
 

 

令和４年度「地域包括支援センター（いきいき支援センター）専門職員」募集要項 

 

令和４年５月１０日 

 

社会福祉法人 名古屋市社会福祉協議会 

 

 

名古屋市社会福祉協議会「地域包括支援センター（いきいき支援センター）専門職員」採用試験を次の

とおり実施します。 

 ※名古屋市では「地域包括支援センター」を「いきいき支援センター」という名称で運営しています。 

 

 

 

１ 募集職種及び募集人員、受験資格、主な業務内容 

（１）募集職種及び募集人員 

募集職種（資格） 募集人員 

①介護予防マネジャー（保健師または経験のある看護師） １名 

②地域包括ケアマネジャー（主任介護支援専門員）  １名 

③総合相談マネジャー（社会福祉士） ２名 

   

（２）受験資格 

 

①介護予防マネジャー（保健師または経験のある看護師） 

 次のいずれかに該当する方 

  

（ア）保健師の資格を有する方 

（イ）採用日前までに保健師免許を取得見込みの方 

  なお、正当な理由なく免許取得が入職までにできない場合は、合格取消または解雇する場合

があります。    

※保健師国家試験受験票（写）及び合格証明書等（写）等を提出していただきます。 

 

（ウ）看護師の資格を有する方で地域ケア、地域保健等に関する経験を有し、かつ高齢者に関する公

衆衛生業務経験を 1年以上有する方（准看護師不可） 

 

【 地域ケアや地域保健等の経験の例 】 

居宅介護支援、訪問看護、訪問介護、訪問入浴、訪問リハビリテーション等 

 

【 公衆衛生業務経験の例 】 

  地域包括支援センター（包括的支援事業）、病院の地域連携室等での勤務経験 

 

②地域包括ケアマネジャー（主任介護支援専門員） 

  主任介護支援専門員で、以下のいずれかに該当する方 

 ・介護支援専門員証の有効期限が令和5 年4 月1 日以降の方 

 ・介護支援専門員更新研修等を受講し介護支援専門員証の有効期限が令和5年4月1日以 

降になる予定の方 

 

③総合相談マネジャー（社会福祉士） 

 社会福祉士の資格を有し、登録している方 

 

 

 



 （３）主な業務内容 

地域包括支援センター（いきいき支援センター）における次の業務 

・総合相談支援・権利擁護業務 

・介護予防ケアマネジメント業務 

・包括的・継続的ケアマネジメント支援業務 

・地域包括ケア推進に関する業務（認知症の方を介護する家族支援事業含む） 

・認知症地域支援推進員業務、認知症初期集中支援チーム運営業務 など 

 

 （４）勤務予定場所 

    ①保健師等：名古屋市天白区東部いきいき支援センター（本センター） 

 ②主任介護支援専門員：名古屋市緑区北部いきいき支援センター（本センターまたは分室） 

 ③社会福祉士： 

 名古屋市緑区北部いきいき支援センター（本センターまたは分室） または 

  名古屋市南区南部いきいき支援センター    

 

（５）その他 

 次のいずれかに該当する方は受験できません。 

①禁錮以上の刑に処せられ、その執行が終わるまで、又はその執行を受けることがなくなるまで

の者 

②日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊するこ

とを主張する政党その他団体を結成し、又はこれに加入した者 

 

２ 採用予定日 

   令和４年７月１日 （以降１日採用） 

 

３ 採用試験 

（１）日 時   随時調整 

（２）試験会場  名古屋市総合社会福祉会館７階   ※変更になる場合があります 

 （名古屋市北区清水４丁目１７−１） 

 

（３）試験の種類・時間・配点 

   ①小論文試験 １時間   （１００点） 

   ②面接試験  ３０分程度 （１５０点）  

  ※ 面接試験は順番に行います。受験者数により長時間お待ちいただくことがあります。  

 

 （４）その他 

    感染症の感染拡大防止のため、採用試験当日は各自検温の上、マスク着用でお越しくださいますよう

お願いします。体調不良等の場合は、事前に下 記９の【申込・問い合せ先】へご連絡の上、当日の受

験をお控えください。また、採用試験当日の急な体調不良等によるキャンセル連絡は、下記までお願

いいたします。 

 

    当日の連絡先 ： ０５２－９１１－３１９１   

 

４ 試験合格者の発表及び採用まで 

（１）試験結果の発表は採用試験日から２週間以内に受験者全員へ通知します。なお、合否についての

電話等による問い合わせには応じられません。 

（２）試験合格者には採用前までに健康診断を受けていただき、関係書類を提出していただきます。 

（３）傷病等により職務に支障があると認められる場合等には、採用されないことがあります。 

 （４）受験資格がないことや受験申込書記載事項に不正があることが判明した場合には、合格を取り消

すことがあります。 

      

 

 



５ 試験結果の開示 

   試験成績については、社会福祉法人名古屋市社会福祉協議会個人情報保護規程に基づき、口頭で開 

示を請求することができます。開示は閲覧により行います。 

 

