
令和3年６月

社会福祉法人　福岡市社会福祉事業団

【受験申込期間】 令和３年　７月２６日（月）～８月２０日（金）
【第 １次試験日】 令和３年　８月２８日（土）～９月　５日（日）

【採用予定日】 令和４年　４月　１日以降

１　募集区分、採用予定人員及び職務の概要

【一般採用枠】　　　※採用予定人員は変更になることがあります。

募集区分

社会福祉職

保　育　士

【経験者採用枠】　 ※採用予定人員は変更になることがあります。

事　務　職

社会福祉職

２　受験資格

【一般採用枠】

Ⅰ

Ⅱ

Ⅲ

保　育　士

【経験者採用枠】

試験区分

事　務　職

社会福祉職

１人
心身障がい児(者)施設等で児童指導員、生活支援員、発達相談員、ケースワー
カー、コーディネーター、事務員、視覚障がい者の歩行訓練等の業務を行う。

※ 職務経験年数の基準日は令和３年５月３１日現在とする。

昭和３７年４月２日から昭和６２年４月１日までに生まれた人で、社会福祉士、精神保健福祉
士又は臨床心理士の資格登録後、常勤職員（所定労働時間が週３５時間以上）として社会福祉
法人、医療機関、教育機関等において相談・援助の業務に従事した職務経験を直近８年中５年
以上有する人

　　※福岡・広島・名古屋・大阪・東京・仙台・札幌の「ＳＰＩテストセンター」にて受検

社会福祉職

　福岡市社会福祉事業団【一般・経験者】職員募集案内

職    務    の    概    要

心身障がい児(者)施設等で児童指導員、生活支援員、発達相談員、ケースワー
カー、コーディネーター、事務員、視覚障がい者の歩行訓練等の業務を行う。

心身障がい児(者)施設等で、保育士等の業務を行う。

施設や法人本部において、経理事務や施設・法人運営事務等を行う。

採用予定人員

７人

４人

１人

受　　験　　資　　格

昭和３７年４月２日から昭和６２年４月１日までに生まれた人で、常勤職員（所定労働時間が
週３５時間以上）として経理事務業務に従事した職務経験を直近８年中５年以上有する人で、
次のいずれかに該当する人
①４年制大学又は大学院を卒業（修了）した人
②「社会福祉会計簿記認定試験」の中級以上合格者
③「日本商工会議所及び各地商工会議所主催簿記検定試験」の２級以上合格者
④「公益社団法人全国経理教育協会主催簿記能力検定試験」の１級（商業・会計）以上合格者

試験区分 受　　験　　資　　格

平成４年４月２日以降に生まれた人で、４年制大学又は大学院において、心理学を専攻し
て卒業（修了）した人又は令和４年３月３１日までに卒業見込の人
　＊　大学及び大学院とは、それぞれ学校教育法に基づく大学及び大学院をいいます。
　＊　心理学の単位を取得しているだけでなく、専攻していることが必要です。
平成４年４月２日以降に生まれた人で、次のいずれかに該当する人
①４年制大学又は大学院において、教育学、社会学、社会福祉学のいずれかを専攻して
　卒業（修了）した人又は令和４年３月３１日までに卒業見込の人
　＊　大学及び大学院とは、それぞれ学校教育法に基づく大学及び大学院をいいます。
　＊　教育学等の単位を取得しているだけでなく、専攻していることが必要です。
②社会福祉士又は精神保健福祉士の資格を有する人
　＊　資格取得見込の人は不可
昭和６１年４月２日以降に生まれた人で、次のいずれかに該当する人
①国立障害者リハビリテーションセンター学院において、視覚障害学科を修了した人又
　は令和４年３月３１日までに修了見込の人
②社会福祉法人日本ライトハウスにおいて、視覚障害生活訓練等指導者養成課程を修了
　した人又は令和４年３月３１日までに修了見込の人

昭和６１年４月２日以降に生まれた人で、保育士として登録されている人又は令和４年３月
３１日までに登録見込の人
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３　試験の日時、会場、方法等

（１）第１次試験　

　①第１次試験

日　　時

会　　場

科目

内容

　②第１次試験　合格発表

日　　時

　③その他

備　　考

（２）第２次試験

日　　時

会　　場

科目

合格発表

（３）最終試験

日　　時

会　　場

科目

合格発表

※ 一般枠及び経験者枠ともに全て日程等は共通です。

試験方法
・テストセンター受検の詳細については受検案内メール等において別途お知らせします。
・過去１年以内にテストセンターでSPI-3を受検したことがある場合は、「前回結果送信機
　能」 を利用することも可能です。
　詳細は受検案内メール等において別途お知らせします。

