
新卒採用募集要項  （２０２０年３月卒業予定者対象）

※主に介護職の募集要項です。他の職種については、ハローワーク求人票をご確認ください。

フリガナ

事業所名

１　仕事の情報

雇用形態

募集職種

求人数

学歴

仕事の内容

資格・免許

キャリアアップ制度

勤務地

勤務時間

本部事務局所在地

シャカイフクシホウジン　ケイジュカイ

社会福祉法人　敬寿会

未経験・未資格の方も応募可。入職後、資格取得を支援します。
※社会福祉士、社会福祉主事、介護福祉士等の資格があれば尚可
・普通自動車免許（ＡＴ限定可）

【正職員】
・試用期間6か月（試用期間中は、処遇改善手当及び賞与は支給されません）

【契約職員】
・試用期間6か月（試用期間中は、処遇改善手当及び賞与は支給されません）
・試用期間終了後、正職員登用の申し出により正職員への転換制度あり

介護職、介護職（介護福祉士）、介護職（将来の生活相談員、社会福祉士候補）

東京敬寿園、葛飾敬寿園、横浜敬寿園、相模原敬寿園、埼玉さくらんぼ館　30名
仙台敬寿園、アルカディア仙台敬寿園　15名
山形敬寿園、鈴川敬寿園、沼木敬寿園　10名

学歴不問

【介護職】
高齢者向け介護施設で、お年寄りの身の回りのお世話をする仕事です。主に、利用者の
日常生活の介護を行います。
・食事介助、入浴介助、歩行介助、着替えの介助、就寝の介助など
・家事援助
・レクリエーションや機能訓練補助
・相談員見習い、事務業務　等

8時30分～17時30分（日勤）を基本に早番・遅番・夜勤交代制

介護職員　→　サブリーダー　→　リーダー　→　副主任　→　主任　→　主査　→
課長　→　事務長　→　副施設長　→　施設長　の順にキャリアアップします。
また、介護支援専門員や生活相談員等の専門職にキャリア変更することができます。

法人施設のうち本人希望を考慮して決定

2019年10月

〒990-0033　山形県山形市諏訪町2-1-25

TEL　023-664-2141　　FAX　　023-664-2215
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２　労働条件等

