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“優しく 正しく

常生活を通して、子ども達が情緒の安定と基本的生活習慣の確立を図り、心身ともに健全な社会人となれるよう

に自立や成長を支援することを目的とする児童養護施設です。
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職種・採用予定数
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その他 
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条
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初 任 

賞   

昇   

休日休暇

勤務時間

制度の変更等により、入会前に労働条件が変更される場合は改めて明示を行います。

福利厚生

人材育成

正しく 朗らかに”を指導目標に、素直で明るく人の痛みのわかる人間に育ってほしいという願いのもと、日

常生活を通して、子ども達が情緒の安定と基本的生活習慣の確立を図り、心身ともに健全な社会人となれるよう

に自立や成長を支援することを目的とする児童養護施設です。

 

〒０６４－０９４３

（JR札幌駅より車で

ｼﾞｪｲ・ｱｰﾙ北海道ﾊﾞｽ界川停留所

予定数 児童

応募資格 

①または②

①

②

※②の場合は、保育士資格または教員免許を取得している

 

現在、児童養護施設においても、障がい児や発達課題を抱える児童の対応が求められていま

す。このため、より適切な支援が提供できるように、

害児・者施設である総合福祉センター「弘済学園」（神奈川県秦野市北矢名

導員として実務研修を積んで頂きます。

 給 

基本給

都市手当

施設支援手当

        

※上記に加え、処遇改善金

  寒冷地手当、

※試用期間あり（原則６か月。試用期間と本採用後の業務内容、労働条件は同じ。）

   与 あり 

   給 あり 

休暇 

休日：

休暇：年次有給休暇（

   

