
法人理念 「共生～ともに生きともに育つ～」
　　待ってます！あなたの笑顔と優しさを

●目配り・気配り・心配りができ、寄り添える職員

●相手のおもいを理解し、丁寧に対応できる職員

●目標を持ち、知識・技術・心の向上に努める職員

●謙虚な心で、地域とのつながりを大切にする職員

●法人職員として自覚を持ち、信頼される職員

●一人ひとりを大切にする法人です。

利用者、家族に寄り添いきめ細かなサービスを提供しています。安心してサー

ビスを利用していただけることを常に心がけています。

●充実した処遇・福利厚生で安心して働けます。

各種保険等（健康保険・厚生年金・雇用保険・労災保険）完備・福祉医療機構

の退職共済と愛媛県民間社会福祉従事者退職年金共済加入による福利厚生

の充実等、働く職員の仕事と暮らしを応援します。女性職員の多くが仕事と子育

てを両立しながら張り切って働いています。約376人の職員がいる当協会は、職

員の定着率が良く、安定して長く働くことができます！

●技術の習得・資格取得を応援します。

職員の技術習得のための各種研修が充実していて、経験のない方でも仕事

の知識や技術の向上が得られます。「エルダー制」を取り入れ、先輩に気軽に相

談できる職場です。

資格取得については、時間的・経済的な助成をしています。

●キャリアパスは「将来の道標」 あなたも施設長になれます。

経験を積んで、リーダー→副主任→主任→施設長補佐→施設長とキャリアパ

スの道があります。皆に昇進のチャンスがあります。将来の施設長はあなたで



管理栄養士 給食委託業者との調整、栄養管理、栄養ケアマネ等

事務職員 本部、老人ホーム、デイサービス、障害児・者施設等での会計、庶務等

就労支援員 就労事業所での作業支援、就労支援等

支援員 養護老人ホームでの生活支援、生活介護等

相談支援専門員 在宅障害児、者のサービス利用等の相談支援業務

介護支援専門員 担当利用者のケアプラン作成業務等

生活支援員 障害者施設での生活支援、生活介護等

児童指導員 障害児施設での生活指導、作業指導等

理学療法士 老人ホーム、デイサービス、障害児・者施設での上下肢機能回復及び強化訓練等

作業療法士 老人ホーム、デイサービス、障害児・者施設での上下肢機能回復及び強化訓練等

生活相談員 入所者の生活相談全般に関する業務等

職　　種 業　　務　　内　　容

介護職員 老人ホーム、デイサービス等での食事、入浴、排泄等の介助等

看護職員 老人ホーム、デイサービス、障害児・者施設等での通院、健康管理等看護業務等

相談支援事業所（障害） こすもす

共同生活事業所 か　　ぜ

委託事業

高齢者生きがいデイサービス（惣川高齢者生活福祉センター）

生活支援ハウス　　　　　　（惣川高齢者生活福祉センター）

放課後児童健全育成事業所(のむらキッズ・しろかわキッズ）

居宅介護支援事業所 ふれあい

就労支援事業 あおぞら

訪問介護事業所（障害） ヘルパーステーションハート

障害児入所施設 野村学園

老人デイサービス ふれあい 寿楽苑 惣川高齢者生活福祉センター

養護老人ホーム 奥伊予荘

特定施設入居者生活介護事業所 奥伊予荘

障害者支援施設 野村育成園 野村学園 第二障害者支援施設野村学園

ＨＰ   https://noshiro-f.jp

特別養護老人ホーム 法正園 しいのき園 寿楽苑

電　話／ＦＡＸ 　０８９４－８９－４１６５／０８９４－８９－４１６６

職員数 　３７６名（正職１９２名・臨時６０名・パート１２４名）

E-mail 　nosyafuku@me.pikara.ne.jp

法人名 　社会福祉法人　西予市野城総合福祉協会

設　立 　昭和５４年３月

代表者 　別宮　靜



＊正職員、嘱託職員、臨時職員(上記表は基準の時間帯です。職種によって早出、遅出、夜勤等があります)

