
平成２８年度採用職員募集要項 

社会福祉法人大洋会 

 

１ 募集の要件 

 

   社会福祉法人大洋会は、支援を必要とする方々のニーズに応えるため、三障がいの横断的活動による

社会参加を目指すとともに、社会環境あるいは家庭環境上養護を必要とする児童の自立を支援し、健全

な人間形成のため、熱意をもって努力する人を募集します。 

 

２ 募集職種 

  理学療法士 

 

３ 応募資格 

  心身ともに健康で明るく、第 1 種普通自動車免許（資格取得見込み者も可）を取得している者。 

  （1）高等学校卒業以上の者 

  （2）理学療法士、作業療法士等資格取得者（資格取得見込み者も可） 

 

４ 採用及び待遇 

  （1）採用予定日  

      平成２８年 ４月 １日 

  （2）採用人数【正職員】 

      理学療法士 若干名 

  （3）待 遇 

     【初任給】 

学 歴 等 初任給 

資格手当を含む支給額：円 

・理学療法士 

45,000 

理学療法士（４年制学校） 171,400 216,400 

理学療法士（３年制学校） 168,200 213,200 

 

     【諸手当】 

       通勤手当：2,000 円（2～4㎞）～33,000 円（60 ㎞～） 

       住居手当、夜間勤務等手当あり。 

     【賞与】 

       昨年度実績 4.4 ヵ月分 

     【社会保険等】 

       健康保険、厚生年金、雇用保険、退職金制度有 

     【公休日等】 

       年間 104 日、有給休暇あり（初年度は 12 日とし、翌年度からは１年につき２日ずつ増して

付与し、その合算日は 20 日を超えないものとする） 

【その他】 

       法人が奨励する資格を取得しようとする職員に対しては資格費用助成制度あり 

 

５ 勤務地 



   大船渡市・陸前高田市 

 

６ 採用試験 

  （1）試験日時 

      平成２７年 ８月２３日（日）午前９時より 

（2）試験会場 

    岩手県立福祉の里センター 

    （〒022-0006 大船渡市立根町字田ノ上 30-20 TEL 0192-27-0294） 

  （3）試験方法 

      受付     ８時３０分～ 

      筆記試験   ９時００分～ ９時４５分 一般常識問題 

作文    １０時００分～１０時４５分 ４００字詰め原稿用紙２枚以内 

面接試験  １１時００分～       １人１０分程度 

  （4）採用決定 

      試験終了後、２週間程度で本人宛てに通知します。 

 

７ 申込方法 

  （1）受付期間 

      平成２７年 ７月２１日（火）から平成２７年 ８月２０日（木） 

      郵送申し込みの場合は８月１９日（水）必着 

  （2）応募申込み 

      履歴書（応募職種を記入）・資格を証明する書類を提出すること。 

  （3）提出先 

      社会福祉法人大洋会 法人本部総務課 

      （〒022-0006 大船渡市立根町字下欠 125-15） 

 

８ 問い合わせ先 

   社会福祉法人大洋会 

    〒022-0006 岩手県大船渡市立根町字下欠１２５番地１５ 

    電話：0192-26-2714  FAX：0192-26-2771 

    担当：法人本部総務課  鈴木、中村 

 



平成２８年度採用職員募集要項 

社会福祉法人大洋会 

 

１ 募集の要件 

   社会福祉法人大洋会は、支援を必要とする方々のニーズに応えるため、三障がいの横断的活動による

社会参加を目指すとともに、社会環境あるいは家庭環境上養護を必要とする児童の自立を支援し、健全

な人間形成のため、熱意をもって努力する人を募集します。 

 

２ 募集職種 

  保育士・児童指導員（心理士含む） 

 

３ 応募資格 

  心身ともに健康で明るく、第 1 種普通自動車免許（資格取得見込み者も可）を取得している者。 

  （1）高等学校卒業以上の者 

  （2）大学の学部で社会福祉学・心理学・教育学若しくは社会学を修めた者 

（3）保育士等資格取得者（資格取得見込み者も可） 

  （4）社会福祉士、精神保健福祉士、社会福祉主事等資格取得者（資格取得見込み者も可） 

  （5）児童福祉施設に勤務経験のある方 

 