基本給

（関東地区）
大学卒
短大卒
高校卒

172,500円～
166,800円～
162,200円～

（仙台地区）
大学卒
短大卒
高校卒

159,000円～
153,700円～
149,500円～

（山形地区）
大学卒
短大卒
高校卒

150,000円～
145,000円～
141,000円～

基本給
※上記の内、
介護職のみ

（関東地区）
福祉大学卒
福祉短大卒
福祉高校卒

178,300円～
172,500円～
164,500円～

（仙台地区）
福祉大学卒
福祉短大卒
福祉高校卒

164,300円～
159,000円～
151,600円～

（山形地区）
福祉大学卒
福祉短大卒
福祉高校卒

155,000円～
150,000円～
143,000円～

諸手当

（関東地区） （仙台地区） （山形地区）

基本給 ¥178,300 基本給 ¥164,300 基本給 ¥155,000

資格手当 ¥20,000 資格手当 ¥15,000 資格手当 ¥15,000

諸手当等 ¥44,500 諸手当等 ¥33,120 諸手当等 ¥27,440

処遇改善手当 ¥10,000 処遇改善手当 ¥10,000 処遇改善手当 ¥10,000

住居手当 ¥23,000 住居手当 ¥23,000 住居手当 ¥23,000

通勤手当 ¥10,000 通勤手当 ¥10,000 通勤手当 ¥10,000

月額給与 ¥285,800 合計 ¥255,420 合計 ¥240,440

ﾓﾃﾞﾙ年収 ¥3,911,010 ﾓﾃﾞﾙ年収 ¥3,508,650 ﾓﾃﾞﾙ年収 ¥3,303,780

年間休日数

有給休暇等

賞与

昇給

加入保険

定年

その他福利厚生

【法人規程の算定式によって算出されます】
資格手当　例：介護福祉士の場合
　　　　　※関東地区　月20,000円
　　　　　※東北地区　月15,000円
通勤手当　月35,000円まで
住居手当　月23,000円まで
扶養手当　配偶者14,000円、配偶者以外1,000円～11,000円（規程による）
夜勤手当　１回あたり関東6,000円、仙台4,500円、山形3,000（月平均５回）
割増給与　時間外手当、深夜割増、休日勤務　等
※夜勤手当には、深夜割増手当を含む金額。

　　　　給与モデル
※大学卒
・特養勤務、介護職
・介護福祉士
・諸手当等
　夜勤手当5回
　時間外手当10時間分
　（平均）
・賃貸住宅（一人暮らし）
　家賃47,000円
・山形・仙台は自家用車
　通勤、通勤距離10キロ
・関東は通勤定期10,000円

・124日以上
　（年間108日、夏期休暇3日、冬期休暇3日等、年次有給休暇10日以上）
※月間シフト制による9日休

初年度の6か月後に年次有給休暇が10日間付与されます。
特別休暇制度あり（夏期休暇、冬期休暇のほか、結婚・出産・忌引時等の休暇）
その他、育児・介護休業、子の看護休暇等の制度があります。

年2回（6月、12月）

年1回（4月）

健康保険、厚生年金保険、雇用保険、労災保険

60歳
・継続雇用制度あり
・退職金制度あり
・その他、法人規程により上乗せとして長期勤続功労金制度あり
　（5年20万円、10年50万円）

・互助会制度あり
・借上げ住宅制度あり
・引越費用の助成制度あり
★新卒者には入職祝い金として4月に10万円を支給します！
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３　応募・選考要領 ※大学・短大・専門卒　等

応募書類

選考内容

応募資格

受付期間

受付方法

選考日

選考場所

東京敬寿園 157-0065 03-5313-0008

葛飾敬寿園 125-0051 03-3600-1551

横浜敬寿園 245-0016 045-800-3180

相模原敬寿園 252-0327 046-298-1555

埼玉さくらんぼ館 336-0015 048-799-3066

仙台敬寿園 989-3125 022-302-8338

アルカディア仙台敬寿園 980-0871 022-718-3881

山形敬寿園 990-0011 023-634-2020

鈴川敬寿園 990-0073 023-666-8100

沼木敬寿園 990-2474 023-674-9881

採用担当者

神奈川県横浜市泉区和泉町5019-1

神奈川県相模原市南区磯部4507-1

埼玉県さいたま市南区大字太田窪3504-3

宮城県仙台市青葉区下愛子田中3-1

宮城県仙台市青葉区八幡6-9-15

応募書類提出先

本部事務局のほか、関東・東北地区の最寄りの施設でも受け付けています。
※山形地区は本部事務局
（本部事務局）〒990-0033 山形県山形市諏訪町2-1-25
TEL：023-664-2141　FAX：023-664-2215　E-mail：
honbu@keijuen.or.jp

東京都世田谷区上祖師谷7-1-1

東京都葛飾区新宿3-19-19

電話、郵送、メール、求人サイト等

応募書類到着後、ご本人へご連絡します。

本部事務局のほか、関東・仙台地区の最寄りの施設にて行います。
※山形地区は本部事務局

総務人事担当　小出、岡崎

山形県山形市大字妙見寺500-1

山形県山形市大野目2-2-67

山形県山形市大字沼木68-1

随時受付を行っています。

(必須書類)
履歴書
※学校推薦がある場合は学校推薦書

（内定後、入職前までに提出していただくもの）
成績証明書、卒業見込証明書、資格取得(見込み)証明書（資格取得がある場合）

書類選考、筆記試験（一般常識）、作文、面接、エントリーシート（面接時に記入）
※採用試験前にエントリーシートをご記入いただきますので、
　筆記用具をお持ちください。
※エントリーシートは、ホームページからダウンロード可能です。
　事前に記入し、持参いただいても構いません。