「SPI-3」（PC入力による）

自宅等のPC・スマートフォンで「性格検査」を受検した後、テスト
センターにおいて「基礎能力検査」を実施します。

令和３年１０月７日（木）または８日（金）
・日時等の詳細は、第２次試験合格者に文書で通知しますが、合格発表からの期間が短いた
　め、日程については予め確保していただきますようお願いします。

福岡市立心身障がい福祉センター（福岡市中央区長浜一丁目２番８号）
・試験が実施される教室（研修室等）については、当日会場掲示板等で確認してください。
・駐車場は利用できませんので、公共交通機関でお越しください。

試験方法
面接試験

・職員採用試験受験票を持参してください。

福岡市市民福祉プラザ（福岡市中央区荒戸三丁目３番３９号）
・試験が実施される教室（研修室等）については、当日会場掲示板等で確認してください。
・駐車場は利用できませんので、公共交通機関でお越しください。

試験方法
面接試験

・職員採用試験受験票を持参してください。

令和３年９月２８日（火）午後１時（予定）
・合格者の受験番号を福岡市社会福祉事業団事務局入口に掲示します。
　また、福岡市社会福祉事業団のホームページに合格者の受験番号を掲示するほか、合格者に
　は文書で通知します。

令和３年９月１０日（金）午後１時（予定）
・合格者の受験番号を福岡市社会福祉事業団事務局入口に掲示します。
　また、福岡市社会福祉事業団のホームページに合格者の受験番号を掲示するほか、合格者に
　は文書で通知します。

郵送による申込者で８月２５日（水）までに受験票が届かない場合は、問合せ先にご連絡くだ
さい。

令和３年９月１８日（土）または１９日（日）
・日時等の詳細は、第１次試験合格者に文書で通知しますが、合格発表からの期間が短いた
　め、日程については予め確保していただきますようお願いします。

・当事業団から受検者に対して、受検案内のメールを送信します。
・受検者は、テストセンターの予約を各自で行い、令和３年８月２８日（土）～９月５日
　（日）の間に必ず受検してください。

全国にあるＳＰＩテストセンターの中から、受検者が選択できますので、予約の際に各自で確
認してください。

令和３年１０月中旬（予定）
・合格者の受験番号を福岡市社会福祉事業団事務局入口に掲示します。
　また、福岡市社会福祉事業団のホームページに合格者の受験番号を掲示するほか、最終試験
　受験者全員に文書で通知します。
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（１）申込書の請求

（２）申込みの受付

５　採用予定日等

（１）採用予定日

　　採用は、令和４年４月１日以降となります。

（２）注意事項

　　　　　

　　　①受付場所   社会福祉法人  福岡市社会福祉事業団  事務局
　　　　　　　　〒８１０－００６２
　　　　　　　　福岡市中央区荒戸三丁目３番３９号（福岡市市民福祉プラザ４階）

　郵便で請求される場合は、封筒の表に｢受験申込書請求｣と朱書きし、１４０円切手を貼った、あて先明記
の返信用封筒(Ａ４サイズが入る大きさ)を同封して下記受付場所に請求してください。切手を貼った返信用封
筒を同封していない場合、申込書の送付はできません。

　郵便で申込む場合は、封筒の表に「受験申込み」と朱書きし、８４円切手を貼った、あて先明記の返信用
封筒（受験票の入る大きさ）を同封してください。切手を貼った返信用封筒を同封していない場合、受験票
の送付はできません。また、簡易書留、配達記録によらない郵便の事故等については一切考慮しません。

　　　②受付期間   令和３年７月２６日（月）から８月２０日（金）まで
　　　　　　　  ＊ 郵送の場合は、８月２０日（金）当日消印まで有効
　　　　　　　　＊ 持参の場合は、平日の午前９時から午後５時まで

・申込書には、必要事項を記入し、写真（たて５ｾﾝﾁ、よこ４ｾﾝﾁ程度）を貼ってください。写真が貼られて
　いない申込書は受付けませんのでご注意ください。
・申込書には、免許・資格の種類、番号及び取得年月日を必ず書いてください。
・身体に障がいがあり、受験に際し配慮を必要とする場合は、申込みの際にその旨を申出てください。
・提出された申込書等は、一切返却しません。また、申込書に記載された個人情報については、厳重に管理
　し、採用試験及び有期職員としての募集案内以外の目的には使用しません。

　　採用予定者については、免許証の写し、卒業（見込）証明書等を提出していただきます。
　　なお、国家試験等の結果、免許等を取得できないこととなった人は、不採用となります。
　　また、受験資格がないこと又は申込書記載事項が正しくないことが判明した場合には、採用予定を取り
　　消すことがあります。
　　＊ 一般採用枠における「社会福祉職Ⅰ及びⅡの①」の受験者は、大学及び大学院を卒業（終了）する
　　　 ことで採用要件を満たすため、国家試験等に不合格となっても不採用にはなりません。

