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大分県社会福祉事業団職員 総合職 採用試験要頂

令和 4年 9月
特定社会福祉法人 大分県社会福祉事業団

】令和 4年 9月 1日 (木)～ 10月 31日 (月 )

】令和 4年 11月 5日 (土)～ 11月 11日 (金 )

】令和 4年 12月 8日 (木)～ 9日 (金)いずれか 1日
】令和 5年 4月 1日

※試験日程等については県内の新型コロナウイ)レス感染症拡大状況によつて変更となる場合が

あります。

1 募集区分、採用予定人員及び職務の概要

2 受験資格
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募集職種 採用予定
人員

職 務 の 概 要

① 支援員等 5名程度
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

事務局を含も`。)において、正規職員 (総合職)と して児童

指導員、支援員、相談支援専門員、職業指導員、地域移行支

援員、一般事務の業務に従事する。

② 作業療法士

又は
理学療法士

若干名
大分県社会福祉事業団が経営する社会福祉施設等において、

正規職員 (総合職)と して、作業療法士又は理学療法士とし

てのリノヽ 巳り業務を行う。

③ 言語聴覚士 若干名
大分県社会福祉事業団が経営する社会福祉施設等において、

正規職員 (総合職)と して、言語聴覚士のリノヽ ビリ業務を行
う。

募集職種 個別資格要件 共通要件

支援員等 不 問

(1)年齢等
昭和 58年 4月 2日から平成 1

6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 5年 3月 31日 までに取得見
込みである者

(4)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

作業療法士

又は

理学療法士

理学療法士及び作業療法士法 (昭和 40年
6月 29日法律第 137号 )第 6条の規定

に基づき理学療法士又は作業療法士に登録

されている者

言語聴覚士 言語聴覚士法 (平成 9年 12月 19日法律

第 132号 )第 6条の規定に基づき言語聴

覚士に登録されている者



3 試験の日時、会場、方法等

(1)1次 試験

(2)2決 試験

日  日寺 令和 4年 11月 5日 (上)から令和 4年 11月 11日 (金 )

※応募者の都合に応 して上記期間のいずれか 1日 に受験可能

会  場 。Webテ スティング (自 宅や学校等の PCから入力)

・論文試験についても自宅や学校からの受験

試験方法 (1)「 SP13」 (PC入力による)

(内容 )

多様な業務に共通 して嗽められる汎用的な知的能力についてのweb試 験を

実施 します。 SP13受 検とな ります。

(2)論文言式験 (800字 )

(内容 )

業務に取 り組も`意欲及び職務の遂行に必要な論理的思考力等についての筆記

試験を実施 します。指定された課題に対 して 800字 で回答 します。

合格発表 令不日4年 11月 25日 (金 )

大分県社会福祉事業団のホームページに掲載するとともに、別途合格者宛て

使書で通知します。
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 。

※不合格者には通知 しません。

そ の 他 インターネットからの応募について、Gmailを 経由しての申込みは一部

不具合が発生する場合があります。
申込み後、 5日を経過しても受験番号が記載されたメールが届かない場合は

問合せ先に、ご連絡下さい。

日  日寺 令和 4年 12月 8日 (木)、 9日 (金)いずれか 1日 を指定した試験案内を

通知 します。 (1次試験合格者に対 して )

会  場 大分県総合社会福祉会館 3階
大分市大津町 2-1-41

母子父子研修室会議室
TEL 097-552-1316

試験方法 面接試験 (個別面接、 25分程度 )

最終合格
発  表

令和 4年 12月 23日 (金 )

大分県社会福祉事業国のホームページに掲載するとともに、別途合格者宛て

文書で通知 します。
※不合格者には通知 しません。



4 受験者申込み

インターネッ ト
からの申込み

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

エ 募集職種の内、支援員等以外については、別途資格証 (写 し)の提出が

必要とな ります。
※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、問合せ先に電話連絡をしてください。

※応募完了後、当法人から申込者のメー)レア 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、 2次試験当日、会場まで必ずお持ち

ください。

郵送等の申込み 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))
※ 履歴書についてはホームページからダウンロー ドできます。

イ 受験票
ウ 募集職種の内、支援員等以外については、別途資格証 (写 し)の提出が

必要とな ります。

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」宛てに請求 してください。

③ 応募書類の提出

ア 垂[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宛て、郵送 して下さい。

なお、封筒の表に『職員採用試験受験』と朱書きし、必ず簡易書留垂[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返去口せず、当方にて破棄 します

のでご了承 ください。
※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。

【受 験 申 込 期 間】令和 4年 9月 1日 (木)～ 10月 31日 (月 )

