
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

社会福祉法人

 

 社会福祉法人

2020

随時募集
2021

 

社会福祉法人

2020

随時募集
2021 年 4

手と手のぬくもり。伝わるやさしさ。

社会福祉法人

 
2020 年

随時募集
4 月新卒者可

手と手のぬくもり。伝わるやさしさ。

社会福祉法人 朝霞地区福祉会

年度

随時募集
新卒者可

手と手のぬくもり。伝わるやさしさ。

朝霞地区福祉会

度 

随時募集 
新卒者可 

手と手のぬくもり。伝わるやさしさ。

朝霞地区福祉会

介護
 

手と手のぬくもり。伝わるやさしさ。

朝霞地区福祉会

介護
 職員

手と手のぬくもり。伝わるやさしさ。

朝霞地区福祉会

 
介護
職員

手と手のぬくもり。伝わるやさしさ。 

朝霞地区福祉会 

介護 
職員 

 



 

 

 

 

 

社会福祉法人

 

社会福祉法人です。現在は高齢者、保育、障害児・者の分野で福祉サービスに取り組んでいます。

特別養護老人ホーム

 

ホームとして開設されました。現在では、ショートステイ、

デイサービスセンター、居宅介護支援センター及び地域包

括支援センターの運営を行い、地域の高齢者の方々が住み

慣れた家・慣れ親しんだ土地で生活できる事を目標に、こ

ころの安心とこころの安定を大切にする総合的な介護サ

ービスの提供に努めています。

  

  

  

    

    

    

    

  

 

社会福祉法人

 

当法人は、1975

社会福祉法人です。現在は高齢者、保育、障害児・者の分野で福祉サービスに取り組んでいます。

朝 光 苑 

 

特別養護老人ホーム

短期入所

デイサービスセンター

居宅介護支援センター

地域包括支援センター

高

特別養護老人ホーム

 
1986（昭和

ホームとして開設されました。現在では、ショートステイ、

デイサービスセンター、居宅介護支援センター及び地域包

括支援センターの運営を行い、地域の高齢者の方々が住み

慣れた家・慣れ親しんだ土地で生活できる事を目標に、こ

ころの安心とこころの安定を大切にする総合的な介護サ

ービスの提供に努めています。

沿 革 

  1986（昭和

   1992（平成

   1992（平成

    2000（平成

    2007（平成

    2013（平成

    2013（平成

  2017（平成

 

社会福祉法人 朝霞地区福祉会について

1975（昭和

社会福祉法人です。現在は高齢者、保育、障害児・者の分野で福祉サービスに取り組んでいます。

 

特別養護老人ホーム

短期入所 

デイサービスセンター

居宅介護支援センター

地域包括支援センター

高 齢 者 

朝 霞 市

特別養護老人ホーム

（昭和 61）年 6

ホームとして開設されました。現在では、ショートステイ、

デイサービスセンター、居宅介護支援センター及び地域包

括支援センターの運営を行い、地域の高齢者の方々が住み

慣れた家・慣れ親しんだ土地で生活できる事を目標に、こ

ころの安心とこころの安定を大切にする総合的な介護サ

ービスの提供に努めています。

（昭和 61 年）6

（平成 4 年）4月

（平成 4 年）7月

（平成 12 年）4

（平成 19 年）6

（平成 25 年）4

（平成 25 年）6

（平成 29 年）4

  

