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令和 3年度 大分県社会福祉事業団職員 (総合職)採用試験要項

職務の内容
大分県社会福祉事業団が経営する社会福祉施設等 (法人本部事務局を含む。)において、正

規職員 (総合職)と して施設ご利用者等に対する①支援業務に従事 します。

2 試験区分及び採用予定者数
①支援業務    24名 程度

受験資格
次の (1)から(3)の要件すべてに該当する者で、 (4)の 希望する試験区分要件に該当し、

(5)の欠格事項に該当しないもの

(1)年齢等
ア 昭和 57年 4月 2日 から平成 15年 4月 1日 までに生まれた者

(2)学歴
高等学校卒業以上の者

(3)運転免許
普通 自動車運転免許 (AT限定可)を現に有 している者又は令和 4年 3月 31日 までに

取得見込みである者
(4)資格要件

不問
(5)受験できない者
ア 成年被後見人又は被保佐人
イ 禁固以上の刑に処せ られ、その執行を終わるまでの人又はその執行を受けることがな

くなるまでの人

4 試験の同時及び試験会場
(1)一 次試験  日時 :令和 3年 8月 21日 (土 )

(受付 )9:00～ 9:30  (試 験 )9:30～ 12:50
場所 :ビーコンプラザ (別府国際コンベンションセンター)国際会議室

大分県別府市山の手町12-l  TEL:097-552-1316
(2)二 次試験  日時 :令和 3年 9月 13日 (月 )・ 14日 (火 )・ 15日 (水 )

16日  (木 )・ 17日  (金)のいずれか 1日

場所 :大分県総合社会福社会館 3階 母子・父子福祉センター研修会議室

大分市大津町 2-1-41  TEL 097-55矛 1316

詳細な 日程等については、一次試験合格者宛て通知 します。

試験の方法及び内容
(1)一 次試験  教養試験 (一般教養問題及び福祉等に関する 5肢択一式筆記試験、 50問

程度、 90分 )

論文試験 (800宇 、 70分 )

(2)二 次試験  面接試験 (個別面接、 20分程度 )
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6 試験結果の発表
大分県総合社会福社会館 1階 ロビーに掲示及び大分県社会福祉事業団のホームページ

(http://www.oitaswo.jp/)に 掲載するとともに、別途合格者宛て文書で通知 します。

なお、電話、FAX、 メールなどによる結果の問い合わせには応 じられません。

ア ー次試験結果発表 日時  令和 3年  9月  1日 (水 )10:00
イ ニ次試験結果発表 日時  令和 3年  9月 30日 (木)10:00

受験の手続き
(1)大分県社会福祉事業国ホームページからの応募する場合
ア 大分県社会福祉事業団ホームページ 「採用情報」をクリック

イ 「インターネ ッ トか ら応募」をクリック

ウ 履歴書応募フォームに必要事項を入力 し「送信」をクリック

※ 送信後、5日 を経過 しても受験番号が記入 された返信メールが到着 しない場合は恐れ入

りますが (Tel:097-552-1316)ま でお問合せの電話連絡をしてください。
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(2)郵送等の場合
① 応募書類
ア 履歴書 (大分県社会福祉事業団において定める様式 (A3版 ))

イ 受験票
ウ 社会福祉士、介護福祉士、精神保健福祉士、保育士、介護支援専門員の資格を有する

者は登録証の写し
② 履歴書及び受験票の配付場所及び請求
ア 大分県社会福祉事業団本部事務局に準備 しています。

月曜～金曜 (祝祭 日を除く)の 8:30か ら17:00ま で受付
イ 郵便による請求の場合

封筒の表に『受験票等請求』と朱書 し、宛て先を明記した返信用封筒 (84円切手を
貼付した長型 3号)を同封のうえ、「大分県社会福祉事業団事務局試験担当」宛て請求 し
てください。

③ 応募書類の提出
ア 郵便による場合

履歴書及び受験票に必要事項を記入 し (履歴書及び受験票の受験番号欄は記入しない
こと。)、 それぞれに写真 (裏面に氏名を記載したもの)を貼付 し、その他必要応募書類
を添付したうえで、 84円切手を貼付 した長型 3号の返信用封筒 (住所氏名を明記のこ
と)を添えて、大分県社会福祉事業団事務局総務課に送付してください。
なお、封筒の表に『職員採用試験受験』と朱書きし、必ず簡易書留郵便にしてくださ

