
ふりがな 施設種別 特別養護老人ホーム　他

名称 理事長名 上野順一郎

所在地 施設長名 塩澤　達俊

書類提出先 設立 １９９３年　３月

電話番号 職員数 １２０名

人事担当 勤務予定地 求人先と同じ

職種

求人数 基　本　給 ¥182,820

雇用形態 資格手当 介護福祉士　5,000円
（他資格も規定あり）

通勤手当 規定による　

職務手当 入職3ヶ月後より　3,000円

被服手当 1,167円

勤務時間 早出手当 700円/回　（月5回の場合　3,500円）

夜勤手当 5,000円/回　（月5回の場合　25,000円）

処遇改善手当 35,000円相当（'18年度予定）

休日 賞与 年2回　3.75ヶ月（'17年度実績）

昇給（前年度実績） 年１回（1号俸アップ）

特別休暇　　有り 交通費 規程による
例）車通勤片道15Km：6,500円/月

勤務条件 社会保険等 健康 ･ 厚生 ･ 雇用 ・ 労災

職員寮 無 退職金 有 （退職共済加入）

必要書類
必要なもの

説明会

受　付

試験日

試験場所

選考科目

備
考

※ 勤務部署は、特養・通所介護のいづれかとなります。
また３年前後で他部署への異動を予定しています

　YMCAは世界119の国と地域に広がる世界有数の社会教育団体
です。日本では北海道から沖縄まで、全国35都市・200を超える拠
点で活動を行っています。
　とちぎYMCA福祉会は、宇都宮市清原地区を主に高齢者福祉事
業を、宇都宮市陽東地区に保育事業（保育園）を展開しています。
高齢者福祉事業は、広域型と宇都宮市地域密着型の2つの特別養
護老人ホーム「マイホームきよはら」を中心に、2か所のデイサービ
ス、24時間定期巡回随時対応型訪問介護看護、居宅支援、地域包
括支援センターを展開し、総合的な高齢者福祉と地域支援事業を
行っています。
　またとちぎYMCAグループ内には、青少年育成の「公益財団法
人」、幼児教育の「学校法人」もあり、幅広い社会教育活動の一翼を
担っています。

