令和２年度

社会福祉法人入間東部福祉会職員

【２月試験】
採用試験

受験案内

一次試験 令和３年２月 11 日(木)
二次試験 令和３年２月 18 日(木)～19 日(金)
受付期間 ～令和３年２月５日(金)
◎職種・採用予定人数・資格

一般
職員

採用予定人数

採用時期

若干名

令和３年４月１日

◆採用予定人数は、欠員状況等により変更になる場合があります。
◆試験を申し込まれる方は必ず受験されるようお願いいたします。
◆入間東部福祉会は、主に知的障がい者の生活・福祉就労等の障害
福祉サービスを提供する社会福祉法人です。事業の実施地域は、
埼玉県富士見市・ふじみ野市・三芳町です。

１ 求められる職員像
① 障がい者福祉の増進のため、今よりもっとよいサービスがないかを考え、
実行できる職員
② 自己啓発に強い意欲を持ち、業務に積極的に取り組むことのできる職員
③ 高いコスト意識を持ち経営感覚を備えた職員
④ 組織の一員としての自覚を持ち、職場で信頼される職員
２ 業務内容
支援員
職務内容
相談員

法人内施設及び事業所に配属され、障がい児者への
直接処遇生(介護・福祉就労等)支援等業務に従事し
ます。
法人内施設及び事業所に配属され、障がい児者への
就労・生活相談等業務に従事します。

◆採用内定後、配属先を決定します。
３ 配属予定先
施設・事業所等
事務局(三芳町上富 322-2)
入間東部みよしの里(三芳町上富 322‐2)
三芳太陽の家(三芳町上富 1599‐1)
入間東部むさしの作業所(富士見市上南畑 3262‐1)
ふじの木作業所(富士見市東大久保 3655)
グループホームはばたき(富士見市羽沢 1‐26‐10)
入間東部障がい者相談支援センター(富士見市東鶴瀬 1‐9‐26)
おおい作業所(ふじみ野市大井武蔵野 1558‐1)
大井デイケアセンター(ふじみ野市大井中央 2‐2‐1)
かみふくおか作業所(ふじみ野市西原 2－5－1)
グループホームふじみ野かがやき(ふじみ野市長宮 1‐1‐7)
◆人事異動による配置転換があります。
４ 受付期間
～令和３年２月５日(金)
※持参の場合、土・日・祝日を除く９時から１６時まで
※郵送の場合、当日消印有効

５ 受験資格

受験資格

新卒・既卒にかかわらず、学校教育法に定める高等学校卒業以上
の４５歳未満の方で、要普通自動車免許取得見込み又は取得済み
の方

◆次のいずれかに該当する人は受験できません
① 日本国籍を有しない人。
② 成年被後見人又は被保佐人
③ 禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受ける
ことがなくなるまでの人
④ 当会において、懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から２年を経過し
ない人
⑤ 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政
府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこ
れに加入した人
⑥ 同年に実施された社会福祉法人入間東部福祉会採用試験を受験した人
⑦ ９採用の方法による就業を開始できない人
⑧ 11 の勤務時間及び休暇で就業できない人
６ 試験の日時・会場・合否の通知等
◆一次試験日 令和３年２月 11 日(木曜日)
受付時間
職種
全職種

試験当日受付時間

試験会場

合否の通知

2 月 15 日(月)までにメー
８時４０分から
大井総合福祉センタ
ルにて結果を通知しま
９時００分 ー3 階会議室
す。

◆試験当日には受験票及び筆記用具(HB の鉛筆、消しゴム、黒ボールペン)を持
参してください。
◆自然災害等で試験を中止又は開始時間の変更などする場合は、当会ホームペ
ージ(http://www.iruma-east.com/)でお知らせいたします。
◆受付時間は厳守してください。遅れた場合は受験できません。
◆応募の状況により、試験会場が変更になる場合があります。その際は受験票
を当会から送付する際に併せてお知らせします。

◆二次試験日 令和３年２月 18 日(木曜日)から 19 日(金曜日)
◆２月 22 日(月曜日) までにメールにて結果を通知します。
７ 試験方法・内容
職種

試験科目・時間
8 時 40 分から
9 時 00 分

受付

9 時 00 分から

説明

9 時 20 分
論文試験
9 時 20 分から
10 時 10 分

一次試験

二次試験
※一次試験合
格者のみ

全
職
種
共
通

(800 字、50 分)

内容(出題分野等)
遅れた場合は受験できません
オリエンテーション
文章による表現力、課題に対する理
解、思考力等について、記述式による
筆記試験

一般教養
10 時 20 分から
11 時 10 分
(50 分)

時事、社会、人文、自然に関する一般
知識並びに文章理解、判断推理、数的
推理に関する筆記試験(高等学校卒業
程度の試験)

一次面接
11 時 20 分から
(1 人 10 分程度)