＊職員の所定労働時間は、１ヶ月単位の変形労働時間制によるものとし、１週間の所定労働時

　間は、１ヶ月を平均して４０時間を超えないものとなっています。

＊有給休暇は、労働基準法に則した日数です。

＊平均年間休日数は１１５日です。　＊ﾘﾌﾚｯｼｭ休暇が年間３日あります。（４月１日在籍職員に限る）

＊忌引休暇、特別休暇等整備しています。

＊産前産後休暇、育児休業、介護休業等整備しています。

給料表は､「西予市職員の給与に関する条例」給料表を準用

［正職員初任給］

＊平均年間昇給額　７，５００円
給与例：高卒　　1年目年収260万円、10年後400万円、20年後490万円、30年後550万円

給与例：二大卒　1年目年収270万円、10年後410万円、20年後500万円、30年後560万円

給与例：四大卒　1年目年収280万円、10年後420万円、20年後510万円、30年後570万円

※諸手当の内、管理職・指導監督職・職務手当、資格手当、特別・特定加算手当、改善手当のみ換算。

二大卒　　２級　４号 203,834
三大卒　　２級　８号 212,277
四大卒　　２級１３号 219,714

195,692
准看護師

（三）

　　　　　１級　４号 175,088

看護師

支援員、介護職員

（一）

高卒　　　１級　４号 154,282

５割以
内。ただ
し、経歴
認定は２
７歳まで
とする

厚生年金
健康保険
雇用保険
退職共済

事務員、他 二大卒　　１級１２号 163,730
四大卒　　１級２０号 174,887

管理栄養士

（二）

　　　　　２級　３号 195,692
栄養士 二大卒　　１級１５号 178,304
理学療法士 三大卒　　１級１９号 185,340
作業療法士 四大卒　　２級　３号

事務職員 ８：３０～１７：３０（土、日祝、週休２日制） １年目１０日

職　　種 給料表 初任給認定基準 給料月額（円） 前歴換算 条　件

相談支援専門員 ８：３０～１７：３０（土、日祝、週休２日制） １年目１０日

管理栄養士 ８：３０～１７：３０（土、日祝、週休２日制） １年目１０日

就労支援員 ８：３０～１７：３０（土、日祝、週休２日制） １年目１０日

支援員（養護） ８：３０～１７：３０（時差出勤、土、日祝交替勤務） １年目１０日

生活支援員 ８：３０～１７：３０（施設により時差出勤、土日祝交替勤務） １年目１０日

児童指導員 ８：３０～１７：３０（施設により時差出勤、土日祝交替勤務） １年目１０日

生活相談員 ８：３０～１７：３０（土、日祝、週休２日制） １年目１０日

介護支援専門員 ８：３０～１７：３０（土、日祝、週休２日制） １年目１０日

理学療法士 ８：３０～１７：３０（土、日祝、週休２日制） １年目１０日

作業療法士 ８：３０～１７：３０（土、日祝、週休２日制） １年目１０日

介護職員 ８：３０～１７：３０（施設により時差出勤、土日祝交替勤務） １年目１０日

看護職員 ８：３０～１７：３０（施設により土、日祝交替勤務） １年目１０日

職　　種 業　　務　　内　　容 有給休暇



［嘱託職員］

支援員、介護職員他 から

看護師、准看護師 から

から

［臨時職員］

支援員、介護職員他 から

から

［パート職員］

看護師、准看護師

［賞与］＊パート職員には支給されません。

［管理職手当］

［指導監督職手当］

［専門員職手当］

［職務手当］

＊該当する手当が２種類以上ある場合は、高額な手当を支給します。

サービス管理責任者 １０，０００

ユニットリーダー・寮長・看護リーダー ６，０００

管理者（センター長） １０，０００

介護支援専門員・計画作成担当者 １０，０００

給料表(一)の職務で管理栄養士の資格を有する職
員が、期間を定めて管理栄養士の職務をする場合 １０，０００

上級専門員 ２０，０００

専門員 １５，０００

支給対象者 支給額（円）

主任 １５，０００

副主任 １０，０００

支給対象者 支給額（円）

施設長 ３０，０００

施設長補佐 ２５，０００

支給対象者 支給額（円）

支給対象者 管理職手当（円）

常務理事 ４０，０００

施設長等理事 ３５，０００

正職員 ４.４０ヶ月 ６月・１２月

嘱託・臨時職員 ３.９５ヶ月 ６月・１２月

理学療法士、作業療法士
栄養士、管理栄養士 1,330 その他のパート職員 1,300

対象職員 支給率/年 支　給　月

職　　種 時給（円） 職　　種 時給（円）

1,500 管理宿直者 825

職　　種 給料月額（円） その他の条件

151,971
厚生年金、健康保険、雇用保険、退職共済理学療法士、作業療法士

栄養士、管理栄養士 157,298

158,705
厚生年金、健康保険、雇用保険、退職共済183,933

理学、作業療法士、栄養士、
管理栄養士 169,761

職　　種 給料月額（円） その他の条件

あなたが施設長

地域から信頼される協会



［資格手当］

社会福祉士、精神保健福祉士

介護福祉士、介護支援専門員

社会福祉会計簿記中級・上級、保育士

日本語能力試験N3以上(外国人労働者に限る)