勤務時間 

1箇月

・５：３０～

上記のほか、業務上の必要により個別に指示することがあります。

制度の変更等により、入会前に労働条件が変更される場合は改めて明示を行います。

福利厚生 
社会保険完備（健康保険、厚生年金保険、雇用保険、労災保険）、住宅支援制度、

社内共済制度（結婚・出産・入学祝金

人材育成 

ＯＪＴ：

外部講師による

キャリアパスプラン（

２０１９（平成３１

朗らかに”を指導目標に、素直で明るく人の痛みのわかる人間に育ってほしいという願いのもと、日

常生活を通して、子ども達が情緒の安定と基本的生活習慣の確立を図り、心身ともに健全な社会人となれるよう

に自立や成長を支援することを目的とする児童養護施設です。

０６４－０９４３ 

札幌駅より車で

ｼﾞｪｲ・ｱｰﾙ北海道ﾊﾞｽ界川停留所

児童指導員 ３名

または②のいずれかを満たす方

① 2019年3月末に大学

② 2019年3月末に短期大学・専門学校を卒業見込または既卒者の方

※②の場合は、保育士資格または教員免許を取得している

現在、児童養護施設においても、障がい児や発達課題を抱える児童の対応が求められていま

す。このため、より適切な支援が提供できるように、

害児・者施設である総合福祉センター「弘済学園」（神奈川県秦野市北矢名

導員として実務研修を積んで頂きます。

４大卒（２２歳の場合）

基本給（年齢給+職能給

都市手当                 

施設支援手当  

         計        

※上記に加え、処遇改善金

寒冷地手当、割増（

※試用期間あり（原則６か月。試用期間と本採用後の業務内容、労働条件は同じ。）

 年２回：４．５５２

 採用次年度より

休日：年間９３日 

休暇：年次有給休暇（

    その他の休暇（結婚休暇、忌引休暇、育児・介護等に関する法定休暇

箇月単位の変形労働時間制によるシフト制

：３０～１４：３０

上記のほか、業務上の必要により個別に指示することがあります。

制度の変更等により、入会前に労働条件が変更される場合は改めて明示を行います。

社会保険完備（健康保険、厚生年金保険、雇用保険、労災保険）、住宅支援制度、

社内共済制度（結婚・出産・入学祝金

ＯＪＴ：担当制による実践研修

外部講師による園内研修、外部研修

キャリアパスプラン（

２０１９（平成３１）年４月採用

朗らかに”を指導目標に、素直で明るく人の痛みのわかる人間に育ってほしいという願いのもと、日

常生活を通して、子ども達が情緒の安定と基本的生活習慣の確立を図り、心身ともに健全な社会人となれるよう

に自立や成長を支援することを目的とする児童養護施設です。

求

 北海道札幌市中央区界川１－６－

札幌駅より車で約20分、ｼﾞｪｲ・ｱｰﾙ

ｼﾞｪｲ・ｱｰﾙ北海道ﾊﾞｽ界川停留所

名 

いずれかを満たす方

月末に大学(大学院を含む

月末に短期大学・専門学校を卒業見込または既卒者の方

※②の場合は、保育士資格または教員免許を取得している

現在、児童養護施設においても、障がい児や発達課題を抱える児童の対応が求められていま

す。このため、より適切な支援が提供できるように、

害児・者施設である総合福祉センター「弘済学園」（神奈川県秦野市北矢名

導員として実務研修を積んで頂きます。

４大卒（２２歳の場合）

職能給） １７５，３００円

                 

           

        １８９，９１２

※上記に加え、処遇改善金（国の補助金制度）、その他諸手当（扶養家族手当、住居手当、通勤手当、

割増（時間外労働等

※試用期間あり（原則６か月。試用期間と本採用後の業務内容、労働条件は同じ。）

４．５５２ヵ月/年（２

採用次年度より年１回（4

 

