
令和３年８月２４日
１　職員募集の内容
　○　保育士又は児童指導員

　　○　保育士

　　○　児童指導員（大学又は大学院で社会福祉学、心理学、教育学又は社会学を専攻した方又は卒業・修了見込みの方、若し

　　　　　　　　　　くは教員免許をお持ちの方又は取得見込みの方等、ご不明な場合はお問い合わせください。）

　※同仁東保育園は保育士のみの採用となります。

　早番勤務、遅番勤務があるため自動車運転免許証を有していることが望ましい。

・かわいい子ども達に囲まれて、笑顔があふれる職場です。

・子どもを愛し、子どもから愛されるそんな職場です。

・子どもの成長とともに、職員も自然と成長しています。

・子どもへの深い愛情を持ち、やさしい心・暖かい心で接する職場

　です。

・子どもと共感し会える貴方をお待ちしています。

・明るく、挨拶の飛び交う職場です。

・職員の教育、研修に力を入れております。

・グループによる養育・支援を行っています。

・仕事、社会、そして子どもに誠実をモットーにしています。

・和やかな表情と優しい言葉が交わされている施設です。

・家族的な関係性で支え合い、家庭的な暮らしを地域で送る小さな

“家”子どもたちと共に笑い共に頑張るあなたを、私たちは待って

います。

・子ども達は、家庭的な小規模ユニットで生活しています。

・若い職員が多く、何事も話し合いにより解決を図っています。

・若い力でつくば香風寮の風土を創って行きませんか。

・職員一人ひとりの個性が活かされる職場です。

・職員同士が支え合う職場です。

・職員がお互いに関心を持ちながら働いています。

施設種別 募集する施設

必要資格

　次のいずれかの有資格者又は資格取得見込みの方

社会福祉法人同仁会　令和４年４月１日付け職員募集要項

児童心理治療
施設

児童養護施設

臨海学園
（定員３０名）

内原和敬寮
（定員４０名）

水戸市小林町1186－84

高萩市肥前町1－80 ５名(※)

所在地 募集人数 施設の特色

乳児院

同仁会乳児院
（定員２０名）

高萩市肥前町1－80 ６名(※)