朝霞地区福祉会について

（昭和 50）年に朝霞市・志木市・和光市の

社会福祉法人です。現在は高齢者、保育、障害児・者の分野で福祉サービスに取り組んでいます。

特別養護老人ホーム 

デイサービスセンター 

居宅介護支援センター 

地域包括支援センター 

市 

特別養護老人ホーム 朝光苑

6 月、朝霞市で最初の特別養護老人

ホームとして開設されました。現在では、ショートステイ、

デイサービスセンター、居宅介護支援センター及び地域包

括支援センターの運営を行い、地域の高齢者の方々が住み

慣れた家・慣れ親しんだ土地で生活できる事を目標に、こ

ころの安心とこころの安定を大切にする総合的な介護サ

ービスの提供に努めています。 

6 月 1 日 朝霞市では最初、埼玉県下では

月 1日 新館増築

月 1日 デイサービスセンター開所

4月 1日 居宅介護支援センター開所

6月 1日 地域包括支援センター開所

4月 1 日 特別養護老人ホームを５名増床し、計

6月 15 日 デイサービス

4月 1日 空床を利用した障害者の短期入所事業の開始

朝霞地区福祉会について

）年に朝霞市・志木市・和光市の

社会福祉法人です。現在は高齢者、保育、障害児・者の分野で福祉サービスに取り組んでいます。

朝 霞

和光市

ほん

和光市

にいくら

朝光苑について

月、朝霞市で最初の特別養護老人

ホームとして開設されました。現在では、ショートステイ、

デイサービスセンター、居宅介護支援センター及び地域包

括支援センターの運営を行い、地域の高齢者の方々が住み

慣れた家・慣れ親しんだ土地で生活できる事を目標に、こ

ころの安心とこころの安定を大切にする総合的な介護サ

朝霞市では最初、埼玉県下では

新館増築(増床：計

デイサービスセンター開所

居宅介護支援センター開所

地域包括支援センター開所

特別養護老人ホームを５名増床し、計

デイサービス

空床を利用した障害者の短期入所事業の開始

朝霞地区福祉会について 

）年に朝霞市・志木市・和光市の

社会福祉法人です。現在は高齢者、保育、障害児・者の分野で福祉サービスに取り組んでいます。

志 木 市 

霞 地 区 福

保 育 

和光市 

ほんちょう保育園

和光市 

にいくら保育園

について 

月、朝霞市で最初の特別養護老人

ホームとして開設されました。現在では、ショートステイ、

デイサービスセンター、居宅介護支援センター及び地域包

括支援センターの運営を行い、地域の高齢者の方々が住み

慣れた家・慣れ親しんだ土地で生活できる事を目標に、こ

ころの安心とこころの安定を大切にする総合的な介護サ

朝霞市では最初、埼玉県下では

増床：計 70 名、短期入所

デイサービスセンター開所

居宅介護支援センター開所

地域包括支援センター開所

特別養護老人ホームを５名増床し、計

デイサービスセンター土曜日営業開始

空床を利用した障害者の短期入所事業の開始

）年に朝霞市・志木市・和光市の 3 市により設立された

社会福祉法人です。現在は高齢者、保育、障害児・者の分野で福祉サービスに取り組んでいます。

 

福 祉 会 

 

ちょう保育園 

保育園 

月、朝霞市で最初の特別養護老人

ホームとして開設されました。現在では、ショートステイ、

デイサービスセンター、居宅介護支援センター及び地域包

括支援センターの運営を行い、地域の高齢者の方々が住み

慣れた家・慣れ親しんだ土地で生活できる事を目標に、こ

ころの安心とこころの安定を大切にする総合的な介護サ

朝霞市では最初、埼玉県下では 44 番目の特別養護老人ホームとして開所

名、短期入所

デイサービスセンター開所 

居宅介護支援センター開所 

地域包括支援センター開所 

特別養護老人ホームを５名増床し、計

土曜日営業開始

空床を利用した障害者の短期入所事業の開始

市により設立された

社会福祉法人です。現在は高齢者、保育、障害児・者の分野で福祉サービスに取り組んでいます。

 

みつばすみれ

学園

障

番目の特別養護老人ホームとして開所

名、短期入所 計 14 名)

特別養護老人ホームを５名増床し、計 75 名となる

土曜日営業開始 

空床を利用した障害者の短期入所事業の開始 

市により設立された、40 年以上の歴史がある

社会福祉法人です。現在は高齢者、保育、障害児・者の分野で福祉サービスに取り組んでいます。

和 光 市 

みつばすみれ

学園 

障 害 児・者

番目の特別養護老人ホームとして開所

) 

名となる 

 

年以上の歴史がある

社会福祉法人です。現在は高齢者、保育、障害児・者の分野で福祉サービスに取り組んでいます。 

 

すずらん 

児・者 

番目の特別養護老人ホームとして開所

年以上の歴史がある

 

番目の特別養護老人ホームとして開所 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）扶養手当、住居手当

（２）昇給は原則、年１回行われます。

 

