
■ 石井記念友愛社が求める職員像
① 愛と感謝の心を持つ職員
② 自然や世代間共生に関心を持つ感性豊かな職員
③ 自ら考え行動できる職員
④ チームプレーができる職員

■ 石井記念友愛社の採用試験の流れ
1 採用予定人員

職種 職務内容

　　保育士 養護部 　・   児童養護施設の保育士・指導員　　　　　
　　指導員 正職員 ３名 　・　乳児院の保育士・調理師　　　　
　　看護師 特別契約職員 ３名    ・　児童養護施設の職業指導員
　　職業指導員 臨時職員 ３名    ・　心理士
　　心理士 勤務地：木城町、都城市、高原町　※希望に応じます。

2 受験資格

職種 　　　　　　　受　　　験　　　資　　　格
　　保育士 　・　令和５年３月大学・短期大学卒業見込みで保育士、幼稚園・小学校の教諭資格を取得見込みの人
　　指導員 　・　令和５年３月大学・短期大学卒業見込みで児童指導員の資格（社会福祉主事、幼・小・中高教員資格、
　　看護師 　　　社会福祉士等）を取得見込みの人
　　職業指導員 　・　保育士や児童指導員の資格を持ち、求職中の人（年令問わず）
　　心理士    ・   看護師の資格を持っている人　

　・　職業指導員は、特に上記の資格は必要ない。

3 試験の方法及び内容

内　容

児童福祉に関する思いを書いていただきます。

希望勤務先も書いていただきます。

・児童福祉について質問します。

・ご自身について、３分間で自由に自己アピールをして頂きます。
　

■試験会場／石井記念友愛社 ■電話番号／（０９８３）３２－２０２５
■住所/宮崎県児湯郡木城町大字椎木６４４番地１

※受験結果については、一週間程度で文書で返答します。

4 申込書類 5　労働条件等

6 応募期間、申込書類送付先、問い合わせ先
● 応募期間

※保育部の採用案内は別にあります。

● 申込書類送付先 問い合わせ先
〒884－0102 社会福祉法人石井記念友愛社
宮崎県児湯郡木城町大字椎木６４４番地１ 電　話　番　号 　（０９８３）３２－２０２５
社会福祉法人石井記念友愛社　職員採用係　 Ｅメールアドレス　yuuaisya@kijo.jp

令和5年4月1日採用及び随時採用 養　護　部

社会福祉法人石井記念友愛社職員採用試験のご案内

本当の生きがいややりがいを求めている人、石井記念友愛社で働きませんか！
友愛社の基本理念　・　目標を実現するために、既成概念にとらわれない創造力豊かな職員を募集します。

日程等 試験科目

随時

採用予定人員

■日時：　随時
申込書類を元に、個人面接及び筆記試験を行います。

筆記試験
■試験会場：石井記念友愛社

【面接】
（１０分程度）

質問

自己アピー
ル

新卒者

1 履歴書

2 資格取得見込証明書

3 卒業見込証明書

4 成績証明書

5 健康診断書

既卒者

1 履歴書

2 資格証明書

3 卒業証明書（卒業証書写し可）

4 健康診断書

<養護部>
雇用条件（短大卒・専門学校～大卒）
・正職員（転勤については、できるだけ希望に応じます）

給与基本給 180,000円～201,000円
業務手当 7,800円
通勤手当 （距離により支給）
住込手当 10,000円
宿直手当 14,000円（4回）

計 211,800円～232,800円
賞与 年2回
休日 週休二日制　年間105日
寮 有

加入保険 雇用保険　労災保険　社会保険　退職共済
・特別契約職員（転勤なし）

給与基本給 職務経歴を換算し基本給を設定します
通勤手当 距離により支給
住込手当 10,000円
宿直手当 14,000円（4回）
賞与 年2回
休日 週休二日制　年間105日
寮 有

加入保険 雇用保険　労災保険　社会保険　退職共済
・臨時職員（転勤なし）

給与基本給 １日7,950円
通勤手当 距離により支給
住込手当 10,000円
宿直手当 14,000円（4回）
賞与 年2回
休日 週休二日制　年間105日
寮 有

加入保険 雇用保険　労災保険　社会保険　退職共済



 

 

令和 5年

4月 1日

採用及び

随時採用 
保育士 

看護師 

社 会 福 祉 法 人 石 井 記 念 友 愛 社 

保育園職員採用試験のご案内 

子どもたちの未来のために一緒に働きましょう。 

 

友愛社が掲げる基本理念・目標の下、 

私たちと一緒に歩んでいただける職員を募集しております。 

 

まずは、履歴書を送ってください。 

職 種 

●保育士 

●看護師 

採用予定人数 

●正職員５名程度 

 

