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採用職種

雇用形態

※介護職員初任者研修受講支援制度を利用
し、研修を受講していただきます。詳細は
「８　介護職員初任者研修受講支援制度につ
いて」をご参照ください。

上記に該当しない方

社 会 福 祉 法 人 東 京 都 社 会 福 祉 事 業 団

休　　　暇

職　務　内　容

福利厚生 　（一財）東京都人材支援事業団が実施する様々な福利厚生事業を利用できます。

　社会保険（健康保険、厚生年金保険）、雇用保険、労災保険、退職手当共済制度があります。

（大卒の場合）　２６０，９００円
（短大卒の場合）２４０，７００円

勤務先施設

昇任制度 　能力や業績等に基づく選考により昇任する仕組みとなっています。

　福祉

【訪問介護員養成研修1
級課程又は2級課程、介
護職員初任者研修課程
及び実務者研修課程のう
ちいずれかの研修を修了
した人】

２３７，５００円

　交替制勤務（夜勤、早・遅番、日勤、宿直等）

正 規 職 員 ・ 契 約 職 員 募 集 要 項 【 福 祉 職 】
令 和 ４ 年 ３ 月 ２ ３ 日

社会福祉法人東京都社会福祉事業団

募集内容

給
与

（
報
酬

）

―

３年間（令和５年４月１日から令和８年３月３１
日まで）
※雇用期間中に契約職員から正規職員への
採用選考があります。
※定年：年度末年齢６５歳（正規職員は年度
末年齢６０歳）

（大卒の場合）　２６４，０００円
（短大卒の場合）２４３，９００円

　児童養護施設、福祉型障害児入所施設及び障害者支援施設における利用者の生活支援等

雇用期間 ―

契約職員　正規職員

１００人程度

２３４，４００円

　※令和４年４月１日時点
　※上記金額は、給料月額に初任給調整手当及び
　　夜間業務手当・夜勤手当（月５回夜勤の場合）
　　を加えた例です。

　ア　職歴等がある人は、年数に応じて、一定の基準
　　により、初任給の月額が加算されます。
　イ　上記のほか、期末・勤勉手当(４.４５月
　　分）、通勤手当、超過勤務手当等が支給され
　　ます。
　ウ　一定の基準に応じた昇給・昇格制度がありま
　　す。
　エ　資格要件の詳細については「２受験資格」の
　　「資格・免許」欄をご覧ください。

　※採用予定日前に、給料月額・手当等の改定が
　あった場合は、その定めによります。

　※令和４年４月１日時点
　※上記金額は、報酬月額に夜間業務手当・夜勤手当
　　（月５回夜勤の場合）を加えた例です。

　ア　施設における勤務経験が２年以上ある場合は、
　　加算があります。
　イ　上記のほか、期末・勤勉手当(３．３５月分）、
　　通勤手当、超過勤務手当等が支給されます。
　ウ　資格要件の詳細については「２受験資格」の
　　「資格・免許」欄をご覧ください。

