
 

 

 

 

令和 3年度 

若狭町社会福祉協議会 

職員募集要項 

 

 
 

社会福祉法人若狭町社会福祉協議会 

若狭町市場 18-18 

TEL 0770-62-9005 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【受付期間】令和 3年 10月 26日(火）～令和 3年 12月 28日（火） 

 

 

【試 験 日】随時実施 

 

 

 



 

1．職種、採用予定人員、事業および職務内容 

職 種 人員 部 署 職 務 内 容 

介護職員 

生活援助員 

（正規職員） 

1名 

デイサービスパレア若狭 

（勤務地：パレア若狭） 

利用者の生活介護全般（食事・排泄・入浴等

介助）、レクリエーション、清掃、送迎車両の運

転、事務等 

生活支援ハウス 

（勤務地：パレア若狭） 

入居者の日常生活援助全般（自立支援、機

能訓練、健康管理、食事の配膳、通院対

応）、施設内の清掃、レクリエーション、事務等 

補助員 

（パート職員） 
1名 

地域福祉事業 

（勤務地：パレア若狭） 

生活困難者の支援業務（相談、事務手続き

等）、その他地域福祉事業の運営に関する事

務等 

看護職員 

（正規職員） 
1名 

訪問看護ステーションわかさ 

（勤務地：パレア若狭） 

介護予防、日常生活看護、認知症看護や精

神・心理的看護、ターミナルケア、リハビリテー

ション、医療的処置・管理、介護者の相談等 

調理員 

（パート職員） 
1名 

食事サービス事業 

（勤務地：五湖の郷） 

利用者の食事提供全般（盛り付け、下処理、

配膳、下膳、洗浄等） 

 

 

2．受験の要件 

職 種 部 署 要   件 

介護職員 

生活援助員 

（正規職員） 

デイサービスパレア若狭 

（勤務地：パレア若狭） 

・普通自動車運転免許保有者 

・月～日（祝日、年末年始を含む）の 8：00～17：30 

の間で、週 40時間勤務可能な方 ※相談に応じます。 

・送迎車両の運転が可能な方 

・宿直が可能な方（月 1回程度） ※相談に応じます。 

・介護福祉士資格保有者優遇 

生活支援ハウス 

（勤務地：パレア若狭） 

補助員 

（パート職員） 

地域福祉事業 

（勤務地：パレア若狭） 

・普通自動車運転免許保有者 

・月～金の 9：00～15：00の間で、週 5日、週 25時間 

程度勤務可能な方 ※相談に応じます。 

看護職員 

（正規職員） 

訪問看護ステーションわかさ 

（勤務地：パレア若狭） 

・看護師資格保有者 

・普通自動車運転免許保有者 

・臨床経験のある方 

・月～金の 8：30～17：30の間で、週 5日、週 40時間 

勤務可能な方 

・24時間対応が可能な方（月 10日程度） 

調理員 

（パート職員） 

食事サービス事業 

（勤務地：五湖の郷） 

・普通自動車運転免許保有者 

・月～土（祝日を含む）の 7：30～19：00の間で週 5日程 

度週 35時間程度勤務可能な方 ※相談に応じます。 



 

3．試験の日時、場所、方法および合否の通知 

 （1）日 時：随時ご案内します。 

 （2）場 所：随時ご案内します。 

 （3）方 法：【書類選考】 

【適性検査】 

【1次試験】 

＜正 規 職 員＞筆記試験、面接試験 

＜パート職員＞作文試験、面接試験 

【2次試験】※1次試験合格者 

＜正 規 職 員＞面接試験  

＜パート職員＞面接試験  

試験当日は筆記用具（鉛筆またはシャープペンシル・消しゴム）を持参し、開始 15分

前には来場してください。 

 （4）通 知：試験終了後 7日以内に合否を通知します。 

 

 

4．受験の手続 

（1）申込書の交付 

申込書は若狭町社会福祉協議会パレア若狭本所および各事業所（いずみ事業所、五

湖の郷事業所）で交付します。本会ホームページからダウンロードすることも可能です。

URL www.w-shakyo.or.jp 

（2）申込方法 

ア）申込書に必要事項を記入してください。 

イ）履歴書（市販のもの）、申込書、資格所有を証明するもの（写し）を提出してください。 

ウ）履歴書は本人の写真（上半身脱帽、正面向きで申込前 6 か月以内に撮影したもの）

を所定の箇所に貼りつけてください。 

（3）提出先 

〒919-1541 福井県三方上中郡若狭町市場 18-18パレア若狭内 

              若狭町社会福祉協議会 採用担当 宛 

（4）記入心得 

ア）記載事項に不正があると、受験が無効になる場合があります。 

イ）記入はすべて黒インクを用い、楷書で丁寧に記入してください。 

ウ）数字は算用数字を用いて記入してください。 

エ）住所は同居人の場合には同居先を必ず記入してください。 

オ）記載もれがある場合は受付できませんので、書き終わったらもう一度繰り返し確かめ

てください。 

 

 

 

http://www.w-shakyo.or.jp/


 

5．給与 

（1）正規職員 

    本会の規程に基づき基本給および諸手当を支給します。 

    ＜基本給＞ ※前職歴により加算されます。 

      ・介 護 職 員 大卒      月額 161,600円～ 

               短大、専門卒 月額 149,800円～ 

               高卒      月額 140,100円～ 

      ・看 護 職 員          月額 180,500円～ 

    ＜諸手当＞ 

     ・賞与、特定処遇改善手当、待機手当、通勤手当、扶養手当、住居手当など 

 

（2）パート職員 

本会の規程に基づき基本給および諸手当を支給します。 

     ＜基本給＞ 

      ・調 理 員 時間給 970円 

      ・補 助 員 時間給 870円 

     ＜諸手当＞ 

      ・賞与、通勤手当など 

 

 

6．待遇・福利厚生 

  ◎退職金制度（全額事業主負担） 

  ◎キャリアパス制度 

  ◎人事評価制度 

  ◎キャリアコンサルタントによる労務相談 

  ◎特別休暇（夏季休暇、慶弔休暇等） 

  ◎産前産後休暇中の給与保障 

  ◎非正規職員から正規職員への転換制度 

 

 

7．問い合わせ先 

  社会福祉法人 若狭町社会福祉協議会 採用担当 

    〒919-1541福井県三方上中郡若狭町市場 18-18パレア若狭内 

    TEL 0770-62-9005   FAX 0770-62-1725   

    E-mail honbu@w-shakyo.or.jp/  URL www.w-shakyo.or.jp 



若狭町社会福祉協議会 採用試験申込書 

申込日   令和   年   月   日 

住  所 
〒   －   

 

ふりがな 

氏 名 
 性 別 男 ・ 女 

生年月日  

 

希望職種（希望される職種に〇をつけてください） 

 正規職員 

介護職員 

生活援助員 

（週 40時間） 

デイサービスパレア若狭 

生活支援ハウス 

（勤務地：パレア若狭） 

随時採用 

 パート職員 
補助員 

（週 25時間程度） 

地域福祉事業 

（勤務地：パレア若狭） 
随時採用 

 正規職員 
看護職員 

（週 40時間） 

訪問看護ステーションわかさ 

（勤務地：パレア若狭） 
令和 4年 4月 1日 

 パート職員 
調理員 

（週 35時間程度） 

食事サービス事業 

（勤務地：五湖の郷） 
随時採用 

 

申込の動機 
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