５年３月末までに取得見込みの 

 方を含む）は、選考を優遇します。 

 

３ 採用予定年月日 

 

令和５年４月１日（土） 

 

４ 採用試験の方法 

 

職員区分 職種 １次試験 ２次試験 

正職員 総合職 
・一般教養試験（基礎能力） 

・作文試験 
・面接試験 
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５ 受験申込書の入手方法 

 

（１）直接入手する場合 

配布期間 令和４年７月４日（月）～令和４年８月１日（月） 

配布場所 

以下の拠点施設にてお渡しします。 

拠点施設 住所 

浜島地域福祉センター さくら苑 志摩市浜島町桧山路 3 

大王地域福祉センター ゆうゆう苑 志摩市大王町波切 3243-1 

志摩地域交流拠点 つばさ 志摩市志摩町和具 2240 

磯部健康福祉センター かがやき 志摩市磯部町迫間 955 

障がい者生活介護センター きらり 志摩市阿児町神明 2065-3 

＊土・日曜日及び祝日は、お渡しすることができませんのでご注意く 

ださい。 

＊対応時間は、午前８時３０分～午後５時１５分です。ただし、つば

さは午前９時００分～正午です。 

 

（２）郵送にて請求する場合 

封 筒 
封筒の表に朱書きで「職員採用試験受験願書請求」と記載して送付（請

求）してください。 

同封資料 

以下の資料などを同封してください。 

①郵便番号、住所、氏名を記載した書面 

②返信用の切手（１２０円） 

請求期限 令和４年７月２１日（木） 

請 求 先 
〒517-0214 志摩市磯部町迫間 955 磯部健康福祉ｾﾝﾀｰかがやき内 

社会福祉法人志摩市社会福祉協議会 総務課 

 ＊電話での請求は対応いたしかねますのでご了承ください。 

 

（３）ホームページから入手する場合 

掲載期間 令和４年７月１日（金）～令和４年８月１日（月） ※予定 

掲載場所 

本会ホームページの職員求人募集情報より所定の応募書類（受験願 

書、履歴書）をダウンロードしてください。 

 社会福祉法人志摩市社会福祉協議会 ホームページ 

    【 https://shima-fukushikyo.or.jp 】 
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６ 申込手続き 

 

申込方法 

職員採用試験受験願書（以下、受験願書）に必要事項を記入し、次

の書類を添えて持参又は郵送（受付期間内）により提出してください。 

【提出書類】 

①受験願書（所定の用紙） 

・受験願書をお渡しします。必要事項を記入してください。 

 ※本会ホームページよりダウンロードする場合は、A4 サイズで 

印刷してください。自筆記入でお願いします。 

②連絡用封筒２枚（受験票送付及び１次試験結果通知に使用） 

・定形「長形３号（縦 235mm×横 120ｍｍ）」の封筒に、受験者 

 本人の氏名及び住所を記載のうえ、２枚とも８４円切手を貼付け 

 てください。なお、受験申込者の名前の下には、「様」と記入して 

ください。「行」「宛」等は記入しないでください。 

③履歴書（所定の用紙） 

・履歴書をお渡しします。必要事項を記入してください。 

 ※本会ホームページよりダウンロードする場合は、A4 サイズ（片

面２枚１組）で印刷してください。自筆記入でお願いします。 

・３ヵ月以内に撮影した正面、上半身、脱帽、無背景の写真を添付し

てください。 

④普通自動車運転免許証（写しは A４サイズの用紙に原寸で印刷） 

・普通自動車運転免許証の写し（コピー） 

・普通自動車運転免許資格を取得見込みの人は、資格取得後すみやか

に提出してください。 

⑤卒業証明書（写しは A４サイズの用紙に拡大又は縮小で印刷） 

・卒業見込証明書又は最終学歴の卒業証明書の写し（コピー） 

⑥各資格証（写しは A４サイズの用紙に拡大又は縮小で印刷） 

・福祉に関する資格証の写し（コピー） 

・社会福祉士、介護福祉士などの福祉に関する資格を有する方は、各 

 資格証の写し（コピー）を提出してください。 

申 込 書 

提 出 先 

〒517-0214 志摩市磯部町迫間 955 磯部健康福祉ｾﾝﾀｰかがやき内 

社会福祉法人志摩市社会福祉協議会 総務課 

＊持参する場合は、土・日曜日及び祝日は受け付けできませんのでご

注意ください。 

＊郵送により受験願書を提出される場合は、朱書きで「職員採用試験

申込書在中」と記入し、申込書受付期間内必着で送付してください。 

申 込 書 

受付期間 

令和４年７月４日（月）～令和４年８月２日（火） 

午前８時３０分～午後５時１５分 

＊令和４年８月３日（水）以降の申し込みは受け付けできませんので

ご注意ください。 

＊８月１６日（火）までに受験票が到着しない場合は、総務課までご連絡ください。 
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７ 採用試験の日時及び会場 