新卒、既卒、障がい者、外国人留学生　のいずれも可
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４　選考の流れ（例）

施設見学

応募

書類選考

採用試験

内定通知

エントリーシートを記入してから、一般常識・作文・面接を行います。採用試験は、山
形市内は本部事務局、仙台・関東地区は各施設で行います。

↓

応募書類を、本部事務局又は仙台・関東地区の各施設へご送付ください。山形市内の施
設希望の場合は、本部事務局までお送りください。
応募書類：履歴書、学校推薦書（推薦がある場合）

↓

届いた応募書類をもとに書類選考を行います。結果は、約1週間後にお電話にてご連絡
します。 採用試験の日程も合わせてお知らせします。

↓

結果は、約1週間後にお電話にてご連絡します。
応募後、1週間～2週間程度で内定が決まります！

↓

内定決定！

↓

法人全施設の新卒者向け施設見学会の開催日程は、ホームページでご確認いただけま
す。下記のいずれかの方法にて、お申し込みください。
定期の施設見学会以外の日時でもご希望に合わせて実施いたします。
希望する場合は、お電話またはメールにてお申し込みください。

①電話でのお申し込み
本部事務局　023-664-2141
※山形市内施設を見学希望の場合は、本部事務局までご連絡ください。
【東京敬寿園】　　　　03-5313-0008
【葛飾敬寿園】　　　　03-3600-1551
【横浜敬寿園】　　　　045-800-3180
【相模原敬寿園】　　　046-298-1555
【埼玉さくらんぼ館】　048-799-3066
【仙台敬寿園】　　　　022-302-8338
【アルカディア仙台敬寿園】　022-718-3881

②メールでのお申し込み
見学希望の施設と希望日時を記して下記アドレスまでお送りください。
Mail: honbu@keijuen.or.jp（本部事務局）

③マイナビ・リクナビからお申し込み

※施設見学会同日に、採用試験を希望する方は応募書類をご持参ください。
　（電話連絡要）
※採用試験前にエントリーシートをご記入いただきますので、
　筆記用具をお持ちください。
※エントリーシートは、ホームページからダウンロード可能です。
　事前に記入し、持参いただいても構いません。
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５　役職員出身校一覧

