
平成３０年度名古屋市社会福祉協議会在宅福祉事業専門職員 

 

《 募 集 要 項 》  

 

 

平成３０年３月 

社会福祉法人 名古屋市社会福祉協議会 

 

 

 

名古屋市社会福祉協議会専門職員を次のとおり募集します。 

 

 

 

１ 採用人員、受験資格、主な業務内容 

（１）サービス提供責任者（ホームヘルプサービス管理業務） 

採用予定人数 ５名程度 

受験資格 
次のいずれかの資格を有する方 
①介護福祉士 ②介護職員実務者研修（旧介護職員基礎研修、ホ－ム
ヘルパ－養成研修１級課程）修了  ③看護師又は准看護師 

業務内容 

各区介護保険事業所において、介護保険法及び障害者総合支援法にお 

ける訪問介護（ホームヘルプ）サービスのサービス提供責任者として、 

次の業務等にあたる。 

(1) 派遣調整 

(2) 計画の作成等サービス管理 

(3) ヘルパーへの相談援助 

(4) 給付管理業務 

(5) 身体介護及び家事援助   

(6) その他の業務 

 
 

（２）ケアスタッフ（デイサービス介護職員） 

採用予定人数 若干名 

受験資格 

※右記(1)・

(2)に該当す

る方 

(1)次のいずれかの資格を有する方 

①介護福祉士 ②介護職員実務者研修（旧介護職員基礎研修、ホ－ム
ヘルパ－養成研修１級課程）修了  ③介護職員初任者研修（旧ホー
ムヘルパー養成研修２級課程）修了 ④看護師または准看護師 

(2) 普通自動車免許を有する方で、送迎車両（ハイエース）の運転が可
能な方 

業務内容 
デイサービス事業の職員として、利用者や家族への援助・相談業務及び車

両運転による利用者の送迎業務等を行う。 

 



（３）その他 

   次のいずれかに該当する方は受験できません。 

① 禁錮以上の刑に処せられ、その執行が終わるまで、又はその執行を受けることがなくなる  

までの者 

② 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団体を結成し、又はこれに加入した者 

    ③ 平成２９年度中に名古屋市社会福祉協議会在宅福祉事業専門職員採用試験を受験し、

不合格となった者 

 

２ 採用予定日 

   平成３０年５月１日以降 ※応相談 

 

３ 採用試験 

（１）日 時 

   随時 ※調整のうえ、決定いたします。 

（２）試験会場 

 名古屋市社会福祉協議会 在宅福祉部（社会福祉研修センター） 

    〒４６６－００２７ 

    名古屋市昭和区阿由知通３－１９ 昭和区役所７階  

（３）試験内容 

   作文、実技試験、口頭試問 

    ※併せて、処遇説明を１５分程度予定しています。 

（４）持ち物等 

   ・筆記用具 

   ・実技試験ができる動きやすい服装でお越しください。別室で着替えていただくことも

可能です。 

 

４ 試験結果の発表及び採用まで 

（１）試験結果の発表は、採用試験日から１０日以内に受験者全員へ通知します。 

（２）試験合格者には、採用前に健康診断を受けていただき、関係書類を提出していただきま

す。 

（３）健康診断の結果を確認後、採用日前までに採用内定通知を送付します。 

   

５ 試験結果の開示 

  試験結果については、社会福祉法人名古屋市社会福祉協議会個人情報保護規定に基づき、 

口頭で開示を請求することができます。開示は閲覧により行います。 

請求できる人 開示内容 請求期間 請求方法 

不合格者本人 

※代理人不可 

・総合得点 

・試験種別得点

及び判定配点 

・採用試験日の 2週間後翌日

からその翌月同日まで 

・午前 8 時 45 分から午後 5

時 30 分まで（土日・祝日・

振替休日を除く） 

名古屋市社会福祉協議会在

宅福祉部において、受験者

本人が運転免許証、健康保

険証等の身分証明書を提示

して申し出。 

 ※閲覧希望簿をあらかじめ電話にてご連絡ください。 



６ 処  遇 

職種 （１）サービス提供責任者 （２）ケアスタッフ 

雇用期間 
採用日から１年間 

ただし、勤務の適正により無期雇用への転換（定年６０歳）、雇用更新あり 

勤務場所 
名古屋市内１６区介護保険事業所のいずれ

か ※勤務地の異動あり 

名古屋市内９区のデイサービスセンターの

いずれか ※勤務地の異動あり 

勤 務 日 
週５日 

（土曜・日曜日、祝日の当番出勤等あり） 

週５日 

（月～土のローテーション勤務） 

勤務時間 
１日７時間（原則午前９時～午後５時） 

※時間外勤務・早朝（午前８時）出勤あり 

１日７時間３０分（原則午前８時～午後４

時３０分または午前９時～午後５時３０

分） ※時間外勤務あり 

休日等 

●１週間に２日または 4週を通じて８日の週休日、国民の祝日及び年末年始に相当する日

数（29年度実績 120日） 

●年次休暇（年最大 20日）、臨時[夏季]休暇（年最大５日） 

●特別休暇、介護・育児休暇等取得制度あり 

基本給 

１７０，０００円以上 １８２，２００円以上 

★経験者（常勤）の前歴換算あり 

★無期雇用転換後、毎年昇給あり  ★キャリアアップ制度あり 

（例※サービス提供責任者 H28 新規採用者） 

・初年度基本給平均 178,320 円 

・初年度年収 3,056,000 円（賞与、超勤手当平均 4.8H/月含む） 

諸手当 

●賞与（年３回、基本給×4.56ケ月） 

※28年度実績 

●超過勤務手当、通勤手当（実費）、電話携

帯手当等 

●賞与（年３回、4.78か月） 

※28年度実績 

●超過勤務手当、通勤手当（実費）等 

その他 
健康保険、厚生年金、雇用保険、労働者災害補償保険、愛知県民間社会福祉事業職員共済

会に加入 

 