　※採用予定日前に、報酬月額・手当等の改定が
　あった場合は、その定めによります。

勤　務　形　態

２３１，２００円

　年次有給休暇、特別休暇（夏季休暇、妊娠出産休暇、育児時間等）、育児休業等の制度があります。

その他

社会保険等

　各施設に職員住宅又は借り上げ住宅があります。（住宅使用料は一部本人負担）

１０人程度

　別紙「勤務先施設一覧」のとおり

採用予定人数

【介護福祉士、保育士、児
童指導員任用資格、社会
福祉士、精神保健福祉士
のいずれかの資格を有す
る人】

令和5年度 正規職員・契約職員募集

正規職員と契約職員の併願が可能です。
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【資格保有者】

※令和４年度末までに取得（修了）見込の人も受験可能です。

※児童養護施設での勤務には、上記②、③、④及び⑤いずれかの資格が必要となります。

※次に該当する人は、申し込むことができません。

　・禁固以上の刑に処され、その執行を終えるまで又はその執行を受けることがなくなる日までの人

3
採用選考は、年間６回の実施を予定しています。

（１）募集開始及び申込締切日

<<持参の受付>>午前９時００分から午後５時００分まで（※土・日・祝日は除きます。）

（２）選考日から合格発表まで

※採用選考日、選考場所、集合時間については、受験票にてお知らせします。

※合否結果については、受験者全員に「特定記録郵便」にて通知します。

１０月３０日（日）
又は１０月３１日（月）

令和４年１１月上旬

第４回 ９月９日（金） ９月１２日（月）

１月２１日（土） 令和５年２月上旬

第１回

第２回

<<郵送>>申込締切日【消印有効】 <<持参>>申込締切日

５月６日（金） ５月９日（月）

１０月２８日（金）

１２月２３日（金）

１０月３１日（月）

１２月２６日（月）

第６回

受験票発送予定日

令和４年７月２１日（木）

令和５年１月１１日（水）

第４回 令和４年９月２０日（火）

第１回

第５回

第６回

令和４年３月２２日（火）

令和４年６月中旬令和４年５月１８日（水）

選考日

５月２８日（土）
又は５月２９日（日）

選考会場（予定） 合格発表

募集開始

（令和５年４月１日現在、満２０歳以上６０歳未満）

昭和３３（１９５８）年４月２日から平成１５（２
００３）年４月１日までに生まれた人

項　目 要　　件

令和４年８月中旬

雇用形態 正規職員

昭和３８（１９６３）年４月２日から平成１５
（２００３）年４月１日までに生まれた人

受験資格

資格・免許

【介護職員初任者研修等の研修修了者】

契約職員

【資格を資格を有しない方及び研修未修了者】

　契約職員としての採用となります。「８介護職員初任者研修制度について」をご確認ください。

　ただし、資格・免許を取得（研修を修了）できなかった場合は資格・免許を取得（研修を修了）し
ていない方としての採用となります。

　採用スケジュール

※受験資格の有無、申込書類の記載事項等について確認を行います。記載事項に虚偽があると、採用される資格を失います。

（令和５年４月１日現在、満２０歳以上６５歳未満）

年 齢

①介護福祉士、②保育士、③児童指導員任用資格※、④社会福祉士、⑤精神保健福祉士のいずれかの
資格を有する人（※幼稚園、小学校、中学校、高等学校の教育職員免許を有する（見込の）人は、
「児童指導員任用資格」を有しています。また大学で社会福祉学、心理学、教育学もしくは社会学を
専修する学部、学科を卒業する方は卒業時に取得できます）

⑥訪問介護員養成研修１級課程又は２級課程、⑦介護職員初任者研修課程、⑧実務者研修課程のいず
れかの研修を修了していること

第２回

第３回

７月８日（金） ７月１１日（月）

８月３０日（火） ８月３１日（水）

令和４年１０月上旬

令和４年１２月上旬

第３回 令和４年９月９日（金） ９月１９日（月・祝）

第５回 令和４年１１月９日（水） １１月１９日（土）

戸山サンライズ
（東京都新宿区戸山

1-22-1）
又は

東京都社会福祉事業団
事務局

（東京都新宿区大久保
3-10-1-201）

又は
指定する場所

７月３１日（日）



4 申込方法等

次の書類を郵送又は持参により提出してください。

（ＨＰからＷＥＢエントリーもできます（ＨＰ→正規職員情報一覧→令和５年度正規職員募集【福祉職】→備考）

　　　ア　申込書兼履歴書

　　　イ　資格・免許（取得見込）証明書

　○提出された書類等は返却いたしません。選考終了後、当法人にて責任を持って廃棄処分いたします。

　○今回の申込手続きにより取得する個人情報については、職員採用の目的以外に利用することはありません。

5 申込先（問い合わせ先）
〒１６９－００７２　東京都新宿区大久保３丁目１０番１－２０１号

　社会福祉法人東京都社会福祉事業団事務局（採用担当）

※申込後に転居等で住所が変わった場合は、速やかに上記「申込先（問い合わせ先）」までご連絡ください。
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（１）選考内容

　　　

7
令和５年４月１日（前倒し採用については合格発表後、応相談）

8

申　　込　　先
(問い合わせ先) 　ＴＥＬ　０３（５２９１）３６０５

選考内容等

正規職員選考区分

※研修を修了しなければ、正規職員内部選考を受験することはできません。

  資格を有しない方及び研修未修了者には、障害者施設の現場で実務経験を積みながら介護職員初任者研修

を受講していただきます。制度の概要は以下のとおりです。

（２）初任者研修受講する場合は特別休暇（報酬減額免除）として扱います。

※原則として、週に4日間は通常の勤務となります。

契約職員

（１）受講料を支援します。（上限6万円。研修終了後、一定期間勤務した場合に助成金として支給します。)

採用予定日

・別添の指定様式を使用し、必ず写真を貼付してください。

・指定様式は、当法人ホームページからダウンロードすることもできます。

ウ　筆記考査（作文）
　　事前課題として受験票発送時に通知します。
　　800字程度の作文を作成し、
　　面接当日お持ちいただきます。

ア　書類審査

エ　面接（３０分程度）

選考内容

ア　書類審査

イ　筆記考査（作文）
　　事前課題として受験票発送時に通知します。
　　800字程度の作文を作成し、
　　面接当日お持ちいただきます。

介護職員初任者研修支援制度について

・資格・免許証の場合は、写しで可。

・「児童指導員任用資格」の場合は、学校等の卒業証明書、児童指導員任用資格取得証明書、社会福祉施設の
在職証明書など、資格要件が証明できるもの。

・令和５年３月３１日までに資格・免許を取得見込の方は、学校等の卒業見込証明書、児童指導員任用資格取
得見込証明書又は国家試験の受験申込書・受験票の写しなど資格要件が証明できるもの。（研修を修了見込の
方は、修了見込証明書又は研修の受講案内等の研修日程を確認できる書類及び学生証の写し等の研修を受講中
であることが証明できるもの。）。