４ 採用及び待遇 

  （1）採用予定日  

      平成２８年 ４月 １日 

  （2）採用人数【正職員】 

       保育士・児童指導員（心理士兼務あり） 若干名 

  （3）待 遇 

     【初任給】 

学 歴 等 初任給 

資格手当を含む支給額：円 

社会福祉士・精神保健

福祉士・臨床発達心理

士等 

認定心理士・保育士・

社会福祉主事資格等 

15,000 2,000 

高校卒業 137,000   

短大・専門学校（２年制）

卒業 
143,000  145,000 

専門学校（３年制）卒業 146,000  148,000 

大学卒業 152,000 167,000 154,000 

 

     【諸手当】 

       通勤手当：2,000 円（2～4㎞）～33,000 円（60 ㎞～） 

       住居手当、宿直勤務等手当あり。 

     【賞与】 

       昨年度実績 4.4 ヵ月分 

     【社会保険等】 

       健康保険、厚生年金、雇用保険、退職金制度有 

     【公休日等】 



       年間 104 日、有給休暇あり（初年度は 12 日とし、翌年度からは１年につき２日ずつ増して

付与し、その合算日は 20 日を超えないものとする） 

【その他】 

       法人が奨励する資格を取得しようとする職員に対しては資格費用助成制度あり 

 

５ 勤務地 

   大船渡市 

 

６ 採用試験 

  （1）試験日時 

      平成２７年 ８月２３日（日）午前９時より 

（2）試験会場 

    岩手県立福祉の里センター 

    （〒022-0006 大船渡市立根町字田ノ上 30-20 TEL 0192-27-0294） 

  （3）試験方法 

      受付     ８時３０分～ 

      筆記試験   ９時００分～ ９時４５分 一般常識問題 

作文    １０時００分～１０時４５分 ４００字詰め原稿用紙２枚以内 

面接試験  １１時００分～       １人１０分程度 

  （4）採用決定 

      試験終了後、２週間程度で本人宛てに通知します。 

 

７ 申込方法 

  （1）受付期間 

      平成２７年 ７月２１日（火）から平成２７年 ８月２０日（木） 

      郵送申し込みの場合は８月１９日（水）必着 

  （2）応募申込み 

      履歴書（応募職種を記入）・資格を証明する書類を提出すること。 

  （3）提出先 

      社会福祉法人大洋会 法人本部総務課 

      （〒022-0006 大船渡市立根町字下欠 125-15） 

 

８ 問い合わせ先 

   社会福祉法人大洋会 

    〒022-0006 岩手県大船渡市立根町字下欠１２５番地１５ 

    電話：0192-26-2714  FAX：0192-26-2771 

    担当：法人本部総務課  鈴木、中村 

 



平成２８年度採用職員募集要項 

社会福祉法人大洋会 

 

１ 募集の要件 

   社会福祉法人大洋会は、支援を必要とする方々のニーズに応えるため、三障がいの横断的活動による

社会参加を目指すとともに、社会環境あるいは家庭環境上養護を必要とする児童の自立を支援し、健全

な人間形成のため、熱意をもって努力する人を募集します。 

 

２ 募集職種 

  看護師 

 

３ 応募資格 

  心身ともに健康で明るく、第 1 種普通自動車免許（資格取得見込み者も可）を取得している者。 

  （1）高等学校卒業以上の者 

  （2）看護師資格取得者（准看護師並びに正看護師） 

 

４ 採用及び待遇 

  （1）採用予定日  

      平成２８年 ４月 １日 

  （2）採用人数【正職員】 

      看護師 若干名 

  （3）待 遇 

     【初任給】 

学 歴 等 初任給 

資格手当を含む支給額：円 

・正看護師 ・准看護師 

45,000 20,000 

看護師 171,400 216,400 191,400 

 

     【諸手当】 

       通勤手当：2,000 円（2～4㎞）～33,000 円（60 ㎞～） 

       住居手当、夜間勤務等手当あり。 

     【賞与】 

       昨年度実績 4.4 ヵ月分 

     【社会保険等】 

       健康保険、厚生年金、雇用保険、退職金制度有 

     【公休日等】 

       年間 104 日、有給休暇あり（初年度は 12 日とし、翌年度からは１年につき２日ずつ増して

付与し、その合算日は 20 日を超えないものとする） 

【その他】 

       法人が奨励する資格を取得しようとする職員に対しては資格費用助成制度あり 

 

５ 勤務地 

   陸前高田市・大槌町 



 