休暇：年次有給休暇（初年度10

その他の休暇（結婚休暇、忌引休暇、育児・介護等に関する法定休暇

単位の変形労働時間制によるシフト制

０（休憩120分）

上記のほか、業務上の必要により個別に指示することがあります。

制度の変更等により、入会前に労働条件が変更される場合は改めて明示を行います。

社会保険完備（健康保険、厚生年金保険、雇用保険、労災保険）、住宅支援制度、

社内共済制度（結婚・出産・入学祝金

による実践研修（先輩職員が丁寧に説明します）

園内研修、外部研修

キャリアパスプラン（勤務年数に応じたステップアップ

）年４月採用 職員募集

朗らかに”を指導目標に、素直で明るく人の痛みのわかる人間に育ってほしいという願いのもと、日

常生活を通して、子ども達が情緒の安定と基本的生活習慣の確立を図り、心身ともに健全な社会人となれるよう

に自立や成長を支援することを目的とする児童養護施設です。

求 人 情 

北海道札幌市中央区界川１－６－

ｼﾞｪｲ・ｱｰﾙ北海道

ｼﾞｪｲ・ｱｰﾙ北海道ﾊﾞｽ界川停留所(円10・円

いずれかを満たす方 

大学院を含む

月末に短期大学・専門学校を卒業見込または既卒者の方

※②の場合は、保育士資格または教員免許を取得している

現在、児童養護施設においても、障がい児や発達課題を抱える児童の対応が求められていま

す。このため、より適切な支援が提供できるように、

害児・者施設である総合福祉センター「弘済学園」（神奈川県秦野市北矢名

導員として実務研修を積んで頂きます。 

４大卒（２２歳の場合） 

１７５，３００円 

                 ７，０１２円 

 ７，６００円 

１８９，９１２円 

（国の補助金制度）、その他諸手当（扶養家族手当、住居手当、通勤手当、

等）手当 など）

※試用期間あり（原則６か月。試用期間と本採用後の業務内容、労働条件は同じ。）

年（２０１７年度実績）

4月） 

10日、条件有：

その他の休暇（結婚休暇、忌引休暇、育児・介護等に関する法定休暇

単位の変形労働時間制によるシフト制

分）・９：００～１７：

上記のほか、業務上の必要により個別に指示することがあります。

制度の変更等により、入会前に労働条件が変更される場合は改めて明示を行います。

社会保険完備（健康保険、厚生年金保険、雇用保険、労災保険）、住宅支援制度、

社内共済制度（結婚・出産・入学祝金 等）、職員貯金、奨学金返済助成金

による実践研修（先輩職員が丁寧に説明します）

園内研修、外部研修、通信教育、資格取得支援

勤務年数に応じたステップアップ

職員募集 

朗らかに”を指導目標に、素直で明るく人の痛みのわかる人間に育ってほしいという願いのもと、日

常生活を通して、子ども達が情緒の安定と基本的生活習慣の確立を図り、心身ともに健全な社会人となれるよう

に自立や成長を支援することを目的とする児童養護施設です。 

 報 

北海道札幌市中央区界川１－６－１

北海道ﾊﾞｽ界川停留所

・円11系統など

大学院を含む)を卒業見込または既卒者の方

月末に短期大学・専門学校を卒業見込または既卒者の方

※②の場合は、保育士資格または教員免許を取得している

現在、児童養護施設においても、障がい児や発達課題を抱える児童の対応が求められていま

す。このため、より適切な支援が提供できるように、2年程度、神奈川県にある本法人の知的障

害児・者施設である総合福祉センター「弘済学園」（神奈川県秦野市北矢名

 

 

 

 

 

基本給

都市手当

施設支援手当

          

（国の補助金制度）、その他諸手当（扶養家族手当、住居手当、通勤手当、

）が支給されます。

※試用期間あり（原則６か月。試用期間と本採用後の業務内容、労働条件は同じ。）

年度実績） 成績による加算あり

日、条件有：入会後3か月間の勤務実績が

その他の休暇（結婚休暇、忌引休暇、育児・介護等に関する法定休暇

単位の変形労働時間制によるシフト制 （原則1日あたり

０～１７：００（休憩

上記のほか、業務上の必要により個別に指示することがあります。

制度の変更等により、入会前に労働条件が変更される場合は改めて明示を行います。

社会保険完備（健康保険、厚生年金保険、雇用保険、労災保険）、住宅支援制度、

等）、職員貯金、奨学金返済助成金

（先輩職員が丁寧に説明します）

、通信教育、資格取得支援

勤務年数に応じたステップアップ）、

 

 （正職員） 

朗らかに”を指導目標に、素直で明るく人の痛みのわかる人間に育ってほしいという願いのもと、日

常生活を通して、子ども達が情緒の安定と基本的生活習慣の確立を図り、心身ともに健全な社会人となれるよう

１４ 

界川停留所(円13

など)より 徒歩

を卒業見込または既卒者の方

月末に短期大学・専門学校を卒業見込または既卒者の方

※②の場合は、保育士資格または教員免許を取得している(見込みも可

現在、児童養護施設においても、障がい児や発達課題を抱える児童の対応が求められていま

年程度、神奈川県にある本法人の知的障

害児・者施設である総合福祉センター「弘済学園」（神奈川県秦野市北矢名

短大・専門学校卒（２０歳の場合）

基本給（年齢給+職能給

都市手当                  

施設支援手当              

        計     

（国の補助金制度）、その他諸手当（扶養家族手当、住居手当、通勤手当、

が支給されます。 

※試用期間あり（原則６か月。試用期間と本採用後の業務内容、労働条件は同じ。）

成績による加算あり

か月間の勤務実績が

その他の休暇（結婚休暇、忌引休暇、育児・介護等に関する法定休暇

日あたり7時間00

（休憩60分）・１３：３０～２１：３０

上記のほか、業務上の必要により個別に指示することがあります。

制度の変更等により、入会前に労働条件が変更される場合は改めて明示を行います。

社会保険完備（健康保険、厚生年金保険、雇用保険、労災保険）、住宅支援制度、

等）、職員貯金、奨学金返済助成金

（先輩職員が丁寧に説明します） 

、通信教育、資格取得支援 等

、リーダー制（それぞれ手当あり）

 