【専門学校】
秋田市医師会立秋田高等看護学校、阿倍野辻調理師専門学校、アルファ医療福祉専門学校、育成会技術専門学
校、和泉福祉専門学校、板橋中央看護学校、岩崎学園、大原簿記学校、沖縄福祉保育専門学校、お茶の水外語学
院、お茶の水タイピスト専門学校、神奈川県立かながわ農業アカデミー、神奈川社会福祉専門学校、亀田看護専
門学校、川口市民病院付属准看護学院、ギアジョブスクール学援舎、久留米大学医学部付属高等看護学校、群馬
高崎保育専門学校、佼成高等看護学院、神戸市医師会立付属看護婦学校、国学院大学幼児教育専門学校、国立大
蔵病院付属看護助産学校、国立療養所山形病院付属看護学校、済生会西川口准看護婦専門学校、埼玉県立川口市
医師会准看護婦学校、埼玉県立川越市医師会准看護師学校、相模原准看護学院、札幌スクールオブビジネス、自
治医科大学付属看護学校、社会体育専門指導者養成学院、上智社会福祉専門学校、湘南医療福祉専門学校、新宿
区医師会立看護高等専修学校、聖ヶ丘教育福祉専門学校、長谷柳絮医療福祉専門学校、専修大学北上福祉教育専
門学校、仙台青葉服飾福祉専門学校、仙台医療秘書福祉専門学校、仙台医療福祉専門学校、仙台大原簿記公務員
専門学校、仙台市立看護専門学校、仙台中央理容美容専門学校、仙台ビジネス専門学校、仙台保健福祉専門学
校、竹田家政専門学校、多摩情報経済専門学校、千代田工科芸術専門学校
塚田和裁専門学校、道灌山保育専門学校、東京アニメーター学院、東京医療福祉専門学校、東京栄養食糧専門学
校、東京栄養専門学校、東京会計専門学校、東京介護福祉専門学校、東京教育専門学校、東京健康科学専門学
校、東京慈恵会医科大学付属慈恵青戸看護専門学校、東京スクールオブビジネス、東京誠心調理師専門学校、東
京都サンシャイン社会福祉専門学校、東京都立荏原看護専門学校、東京福祉専門学校、東京三田外語学院、東京
YWCA専門学校、東北医療福祉専門学校、東北外国語専門学校、東北文化学園専門学校、東北保健医療専門学
校、東北労災高等看護学院、東洋医療福祉専門学校、中日本航空専門学校、日本エディタースクール、日本工学
院専門学校、日本動物植物専門学院、日本福祉教育専門学校、日本福祉専門学校、日本ホテルスクール、弘前市
医師会立付属准看護学校、弘前ホスピタリティーアカデミー、広島市医師会看護専門学校、福岡FMS専門学校、
福島介護福祉専門学校、府中看護高等専修学校、文京社会福祉専門学校、北海道函館市立高等看護学院、町田家
政福祉高等専門学校、町田経理専門学校、町田福祉保育専門学校、宮城県立仙台高等技術専門学校、宮城歯科衛
生工学院、宮城調理師専門学校、武蔵野調理師専門学校、目白福祉専門学校、山形医療技術専門学校、山形芸術
学園夜間調理師専門学校、山形県立高等保健看護学院、山形厚生専門学校、山形高等技術専門学校、山形コン
ピュータービジネス専門学校、山形市医師会准看護学校、大和商業高等学校専修学校、横浜国際福祉専門学校、
横浜市医師会立菊名看護専門学校、臨床福祉専門学校、早稲田速記医療福祉専門学校、早稲田福祉専門学校、大
原医療秘書福祉保育専門学校、埼玉福祉・保育専門学校

【大学】
会津大学、青山学院大学、いわき明星大学、岩手富士大学、神奈川大学、鎌倉女子大学、神田外語学院大学、京
都府立大学、近畿大学、国士舘大学、駒沢大学、産業能率大学、十文字学園女子大学、城西国際大学、尚絅学院
大学、淑徳大学、昭和女子大学、駿河台大学、聖学院大学、聖徳大学、専修大学、仙台大学、大正大学、大東文
化大学、高崎経済大学、高崎健康福祉大学、中央学院大学、中央大学、帝京大学、帝京平成大学、田園調布学園
大学、東海大学、東京経済大学、東京芸術大学、東京大学、東京福祉大学、東北学院大学、東北工業大学、東北
大学、東北福祉大学、東北文化学園大学、東洋大学、新潟大学、日本工業大学、日本社会事業大学、日本大学、
日本福祉大学、函館大学、東日本国際大学、福島大学、法政大学、宮城学院女子大学、宮城教育大学、武蔵大
学、明星大学、山形県立保健医療大学、山形大学、立正大学、和光大学、東北芸術工科大学、多摩大学

【短大】
秋田経済法科大学短期大学部、羽陽学園短期大学、桜美林短期大学、大阪短期大学、産業能率短期大学、静岡英
和短期大学、淑徳短期大学、聖徳大学短期大学部、聖和学園短期大学、清和女子短期大学、帝京平成看護短期大
学、東北文教大学短期大学部、徳島女子短期大学、戸坂女子短期大学、富山短期大学、日本女子体育短期大学、
八戸短期大学、福島県立会津大学短期大学部、文京女子短期大学、文教大学女子短期大学、北星短期大学、三島
学園女子短期大学、武蔵野女子大学短期大学部、山形県立米沢女子短期大学
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