４　申込手続

　　この「募集案内」及び「採用試験申込書」「受験調査票」は福岡市社会福祉事業団のＨＰ
　（http://fc-jigyoudan.org）からダウンロードできます。
　　また、７月から福岡市社会福祉事業団事務局（福岡市市民福祉プラザ４階）、福岡市情報プラザ（福岡
　市役所１階）で配布します。

　　「採用試験申込書」及び「受験調査表」を次の受付場所まで持参又は郵送してください。なお、イン
　ターネット（就職情報サイト含む）による申込みの受付けは行っておりません。
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６　勤務条件

（１）給与・その他（令和３年４月１日現在）

【一般採用枠】

【経験者採用枠】

（３）休日

事　務　職

資格要件を満たし、５年～の経験がある場合

・学歴、経験年数等に応じて、一定の基準で加算されることがあります。
　ただし採用の要件を満たす免許等を取得していない期間については、加算の対象となりません。
・このほかに、扶養手当、住居手当、通勤手当、期末勤勉手当等があります。
・昇給、昇格制度があります。
・健康保険、厚生年金、福利厚生及び退職金等の制度があります。
・採用されるまでに給与関係の規則等の改正が行われた場合は、その定めるところによります。

初任給
（給料＋地域手当）

職　種

190,740円 174,020円

４年制大学卒 専門学校３年卒 短期大学卒

社会福祉職

保　育　士

職　種

197,230円

社会福祉職

初任給
（給料＋地域手当） 256,300～円

（２）勤務時間

　　勤務時間は、原則として、８時４５分から１７時１５分まで、１週３８時間４５分です。
　　（勤務箇所によって異なります。）

　　原則として週休２日制です。
　　年次有給休暇（年間２０日。年休残日数は最大２０日の範囲で次年度へ繰り越し。）のほか、特別有給
　休暇（夏季休暇、ボランティア休暇、出産休暇等）、病気休暇、介護休暇などがあります。
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【福岡市社会福祉事業団とは】

【福岡市社会福祉事業団の運営している施設一覧】

令和３年４月現在、上記の１５施設（事業所）を運営し、約４００人の職員が働いています。

医療型児童発達支援センター

児童発達支援センター

障がい者生活・就労支援施設

心身障がい児(者)複合施設

療育センター

　昭和48年に設立され、福岡市が設置した社会福祉法人で障がい児や障がい者の施設等の管理運
営などを行っています。
　事業団では、利用者の意向を尊重して総合的に福祉サービスが提供され、障がい者が自立した日
常生活を地域社会において営むことができるよう支援を行っています。

施　設　の　種　類 施　　設　　名 所　　在　　地

福岡市中央区長浜二丁目2-4

東部療育センター

福岡市博多区半道橋一丁目17-1

福岡市早良区百道浜一丁目4-1

福岡市中央区長浜一丁目2-8

福岡市西区内浜一丁目5-54

福岡市東区青葉四丁目1-1

あゆみ学園 福岡市南区屋形原二丁目23-2

めばえ学園

ももち福祉プラザ

心身障がい福祉センター
　　　　（あいあいセンター）

西部療育センター

福岡市南区寺塚一丁目4-3

福岡市早良区南庄二丁目11-5

福岡市東区松香台二丁目11-43　 すてっぷ松香台

福岡市障がい者就労支援センター

福岡市発達障がい者支援センター（ゆうゆうセンター）

福岡市障がい者基幹相談支援センター（虐待防止センター）

早良区第１障がい者基幹相談支援センター

障がい者地域生活・行動支援センターか～む

　　　　　　　　分園　

　

すてっぷ長浜

すてっぷ大池通り

すてっぷ南庄

福岡市中央区長浜三丁目11-3

福岡市中央区地行浜二丁目1-6

福岡市中央区長浜一丁目2-8

福岡市早良区西新七丁目15-9

児童発達支援センター

福岡市城南区東油山四丁目14-21
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【第２次試験会場】　※第１次試験は、各ＳＰＩテストセンターです。

【アクセス】

　

【申込みと　　　　　　　社会福祉法人
　　　　　　　　　　　　福岡市社会福祉事業団　事務局総務課
　　　問い合わせ】
　　　　　　　　　　　　〒８１０－００６２
　　　　　　　　　　　　福岡市中央区荒戸三丁目３番３９号　 （福岡市市民福祉プラザ４階）
                       　　　　 電話（０９２）７３１－３７１１
　　　　　　　　　　　　FAX（０９２）７３１－３７２２
                        　　　　URL　http://fc-jigyoudan.org

○福岡市地下鉄（空港線）
　　「唐人町」駅下車　４番出口から徒歩約７分

○西鉄バス
　　黒門バス停下車　徒歩約５分

　　福大若葉高校前バス停下車　徒歩すぐ
　
　　※ 天神、博多駅方面からご乗車の場合は路線経路が複数ありますのでご注意ください。
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