募集要項

試験内容

給与＜法人職員給与規程による＞

大   

短期大学又は専門学校

高   

地域手当･職務手当･処遇改善手当・

＜参考＞

経験が

（１）扶養手当、住居手当

応じて支給されます。

（２）昇給は原則、年１回行われます。

募 集 職 

業 務 内 

採用予定人数

必要な資格

年       

採用予定時期

 

 

 

提 出 書 

 

 

 

受 付 方 

 

受 付 期 

受付場所及び

お問合せ先

試 験 内

選 考 日

選 考 会

募集要項 

試験内容 

給与＜法人職員給与規程による＞

   学          

短期大学又は専門学校

   校          

地域手当･職務手当･処遇改善手当・

＜参考＞  

経験が 10 年で大卒

（１）扶養手当、住居手当

応じて支給されます。

（２）昇給は原則、年１回行われます。

 種 介護職員

 容 特別養護老人ホーム

採用予定人数 若 干

必要な資格 な 

       齢 2020

採用予定時期 随 

 類 

（①②③の用紙は当法人のＨＰよりダウンロードしてください）

 ①

 ②

 ③

 ＊

 ＊

 ＊

 法 電話連絡の上、持参または簡易書留で郵送してください。

持参する場合、受付時間は平日

 限 随時受付（採用が決定した時点で締切）

受付場所及び 

お問合せ先 

特別養護老人ホーム

〒353

内 容 面 

日 随 

会 場 特別養護老人ホーム

朝霞市青葉台

 

 

給与＜法人職員給与規程による＞

          

短期大学又は専門学校(２年制

          

地域手当･職務手当･処遇改善手当・

年で大卒（介護福祉士所有）の場合

（１）扶養手当、住居手当 (最大27,000

応じて支給されます。初年度の賞与は、約

（２）昇給は原則、年１回行われます。

介護職員 

特別養護老人ホーム

干 名 

 し 

2020 年 4 月 1 日現在で満

 時 ／ 2021

（①②③の用紙は当法人のＨＰよりダウンロードしてください）

① 申込書・受験票（必要事項を記入し、写真を貼付する

② 履歴書（写真を貼付する）

③ 志望理由書

＊  受験者本人が直接申し込んでください。

＊  提出をされた書類は、一切お返しできませんのでご了承ください。

＊  用紙をダウンロード

電話連絡の上、持参または簡易書留で郵送してください。

持参する場合、受付時間は平日

随時受付（採用が決定した時点で締切）

特別養護老人ホーム

353-0016 朝霞市青葉台

 接 

 時 

特別養護老人ホーム

朝霞市青葉台 1

給与＜法人職員給与規程による＞

          253

２年制)  23

          222

地域手当･職務手当･処遇改善手当・

（介護福祉士所有）の場合

27,000円) 、通勤手当

初年度の賞与は、約

（２）昇給は原則、年１回行われます。(平均で

特別養護老人ホームにおける介護業務

日現在で満 59

2021 年 4 月 1

（①②③の用紙は当法人のＨＰよりダウンロードしてください）

申込書・受験票（必要事項を記入し、写真を貼付する

履歴書（写真を貼付する）

志望理由書 

受験者本人が直接申し込んでください。

提出をされた書類は、一切お返しできませんのでご了承ください。

ダウンロード

電話連絡の上、持参または簡易書留で郵送してください。

持参する場合、受付時間は平日

随時受付（採用が決定した時点で締切）

特別養護老人ホーム 朝光苑

朝霞市青葉台

特別養護老人ホーム 朝光苑

1-10-32  

給与＜法人職員給与規程による＞ 

53,300 円～314,800

35,300 円～314,800

22,300 円～314,800

地域手当･職務手当･処遇改善手当・特定処遇改善手当・

（介護福祉士所有）の場合

、通勤手当、賞与

初年度の賞与は、約2.4ヶ月支給です。（前年度実績）

平均で 7,000 円程度

における介護業務

59 歳までの人

1日（新卒）

（①②③の用紙は当法人のＨＰよりダウンロードしてください）

申込書・受験票（必要事項を記入し、写真を貼付する

履歴書（写真を貼付する） 

受験者本人が直接申し込んでください。

提出をされた書類は、一切お返しできませんのでご了承ください。

ダウンロードできない方は、お問い合わせください。

電話連絡の上、持参または簡易書留で郵送してください。

持参する場合、受付時間は平日の午前

随時受付（採用が決定した時点で締切）

朝光苑 

朝霞市青葉台1-10-32 048

朝光苑 

 048-465-3255

 

