
募集職種：介護福祉士等 

社会福祉法人天童福祉厚生会 特別養護老人ホーム明幸園 

平成 2９年 3 月卒業者 求人票 

1 法人・施設の概要 

事業所名 
社会福祉法人天童福祉厚生会 

特別養護老人ホーム明幸園 
従業員数 

法人全体 就業場所 うち女性 

２３５名 １３７名 １１２名 

所 在 地  
〒994-0071 

天童市大字矢野目 150番地 

設 立 昭和 57年法人設立 

電 話 023-653-3071 FAX 023-653-3070 

代表者名 理事長 林 健 E メール info@meikouen.or.jp 

施設長名 桜井嘉宏 U R F www.meikouen.or.jp 

事 業 所  

・特別養護老人ホーム明幸園 

(介護老人福祉施設定員 100名) 

・明幸園ショートステイセンター 

  定員 18 名、空所利用型として障

害者福祉サービス短期入所事業所

の指定を受けています 

・明幸園デイサービスセンター 

  通常規模型定員 35 名 

認知症対応型 12 名 

・明幸園ケアプランセンター 

・天童市地域包括支援センター 

         めいこうえん 

 

※当会、二つ目の拠点施設として

天童市大清水に広域型特養（シ

ョートステイ・デイサービス併

設）、地域密着型特養を経営。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施設情報 

・昭和 58 年天童市西部、ここ矢野目の地に天

童市内で最初の特別養護老人ホームとして開

設いたしました。開設より 30 年を経過し、

当法人では平成 24 年度より特別養護老人ホ

ーム等の増改築整備事業を実施しました。 

・第 1 期工事「明幸園デイサービスセンター・

ショートステイ棟改築工事」は 25 年 4 月に

竣工、リニューアルオープンしています。 

・第 2 期工事「特別養護老人ホーム明幸園増改

築工事」は 26 年 6 月に竣工、7 月より全室

個室のユニット型特養としてリスタートして

います。改築なった新型特養の定員は、これま

での 80 名から２０名増床し 100 名となり

「暮らしのしつらえ」「人と人がつながる場」

「ユニバーサルデザインの意味」、新しい明幸

園はそのひとつの答えとなるものと思ってい

ます。これからの様々なニーズに応えられる

新型特養として、地域包括ケアシステムの基

盤整備が進むなか、より専門的な施設サービ

スをめざし、経営のイノベーションを図りま

す。 

 

・資格者数（明幸園全体） 

介護福祉士７６名・社会福祉士８名 

精神保健福祉士 1 名・介護支援専門員３１名 

看護師８名・保健師 1 名 

作業療法士１名・理学療法士２名 

管理栄養士 1 名   

理  念 

 

・人格、尊厳、自由を尊重し、安ら

かに、ゆたかに、自分らしく暮らせ

る生活を支援します。 

・ホスピタリティー(おもてなしの

心)を大切に、ご利用者が満足を得

られる高品質なサービス提供に

努めます。 

・地域と市民のニーズに即したサー

ビスの提供に努め、地域社会の一

員として価値ある役割を果たし

ます。 

 

 



２ 募集内容 

募集職種 ①介護福祉士 ②介護職員 ※臨時職員 
募集人員 

3 名 
雇用期間 

平成２９年４月１日～平成３０年３月３１日 

※原則、次年度以降も契約更新します。過去 10 年の更新実績 100% 

仕事の内容 
特別養護老人ホームにおける介護業務（施設サービス計画・個別援助計画に基づく高齢者介護

の実務）・生活相談・介護計画の立案・レクリエーションの企画、実施等 

必要な資格 

・免許 

①介護福祉士→介護福祉士資格取得見込の者 

②介護職員→資格不問 

※臨時職員から正規職員の内部登用があります。法人内、内部登用要綱として整備しています。

詳細は下記備考欄を参照ください。 

 

３ 勤務条件 

就業場所 
天童市大字矢野目 150 番地  特別養護老人ホーム明幸園 

※併設事業所の短期入所生活介護事業所にて勤務いただく場合もあります。 

勤務時間 
シフト表による交代制勤務 

・6:00～15:00 ・10:00～19:00 ・13:00～22:00 ・夜勤 21:30～翌日 6:30 

時 間 外  月平均１時間 休憩時間 ６０分 

給 料 

・給与形態 月給制 

・基本給 介護福祉士 15６,000 円 ～   

・昇給 年１回あり 

・手当 通勤手当 25,400 円上限 、住居手当 10,000 円上限  

夜勤手当(１回) 1,660 円～2,180 円、ユニフォーム代(年)10,000 円 

・賞与 年 3 回 計 2.3 月分 

 