［扶養手当］（正職員のみ）

身体障害手帳１，２　　療育手帳Ａ 特定期間（１５才に達する日後の最初の４月１日から

身体手帳３かつ療育手帳Ｂ ２２才に達する日以後の最初の３月３１日までの間）

精神障害者保健福祉手帳１ ５，０００円プラス

［住宅手当］（正職員・臨時・常勤パート職員）

［通勤手当］

片道　２㎞以上　５㎞未満 円

片道　５㎞以上１０㎞未満 円

片道１０㎞以上１５㎞未満 円

片道１５㎞以上２０㎞未満 円

片道２０㎞以上２５㎞未満 円

片道２５㎞以上３０km未満 円

片道３０㎞以上３５㎞未満 円

片道３５㎞以上４０㎞未満 円

片道４０㎞以上４５㎞未満 円

片道４５㎞以上５０km未満 円

片道５０㎞以上５５㎞未満 円

片道５５㎞以上６０㎞未満 円

片道６０㎞以上 円

＊パート職員は出勤回数割合により支給

［夜勤手当・オンコール手当］

［宿直手当］

障害者支援施設・障害児入所施設 ４，６００

対象施設 支給額（円）

宿直配置施設 ４，６００

２６，５００

２８，８００

３１，１００

対象施設 支給額（円）

特別養護老人ホーム ５，０００

５００養護老人ホーム ５，０００

１２，７００

１５，０００

１７，３００

１９，６００

２１，９００

２４，２００

対象距離数 支給額（円）

２，５００

４，９００

８，１００

１０，４００

支給対象者 支給額（円）

自ら居住するため住宅を借り受け、家賃
を支払っている職員

家賃の月額の２分の１
（その額が１５，０００円を超えるときは、

１５，０００円）

新築又は購入された住宅を所有する職員 ２，０００円（新築又は購入時から５年間）

１つ目　５，０００円

２つ目　３，０００円
給料表(二)(三)該当者以外の理学療法
士、作業療法士、栄養士、管理栄養士、
准看護師、看護師

対象扶養親族 支給額（円）

満２２才に達する日以後の最初の３月３
１日までの間にある子及び孫（弟妹） １０，０００円

支給対象者 一資格当たり支給額（円）

安全運転を心

掛けて下さい。



［特別手当・調整手当］（介護職員処遇改善加算、福祉・介護職員等処遇改善加算によるものです。）

[特定加算手当・特定調整手当](介護職員等特定処遇改善、福祉・介護職員等特定処遇改善加算によるものです。)

[改善手当･改善調整手当]

社会福祉主事　介護福祉士 スクーリング等は出勤扱いとする。

介護支援専門員、社会福祉士 　（移動日は公休）

管理栄養士、精神保健福祉士 旅費は実費支給する。

福祉用具専門相談員、 尚、「介護福祉士実務者研修」については、

福祉住環境コーディネーター 終了後３０，０００円助成する。

音楽療法士関係研修 又「介護支援専門員資格取得の実務研修」の

社会福祉会計簿記中級・上級 費用を実費支給します。

＊同資格取得において２回以降については、時間的、経済的な措置はありません。

＊公休を利用する自主研修等について施設長が認めた場合は、公用車を使用できます。大洲市

　以遠は高速代を支給します。

その他の職種（調整手当） １１，０００

対象資格 支　援　内　容

その他の職員 ５，０００

(介護職員処遇改善支援補助金、福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金、放課後児童支
援員等処遇改善臨時特例事業によるものです。)

対象職種 支給額（円）

介護職員・支援員・指導員（特別手当） １１，０００

対象職種 支給額（円）

経験・技能のある介護職員・支援員・指導員 ２０，０００

その他の介護職員・支援員・指導員 １０，０００

対象職種 支給額（円）

介護職員・支援員・指導員（特別手当） ８，０００

その他の職種（調整手当） ８，０００

いろんな資格取得に挑戦して下さ

い。協会も精一杯応援します。

職場における仕事と家庭の両立のための制度

とその制度を利用しやすい環境づくりを進め

ています。男女ともに多様な働き方の選択を

可能とすることが、当協会や社会全体の明日

への投資であり、活力の維持に繋がると考え

ています。