６ 採用試験 

  （1）試験日時 

      平成２７年 ８月２３日（日）午前９時より 

（2）試験会場 

    岩手県立福祉の里センター 

    （〒022-0006 大船渡市立根町字田ノ上 30-20 TEL 0192-27-0294） 

  （3）試験方法 

      受付     ８時３０分～ 

      筆記試験   ９時００分～ ９時４５分 一般常識問題 

作文    １０時００分～１０時４５分 ４００字詰め原稿用紙２枚以内 

面接試験  １１時００分～       １人１０分程度 

  （4）採用決定 

      試験終了後、２週間程度で本人宛てに通知します。 

 

７ 申込方法 

  （1）受付期間 

      平成２７年 ７月２１日（火）から平成２７年 ８月２０日（木） 

      郵送申し込みの場合は８月１９日（水）必着 

  （2）応募申込み 

      履歴書（応募職種を記入）・資格を証明する書類を提出すること。 

  （3）提出先 

      社会福祉法人大洋会 法人本部総務課 

      （〒022-0006 大船渡市立根町字下欠 125-15） 

 

８ 問い合わせ先 

   社会福祉法人大洋会 

    〒022-0006 岩手県大船渡市立根町字下欠１２５番地１５ 

    電話：0192-26-2714  FAX：0192-26-2771 

    担当：法人本部総務課  鈴木、中村 

 



平成２8 年度採用職員募集要項 

社会福祉法人大洋会 

 

１ 募集の要件 

   社会福祉法人大洋会は、支援を必要とする方々のニーズに応えるため、三障がいの横断的活動による

社会参加を目指すとともに、社会環境あるいは家庭環境上養護を必要とする児童の自立を支援し、健全

な人間形成のため、熱意をもって努力する人を募集します。 

 

２ 募集職種 

   （1）介護福祉士 

   （2）生活支援員 

 

３ 応募資格 

  心身ともに健康で明るく、第 1 種普通自動車免許（資格取得見込み者も可）を取得している者。 

  （1）高等学校卒業以上の者及び卒業見込者 

（2）介護福祉士資格取得者（資格取得見込み者も可） 

 

４ 採用及び待遇 

  （1）採用予定日  

      平成２８年 ４月 １日  

  （2）採用人数 

     【正職員】 

       ・介護福祉士 若干名 

・生活支援員 若干名 

  （3）待 遇 

     【初任給】 

学 歴 等 初任給 

資格手当を含む支給額 

介護福祉士 

 

10,000 

高校卒業 137,000  

短大・専門学校（２年制）

卒業 
143,000 153,000 

専門学校（３年制）卒業 146,000 156,000 

大学卒業 152,000  

 

     【諸手当】 

       通勤手当：2,000 円（2～4㎞）～33,000 円（60 ㎞～） 

       住居手当、夜間勤務等手当あり。 

     【賞与】 

       昨年度実績 4.4 ヵ月分 

     【社会保険等】 

       健康保険、厚生年金、雇用保険、退職金制度有 

     【公休日等】 

       年間 104 日、有給休暇あり（初年度は 12 日とし、翌年度からは１年につき２日ずつ増して



付与し、その合算日は 20 日を超えないものとする） 

【その他】 

       法人が奨励する資格を取得しようとする職員に対しては資格費用助成制度あり 

 

５ 勤務地 

   大槌町（障がい者支援施設 四季の郷） 

 

６ 採用試験 

  （1）試験日時 

      平成２７年 ８月２３日（日）午前９時より 

（2）試験会場 

    岩手県立福祉の里センター 

    （〒022-0006 大船渡市立根町字田ノ上 30-20 TEL 0192-27-0294） 

  （3）試験方法 

      受付     ８時３０分～ 

      筆記試験   ９時００分～ ９時４５分 一般常識問題 

作文    １０時００分～１０時４５分 ４００字詰め原稿用紙２枚以内 

面接試験  １１時００分～       １人１０分程度 

  （4）採用決定 

      試験終了後、２週間程度で本人宛てに通知します。 

 

７ 申込方法 

  （1）受付期間 

      平成２７年 ７月２１日（火）から平成２７年 ８月２０日（木） 

      郵送申し込みの場合は８月１９日（水）必着 

  （2）応募申込み 

      履歴書（応募職種を記入）・資格を証明する書類を提出すること。 

  （3）提出先 

      社会福祉法人大洋会 法人本部総務課 

      （〒022-0006 大船渡市立根町字下欠 125-15） 

 

８ 問い合わせ先 

   社会福祉法人大洋会 

    〒022-0006 岩手県大船渡市立根町字下欠１２５番地１５ 

    電話：0192-26-2714  FAX：0192-26-2771 

    担当：法人本部総務課  鈴木、中村 