職務内容 

●保育園の保育士 

●保育園の看護師 

募集要項 受験資格 

●令和 5年 3月大学・短期大学・専門学校卒業 

予定で保育士・幼稚園・小学校教諭資格を 

取得見込みの方 

●保育士資格を持ち、求職中の方(年齢不問) 

●看護師資格を持っている方 

労働条件 

正職員（転勤についてはできるだけ希望に応じます） 

雇用条件 

基本給 180,000円～201,000円 

(短大・専門学校 卒 ～ 大学 卒) 

業務手当 7,800円 賞与 年 2回 

通勤手当 距離により支給 休日 年 105日 

計 176,800円～198,800円 

(短大・専門学校 卒 ～ 大学 卒) 

加入保険 社会保険 雇用保険 労災保険 退職共済 

 

応募方法 

必要書類 

日程 

試験科目 

履歴書(写真貼付)、成績証明書、卒業(見込)証明書 

資格取得(見込)証明書、健康診断書 

お近くの保育園または石井記念友愛社まで送付して下さい 
※大学等を卒業して３年以上社会的経験のある方は成績証明書不要です 

随時 

申込書類を元に筆記及び個人面接を行います。 

●筆   記：児童福祉に関する思いを書いていただきます 

●個人面接：児童福祉についての質問、自己アピール等 

※受験結果については一週間程度で文書にて返答します。 

書類送付先 

お近くの当法人保育園 もしくは下記まで 

社会福祉法人石井記念友愛社 職員採用係 
〒884-0102 

宮崎県児湯郡木城町大字椎木 644-1 

 友愛社 

友愛社のサイトに各保育園のページがあります 

E-mail  yuuaisya@kijo.jp 



 

社 会 福 祉 法 人 石 井 記 念 友 愛 社 

保育園 特別契約職員・常勤臨時職員 募集 

就職ご希望の方は 

石井記念友愛社あるいは各保育園へご連絡下さい 

採用試験は随時行っております 

特別契約職員（転勤なし） 臨時職員（転勤なし） 

雇 

用 

条 

件 

職務経歴を換算し基本給を設定します【月給】 

(短大・専門学校・大学 卒) 

通勤手当 規定により支給 賞与 年 2回 

加入保険 

社会保険 

雇用保険 

労災保険 

退職共済 

休日 年 105日 

契約更新 複数年毎 

 

雇 

用 

条 

件 

【日給】7,950円～8,250円 経験年数による 

(短大・専門学校・大学 卒) 

通勤手当 規定により支給 賞与 年 2回 

加入保険 

社会保険 

雇用保険 

労災保険 

退職共済 

休日 年 105日 

契約更新 単年毎 

 

職 種 

●保育園保育士 

●保育園看護師 

〒884-0102 

宮崎県児湯郡木城町大字椎木 644-1 

社会福祉法人石井記念友愛社 

職員採用係 

℡0983-32-2025 

 

受験資格 

●令和 5年 3月大学・短期大学・専門学校卒業 

予定で保育士・幼稚園・小学校教諭資格を 

取得見込みの方 

●保育士資格を持ち、求職中の方(年齢不問) 

●看護師資格を持っている方 

宮崎市 

西都市 

高鍋町 

川南町 

都農町 

石井記念こひつじ保育園 
〒880-0806 宮崎県宮崎市広島 1-7-18 

☎0985-23-2541 

石井記念ひかり保育園 
〒881-0026 宮崎県西都市大字穂北 5248-9 

☎0983-43-4244 

石井記念のゆり幼児園 
〒884-0102 宮崎県児湯郡木城町椎木 467-3 

☎0983-32-3738 

石井記念やまばと保育園 
〒884-0006 宮崎県児湯郡高鍋町大字上江 7676-2 

☎0983-23-6480 

石井記念にっしん保育園 
〒884-0002 宮崎県児湯郡高鍋町大字北高鍋 1264 

☎0983-22-2402 

石井記念明倫保育園 
〒884-0003 宮崎県児湯郡高鍋町大字南高鍋 566-5 

☎0983-22-5286 

石井記念十文字保育園 
〒889-1301 宮崎県児湯郡川南町大字川南 1567-16 

☎0983-27-4465 

石井記念川南保育園 
〒889-1301 宮崎県児湯郡川南町大字川南 17741-6 

☎0983-27-5754 

石井記念都農保育園 
〒889-1201 宮崎県児湯郡都農町大字川北 3621-4 

☎0983-25-0448 

石井記念尾鈴保育園 
〒889-1201 宮崎県児湯郡都農町大字川北 18659-1 

☎0983-25-4582 

木城町 