※郵送の場合は 10月 31日 (月 )迄に必着



基本給及び
職務手当

月額 (大学新卒 ) 月額 (短大新卒 ) 月額 (高校新卒 )

俸給 184′
職務手当 5,
合計 190,

500円
500円
000円

俸給 179′
職務手当 5′

合計 184′

000円
500円
500円

俸給 1フ 4′

職務手当 5′

合言+1 フ9

300円
500円
800円

初任給のカロ算 ・病院や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を加算 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し法人の

定める規程に基づいて承認後、総合職給料表へ移行 します。

基本給及び
職務手当以
外の諸手当

期末勤勉手当 (4.4月 /年 )、 赴任旅買、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 じ高速料金実賣支給制度有)、 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)、 作業療法士 (13′ 000
円/月 、従事者)、 理学療法士 (13,000円/月 、従事者)、 言語聴覚士 (13′

000円 /月 、従事者)、 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)、 管理栄養士資格手当 (13ァ000円 /月
、従事者)、 夜問勤務手当 (法定分 )、 夜間業務従事手当 (4′ 000円 /1回 )

、宿直手当 (5′ 800円 /1回 )、 特殊動務手当 (530円～ 3′ 000円 /月 )、 時

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

勤務時間 週 40時間、発令内容によつて変則動務 (夜勤等)あ り

勤務場所 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 ※県内転勤あり

休日休暇 完全週休 2日制 (上 国祝日)

その他 年次有給休暇、リフレッシュ休暇、子育て応援休暇、ボランテイア休

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

福利厚生 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、ソウェルクラフ

｀
加入、職員互助会制服貸与、職員労働組合等

そ の 他 全国社会福祉事業団協議会の年金共済事業により職域年金があ ります。

5 給与等労働条件

6 採用時期
令和 5年 4月 1日 予定

フ オンライン職場説明会 (事前申込必要 )

開催日時 :令和 4年 10月 15日 (上) 受付 13:00～ 開始 13:30
Zoom:オ ンライン職場説明会

申込方法 :oitaswo… setSumeikai@oitaSWO.jp宛 てに氏名を記入して送信

8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

〒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 :事務局総務課 奥村、谷口

欄)に配慮が必要な内容を記入 して下さい。



令和 4年度
大分県社会福祉事業団職員(一般職)受

猥講量素環)

令和 4年 5月
特定社会福祉法人 大分県社会福祉事業団

【受 験 申 込 期 間】令和 4年 6月 1日 (水)～ 11月 17日 (木 )

※募集区分毎に定員に至」達次第申込期間を終了します。
日】随時
日】随時
日】令和 5年 4月 1日

1 募集区分、採用予定人員及び職務の概要

【1
【2
【採

験
験
定

試
試
予

次
次
用

募集区分
動 務 地

職 種 採用予定人

貝
職 務 の 概 要

区分 1
(動務地等 )

中津市、宇佐市、豊後高田市

(施設等 )

地域総合支援センター、大分県糸口学園

、大分県糸口厚生園、大分県糸口第二厚

生園、大分県糸口通勤寮、八つ星の丘

支援員 12名程度

大分県社会福祉事業団が

経営する社会福祉施設等

において、正規職員 (一

般職)と して児童指導

員、支援員、相談支援専

門員、職業指導員、地域

移行支援員等としての業

務を行う。該当

区分 2
(勤務地等)日出町 (施設等)大分県渓

泉寮 支援員 2名程度

区分 3
(勤務地等)由布市与爽問町 (施設等)大

分県のぞみ園 支援員 2名程度

区分 4
(勤務地等 )

佐伯市
(施設等 )

大分県なおみ園

支援員 2名程度

区分 5
(勤務地等)

日田市、玖珠郡
(施設等)

大分県日田はぎの園、地域生活支援セン
ターはぎの

支援員 2名程度



2 受験資格

3 試験の日時、会場、方法等
1)1次 試験

職 種 個別資格要件 共通要件

支援員 不問
※令和 5年 3月 に高校卒業見込みの方
は、受験の期間や応募方法にルー)レが
ありますので、在学中の学校へ応募の

相談を行つてください。

(1)年齢等
昭和 38年 4月 2日から平成 17年
4月 1日 までに生まれた者

(2)学歴
不問

(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 5年 3
月 31日 までに取得見込みである者

(4)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

日  日寺
令和 4年 6月 1日 (金)から令和 4年 11月 30日 (水 )

○以下の日付の範囲で応募者の都合に応していずれか1日

①6月 17日 迄の応募者(試験日6月 24日から6月 30日 )