無　　・　　有（自宅通勤　約　　分以内）その他

提
出
書
類

1.履歴書　　2.成績証明書　　3.卒業見込証明書　　4.健康診断書
5.資格取得見込証明書

選
考
方
法

　個別に随時開催いたします。ご相談ください。　（場所　マイホームきよはら　）

　随時受付

　随時受付　 ※エントリー後に試験日を相談させていただきます

マイホームきよはら（宇都宮市鐺山町１９８３）

　面接　・　作文　・　自己アピール等

採
用
条
件

介護職員 給　与 （一月当たり）

５名　※大・専・高卒等合わせて

常勤　　・　　非常勤

＊夜勤Ａ及びＢは配属部署により異なります

支給額例（早出・夜勤とも月５回勤務の場合）　255,487円

年間休日：１１０日（1ヶ月当たり9日程度）

休暇
年次有給休暇（入職年10日付与、その後規定による）

日勤　 　９　時　３０分　　～　１８　時　３０分

早番　 　６　時　００分　　～　１５　時　００分

遅番　　１２　時　００分　　～　２１　時　００分

夜勤Ａ　１７　時　３０分　　～　翌 ９時　３０分

夜勤Ｂ　２１　時　００分　　～　翌 ６時　００分

２０１９年３月
大学卒業予定者用 とちぎＹＭＣＡ福祉会　求人票

求
人
先

しゃかいふくしほうじんとちぎわいえむしえいふくしかいまいほ－むきよはら

社会福祉法人とちぎＹＭＣＡ福祉会　マイホームきよはら

〒３２１－３２３５　栃木県宇都宮市鐺山町１９８３

同上

０２８－６６７－９２５８

氏名（　藤生　強　）役職名（　副総合施設長　）



ふりがな 施設種別 特別養護老人ホーム　他

名称 理事長名 上野順一郎

所在地 施設長名 塩澤　達俊

書類提出先 設立 １９９３年　３月

電話番号 職員数 １２０名

人事担当 勤務予定地 求人先と同じ

職種

求人数 基　本　給 ¥166,320

雇用形態 資格手当 介護福祉士　5,000円
（他資格も規定あり）

通勤手当 規定による　

職務手当 入職3ヶ月後より　3,000円

被服手当 1,167円

勤務時間 早出手当 700円/回　（月5回の場合　3,500円）

夜勤手当 5,000円/回　（月5回の場合　25,000円）

処遇改善手当 35,000円相当（'18年度予定）

休日 賞与 年2回　3.75ヶ月（'17年度実績）

昇給（前年度実績） 年１回（1号俸アップ）

特別休暇　　有り 交通費 規程による
例）車通勤片道15Km：6,500円/月

勤務条件 社会保険等 健康 ･ 厚生 ･ 雇用 ・ 労災

職員寮 無 退職金 有 （退職共済加入）

必要書類
必要なもの

説明会

受　付

試験日

試験場所

選考科目

備
考

※　勤務部署は、特養・通所介護のいづれかとなります。
また３年前後で他部署への異動を予定しています

　YMCAは世界119の国と地域に広がる世界有数の社会教育団体
です。日本では北海道から沖縄まで、全国35都市・200を超える拠
点で活動を行っています。
　とちぎYMCA福祉会は、宇都宮市清原地区を主に高齢者福祉事
業を、宇都宮市陽東地区に保育事業（保育園）を展開しています。
高齢者福祉事業は、広域型と宇都宮市地域密着型の2つの特別養
護老人ホーム「マイホームきよはら」を中心に、2か所のデイサービ
ス、24時間定期巡回随時対応型訪問介護看護、居宅支援、地域包
括支援センターを展開し、総合的な高齢者福祉と地域支援事業を
行っています。
　またとちぎYMCAグループ内には、青少年育成の「公益財団法
人」、幼児教育の「学校法人」もあり、幅広い社会教育活動の一翼を
担っています。