【①介護福祉士 基本給 158,000 円の年収例示】 

本人名義で賃貸住宅を契約、通勤距離片道４㎞、夜勤月 4 回、時間外月１時間の場合 

 

（採用年）Ａ＋Ｂ＝年収 2,410,848 円 

・基本給 158,000 円＋夜勤手当 6,804 円＋通勤手当 4,200 円＋住居手当 10,000 

＝179,004 円×12 か月＝2,148,048 円（Ａ） 

・賞与（6 月 47,400 円＋12 月 158,000 円＋3 月 47,400 円） 

＋ユニフォーム代 10,000 円＝262,800 円（Ｂ） 

 

（２年目）Ａ＋Ｂ＝年収 2,551,056 円 
・基本給 160,000 円＋夜勤手当 6,888 円＋通勤手当 4,200 円＋住居手当 10,000 

＝181,088 円×12 か月＝2,173,056 円（Ａ） 

・賞与（6 月 160,000 円＋12 月 160,000 円＋3 月 48,0000 円） 

＋ユニフォーム代 10,000 円＝378,000 円（Ｂ） 

休 日 等  

・週休２日 、夏期休暇４日、年末年始休暇６日 

※今年度年間休日数１２６日(夏期、年末年始休暇を含む) 

※祝日も休日数に含まれます。 

・６カ月経過後の年次有給休暇数１０日 

 

 



 

福利厚生 

・社会保険（健康保険、厚生年金、雇用保険、労災保険） 

・退職金制度あり(勤続 1年以上) 

・福利厚生センター(ソウェルクラブ)加入   

  慶事お祝い(結婚、出産、永年勤続、資格取得等)、見舞金、弔慰金、 

健康管理のための助成 

・スポーツクラブ法人会員 

4 選考 

申込方法 
市販の履歴書に必要事項を記入の上、特別養護老人ホーム明幸園総務課へ提出ください。 

※郵送での提出も可能です 

受付期間 
平成 2８年９月２日～平成２９年３月３１日 

※応募順に随時採用面接を実施します。 

選考月日 ９月以降随時（応募者に別途通知） 選考方法 面 接 

お問合せ・ 

履歴書 

送付先 

〒994-0071 山形県天童市大字矢野目 150 番地  

特別養護老人ホーム明幸園 総務課 

☎ 023-653-3071    FAX 023-653-3070 

担当/総務課（鈴木・橋本・後藤） 

※施設見学はお電話にて受け付けております。職場の様子を一度見学にいらしてください。 

 Google ストリートビュー（屋内版）でも明幸園の施設内がご覧いただけます。 

5 備考 

・website http://meikouen.or.jp ホームページをぜひご覧ください。 

 

・臨時職員から正規職員への内部登用について 

  臨時職員から正職員への内部登用とは、当法人で実施する内部登用試験の合格者を正職員として採 

用するものです。内部登用試験を受験するには臨時職員として 1年以上の実務経験、併せて社会福祉 

士・介護福祉士・介護支援専門員のいずれかの資格が必要となります。過去の内部登用実績は以下の 

通りです。現在勤務している正規職員の多くは、臨時職員から内部登用され専門職としてのキャリア 

アップしています。 

        ※法人全体の内部登用実績     

平成１６年度   ６名登用     平成１７年度   ２名登用    

   平成１８年度   ２名登用     平成１９年度   ２名登用      

平成２０年度   ２名登用     平成２１年度   ３名登用      

平成２２年度   ４名登用     平成２５年度  23 名登用 

 

・介護実務に関して心配されている皆さんへ 

当施設は内部の指導・研修が充実しています。例えば、未経験で就労し、経験を積み、国家資格を取得

しキャリアアップした介護職員が多数勤務しています。 

http://meikouen.or.jp/


 

・昭和 58年天童市西部、ここ矢野目の地に天童市内で最初の特別養護老人ホームとして開設いたしまし

た。昨年定員 100 名全室個室のユニット型特養としてリニューアルオープンしました。新しくモダン

なユニット型特養で、スタッフとして、チームの一員として、一緒に働いてみませんか 

 

・明幸園におけるユニットケアの理念 

 小さな単位(ユニット)だからこそ、できること、気づくこと、ともに在ること。一人ひとりの個性、 

  好みと自分らしさ、今までの日々の営みを大切に、個別ケアを行う 

 

・施設のスナップショット 

                   

                

 

 