314,800 円 

314,800 円 

314,800 円 

特定処遇改善手当・夜勤４回を含む

（介護福祉士所有）の場合  310,100

賞与 (年２回

ヶ月支給です。（前年度実績）

円程度) 

における介護業務 

歳までの人 ／ 2021

日（新卒） 

（①②③の用紙は当法人のＨＰよりダウンロードしてください）

申込書・受験票（必要事項を記入し、写真を貼付する

受験者本人が直接申し込んでください。（すべての書類は本人直筆）

提出をされた書類は、一切お返しできませんのでご了承ください。

できない方は、お問い合わせください。

電話連絡の上、持参または簡易書留で郵送してください。

午前 9時から午後

随時受付（採用が決定した時点で締切） 

048-465-3255

3255 

 

 

 

夜勤４回を含む

,100 円  

年２回  3.65月分

ヶ月支給です。（前年度実績）

2021 年 4 月新卒可

（①②③の用紙は当法人のＨＰよりダウンロードしてください）

申込書・受験票（必要事項を記入し、写真を貼付する

（すべての書類は本人直筆）

提出をされた書類は、一切お返しできませんのでご了承ください。

できない方は、お問い合わせください。

電話連絡の上、持参または簡易書留で郵送してください。 

時から午後 5 時までです。

3255 

夜勤４回を含む。（夜勤手当：

月分)などの諸手当が

ヶ月支給です。（前年度実績） 

月新卒可 

（①②③の用紙は当法人のＨＰよりダウンロードしてください） 

申込書・受験票（必要事項を記入し、写真を貼付する) 

（すべての書類は本人直筆）

提出をされた書類は、一切お返しできませんのでご了承ください。

できない方は、お問い合わせください。 

 

時までです。 

（夜勤手当：7,000

などの諸手当が、条件に

（すべての書類は本人直筆） 

提出をされた書類は、一切お返しできませんのでご了承ください。 

,000円／回）

条件に

円／回） 



 

 

  

      

      

  

  

 

 

（１）各種保険加入（健康保険・厚生年金保険・雇用保険・労災保険）

（２）職員健康診断

（３）退職金

（４）職員の自主研修に対する補助制度あり（限度額

（５）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

埼玉県

  URL:

 

東武東上線

   

    

勤務時間・休暇等

福利厚生

申込受付場所・アクセス

  シフト制（

早番  午前７

      日勤  午前９時３０分

      夜勤 午後４時４５分

  （１）年次有給休暇

  （２）結婚休暇

（１）各種保険加入（健康保険・厚生年金保険・雇用保険・労災保険）

（２）職員健康診断

（３）退職金

（４）職員の自主研修に対する補助制度あり（限度額

（５）職員が仕事と子育てを両立することができるよう、次世代育成支援行動計画を策定し、

働きやすい環境を整えて

・朝霞地区福祉会

年に一度開催しています。

他にも、法人内他事業（障害児・者、保育

・毎年、朝霞市民まつり（彩夏祭）の鳴子よさこいフェスタに参加しています。

・インフルエンザ予防接種

・財形貯蓄制度あり。

・被服貸与あり。

埼玉県朝霞市青葉台

URL: http://www.a

 

東武東上線 

①西武バス・大泉学園行

    緑ヶ丘バス停下車

②市内循環バス

   朝霞警察署前バス停下車

勤務時間・休暇等

福利厚生

その他 

申込受付場所・アクセス

シフト制（4週 8休日制

午前７時   

午前９時３０分

午後４時４５分

年次有給休暇 

結婚休暇（最大

（１）各種保険加入（健康保険・厚生年金保険・雇用保険・労災保険）

（２）職員健康診断 

（３）退職金 独立行政法人福祉医療機構退職共済制度・

（４）職員の自主研修に対する補助制度あり（限度額

職員が仕事と子育てを両立することができるよう、次世代育成支援行動計画を策定し、

働きやすい環境を整えて

朝霞地区福祉会の全職員を対象とした職員全体勉強会を、

年に一度開催しています。

他にも、法人内他事業（障害児・者、保育

・毎年、朝霞市民まつり（彩夏祭）の鳴子よさこいフェスタに参加しています。

・インフルエンザ予防接種

・財形貯蓄制度あり。

被服貸与あり。 

朝霞市青葉台 1-10

http://www.a-fukushikai.org

 朝霞駅南口下車

①西武バス・大泉学園行

緑ヶ丘バス停下車 

②市内循環バス  

朝霞警察署前バス停下車

勤務時間・休暇等

福利厚生 

 