無　　・　　有（自宅通勤　約　　分以内）その他

提
出
書
類

　1.履歴書　　2.成績証明書　　3.卒業見込証明書　　4.健康診断書
　5.資格取得見込証明書

選
考
方
法

　個別に随時開催いたします。ご相談ください。　（場所　マイホームきよはら　）

　随時受付

　随時受付　　※エントリー後に試験日を相談させていただきます

　マイホームきよはら（宇都宮市鐺山町１９８３）

　面接　・　作文　・　自己アピール等

採
用
条
件

介護職員 給　与 （一月当たり）

５名　※大・専・高卒等合わせて

常勤　　・　　非常勤

＊夜勤Ａ及びＢは配属部署により異なります

支給額例（早出・夜勤とも月５回勤務の場合）　238,987円

年間休日：１１０日（1ヶ月当たり9日程度）

休暇
年次有給休暇（入職年10日付与、その後規定による）

日勤　　　９　時　３０分　　～　１８　時　３０分

早番　　　６　時　００分　　～　１５　時　００分

遅番　　１２　時　００分　　～　２１　時　００分

夜勤Ａ　１７　時　３０分　　～　翌 ９時　３０分

夜勤Ｂ　２１　時　００分　　～　翌 ６時　００分

２０１９年３月
短期大学
卒業予定者用

とちぎＹＭＣＡ福祉会　求人票

求
人
先

しゃかいふくしほうじんとちぎわいえむしえいふくしかいまいほ－むきよはら

社会福祉法人とちぎＹＭＣＡ福祉会　マイホームきよはら

〒３２１－３２３５　栃木県宇都宮市鐺山町１９８３

同上

０２８－６６７－９２５８

氏名（　藤生　強　）役職名（　副総合施設長　）



ふりがな 施設種別 特別養護老人ホーム　他

名称 理事長名 上野順一郎

所在地 施設長名 塩澤　達俊

書類提出先 設立 １９９３年　３月

電話番号 職員数 １２０名

人事担当 勤務予定地 求人先と同じ

職種

求人数 基　本　給 ¥166,320

雇用形態 資格手当 介護福祉士　5,000円
（他資格も規定あり）

通勤手当 規定による　

職務手当 入職3ヶ月後より　3,000円

被服手当 1,167円

勤務時間 早出手当 700円/回　（月5回の場合　3,500円）

夜勤手当 5,000円/回　（月5回の場合　25,000円）

処遇改善手当 35,000円相当（'18年度予定）

休日 賞与 年2回　3.75ヶ月（'17年度実績）

昇給（前年度実績） 年１回（1号俸アップ）

特別休暇　　有り 交通費 規程による
例）車通勤片道15Km：6,500円/月

勤務条件 社会保険等 健康 ･ 厚生 ･ 雇用 ・ 労災

職員寮 無 退職金 有 （退職共済加入）

必要書類
必要なもの

説明会

受　付

試験日

試験場所

選考科目

備
考

※　勤務部署は、特養・通所介護のいづれかとなります。
また３年前後で他部署への異動を予定しています

　YMCAは世界119の国と地域に広がる世界有数の社会教育団体
です。日本では北海道から沖縄まで、全国35都市・200を超える拠
点で活動を行っています。
　とちぎYMCA福祉会は、宇都宮市清原地区を主に高齢者福祉事
業を、宇都宮市陽東地区に保育事業（保育園）を展開しています。
高齢者福祉事業は、広域型と宇都宮市地域密着型の2つの特別養
護老人ホーム「マイホームきよはら」を中心に、2か所のデイサービ
ス、24時間定期巡回随時対応型訪問介護看護、居宅支援、地域包
括支援センターを展開し、総合的な高齢者福祉と地域支援事業を
行っています。
　またとちぎYMCAグループ内には、青少年育成の「公益財団法
人」、幼児教育の「学校法人」もあり、幅広い社会教育活動の一翼を
担っています。

