
地域別福祉の就職フェア2020
第1回 WEB合同説明会

社会福祉法人
宝山寺福祉事業団

令和２年７月１２日（日）



法人理念



高齢者部門 介護理念

“あなたらしさを いつまでも”

一人一人が刻んで歩んできた人生

誰にも代えがたい「あなたらしさ」が

いつまでも輝くように

私たちはお手伝いします



高齢者部門 生駒市を中心にさまざな形態で７つの事業所を展開しています
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高齢者部門



【勤務地】 配属先は採用内定後決定します。

【就業時間】週４０時間 始業就業時間は施設によって異なります。

特別養護老人ホームでは夜勤があります。

【休 日】 年間休日１１５日

年次有給休暇 特別休暇（慶弔、産前産後、育児、介護等）

【給 与】 初任給：大卒190,100円 短大卒175,500円 高校卒166,200円

※ 手当除く

【諸手当】 通勤手当（上限30,000円）、扶養手当（配偶者14,000円 その他6,000円）

住宅手当（上限25,000円）、早出手当（１回1,000円）

夜勤手当（１回4,500円）、業務手当（配属先勤務に応じて）

資格手当（取得した資格に応じて）、役職手当（役職に応じて）

高齢者部門 気になる待遇と福利厚生



高齢者部門 気になる待遇と福利厚生

【諸手当】 年末年始勤務手当（１日5,000円）等

【賞 与】 年３回（７月 １２月 ３月） ４.５ヶ月分（令和元年度実績）

【昇 給】 年１回（人事評価による特別昇給あり）

【福利厚生】各種社会保険 退職金制度、資格取得助成制度、職員互助会

福利厚生センターとして各地の保養施設、ホテル、旅行、買い物など

割引利用できます。



高齢者部門 キャリアップ制度



高齢者部門 キャリアップ制度



宝山寺福祉事業団では資格取得を全力で応援します！

高齢者部門

介護職員初任者研修

全講座を年２回開講
働きながら受講でき、費用
の助成実施します。

介護職員実務者研修
介護福祉士資格

受講費用を貸与、実質返済
免除の仕組みで、無料受講
ができます。国家試験対象
の独自勉強会も実施。

介護支援専門員研修

１０日以上わたる実務者研
修、更新研修などをキャリ
アップ研修として設定、プ
ライベートに負担かけずに
受講できます。

その他にも社会福祉士、中型自動車免許、防火管理者など多くの受講・資格を助成します。



【日時】 ７月１６日、７月３０日、８月１３日、８月２０日

１３：３０～１４：３０

【内容】 法人の概要、各事業所の説明、希望者には見学など

【場所】 総合支援センターあずさ

生駒市西旭ヶ丘１２－３ ℡ 0743-74-8134

高齢者部門 法人説明会

必ず事前に参加申し込みをして下さい。
マイナビからも申し込みができます。
【申し込み連絡先】 ℡ 0743-74-6644 担当 松岡

℡ 0743-59-0070 担当 田中



第１回 採用試験

【日時】 ８月２９日（土）

【内容】 面接、アンケート

【場所】 総合支援センターあずさ

生駒市西旭ヶ丘１２－３

高齢者部門 採用試験（高齢者部門）

【応募に必要な書類】
履歴書（自筆によるもの）、資格証明書（資格見込み含む）があ
る場合高齢者部門お応募と明記のこと

提出書類は郵送によること。書類の返却はいたしません。



【書類の提出先及び問い合わせ】

〒630-0257

奈良県生駒市元町２－１４－８

宝山寺福祉事業団 法人本部

（担当 辻村万里子、松岡利和）

TEL 0743-74-6644

（平日9：30～17：00）

高齢者部門 採用試験（高齢者部門）



児童部門



児童部門 保育理念
生
き
る
力

喜
ぶ
力

耐
え
る
力

『三つの力』を
育てることが私
たちの使命です



児童部門 保育理念

•「生きる力」…強くしなやかな意思と身体をはぐくみ、健やかに

かつ積極的に生き続ける力を育てます。

•「喜ぶ力」……人の感情や自然美に感応し、共感することにより

感謝の気持ちを育て、素直に心を表現できるように

育てます。

•「耐える力」…人は本能のまま自由奔放に生きることはできま

せん。理性によりちょっと我慢する力・自律心を

養い、耐性を育てます。



児童部門 コースごとの施設

「保育コース」
• 保育園
• 幼保連携型認定こども園
「児童養護コース」
• 乳児院
• 児童養護施設
「発達支援コース」
• 児童発達支援センター

「保育コース」
「児童養護コース」
「発達支援コース」

それぞれのコース別の採用に
なります
ただし、複数のコースを同時
に志望することもできます。



児童部門 生駒市・奈良市を中心にニーズに応じて９つの事業所を展開しています
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児童部門
各コースや施設によって勤務形態も異なります