イ　適性検査（６５分程度）WEB上で実施
　　職務遂行上の基礎能力、仕事への適正等を検査
　　※適性検査は正規職員選考のみで実施します。

ウ　面接（３０分程度）



 
【別紙】 

社会福祉法人東京都社会福祉事業団  勤務先施設一覧 

「東京都社会福祉事業団」で検索〈URL〉https://www.jigyodan.org 

施 設 名 施 設 種 別 所 在 地 

東京都石神井学園 児童養護施設 

東京都練馬区石神井台三丁目３５番２３号 

【交通】西武池袋線大泉学園駅下車徒歩１３分 

又は西武バス西武車庫・吉祥寺駅・阿佐ヶ谷駅・上石神井駅・

西荻窪駅行き「第五上石神井住宅前」下車徒歩３分 

西武新宿線上石神井駅下車西武バス長久保循環・成増町・大泉

学園駅行き「富士街道」下車徒歩３分 

【URL】http://shakujii-gakuen.tokyo/ 

東京都小山児童学園 児童養護施設 

東京都東久留米市野火止二丁目２２番２６号 

【交通】西武池袋線清瀬駅下車徒歩１５分 

又は西武バス武蔵小金井駅・滝山団地行き「小山児童学園」下

車徒歩１分 

【URL】https://koyama-gakuen.jp/ 

東京都船形学園 児童養護施設 

千葉県館山市船形１３７７番地 

【交通】ＪＲ内房線那古船形駅下車徒歩２０分 

【URL】http://www.funagaku.org/ 

東京都八街学園 児童養護施設 

千葉県八街市八街に１５１番地 

【交通】ＪＲ総武本線八街駅下車徒歩１５分 

【URL】http://www.yachimata-gakuen.jp/ 

東京都勝山学園 児童養護施設 

千葉県安房郡鋸南町下佐久間１４６９番地 

【交通】ＪＲ内房線安房勝山駅下車徒歩２０分 

【URL】http://www.katsugaku.org 

東京都片瀬学園 児童養護施設 

神奈川県藤沢市片瀬四丁目９番３８号 

【交通】小田急江ノ島線片瀬江ノ島駅下車徒歩１３分 

又は江ノ島電鉄湘南海岸公園駅下車徒歩３分 

【URL】http://katasegakuen.com/ 

東京都七生福祉園 
福祉型障害児入所施設 

障害者支援施設 

東京都日野市程久保８４３番地 

【交通】京王線・多摩都市モノレール高幡不動駅下車京王バス帝京大構

内･百草団地･聖蹟桜ヶ丘駅行き「高幡台団地」下車徒歩１０分 

【URL】http://www.nanaof.jp/ 

東京都東村山福祉園 福祉型障害児入所施設 

東京都東村山市萩山町一丁目３５番１号 

【交通】西武新宿線小平駅下車徒歩８分 

【URL】http://higashimurayama-f.org/ 

東京都千葉福祉園 
福祉型障害児入所施設 

障害者支援施設 

千葉県袖ヶ浦市代宿８番地 

【交通】姉ケ崎駅東口３番バス停日東バス①馬来田・茅野行き「都立福

祉園」下車：南門から管理棟へ徒歩約１０分②桜台団地行き「深

城」下車：東門（管理棟近く）へ徒歩約２０分 

【URL】http://www.chibafuku.or.jp/ 

東京都八王子福祉園 障害者支援施設 

東京都八王子市西寺方町７６番地 

【交通】ＪＲ中央線･京王高尾線高尾駅下車西東京バス宝生寺団地行き

「上小田野」下車徒歩１分 

ＪＲ中央線・京王線八王子駅下車西東京バス大久保・恩方バス

ターミナル行き「上小田野」下車徒歩１分 

【URL】http://www1.ttcn.ne.jp/~noi/ 

日野療護園 

※令和 5年 5月移転 

立川療護園はごろもの音 

障害者支援施設 

東京都日野市落川２４５番地の１ 

【交通】京王線百草園駅下車徒歩７分 

【URL】http://www.hinoryo.org/ 

希望の郷 東村山 障害者支援施設 

東京都東村山市萩山町一丁目３５番１号 

【交通】西武新宿線小平駅下車徒歩８分 

【URL】http://www.kibou-s.org/ 

 

立川市羽衣町２－６３ 

ＪＲ南武線西国立駅下車

徒歩７分 