無　　・　　有（自宅通勤　約　　分以内）その他

提
出
書
類

　1.履歴書　　2.成績証明書　　3.卒業見込証明書　　4.健康診断書
　5.資格取得見込証明書

選
考
方
法

　個別に随時開催いたします。ご相談ください。　（場所　マイホームきよはら　）

　随時受付

　随時受付　　※エントリー後に試験日を相談させていただきます

　マイホームきよはら（宇都宮市鐺山町１９８３）

　面接　・　作文　・　自己アピール等

採
用
条
件

介護職員 給　与 （一月当たり）

３名　※大・専・高卒等合わせて

常勤　　・　　非常勤

＊夜勤Ａ及びＢは配属部署により異なります

支給額例（早出・夜勤とも月５回勤務の場合）　238,987円

年間休日：１１０日（1ヶ月当たり9日程度）

休暇
年次有給休暇（入職年10日付与、その後規定による）

日勤　　　９　時　３０分　　～　１８　時　３０分

早番　　　６　時　００分　　～　１５　時　００分

遅番　　１２　時　００分　　～　２１　時　００分

夜勤Ａ　１７　時　３０分　　～　翌 ９時　３０分

夜勤Ｂ　２１　時　００分　　～　翌 ６時　００分

２０１９年３月
専門学校
卒業予定者用

とちぎＹＭＣＡ福祉会　求人票

求
人
先

しゃかいふくしほうじんとちぎわいえむしえいふくしかいまいほ－むきよはら

社会福祉法人とちぎＹＭＣＡ福祉会　マイホームきよはら

〒３２１－３２３５　栃木県宇都宮市鐺山町１９８３

同上

０２８－６６７－９２５８

氏名（　藤生　強　）役職名（　副総合施設長　）



ふりがな 施設種別 特別養護老人ホーム　他

名称 理事長名 上野順一郎

所在地 施設長名 塩澤　達俊

書類提出先 設立 １９９３年　３月

電話番号 職員数 １２０名

人事担当 勤務予定地 求人先と同じ

職種

求人数 基　本　給 ¥152,790

雇用形態 資格手当
＊介護福祉士資格を取得している場合は

5,000円を支給します

通勤手当 規定による　

職務手当 入職3ヶ月後より　3,000円

被服手当 1,167円

勤務時間 早出手当 700円/回　（月5回の場合　3,500円）

夜勤手当 5,000円/回　（月5回の場合　25,000円）

処遇改善手当 35,000円相当（'18年度予定）

休日 賞与 年2回　3.75ヶ月（'17年度実績）

昇給（前年度実績） 年１回（1号俸アップ）

特別休暇　　有り 交通費 規程による
例）車通勤片道15Km：6,500円/月

勤務条件 社会保険等 健康 ･ 厚生 ･ 雇用 ・ 労災

職員寮 無 退職金 有 （退職共済加入）

必要書類
必要なもの

説明会

受　付

試験日

試験場所

選考科目

しゃかいふくしほうじんとちぎわいえむしえいふくしかいまいほ－むきよはら

社会福祉法人とちぎＹＭＣＡ福祉会　マイホームきよはら

〒３２１－３２３５　栃木県宇都宮市鐺山町１９８３

２０１９年３月
高等学校
卒業予定者用

とちぎＹＭＣＡ福祉会　求人票

同上

０２８－６６７－９２５８

求
人
先

給　与 （一月当たり）

常勤　　・　　非常勤

氏名（　藤生　強　）役職名（　副総合施設長　）

採
用
条
件

夜勤Ａ　１７　時　３０分　　～　翌 ９時　３０分

夜勤Ｂ　２１　時　００分　　～　翌 ６時　００分

＊夜勤Ａ及びＢは配属部署により異なります

年間休日：１１０日（1ヶ月当たり9日程度）

休暇
年次有給休暇（入職年10日付与、その後規定による）

支給額例（早出・夜勤とも月５回勤務の場合）　220,457円

日勤　　　９　時　３０分　　～　１８　時　３０分

早番　　　６　時　００分　　～　１５　時　００分

遅番　　１２　時　００分　　～　２１　時　００分

介護職員

５名　※大・専・高卒等合わせて

備
考

▼試用期間あり（3ヵ月間）
　　　・試用期間中の基本給は、時間給（850円）となります
　　　・社会保険等は上記と変わりありません
▼資格取得のための助成制度あり
▼勤務部署は、特養・通所介護のいづれかとなります。
　また3～5年程で他部署への異動を予定しています

　YMCAは世界119の国と地域に広がる世界有数の社会教育団体
です。日本では北海道から沖縄まで、全国35都市・200を超える拠
点で活動を行っています。とちぎYMCA福祉会は、宇都宮市清原地
区を主に高齢者福祉事業を、宇都宮市陽東地区に保育事業（保育
園）を展開しています。高齢者福祉事業は、広域型と宇都宮市地域
密着型の2つの特別養護老人ホーム「マイホームきよはら」を中心
に、2か所のデイサービス、24時間定期巡回随時対応型訪問介護
看護、居宅支援、地域包括支援センターを展開し、総合的な高齢者
福祉と地域支援事業を行っています。

無　　・　　有（自宅通勤　約　　分以内）その他

提
出
書
類

　1.履歴書　　2.成績証明書　　3.卒業見込証明書　　4.健康診断書
　5.資格取得見込証明書

選
考
方
法

　個別に随時開催いたします。ご相談ください。　（場所　マイホームきよはら　）

　随時受付

　随時受付　　※エントリー後に試験日を相談させていただきます

　マイホームきよはら（宇都宮市鐺山町１９８３）

　面接　・　作文　・　自己アピール等