さくらの森乳児院
（定員２０名）

つくば市高崎802-1 ２名

３名

同仁会子どもホーム
（定員２５名）

高萩市秋山712－1 １名

つくば香風寮
（定員３０名）

つくば市高崎802－1 ５名

内原深敬寮
入所定員４０名
通所定員１０名

水戸市小林町1186－84 １名



・職員間の人間関係が良く、また、チームワークも良い職場です。

※　臨海学園及び同仁会乳児院ついては、施設の小規模化に伴う職員の増員を予定した募集人数となります。

　○　相談員・心理士

（さくらの森乳児院）

（あいびー）

（Ｃｏｌｏｒｓつくば）

・子どもへの深い愛情を持ち、やさしい心・暖かい心で接する職場

　です。

・子どもと共感し会える貴方をお待ちしています。

　○　看護師（准看護師の方もご応募ください。）

　　○　看護師免許（准看護師免許）

　早番勤務、遅番勤務があるため、自動車運転免許証を有していることが望ましい。

・子どもへの深い愛情を持ち、やさしい心・暖かい心で接する職場

　です。

・子どもと共感し会える貴方をお待ちしています。

必要資格

　次のいずれかの有資格者又は資格取得見込みの方

保育所
同仁東保育園

（定員１２０名）
高萩市高浜町2-35

保育士
１名

必要資格

　次の条件を満たす方

　　○　大学又は大学院で心理学を専攻した方又は卒業・修了見込みの方

　　○　社会福祉士または精神保健福祉士の有資格者または資格取得見込みの方

　　○　臨床心理士または公認心理師の有資格者

施設種別 募集する施設 所在地 募集人数 施設の特色

乳児院
さくらの森乳児院
（定員２０名）

つくば市高崎802-1 １名

児童家庭
支援センター

児童家庭支援センター
「あいびー」

水戸市小林町1186－84 相談員
１名

・１８才未満のお子さまに関する様々なご相談をお受けしていま
す。
・アフターケア事業では児童養護施設等を退所した方々の自立に関
す

発達障害者
支援センター

Ｃｏｌｏｒｓつくば つくば市高崎802-1
心理士
１名

・発達障害児（者）とその家族からのさまざまな相談に応じ，
　指導や助言を行っています。
・関係機関との連携や，普及啓発活動を行います。

さくらの森乳児院
（定員２０名）

乳児院 つくば市高崎802-1 ２名程度



２　勤務条件等（給料等は令和３年８月現在の金額です。）

　　保育所　　　　　月額　　　５００円（毎年５００円づつアップします。）

給

料

等

　　（夜勤のある施設は、乳児院両施設とつくば香風寮です。）

　　・つくば市の施設に勤務する方　　基本給月額の６％

　　処遇改善加算（○入所施設　直接処遇手当、調整手当として支給　　○保育園等　一時金を支給）

　　勤続５年毎に職員表彰を行います。例：５年３万円、１０年６万円、１５年９万円、２０年１２万円　・・・・

　 ※　保育士養成学校（専門学校等）を卒業した方は、短大卒業と見なします。

 　※　前歴や在家庭の期間がある場合は、法人規定に基づきその期間を同仁会勤務期間に換算のうえ基本給を上乗せ決定します。（前歴加算）

３　勤務時間（主なパターン）
　◎　保育士、児童指導員

　　○　入所施設

　　　(1) 早番　 　 6:00 ～ 15:00 ※休憩１時間を含みます。

　　　(2) 日勤      8:30 ～ 17:30 ※休憩１時間を含みます。

　　　(3) 遅番     13:00 ～ 22:00 ※休憩１時間を含みます。

　　　(4) 断続　　  6:00 ～  9:00、17:00 ～ 22:00

　　※週１回程度の「宿直(22:00～翌6:00)」又は「夜勤(乳児院16:00～翌10:00、香風寮15:00～翌9:00、いずれも休憩２時間含む。)」があります。