朗らかに”を指導目標に、素直で明るく人の痛みのわかる人間に育ってほしいという願いのもと、日

常生活を通して、子ども達が情緒の安定と基本的生活習慣の確立を図り、心身ともに健全な社会人となれるよう

 

13旭山公園線

徒歩5分） 

を卒業見込または既卒者の方 

月末に短期大学・専門学校を卒業見込または既卒者の方 

見込みも可)方に限る

現在、児童養護施設においても、障がい児や発達課題を抱える児童の対応が求められていま

年程度、神奈川県にある本法人の知的障

害児・者施設である総合福祉センター「弘済学園」（神奈川県秦野市北矢名1195

短大・専門学校卒（２０歳の場合）

職能給）  １５５，６００円

                  

              

       １６９，４２４

（国の補助金制度）、その他諸手当（扶養家族手当、住居手当、通勤手当、

※試用期間あり（原則６か月。試用期間と本採用後の業務内容、労働条件は同じ。） 

成績による加算あり 

か月間の勤務実績が8割以上

その他の休暇（結婚休暇、忌引休暇、育児・介護等に関する法定休暇 など

00分【休憩60分】）

１３：３０～２１：３０

上記のほか、業務上の必要により個別に指示することがあります。 

制度の変更等により、入会前に労働条件が変更される場合は改めて明示を行います。 

社会保険完備（健康保険、厚生年金保険、雇用保険、労災保険）、住宅支援制度、

等）、職員貯金、奨学金返済助成金 など

等 

制（それぞれ手当あり）

求人票

朗らかに”を指導目標に、素直で明るく人の痛みのわかる人間に育ってほしいという願いのもと、日

常生活を通して、子ども達が情緒の安定と基本的生活習慣の確立を図り、心身ともに健全な社会人となれるよう

旭山公園線)より 徒歩2

方に限る 

現在、児童養護施設においても、障がい児や発達課題を抱える児童の対応が求められていま

年程度、神奈川県にある本法人の知的障

1195-3）で福祉指

短大・専門学校卒（２０歳の場合） 

１５５，６００円 

                  ６，２２４円 

              ７，６００円 

１６９，４２４円 

（国の補助金制度）、その他諸手当（扶養家族手当、住居手当、通勤手当、 

割以上）、 

など） 

分】）、宿直あり

１３：３０～２１：３０（休憩60分）

社会保険完備（健康保険、厚生年金保険、雇用保険、労災保険）、住宅支援制度、 

など 

制（それぞれ手当あり） 

求人票 

 

朗らかに”を指導目標に、素直で明るく人の痛みのわかる人間に育ってほしいという願いのもと、日

常生活を通して、子ども達が情緒の安定と基本的生活習慣の確立を図り、心身ともに健全な社会人となれるよう

2分 

現在、児童養護施設においても、障がい児や発達課題を抱える児童の対応が求められていま

年程度、神奈川県にある本法人の知的障

）で福祉指

 

 

 

 

、宿直あり 

分） 



 

■札幌南藻園

を家庭的な雰囲気のなかで養育しています。

■親からの虐待等による心理的課題を抱える児童の入所が増加しており、専門的な知識をもった心理療法担当職員

によるケアを行うとともに、入所児童の家庭復帰、退所

養育

■家庭的できめ細やかな養育を提供するため、小規模施設の設置をはじめとする家庭的養護推進に向け

小規模グループケア施設「ひまわり」を開設しました。

■わたしたちの

 

 

 

説 明 会

施設見学

応募方法

採用試験

問い合わせ先

札幌南藻園では、

を家庭的な雰囲気のなかで養育しています。

親からの虐待等による心理的課題を抱える児童の入所が増加しており、専門的な知識をもった心理療法担当職員

によるケアを行うとともに、入所児童の家庭復帰、退所

養育を行っています

家庭的できめ細やかな養育を提供するため、小規模施設の設置をはじめとする家庭的養護推進に向け

小規模グループケア施設「ひまわり」を開設しました。
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