人物について、個別面接による試験

現場適性試験

当会に求められる資質について、みる
試験

二次面接試験(理事)
人物について、個別面接による試験
(1 人 20 分程度)

８ 受験申込方法
受付期間

～令和３年２月５日(金)

提出書類
(各 1 部)

① 令和２年社会福祉法人入間東部福祉会採用試験【２月試験】
申込書
② 令和２年社会福祉法人入間東部福祉会採用試験【２月試験】
受験票
③資格証の写し(資格を有しているものに限る)
④最終学歴の卒業(見込み)証明書及び履修証明書(又は成績証
明書)

提出方法

●持参の場合
提出場所

事務局

受付時間 平日の９時から１６時
●郵送の場合(２月５日必着)
宛先 〒354-0045 埼玉県入間郡三芳町上富 322-2
社会福祉法人入間東部福祉会事務局あて
≪郵送の場合の注意事項≫
① 封筒の表に「職員採用試験関係書類在中」と朱書きし、
必ず「特定郵便」又は「簡易書留」で早めに郵送してくだ
さい(これによらない場合による事故については、責任を負
いません)。
② 郵送により申し込みをした場合の受験票は、申込書の記
入内容を確認後、受付印を押して郵送いたします。受付期
間終了間際に到着した場合は、受験票がお手元に返送され
るまで時間を要する場合があります。なお、受験票が到着
しない場合は、申し出ください。
③ ８２円切手貼付の定型(長形３号)封筒を同封してくださ
い。
※受付後の受験票を返送する際に使用しますので、必ず切
手を貼り、住所・氏名を記入してください。
◆注意事項
① 書類不備の場合は、受付できませんのでご注意ください。
② 採用試験に申し込みできるのは本人に限ります。
③ 申込書、受験票に記載された個人情報は適正に管理し、本試験のみに使
用します。
④ 提出された書類は返却いたしません。
⑤ 車いすを使用される方は、申込書及び受験票の車いす使用欄の有を選択
してください。
⑥ 写真については、３か月以内に撮影したものを使用してください。
９ 採用の方法
（１）採用の時期は、令和３年４月１日となります。
（２）次の事項に該当する場合は、採用されません。
①提出書類に虚偽の記載があった場合
②卒業見込み者が卒業できなかった場合
③資格取得見込み者が資格を取得することができなかった場合
④心身の故障その他の理由により、職務の遂行に支障があり、又はこれに
耐えないことが明らかになった場合

⑤採用候補者として信用を失墜する行為(非違反行為)を行った場合
10 給与
令和２年４月１日現在の初任給は、次の通りです(地域手当を含む)。
大学卒

２０３，７３２円

短大・専門学校卒

１８０，６２４円

高校卒

１６８，４３４円

賞与

年４．５月

◆他に扶養手当、通勤手当、住居手当、資格手当が支給要件に応じて支給され
ます。
◆昇給は、毎年１回行われます(入職年度は除きます)。
◆採用前に給与改定があった場合はそれによります。
◆中途採用者は、規程に基づき前歴が加算されます。
11 勤務時間及び休暇
（１）勤務時間及び休日等
勤務時間及び休日は、施設及び事業所の障害福祉サービス種別等より異なり
ます。
勤務場所

勤務時間(基本)
(日中支援系サービス・相談系事業所)
勤務時間:
基本、月曜日から金曜日の８時３０分から１７時００分
休 日 等:
週休日(土・日曜日)及び祝日１２月２９日から１月３日までの日
◎三芳太陽の家

施設及び
事業所

◎入間東部むさしの作業所
◎ふじの木作業所
◎入間東部障がい者相談支援センター
◎おおい作業所
◎大井デイケアセンター
◎かみふくおか作業所
(生活支援系サービス施設)
勤務時間:交代制変則勤務
１勤務

６時３０分から１５時００分

１勤務 ９時００分から１７時３０分
１勤務 １２時００分から２０時３０分
１勤務 １３時００分から２１時３０分
２勤務 １６時１５分から翌９時１５分
休 日 等:
４週８休、祝日及び１２月２９日から１月３日の間の日数を交代
制により付与
◎入間東部みよしの里
◎グループホームはばたき
◎グループホームふじみ野かがやき
事務局

基本として月曜日から金曜日の８時３０分から１７時００分

◆採用前に規則改定があった場合はそれによります。
（２）休暇
一の年度において、２０日の年次有給休暇、疾病等の場合に与えられる病気
休暇、結婚・忌引き・出産等の場合に与えられる特別休暇があります。その他、
育児介護休業等の制度もあります。
（３）就業開始から６か月については、試用期間となります。
12 研修
職員の資質向上を図るため、新規職員研修、勤務年数に応じた内部・外部派
遣研修などを実施しています。
13 その他
採用試験についてのご不明な点は、社会福祉法人入間東部福祉会事務局へお
問い合わせください。
電話 ０４９－２５８－８１２０
FAX ０４９‐２５８－８０９５
ホームページ http://www.iruma-east.com/