い 。

イ 直接、お持ちになる場合は、返信用封筒は不要です。
ウ 選考結果後、提出いただいた応募書類は当方にて破棄 しますのでご了承ください。

(3)受付 (提出)期間
①ホームページからの応募の場合

令和 3年  6月 15日 (火)～令和 3年  8月 13日 (金)8:30～ 17理

②郵送等の場合
令和 3年  6月  1日 (木)～令和 3年  8月 13日 (金)8:30～ 17:00

※ 郵送の場合は、令和 8年  8月 13日 (金)17:00必 着

(4)受験票の送付
ア 大分県社会福祉事業団ホームページか らの応募する場合
応募完了後、当法人から申込者のメールア ドレスに受験番号を記入 した受験票を送信 し

ます。
なお、受験票はプ リン トアウトして、試験当日、会場まで必ずお持ちください。

イ 郵送等の場合
受験票を受理次第、受験番号を記載 し申込者に受験票を送付 します。
なお、受験票は、試験当日、会場まで必ずお持ちください。

8 給与等労働条件
初 任 給 184,

179,
174,

(令和 3年 4月 1日 現在の大卒基本給 )

(令和 3年 4月 1日 現在の短大卒基本給 )

(令和 3年 4月 1日 現在の高卒基本給 )

※ 社会福祉施設等に勤務 した経験のある方については、採用時に前歴換算に

より格付けした額とします。
※ 総合職で採用された方は、 3年経過するまでは一般職給料表を適用す るも

のとし、 3年経過後、所属長の意見を聴き、総合職給料表への移行を理事長
が承認 します。

期末勤勉手当 (4,4月 /年 )、 赴任旅費、扶養手当 (配偶者13,000円 /月 等 )、 通勤

手当 (2,200円 ～55,000円 /月 、マイカー通勤可 (但 し任意保険加入の者に限
る)、 別途距離に応 じ高速料金実費支給制度有)、 住居手当 (3,400円 ～27,000円

/月 )、 資格手当 (1資格につき2,000円 /月 、社会福祉士、精神保健福祉士、介

護福祉士、保育士、介護支援専門員 )、 准看護師資格手当 (11,000円 /月 、従事

者 )、 看護師資格手当 (16,000円 /月 、従事者 )、 夜間勤務手当 (法定分 )、 夜間
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業務従事手当 (4,000円 /1回 )、 宿直手当 (5,800円 /1回 )、

勤務手当、資格奨励手当 (指定資格取得につき10,000円 /1
(福祉医療機構退職共済)ほか

週 40時間、変則勤務 (夜勤等)あ り

時間外勤務 。体 日

資格)、 退職手当

勤務時間

勤務場所

休日休暇

福利厚生

大分市、 日田市、佐伯市、宇佐市、中津市、由布市、豊後高田市、 日出町、

玖珠郡
※転勤あり

年次有給休暇、夏季特別休暇、子育て応援休暇、ボランティア休暇、看護休暇

介護休暇、慶弔休暇、育児休業、介護休業、育児・介護短時間勤務制度等

健康保険、厚生年金、職域年金 (全国社会福祉事業団協議会所管)、 雇用保険、

労災保険、ノウェルクラブ加入、職員互助会制服貸与、職員労働組合等

9 採用時期
令不日4年 4月 1日 予定

10 オンライン職場説明会 (事前申込必要 )

開催 日時 :令和 3年 7月 25日 (日 ) 受付 13:00～
Zoom:オ ンライン職場説明会
そ の 他 :当 法人のホームページに参加案内掲載

11そ の 他
合理的配慮が必要な方は、応募フォーム (本人希望記入欄)又 は履歴書 (本人希望記入

欄)に配慮が必要な内容を記入 して下さい。

〒870-0907大 分市大津町 2-1-41(大 分県総合社会福祉会館内)

社会福祉法人 大分県社会福祉事業団 事務局
Te1 097-552-1316    Fax 097-552-1094

試験担当 :奥村、谷 日、本多、石山




