
社会福祉法人ウィング  

令和４年度職員採用試験要項 

 

 障がい児・者の多様な福祉ニーズに応え、利用者一人ひとりの生き方を支援するために、さ

らなる実践の向上を目指し、中核となる優れた資質の人材を求めます。 

 

１．採用方針 

  健康で誠実な人で、人のために役に立ちたいという気持ちを持ち、社会福祉事業について

熱意がある者を採用する。 

２．試験日時 及び 選考方法 

  【１次選考】 

   令和４年１０月３１日（月）９：３０～１２：００ 筆記試験及び面接  

  【２次選考】 

   １次選考後、１週間以内に１日施設体験（実習）を行います。 

    ※ご応募があった時点で、詳細についてご案内いたします。 

     １次選考の日時に都合がつかない場合は事前にご相談ください。 

    ※受験票は発行しませんので、ご了解ください。 

    ※２次選考の日時は、１次選考合格者に連絡の上調整します。 

    ※採否決定は、実習後 3日以内に通知します。 

３．試験会場（一次選考）  

    川島町町民会館 ２階会議室 （〒350-0122埼玉県比企郡川島町下八ツ林 926-1）  

４．受験手続 

 （１）提出書類 

   ・履歴書（自筆、申込前 3か月以内に撮影した上半身・脱帽正面向きの写真添付） 

   ・資格（免許）の写し又は取得見込証明書 

   ・卒業見込の者は、卒業見込証明書 

   ・成績証明書（新卒のみ） 

   ・職務経歴書（一般のみ） 

 （２）試験申込受付 

   ・受付場所  社会福祉法人ウィング 法人本部事務局（ワーク＆ライクのびっこ内） 

          〒350-0122 埼玉県比企郡川島町下八ツ林 871-5 

          TEL 049-297-7405  FAX 049-297-7461 

・受付方法  直接持参（受付時間 9：00～17：30・土日祝は不可） 

又は郵送（郵送の場合は、受付期間最終日必着） 

５．その他 

 （１）受験のための旅費等支給はありません。 

 （２）事前の見学は可能です。（要予約）☎049-297-7405採用担当まで 

  

 



  

【正規職員】募集内容・待遇について 

 

■募集職種・募集人員・受験資格 

採用職種 勤務地・施設種別 受験資格 

 

① 

生活支援員 

 

ワーク＆ライクのびっこ 

生活介護事業 

 

・自動車普通運転免許（必須） 

・介護職員初任者研修・介護福祉士・社会福祉士・

精神保健福祉士のいずれかの資格があれば尚

可 

② 

保育士（又は

児童指導員） 

兼 生活支援

員 

にこにこ・ぬくぬく 

放課後等ディサービス 

短期入所サービス 

 

・自動車普通運転免許（必須） 

・保育士又は児童指導員任用資格（あれば尚可） 

・介護職員初任者研修・介護福祉士・社会福祉士・

精神保健福祉士のいずれかの資格があれば尚

可 

③ 

児童発達支援

管理責任者 

（経験者） 

にこにこ・ぬくぬく 

 放課後等ディサービス 

 短期入所サービス 

・自動車普通運転免許（必須） 

・児童発達支援管理責任者（必須） 

・保育士又は児童指導員任用資格（あれば尚可） 

・介護職員初任者研修・介護福祉士・社会福祉士・

精神保健福祉士のいずれかの資格があれば尚

可 

 

■採用条件、待遇等 

（１）採用後は、当法人の経営する事業所に配置する。 

（２）詳細については、別紙の事業所別「求人票」を参照のこと 

 

【問合せ・申込先】 

社会福祉法人ウィング 法人本部事務局（ワーク＆ライクのびっこ内） 

          〒350-0122 埼玉県比企郡川島町下八ツ林 871-5 

          TEL：049-297-7405  FAX：049-297-7461 

          e-mail：wing-konno@Vesta.ocn.ne.jp     担当者：今野 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

求人票① ワーク＆ライクのびっこ 

 