申込受付場所・アクセス

休日制 夜勤あり

    ～ 午後４時

午前９時３０分 ～ 午後６時３０分

午後４時４５分 ～ 午前９時４５分

 ：年間20日（

（最大7日）、特別休暇、病気休暇、介護休暇、育児休業等があります。

（１）各種保険加入（健康保険・厚生年金保険・雇用保険・労災保険）

独立行政法人福祉医療機構退職共済制度・

（４）職員の自主研修に対する補助制度あり（限度額

職員が仕事と子育てを両立することができるよう、次世代育成支援行動計画を策定し、

働きやすい環境を整えており、埼玉県から

全職員を対象とした職員全体勉強会を、

年に一度開催しています。外部講師を

他にも、法人内他事業（障害児・者、保育

・毎年、朝霞市民まつり（彩夏祭）の鳴子よさこいフェスタに参加しています。

・インフルエンザ予防接種全額補助

・財形貯蓄制度あり。 

10-32  TEL:048

fukushikai.org

朝霞駅南口下車 徒歩

①西武バス・大泉学園行 （朝霞駅南口より）

 徒歩5分 

朝霞警察署前バス停下車 徒歩

ぜひ施設を

見学にいらして下さい！

随時受け付けています！

勤務時間・休暇等 

申込受付場所・アクセス 

夜勤あり 4～5 回

午後４時 

午後６時３０分

午前９時４５分

（4月1日採用の場合は、その年

日）、特別休暇、病気休暇、介護休暇、育児休業等があります。

（１）各種保険加入（健康保険・厚生年金保険・雇用保険・労災保険）

独立行政法人福祉医療機構退職共済制度・

（４）職員の自主研修に対する補助制度あり（限度額

職員が仕事と子育てを両立することができるよう、次世代育成支援行動計画を策定し、

おり、埼玉県から

全職員を対象とした職員全体勉強会を、

外部講師を招き

他にも、法人内他事業（障害児・者、保育

・毎年、朝霞市民まつり（彩夏祭）の鳴子よさこいフェスタに参加しています。

全額補助。 

TEL:048-465-3255

fukushikai.org 

徒歩20分 

（朝霞駅南口より）

徒歩 8分 

ぜひ施設を 

見学にいらして下さい！

随時受け付けています！

ＱＲコード

回／月） 

午後６時３０分 

午前９時４５分 

日採用の場合は、その年

日）、特別休暇、病気休暇、介護休暇、育児休業等があります。

（１）各種保険加入（健康保険・厚生年金保険・雇用保険・労災保険）

独立行政法人福祉医療機構退職共済制度・

（４）職員の自主研修に対する補助制度あり（限度額50,000

職員が仕事と子育てを両立することができるよう、次世代育成支援行動計画を策定し、

おり、埼玉県から「多様な働き方実践企業」に認定されています。

全職員を対象とした職員全体勉強会を、

招き、様々なテーマについて学んでいます。

他にも、法人内他事業（障害児・者、保育）の職員との交流があります。

・毎年、朝霞市民まつり（彩夏祭）の鳴子よさこいフェスタに参加しています。

 