 

１次試験 

試験日 令和４年８月２１日（日） 

試験会場 
磯部健康福祉センターかがやき 

〒517-0214 志摩市磯部町迫間 955 

試験時間 

【試験日程】 

試験内容 時刻 

受付 午前  8 時 30 分～午前  9 時 10 分 

説明 午前  9 時 10 分～午前  9 時 25 分 

作文試験 午前  9 時 30 分～午前 10 時 30 分 

休憩 午前 10 時 30 分～午前 10 時 45 分 

説明 午前 10 時 45 分～午前 11 時 00 分 

一般教養試験 午前 11 時 00 分～午前 12 時 00 分 

採用試験終了 正午予定 
 

 

２次試験 

試験日 令和４年９月１８日（日） 

試験会場 
磯部健康福祉センターかがやき 

〒517-0214 志摩市磯部町迫間 955 

試験時間 

【試験日程】１次試験合格者 

試験内容 時刻 

面接試験 

午前  9 時 00 分～午前  9 時 15 分 

午前  9 時 20 分～午前  9 時 35 分 

以降、１次試験合格者の人数により時 

間調整 

採用試験終了 面接試験終了時 
 

 ＊昼食が必要であると思われる場合は、各自ご用意ください。 

 

８ 最終合格者の決定及び発表 

 

（１）決定方法 

職員区分 決定方法 

正職員 
・１次から２次までの試験結果を総合的に判断し合格者を決定し

ます。 

 

（２）発表 

職員区分 発表 

正職員 ・２次試験終了から約２週間後に受験者に通知します。 
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９ 待遇など 

 

（１）給与 

   志摩市社会福祉協議会職員給与規程に基づき支給します。 

 ア．給料／学校を卒業後、直ちに採用された場合の初任給は次のとおりです。 

（令和４年４月 1 日現在） 

職員区分 職種 最終学歴 初任給 

正職員 総合職 
大学卒 １７４，２００円 

短大卒 １５７，７００円 

＊本会に従事した期間及び本会職員の職務と類似する職務に従事した期間等があり、

その従事した期間が本会の職務に直接役立つと認められる場合は考慮し、基本給を

決定します。 

イ．諸手当／子ども手当、通勤手当、時間外勤務手当、休日勤務手当など 

ウ．賞与／期末・勤勉手当 年３．９５ヵ月（令和４年４月 1 日現在） 

 

（２）福利厚生 

   社会保険、労働保険、職員退職手当制度 

 

（３）基本となる休日、勤務時間など 

区分 説明 

勤務時間 午前 8 時 30 分～午後 5 時 15 分（1 時間休憩） 

休日 土曜日、日曜日、祝日、年末年始（12 月 29 日～1 月 3 日） 

休暇 
年次有給休暇、特別休暇、母性健康管理休暇、育児休業、育児 

短時間勤務、介護休業、介護短時間勤務 

 ＊休日及び勤務時間は、シフト制の部署では、上記事項と異なります。 

 

１０ 主な事業所 

 

施設（拠点）の名称 住所 

浜島地域福祉センター   さくら苑 志摩市浜島町桧山路 3 

大王地域福祉センター    ゆうゆう苑 志摩市大王町波切 3243-1 

阿児健康福祉センター    ｻﾝﾗｲﾌあご 志摩市阿児町鵜方 3098-1 

磯部健康福祉センター    かがやき 志摩市磯部町迫間 955 

障がい者生活介護センター きらり 志摩市阿児町神明 2065-3 

障がい者支援施設     はばたき 志摩市阿児町神明 2064-4 

障がい者支援施設     あいのその 志摩市大王町波切 3298-1 

障がい者支援施設     えりはら 志摩市磯部町恵利原 1421 

＊本会の情報、経営する事業などについては、ホームページにてご確認ください。 

（https://shima-fukushikyo.or.jp/） 
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 ＊上記のうち、阿児健康福祉センター「サンライフあご」については、令和６年３月 

末まで施設の大規模改修により閉鎖しています。 

 

１１ 個人情報の取り扱い 

 

 採用試験の申し込みに提出された応募書類によって本会が取得した個人情報は、本会

の採用選考のみに利用し、それ以外には使用いたしません。 

 

１２ 担当部署 

 

 社会福祉法人 志摩市社会福祉協議会 総務課 （担当：増田・植村） 

〒517-0214 志摩市磯部町迫間 955 磯部健康福祉センターかがやき内 

 TEL：０５９９－５６－１６００ FAX：０５９９－５６－１６０１ 

 https://shima-fukushikyo.or.jp/ 

＊電話でのお問い合わせは、平日（月～金）の午前８時３０分から午後５時１５分まで 