請求できる人 開示内容 請求期間 請求方法 

不合格者 

総合順位 

総合得点 

試験種類別得点 

配点 

・採用試験日の2週間後翌日から

その翌月同日まで 

・9時00分から17時00分まで 

（土曜・日曜日及び祝日を除く） 

 名古屋市社会福祉協議会地域福祉推

進部において、必ず受験者本人が①運転

免許証、旅券、健康保険証、学生証等の

身分証明書及び②受験番号票（試験当日

にお渡しするもの）を提示して口頭で申 

し出てください。 

  （注）・請求できるのは受験者本人が直接名古屋市社会福祉協議会に来所した場合のみです。（代理による 

請求はできません）また、電話・郵便等による請求は受け付けておりません。 

    ・必要提示書類（身分証明書及び受験番号票）がない場合は開示できません。 

・開示請求の対象となるのは、全内容を受験した方です。 

 

６ 処 遇 

（１） 雇用形態 

採用日から１年。ただし、職務の適性により無期雇用への転換（定年６０歳）あり。 

 

（２） 勤務時間 

 週５日（土曜、日曜日及び祝日を除く）、８時４５分から１７時１５分（７.５時間） 

 ※ただし、行事開催等によって時間外勤務（休日出勤）があります。 

 

 

（３） 給 与 （令和4年度予定）  

職種 
介護予防ﾏﾈｼﾞｬ  ー 地域包括 

ｹｱﾏﾈｼﾞｬ  ー

総合相談 

ﾏﾈｼﾞｬ  ー保健師 看護師 

基準手当（月額） 250,600円 240,600円 240,600円 235,600円 

       ※上記の他、期末勤勉手当（令和３年度実績：年間 4.5 月）、経験手当、超過勤務手当、休日

給、通勤手当等を支給します。 

 

 （４） 就職支度金貸与制度 

     介護予防マネジャー（保健師等）、地域包括ケアマネジャー(主任介護支援専門員)として採用

された方（人材紹介会社を通した方を除く）には、就職支度金として３０万円を貸与します。一

定期間継続して勤務した場合には、返還を免除します。（その他条件あり） 
 

（５） そ の 他 

①全国健康保険協会健康保険、厚生年金、雇用保険、労働者災害補償保険、愛知県民間社会福祉

事業職員共済会に加入します。 

②２～３ヶ月に１週間程度、輪番制の携帯電話 を携行し、営業時間外の応対をしていただく場

合があります 。 

 

７ 申込方法 

別紙申込書に必要事項を記入し、資格証明書類の写しを同封のうえ、電話連絡後に名古屋市社会

福祉協議会地域福祉推進部（いきいき支援センター担当）まで持参又は郵送してください。 

    

＊受験に際して提出された書類等は一切返却しません。なお、採用試験において取得した個人情報

は、採用試験及び採用に関する事務以外の目的では使用しません。 

①持参の場合  ９時から１７時まで（土曜、日曜日及び祝日を除く） 

②郵送の場合  封筒の表に「受験申込」と朱書き 

 



８ 試験会場案内  ※変更になる場合があります 

 

名古屋市総合社会福祉会館     名古屋市北区清水四丁目１７の１ 

 

 

 

 

 

                               

 

 

 

                                 

 

 

 

 

 

 

 

９ 【申し込み及び問い合わせ先】 

社会福祉法人名古屋市社会福祉協議会 地域福祉推進部 いきいき支援センター担当 

    〒466-0027  名古屋市昭和区阿由知通３－１９ 昭和区役所６階 

     電話 ０５２－７３４－７１０９  ＦＡＸ０５２－７３４－７１２９ 

※名城線「黒川駅」下車①番出口徒歩約８分 

※正面入口からお越しください。 

当日の連絡先（名古屋市総合社会福祉会館） 

０５２－９１１－３１９１ 



 