3255 

（朝霞駅南口より） 

見学にいらして下さい！

随時受け付けています！

ＱＲコード 

日採用の場合は、その年は15

日）、特別休暇、病気休暇、介護休暇、育児休業等があります。

（１）各種保険加入（健康保険・厚生年金保険・雇用保険・労災保険）

独立行政法人福祉医療機構退職共済制度・埼玉県社会福祉事業共助会退職共済制度加入

50,000円） 

職員が仕事と子育てを両立することができるよう、次世代育成支援行動計画を策定し、

「多様な働き方実践企業」に認定されています。

全職員を対象とした職員全体勉強会を、 

様々なテーマについて学んでいます。

）の職員との交流があります。

・毎年、朝霞市民まつり（彩夏祭）の鳴子よさこいフェスタに参加しています。

見学にいらして下さい！ 

随時受け付けています！ 

15日）を採用時点から付与

日）、特別休暇、病気休暇、介護休暇、育児休業等があります。

（１）各種保険加入（健康保険・厚生年金保険・雇用保険・労災保険） 

埼玉県社会福祉事業共助会退職共済制度加入

職員が仕事と子育てを両立することができるよう、次世代育成支援行動計画を策定し、

「多様な働き方実践企業」に認定されています。

様々なテーマについて学んでいます。

）の職員との交流があります。

・毎年、朝霞市民まつり（彩夏祭）の鳴子よさこいフェスタに参加しています。

日）を採用時点から付与

日）、特別休暇、病気休暇、介護休暇、育児休業等があります。 

埼玉県社会福祉事業共助会退職共済制度加入

職員が仕事と子育てを両立することができるよう、次世代育成支援行動計画を策定し、

「多様な働き方実践企業」に認定されています。

様々なテーマについて学んでいます。 

）の職員との交流があります。 

・毎年、朝霞市民まつり（彩夏祭）の鳴子よさこいフェスタに参加しています。 

日）を採用時点から付与。 

埼玉県社会福祉事業共助会退職共済制度加入

職員が仕事と子育てを両立することができるよう、次世代育成支援行動計画を策定し、 

「多様な働き方実践企業」に認定されています。 

 

埼玉県社会福祉事業共助会退職共済制度加入 



朝霞地区福祉会の給与モデルです。 　　　　　　　　　　　　　２０２０年３月現在

 ※１　AllAboutﾏﾈｰ「ｻﾗﾘｰﾏﾝの平均年収は440万円!?」更新日：2020/03/11

　　　　https://allabout.co.jp/gm/gc/475779/#1

 ※２　東洋経済ＯＮＬＩＮＥ最新版１２９の「職業別年収ランキング」2018/03/15

 　　　　https://toyokeizai.net/articles/-/212579?page=3

保 育 士

生活支援員

保 育 士

介護職員

看 護 師

 再雇⽤制度により、定年後も６５歳まで勤務を継続することができます。

「職業別年収ランキング」によると

看護師の水準は

・平均年齢３９．３歳

　年収：４７８万円

　　　　　　　　※２

「職業別年収ランキング」によると

福祉施設介護職の水準は

・平均年齢４０．８歳

　年収：３２９万円

　　　　　　　　※２

「職業別年収ランキング」によると

保育士職の水準は

・平均年齢３５．８歳

　年収：３４２万円

　　　　　　　　※２

さらに夜勤回数に応じ、手当が支給されます。
月４回の場合、年３３６千円

さらに条件により
・扶養のある⼈（配︓13,000円、⼦︓6,000円）
・家賃ありの⼈（最⼤︓27,000円）
・時間外勤務手当
・資格取得に応じて手当を支給

     が加わります

みつばすみれ学園
年 数 歳 給与･賞与合計
１年目 20 282万円
10年目 29 392万円
20年目 39 543万円
定 年 60 685万円

⽣涯年収   2億1,786万円

朝光苑
年 数 歳 給与･賞与合計
１年目 20 286万円
10年目 29 396万円
20年目 39 538万円
定 年 60 688万円

⽣涯年収   2億1,753万円

すずらん
年 数 歳 給与･賞与合計
１年目 20 283万円
10年目 29 393万円
20年目 39 535万円
定 年 60 685万円

⽣涯年収   2億1,630万円

朝光苑
年 数 歳 給与･賞与合計
１年目 20 331万円
10年目 29 441万円
20年目 39 582万円
定 年 60 676万円

⽣涯年収   2億2,946万円

  短⼤または専門学校を卒業後、新卒として就職し、異動なく定年まで勤務した場合
  定年時の職位は主幹（主事補→主事→主任→主査→主幹→施設⻑）

モデルケース

給与の特徴
 勤務年数を重ねるごとに給与が増えていくのが特徴です。
 勤続２０年目には、⼀般的な会社員の平均年収（４８７万円※１）を超える⽔準に
到達し、その後も定年まで緩やかに上昇していきます。

保育園
年 数 歳 給与･賞与合計
１年目 20 240万円
10年目 29 368万円
20年目 39 509万円
定 年 60 676万円

⽣涯年収     2億747万円