７ 申込方法 

  持参及び郵送（郵送の場合、封筒に「受験申込」と朱書き）   

※別紙申込書に必要事項を記入し、資格証明書類の写しを同封の上、お申込みください。 

※持参の場合、受付時間は午前９時～午後５時までです（土日・祝日を除く）。 

※申込書受理後、試験の日程についてご連絡させていただきますので、申込書には日中 

連絡が可能な連絡先（携帯電話等）のご記入をお願いします。 

 

【試験会場 及び 申込み・問合せ先】 

〒466－0027 名古屋市昭和区阿由知通３－１９  

昭和区役所７階 名古屋市社会福祉協議会  

在宅福祉部（担当：大谷） 

電話（０５２）７３１－９７５８ 

FAX（０５２）７３１－９７２８ 



［各区介護保険事業所及びデイサービスセンター一覧］ 

介護保険事業所 

(社会福祉協議会) 
所 在 地 電話番号 

千種区介護保険事業所 

千種区デイサービスセンター 

千種区西崎町 2-4-1 千種区在宅ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ内 

052(763)7842 ｱｸｾｽ：地下鉄東山線「覚王山」下車徒歩 10 分 

   又は市ﾊﾞｽ「田代本通」下車徒歩 3 分 

東 区介護保険事業所 
東区泉２-28-５ 東区在宅ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ内 

052(686)2525 
ｱｸｾｽ：地下鉄桜通線「高岳」下車すぐ 

北 区介護保険事業所 
北区清水４－１７－１ 名古屋市総合福祉会館１階 

052(917)1294 
ｱｸｾｽ：地下鉄名城線「黒川」下車徒歩 10 分 

西 区介護保険事業所 
西区花の木２－１８－１ 西区役所５階 

052(532)5388 
ｱｸｾｽ：地下鉄鶴舞線「浄心」下車徒歩 3 分 

中村区介護保険事業所 

中村区デイサービスセンター 

中村区名楽町 4-7-18 中村区在宅ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ内 
052(486)2134 

ｱｸｾｽ：地下鉄東山線「中村日赤」下車徒歩 5 分 

中 区介護保険事業所 

中 区デイサービスセンター 

中区上前津 2-12-23 中区在宅ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ内 
052(331)9952 

ｱｸｾｽ：地下鉄名城・鶴舞線「上前津」下車徒歩 5 分 

昭和区介護保険事業所 

昭和区デイサービスセンター 

昭和区御器所 3-18-1 昭和区在宅ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ内 
052(884)5512 

ｱｸｾｽ：地下鉄鶴舞線「荒畑」下車徒歩 5 分 

瑞穂区介護保険事業所 

瑞穂区デイサービスセンター 

瑞穂区佐渡町 3-18 瑞穂区在宅ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ内 
052(841)4067 

ｱｸｾｽ：地下鉄桜通線「瑞穂区役所」下車徒歩 5 分 

熱田区介護保険事業所 

熱田区デイサービスセンター 

熱田区神宮 3-1-15 熱田区役所等複合施設南館６階 
052(671)3197 

ｱｸｾｽ：JR「熱田」または市ﾊﾞｽ「熱田駅前」下車徒歩 2 分 

中川区介護保険事業所 
中川区小城町１－１－２０ 中川区在宅ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ内 

052(352)8292 
ｱｸｾｽ：あおなみ線「南荒子」下車徒歩５分 

港 区介護保険事業所 

港 区デイサービスセンター 

港区港楽 2-6-32 港区在宅ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ内 
052(651)0704 

ｱｸｾｽ：地下鉄名港線「港区役所」下車徒歩 5 分 

南 区介護保険事業所 

南 区デイサービスセンター 

南区前浜通 3-10 南区役所庁舎 4 階 
052(819)6200 

ｱｸｾｽ：市ﾊﾞｽ「南区役所」下車すぐ 

守山区介護保険事業所 

守山区デイサービスセンター 

守山区小幡南 1-24-10 ｱｸﾛｽ小幡 2 階 
052(758)2014 

ｱｸｾｽ：名鉄瀬戸線「小幡」下車徒歩 1 分 

緑 区介護保険事業所 
緑区鹿山 2-1-5 ＮＴＴ西日本鳴子ビル 

052(891)7621 
ｱｸｾｽ：市ﾊﾞｽ「鹿山」下車徒歩 2 分 

名東区介護保険事業所 
名東区上社１－８０２ 上社ﾀｰﾐﾅﾙﾋﾞﾙ２階 

052(726)8669 
ｱｸｾｽ：地下鉄東山線「上社」下車すぐ 

天白区介護保険事業所 
天白区原 1-301 原ﾀｰﾐﾅﾙﾋﾞﾙ 3 階 

052(800)2255 
ｱｸｾｽ：地下鉄鶴舞線「原」下車すぐ 

 