②6月 18日 から7月 17日 迄の応募者 (試験日7月 24日 から7月 30日 )

③7月 18日 から8月 17日 迄の応募者 (試験日8月 24日 から8月 30日 )

④8月 18日 から9月 17日 迄の応募者 (試験日9月 24日 から9月 30日 )

⑤9月 18日 から10月 17日 迄の応募者(試験日10月 24日 から10月 30日 )

⑥10月 18日から11月 17日 迄の応募者(試験日11月 24日 から11月 30日 )

※申込順に随時一次試験の受験 URL等 を送付致 します。
※募集区分毎に定員に到達次第申込期間を終了 します。

会  場 ・Webテ スティング (自宅や学校等の PCから入力)

・論文試験についても自宅や学校からの受験

試験方法
(1)「 SP13」 (PC入力による)

(内容 )

多様な業務に共通 して求められる汎用的な知的能力についてのweb試 験を

実施 します。 SP13受 検となります。

(2)論文言式験 (800字 )

(内容 )

業務に取 り組む意欲及び職務の遂行に必要な論理的思考力等についての筆記

試験を実施 します。指定された課題に対 して 800字 で回答 します。

合格発薮 ・随時
。大分県総合社会福祉会館 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)レなどによる結果の問い合わせには応 じられませ

ん。
※不合格者には通知 しません。

そ の 他 インターネットからの応募について、Gmailを 経由しての申込みは一言[
不具合が発生する場合があります。
申込み後、 5日を経過しても受験番号が記載されたメールが届かない場合は
問合せ先に、ご連絡下さい。



(2)2次 言式験

4 受験者申込み

日  日寺 ・随時
。1次試験合格者に対 して個別に通知いたします。

会  場 大分県総合社会福祉会館 3階
大分市大津町 2-1-41

母子父子研修室会議室
TEL 097-552-1316

試験方法 面接試験 (個別面接、 25分程度 )

最終合格
発  表

・随時
・大分県総合社会福祉会館 1階ロビーに掲示及び大分県社会福祉事業団のホ
ームページに掲載するとともに、別途合格者宛て文書で通知 します。
※不合格者には通知 しません。

インターネット
からの申込み

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、問合せ先に電話連絡をしてください。
※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、 2次試験当日、会場まで必ずお持
ちください。

郵送等の申込み 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))

※履歴書についてはホームページからダウンロー ドできます。

イ 受験票
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 (履歴善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宛て、郵送 して下さい。

なお、封筒の表に『職員採用試験受験』と朱書きし、必ず簡易書留垂L

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返却せず、当方にて破棄 しま

すのでご了承 ください。
※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、会場に必ずお持ちください。

【受 験 申 込 期 間】令和 4年 6月 1日 (水)～ 11月 17日 (木)17:00必 看
※募集区分毎に定員に到達次第申込期間を終了しますので、ホーム
ページ等を適時ご確認下さい。



5 給与等労働条件

6 採用時期
令和 5年 4月 1日予定

7 オンライン職場説明会 (事前申込必要 )

開催日時 :令和 4年 10月 15日 (土) 受付 13:00～ 開始 13:30
Zoom:オ ンライン職場説明会

申込方法 :oitaswo― setSumeikai@oitaSWO.jp宛 てに氏名を記入して送信

8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。

〒8フ 0-0907大分市大津町 2-1-41(大 分県総合社会福社会館内)

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 :事務局総務課 奥村、谷口

基本給及び職
務手当

俸給 174′
職務手当 5′

300円
500円

基本給及び
職務手当以
外のその他

諸手当

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 じ高速料金実質支給制度有 )、 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)、 管理栄養士資格手当 (13′ 000円 /月 、従事者)、 夜問勤務手

当 (法定分)、 夜間業務従事手当 (4ァ000円 /1回 )、 宿直手当 (5′800円 /1
回)、 特殊勤務手当 (530円 ～ 3′ 000円 /月 )、 時間外勤務・休日勤務手当、

資格奨励手当 (指定資格取得につき10,000円/1資格 )、 退職手当 (福祉医

療機構退職共済)ほか

勤務時間 週 40時間、発令内容によつて変則動務 (夜動等)あ り

休日休暇 完全週休 2日制 (上 日祝日)

その他 年次有給休暇、リフレッシュ休暇、子育て応援休暇、ボランテイア休

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

福利厚生 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、ソウェ)レクラブ加入、職員互助会制服貸与、職員労働組合等

そ の 他 全国社会福祉事業団協議会の年金共済事業により職域年金があります。