【保育コース】

保育士・幼稚園教諭

【養護・発達支援コース】

社会福祉士・社会福祉主事任用資格・各種教員免許も可

【勤務地】 配属先は採用内定後決定します。

児童部門 採用条件・資格



【就業時間】週４０時間 始業就業時間は施設によって異なります。

乳児院では夜勤が、児童養護施設では宿直があります。

【休 日】 週休２日 年間休日１０５日

原則として日曜・祝日、土曜は交代勤務

年次有給休暇（初年度１０日）

特別休暇（慶弔、産前産後、育児、看護、介護休暇等あり）

【給 与】 初任給：短大卒170,300円 大卒186,600円 院卒198,800円

※年収は手当含めて約2,600,000円から約3,300,000円

【賞 与】 年３回（７月 １２月 ３月） ４.５ヶ月分（令和元年度実績）

【昇 給】 年１回（人事評価による特別昇給あり）

児童部門 気になる待遇と福利厚生



児童部門 気になる待遇と福利厚生

【諸手当】 通勤手当（上限30,000円）、扶養手当、住宅手当、資格手当、

職責・役付手当 処遇改善手当（施設種別等により上限30,000円程度

年度末に一時金として支給するものも含む）

夜勤手当（4,500円／回）宿直手当（4,000円／回）

【福利厚生】労災保険、健康保険、厚生年金保険、介護保険、雇用保険

福利厚生センター加入（各地の保養施設、ホテル、旅行、買い物など

割引利用できます。）

定期健康診断、インフルエンザ予防接種

資格所得支援制度



宝山寺福祉事業団では資格取得を全力で応援します！

•適応資格対象
•イ）保育士
•ロ）幼稚園教諭
•ハ）社会福祉士
•ニ）精神保健福祉士
•ホ）栄養士・管理栄養士
•ヘ）調理師
•ト）衛生管理者
•チ）その他施設長が業務に必要と認めるもの

児童部門資格取得支援制度

資格等の取得にかかる
試験受験時や実習受講
時は職務免除で、有給
になります。



説明会

【日程】 随時開催（おおむね週１回開催）

【申込み】マイナビを通じて申し込み、または問い合わせ先まで

メールでお申し込みください。

マイナビ2021 宝山寺福祉事業団【保育採用窓口】

https://job.mynavi.jp/21/pc/search/corp106039/outline.html

【選考方法】

①オープン選考

②体験実習＋面接

児童部門 採用選考（児童部門）



オープン選考

【日程】第１回 ５月２３日（土）

第２回 ７月１１日（土）

第３回 ８月２９日（土）

第４回 ９月２６日（土）

第５回１０月１７日（土）

第６回１２月１２日（土）

【会場】いこまこども園（予定） 生駒市北新町2-11

【時間】午前９時～午後２時（予定）

児童部門 採用選考（児童部門）

【選考内容】

１．筆記
（一般教養・児童に関する専門知識）

２．作文

３．実技
（ピアノ弾き歌い・絵本読み聞かせ）

４．面接



体験実習（一次選考）+面接（二次選考）

【日程】希望により調整【時間】午前９時～午後３時（予定）

【会場】希望コースにより下記から選択

１．保育コース ２．児童養護（入所）コース

＊いこまこども園 ＊児童養護施設 愛染寮

＊極楽坊保育園 ＊いこま乳児院

＊いこま乳児保育園 ３．発達支援コース

＊あすかの保育園 ＊児童発達支援センター仔鹿園

＊児童発達支援センターあすなろ

＊児童発達支援センターあすなろあずさ

児童部門 採用選考（児童部門）



【書類の提出先及び問い合わせ】

〒630-0257

奈良県生駒市元町２－１４－８

宝山寺福祉事業団 法人本部（担当 末松保喜）

TEL 0743-74-1172（愛染寮）平日9：00～17：00

書類持参の場合、法人内児童部門各施設事務所でも受け付けます。

メール：saiyo@hozanji-wel.org

児童部門 採用選考（児童部門）

mailto:saiyo@hozanji-wel.org