　○　保育所

期末勤勉手当 　　年間　３.５５か月分（６月、１２月支給）なお、昇格した後（企画研修員以上）は、４.４５か月分になります。

業務手当

　　４週間毎に８日の休日及び年間６日の休日

　　１日８時間勤務（夜勤の場合は１６時間）を原則とし、４週間平均で１週間当たり４０時間の勤務

　　定年は６５歳に達する日の属する年度の３月３１日（定年後の再雇用制度あり：７０歳まで）

休　　日

基本給例示
保育士、指導員、セラピスト ・短大卒 １７４,４００円　・大学卒 １８３,９００円　・大学院修士 １９６,９００円

看護師 ・短大卒 ２１３,８００円　・大学卒 ２２８,０００円　(准看護師 １７４,０００円）

　　入所施設　　　　月額　２，０００円（毎年５００円づつアップします。）

早番・遅番手当 　　午前６時～午前８時又は午後６時～午後１０時に勤務した場合　　１勤務につき　　　　　　３００円　　　

日曜祭日勤務手当 　　日曜日又は祝日に勤務した場合　　　　　　　　　　　　　　　　１勤務につき　　　　　　８００円　　　

年末年始勤務手当 　　１２月３０日～１月３日に勤務した場合　　　　　　　　　　　　１勤務につき　　　　　　８００円　　　

　　業務宿直した場合　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１宿直につき　　　　７，６００円　　　

　　管理宿直した場合　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１宿直につき　　　　６，０００円　　　

夜間勤務手当

地域手当
　　・水戸市の施設に勤務する方　　　基本給月額の４％

その他の手当

宿直勤務手当

　　通勤手当（上限なし）、住宅手当（上限３４，０００円）、扶養手当、超過勤務手当、役職手当、単身赴任手当等

　　午後１０時～午前６時に勤務した場合　　　　　　　　　　　　　１勤務につき　　　　６，０００円　　　　　　

勤務時間

永年勤続表彰

年次有給休暇 　　年間２０日（残日数は次年度に２０日まで繰越可能）

定　　年



　　　(1) 早番　 　 7:00 ～ 16:00 ※休憩１時間を含みます。

　　　(2) 日勤      8:30 ～ 17:30 ※休憩１時間を含みます。

　　　(3) 遅番      9:30 ～ 18:30 ※休憩１時間を含みます。

４　福利厚生
　　健康保険、厚生年金、雇用保険、労働災害保険、退職金制度（茨城県共済制度及び福祉医療機構）、互助会制度、親睦会制度、財形貯蓄等

５　施設説明会
　　施設説明会は、高萩、水戸、つくばにおいて実施しています。開催予定は、下記に問い合わせ先にご連絡いただくか、マイナビに掲載しておりま

　すのでご覧ください。

　　また、施設への訪問・見学は随時受け付けておりますので、ご希望の方は各施設に直接ご連絡ください。施設の概要は、同仁会のホームページを

　ご覧ください。ただし、新型コロナウイルスの感染状況によっては制限することもありますので、ご了承ください。

６　応募方法
　　応募締め切り日までに、次の書類を郵送（封筒の表左下に「職員採用応募」と朱書してください。）又は持参してください。

　　　郵送の送付先　〒318-0011　茨城県高萩市肥前町１－８０　社会福祉法人同仁会事務局

　　　持参の場合　　お近くの同仁会の施設までお願いします。　　

　　○　自筆履歴書（履歴書の様式は自由、写真貼付）　

　　　　希望職種又は希望する施設がある場合は、その職種名又は施設名を履歴書欄外に記入してください。第２希望まで記入可能です。また、

　　　提出後に希望を変更したい場合は、面接時にその旨お話しください。

　　　　なお、提出された書類に関し問い合わせをする場合があります。日中の連絡先(携帯電話番号等)を必ず記入してください。

　　　　 《記載例》

　　○　資格証明書写又は資格取得見込証明書（児童指導員資格で応募される方で、証明書が大学から交付されない方は提出不要です。）

　　○　最終学歴の成績証明書又は単位取得証明書

　　応募締め切り日までに提出書類の一部が間に合わない場合は、その旨を書いたメモを同封のうえ、揃っている書類をお送りください。間に合わな

　かった書類は、面接時に持参ください。

７　応募締め切り
  (1) 第１次締切　　９月２４日(金)（面接日は　９月２９日(水)になります。）

  (2) 第２次締切　１０月　６日(水)（面接日は１０月９日(土)になります。）

　　　希望する面接日を履歴書の欄外に記入してください。記入が無い場合は、面接日を１０月９日とします。

第１　セラピスト 第１　○○○○

第２　児童指導員 第２　△△△△

希望職種 希望施設



８　面接選考
　　９月２９日(水)又は１０月９日(土)の日に面接を行います。

　　また、面接選考会に次の書類を作成のうえ、受付時に係員に渡してください。

　　　○　自己紹介書（レポート用紙１枚程度。自筆にて文章にまとめてください。）

　　　○　小論文　テーマ「志望の動機」（レポート用紙１枚程度。自筆にて文章にまとめてください。）

　　面接の冒頭に「自己紹介書」及び「志望の動機」の概要を３分程度でお話ししていただきます。

　　なお、両日とも都合が悪い方は別日程で開催することやＷｅｂ面接も可能ですので履歴書等提出時にその旨を記載した文書を同封してください。

　　この場合は、自己紹介書及び小論文は第一次締め切り（９月２４日必着）に合わせて提出してください。

　(1) お集まりいただく時間

　　　両日とも午後１時３０分から面接を実施しますが、新型コロナウイルス感染防止のため、履歴書の連絡先にお集まりいただく時間を個別にご連

　　絡いたします。

　(2) 会場

　　　内原同仁会子どもセンター「管理棟」（水戸市小林町1186-84　TEL 029-257-5501　FAX　029-259-6688）

　　　　交通機関利用の方は、ＪＲ常磐線「内原駅」下車水戸市役所内原支所方面へ徒歩25分（約２Km）

　　　　お車の方は、常磐高速道路水戸インターで国道５０号線笠間方面へ向かいイオンの手前を左折し、ローソンを右折、内原支所を左折し約１Km

　　　　お車は、空いている駐車スペースにお止めください。鍵は各自で管理してください。

９　結果通知
　　結果は、令和３年１０月１４日（木）までに本人及び学校（在学中の場合）あて郵便発送予定です。

＜お問い合わせ及び申込先＞

〒３１８－００１１ 茨城県高萩市肥前町１－８０

社会福祉法人同仁会本部事務局 担当：遠藤又は高島

ＴＥＬ　０２９３－２３－３２４５

ＦＡＸ　０２９３－２２－４２６０



10　同仁会の特徴
 (1) 主に児童福祉事業を行っている社会福祉法人です。

　(2) 女性が頑張っています。 令和３年４月１日現在

　役員相当(施設長)

　部長相当(施設長)

　副部長相当

　課長相当

　係長相当

　担当職員

　(3) 若い力で頑張っています。 令和３年４月１日現在

※　法人・施設の詳細については、社会福祉法人同仁会のホームページをご覧ください。　　

　　　ＵＲＬ　http://www.doujinkai.or.jp/ 又は「同仁会」で検索

施設種別
設置場所別施設数

高萩市 水戸市 つくば市

乳児院 1 1

児童養護施設 2 1 1

児童心理治療施設 1

保育所 1

児童家庭支援センター 1 1

放課後児童健全育成事業 1

地域子育て支援拠点事業 1

障害児通所支援事業 1

発達障害者支援センター 1

職　層
職　員　数

全体 うち女性 女性の割合

　参　事　 3 1 33%

副参事 6 2 33%

参事補、主査、副主査 11 5 45%

企画員 24 19 79%

企画研修員 47 32 68%

３４歳 ３５歳

研修員 173 150 87%

合　計 264 209 79%

平 均 勤 続 年 数 ７年８月 ９年５月 ７年４月

項　目 全体 男性 女性

平 　均　 年　 齢 ３５歳