事業所名 ワーク＆ライクのびっこ 

職種 生活支援員 

雇用形態 正職員 

仕事の内容 障がい者通所施設での日中活動支援 

 ・作業や日中活動の支援 

 ・食事や排せつ等の介助・見守り 

 ・支援計画作成、各種会議出席  

 ・行事やレクリエーションの計画・実施 

 ・利用者送迎 ・生活環境の整備（清掃・片づけ等）など 

必要な免許資

格 

自動車普通運転免許（必須） 

介護職員初任者研修修了（あれば尚可） 

介護福祉士・社会福祉士・精神保健福祉士・保育士（あれば尚可） 

就業時間 ８：３０～１７：３０ 

休憩 １２：００～１３：００ 

休日・休暇 土・日・祝日・夏季休暇・年末年始休暇  

但し、土曜日は月１～２日会議日のため勤務あり （年間休日 109日） 

年次有給休暇（採用後 6カ月後に 10日付与） 

特別休暇（慶弔等）、産前産後休暇、育児・介護休業制度あり 

賃金形態 日給月給制 

給与 基本給 175,600円～272,600円 定期昇給あり 

（大卒初任給 180,500円 短大卒初任給 175,600円） 

資格手当：介護福祉士（月 10,000円）・保育士（月 3,000円） 

社会福祉士・精神保健福祉士（月 15,000円） 

処遇改善手当：月 20,000円  ベースアップ加算手当：月 3,000円～ 

通勤手当：月額上限 15,000円  通信手当：月額 1,000円 

住宅手当：月額上限 15,000円  時間外手当：基本額×25％   

扶養手当：配偶者 13,000円・子 5,500円（2人まで） 

食事手当：1回 300円（外出支援時） 

賞与 年 2回 合計基本給 4.0カ月分（前年度実績） 

その他処遇改善分（若干） 

退職金 社会福祉施設職員等退職手当共済 

埼玉県共助会退職共済 

社会保険／福

利厚生 

労災・雇用保険・健康保険・厚生年金 

慶弔規程・資格取得支援制度・埼玉県共助会加入・各種イベント補助 



 

 

求人票② にこにこ・ぬくぬく 

 

事業所名 にこにこ・ぬくぬく   

職種 保育士（又は児童指導員） 兼 生活支援員  

雇用形態 正規職員 

仕事の内容 ①障がい児放課後等ディサービスにおける余暇・発達支援 

②障がい児・者ショートスティにおける余暇・生活支援 

 ①②に付随する利用者送迎・会議・個別支援計画作成など 

必要な免許資

格 

自動車普通運転免許（必須） 

保育士（又は児童指導員任用資格）（あれば尚可） 

介護職員初任者研修・介護福祉士・社会福祉士・精神保健福祉士（あれば

尚可） 

就業時間 ①9:00～18:00 ②6:30～9:30/13:30～18:30 ③12:00～21:00   

④16:00～翌 9:00  月シフト制 

休憩 60分 

休日・休暇 週休 2日・夏季休暇・年末年始休暇 （年間休日 109日） 

年次有給休暇（採用後 6カ月後に 10日付与） 

特別休暇（慶弔等）、産前産後休暇、育児・介護休業制度あり 

賃金形態 日給月給制 

給与 基本給 175,600円～272,600円 定期昇給あり 

（大卒初任給 180,500円 短大卒初任給 175,600円） 

資格手当：介護福祉士（月 10,000円）・保育士（月 3,000円） 

社会福祉士・精神保健福祉士（月 15,000円） 

処遇改善手当：月 20,000円  夜勤手当：5,000円（1回） 

ベースアップ加算手当：月 3,000円～  通信手当：月額 1,000円 

通勤手当：月額上限 15,000円  住宅手当：月額上限 15,000円 

時間外手当：基本額×25％  食事手当：1回 300円（外出支援時） 

扶養手当：配偶者 13,000円・子 5,500円（2人まで） 

賞与 年 2回 合計基本給 4.0カ月分（前年度実績）  

その他処遇改善分（若干） 

退職金 社会福祉施設職員等退職手当共済 

埼玉県共助会退職共済 

社会保険／福

利厚生 

労災・雇用保険・健康保険・厚生年金 

慶弔規程・資格取得支援制度・埼玉県共助会加入・各種イベント補助など 

 



求人票③ にこにこ・ぬくぬく 

 

事業所名 にこにこ・ぬくぬく   

職種 児童発達支援管理責任者  

雇用形態 正規職員 

仕事の内容 ・障がい児放課後等ディサービスにおける余暇・発達支援 

・児童発達支援管理責任者として 

（個別支援計画の作成、アセスメント、モニタリング） 

（毎日のサービスの運営管理） 

付随する利用者送迎・会議・記録作成など 

必要な免許資

格 

自動車普通運転免許（必須） 

児童発達支援管理責任者（必須） 

保育士（又は児童指導員任用資格）（あれば尚可） 

介護職員初任者研修・介護福祉士・社会福祉士・精神保健福祉士（あれば

尚可） 

就業時間 ①9:00～18:00 ②6:30～9:30/13:30～18:30 ③12:00～21:00   

月シフト制 

休憩 60分 

休日・休暇 週休 2日・夏季休暇・年末年始休暇 （年間休日 109日） 

年次有給休暇（採用後 6カ月後に 10日付与） 

特別休暇（慶弔等）、産前産後休暇、育児・介護休業制度あり 

賃金形態 日給月給制 

給与 基本給 195,800円～272,600円 （経験により決定） 定期昇給あり 

資格手当：介護福祉士（月 10,000円）・保育士（月 3,000円） 

社会福祉士・精神保健福祉士（月 15,000円） 

処遇改善手当：月 20,000円  ベースアップ加算手当：月 3,000円～ 

通勤手当：月額上限 15,000円  通信手当：月額 1,000円   

住宅手当：月額上限 15,000円  時間外手当：基本額×25％   

扶養手当：配偶者 13,000円・子 5,500円（2人まで） 

食事手当：1回 300円（外出支援時） 

賞与 年 2回 合計基本給 4.0カ月分（前年度実績）  

その他処遇改善分（若干） 

退職金 社会福祉施設職員等退職手当共済 

埼玉県共助会退職共済 

社会保険／福

利厚生 

労災・雇用保険・健康保険・厚生年金 

慶弔規程・資格取得支援制度・埼玉県共助会加入・各種イベント補助など 

 