本会が受託する地域包括支援センター（いきいき支援センター）一覧 

区 名   称 所 在 地 
電 話 

(FAX番号) 
担当地域（小学校区名） 

千種 千種区西部いきいき支援センター 
千種区西崎町２丁目４-1 
千種区在宅サービスセンター内 

763-1530
（763-1547） 

内山、千石、高見、田代、千種、春岡、見付 

東 
東区いきいき支援センター 

東区泉二丁目28-5 
東区在宅サービスセンター内 

932-8236
（932-9311） 

区内全域 
分 室 

東区矢田四丁目5-11 
レジデンスアロー1階 

711-6333
（711-6313） 

北 

北区東部いきいき支援センター 
北区平安二丁目1-10 
第５水光ビル２階 

991-5432 
（991-3501） 

飯田、城北、杉村、辻、東志賀、宮前、名北、六郷、
六郷北 

北区西部いきいき支援センター 
北区清水四丁目17-1 
北区在宅サービスセンター内 

915-7545
（915-2641） 味鋺、大杉、川中、金城、楠、楠西、光城、清水、

西味鋺、如意 
分 室 北区中味鋺三丁目414 

902-7232
（902-7233） 

西 

西区南部いきいき支援センター 
西区花の木二丁目18-1 
西区在宅サービスセンター内 

532-9079
（532-9020） 稲生、江西、榎、上名古屋、児玉、栄生、 

城西、庄内、那古野、幅下、枇杷島、南押切 
分 室 

西区菊井二丁目２－３  
アーバネス菊井ビル2階 

562-5775
（562-5776） 

中村 

中村区北部いきいき支援センター 
中村区名楽町4丁目7-18 
中村区在宅サービスセンター内 

486-2133
（483-3410） 稲西、稲葉地、諏訪、豊臣、中村、 

日比津、ほのか 
分 室 

中村区稲葉地本通１丁目３  
魚住稲葉地ﾋﾞﾙ西号室 

412-3030
（412-3110） 

中 
中区いきいき支援センター 

中区上前津二丁目12-23 
中区在宅サービスセンター内 

331-9674
（331-9953） 

区内全域 

分 室 
中区栄四丁目1-8  
中区役所地下２階 

262-2265
（262-2275） 

昭和 
昭和区西部いきいき支援センター 

昭和区御器所三丁目18-1 
昭和区在宅サービスセンター内 

884-5513
（883-2231） 

御器所、松栄、白金、鶴舞、吹上、村雲 
分 室 

昭和区阿由知通4丁目7  
グローバル御器所２Ｃ 

852-3355
（852-3344） 

瑞穂 

瑞穂区東部いきいき支援センター 
瑞穂区佐渡町3丁目18 
瑞穂区在宅サービスセンター内 

858-4008
（841-4080） 

汐路、豊岡、中根、弥富、陽明 

分 室 
瑞穂区洲山町二丁目21  
啓徳名古屋南ビル１階 

851-0400
（851-0410） 

瑞穂区西部いきいき支援センター 
瑞穂区堀田通1丁目18 
シティアーク1階 

872-1705
（872-1707） 

井戸田、高田、穂波、堀田、瑞穂、御劔 

熱田 
熱田区いきいき支援センター 

熱田区神宮三丁目1-15 
熱田区在宅サービスセンター内 

671-3195
（671-4019） 

区内全域 
分 室 

熱田区大宝三丁目6‐26  
シャンボール日比野1階 

682-2522
（682-2505） 

中川 
中川区西部いきいき支援センター 

中川区小城町一丁目1-20 
中川区在宅サービスセンター内 

352-8258
（353-5879） 

赤星、荒子、五反田、正色、千音寺、 
戸田、豊治、長須賀、西前田、野田、 
春田、万場、明正 分 室 

中川区春田四丁目119  
プリマヴェーラ1階 

364-7273
（364-7271） 

港 港区東部いきいき支援センター 
港区港楽二丁目6-32 
港区在宅サービスセンター内 

651-0568
（661-2940） 

稲永、大手、港楽、成章、東海、中川、西築地、 
野跡、東築地 

南 南区南部いきいき支援センター 
南区前浜通3丁目10 

南区在宅サービスセンター内 
819-5050

（823-2688） 
笠寺、柴田、大生、宝、千鳥、白水、宝南、星崎、
笠東 

守山 
守山区東部いきいき支援センター 

守山区小幡南一丁目24-10 

守山区在宅サービスセンター内 
758-2013

（758-2015） 
天子田、大森、大森北、小幡、吉根、志段味西、 
志段味東、下志段味、苗代、本地丘、森孝西、 
森孝東 分 室 守山区吉根南1401 

736-0080
（736-0081） 

緑 

緑区北部いきいき支援センター 
緑区鳴子町1丁目7-1 

緑区在宅サービスセンター内 
899-2002

（891-7640） 
旭出、浦里、大清水、片平、神の倉、熊の前、黒石、小坂、

常安、滝ノ水、戸笠、徳重、長根台、鳴子、鳴海東部、 

桃山 分 室 
緑区徳重五丁目625  

アーバニティ幸1階 
877-9001

（877-8841） 

名東 

名東区北部いきいき支援センター 
名東区上社一丁目802 

名東区在宅サービスセンター内 
726-8777

（726-8776） 猪高、猪子石、香流、北一社、引山、藤が丘、 
平和が丘、本郷、豊が丘、蓬来 

分 室 
名東区明が丘124-2  

ami ami annex 2階 
771-7785

（771-7702） 

天白 

天白区東部いきいき支援センター 
天白区原一丁目301 

天白区在宅サービスセンタ-内 
809-5555

（385-8451） 相生、植田、植田北、植田東、植田南、しまだ、高坂、
原、平針、平針北、平針南 

分 室 
天白区原五丁目1303 

三和シャトー1階 
808-5400

（808-5322） 

 


