
住所 代表者名

会社概要

創業 昭和47 年 6 月

資本金 0 万円

従業員数 58 人

平均年齢 54 歳

雇用形態

初任給 大学 （介護職） 181,900円

（介護職） 170,400円

高校 （介護職） 162,100円

諸手当

【先輩からのメッセージ♪】 昇給 （毎年に1回）

賞与 (年２回　正規職員前年度実績4.0ヶ月分)

勤務時間 8:30 ～

シフト制 （３交代）

遅出(約週1回) 10:00 ～

夜勤(希望回数OK　1～10回) 16:00 ～

休日・休暇

その他有給休暇

退職金

研修制度

加入保険等

従業員宿舎

その他福利厚生

高卒　         　　　　　 平成２６年度１名（介護職）

障害者雇用

勤務地　　〒859-1111　長崎県雲仙市吾妻町馬場名406番地

連絡先 求める人物像

採用担当　　　/     事務長　北村恵里

電話番号　　　/     0957-38-2096

ホームページ　/ 　http://aduma.or.jp

E-mail　　　　/    adumasou@fsinet.or.jp

職場体験・見学の受入

短大、専門学校

制服貸与・ソウウェルクラブ加入(様々なお祝い金、年1回の生活必需品・永

年勤続品の贈呈、その他各種施設得点割引など)・永年勤続表彰・慶弔見舞制

度・従事者相互保険制度(災害補償)・懇親会等・資格取得サポート(費用助

成、勤務時間を実習時間に充当)

感謝の気持ちで「ありがとう」が言える人。空気を読み取り、周りを

見て行動ができる人。傾聴力を磨き、報告連絡相談を欠かさない人。

「ごめんなさい」「すみません」を素直に言える人。できない理由を

探さない。言い訳をしない人。一人で悩まず相談できる人。

介護の仕事は、排泄やお風呂のお世話をすることがメインではありませ

ん。もちろん、介助もしますしきれいな仕事ではありませんが、そこには

介護を受けるご本人の人生に寄り添うという非常にやりがいのある重要な

任務があります。理想論に聞こえるかもしれませんが、理想を現実にしよ

うとするかどうかは介護職員にかかっています。 私達、吾妻荘の介護職は

介護のプロとして。またさらに自己成長を目指して日々仕事に取り組んで

います。 「介護」は人の人生の終盤に寄り添い、思い通りに動かなくなっ

た体や、低下した判断力と折り合いをつけながら生きていく高齢者の介助

をし、最後まで自分らしく生きていただくお手伝いをするということで

す。介護職だけではなく、施設全体が一つのチームとなって入居者の方々

の人生をサポートしています。スタッフや入居者間の人間関係、施設の明

るく家庭的な雰囲気づくりに取り組くみ、とても働きやすく生き生きと仕

事ができる職場です。資格取得のサポートがあるので資格がなくても大丈

夫！！介護職は人にやさしくありたい。人の力になりたい。という気持ち

が一番大切です。介護に興味がある方。思いやりを仕事にしたい方。ぜひ

私達吾妻荘スタッフと一緒に仕事をしてみませんか？とてもやりがいのあ

る仕事ですよ！！☆☆☆☆☆

採用実績

年次有給休暇、特別有給休暇、育児休暇（実績有

現在継続取得者1名)、介護休暇

福)吾妻福祉会　養護老人ホーム吾妻荘

自分らしく　社会と共に

　　　その他（夜勤業務手当、時間外手当、処遇改善加算、左記に伴うその他諸手当）

○資格取得のための研修　○施設内研修　その他必要に応じて（身体

拘束・感染症・人事・レクレーション・介護職員交流など）

○生涯研修のプログラム（新任・中堅・主任）

17:30（休憩1時間）

19:00（休憩1時間）

10:00（休憩2時間）

遅出業務は入職2カ月後(約週１回)から。夜勤業務は入職3ヶ月後

(未経験者、新卒者は試用期間６か月後)から開始ですが、夜勤業務

に関しては自信がつくまで夜間・早朝と先輩がサポートにつき、その

他業務全般においても慣れるまでは新人研修等でサポートが

ありますので安心です!!

老人福祉施設にはいくつかの種類（老人デイサービスセンター、老人短期

入所施設、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム、老人

福祉センター、老人介護支援センター）がありますが、当施設は養護老人

ホームです。環境上、経済的な理由から自宅で生活することができない高

齢者を市が窓口となり受け入れ、入居された方の家族代わりとして日常的

なサポートをする施設です。もともとは生活保護法の養老施設の流れをく

んでいるもので、主に生活困窮者や様々な理由により家族と縁がない方な

どが対象です。

職種（内容）

勤務条件・処遇

介護職（入居者の生活援助・介護業務）

食事・入浴・排泄介助・整容・見守り・清掃・洗濯・話し相手・デイ

サービスへの通所準備等をお手伝いする直接介護業務のほか、入居者

の方が安心して安定した生活を送るための生活援助業務を行います。

生活援助業務の内容は、他職種と連携(看護師、ケアマネ、栄養士、

相談員との情報交換・調整・相談）をとりなががら、チームケアで介

護保険サービスの提供など、入居者の方が安心して安定した日々を過

ごせるよう入居者の方の環境全般を援助する業務となります。

【事業所紹介】

令和4年4月時点
求人票に記載の内容とは異なる場合がありますので、ハローワークにてご確認ください。

長崎県雲仙市吾妻町吾妻町馬場名４０６番地 理事長　松竹　正純

⑤写真
※複数枚可

福祉

労災 健康 厚生

可 不可

有 無

なし社宅あり

雇用

あり

あり

なし

週休２日（シフトによる）月の公休のうち２日は希望の公休取

年末年始休暇 祝・祭日休

あり

寮あり 借上社宅あり

あり

私達社会福祉法人吾妻福祉会では

地域福祉を推奨するための

活動に取り組んでいます

年間を通して残業は基本的にありません。施設敷地内に認定こど

も園があり、結婚・出産後の職場復帰ができ、子育てをしながら

仕事を続けることが可能です。敷地内の認定こども園ですのでお

子さんを見守る環境も整っています。賞与と処遇改善加算につい

ては、入職一年間は従事した勤務日数でカウントして支給します。

正社員 正社員以外(原則1年自動更新)

住宅手当 通勤手当

扶養手当（家族手当） 深夜・休日手当

あり



住所 代表者名

会社概要

創業 1967 年 4 月

資本金 51,549 万円

従業員数 80 人

平均年齢 39 歳

勤務条件・処遇

職種（内容）

雇用形態

初任給 大学 （介護職） 195,600円

（介護職） 191,400円

高校 （介護職） 187,200円

諸手当

　 その他（資格業務手当、処遇改善手当）

昇給 （1年に1回）

賞与 （年2回） 4.15ヶ月/年）

勤務時間 8:00 ～

シフト制 （2交代）

8:00 ～

17:00 ～

休日・休暇

その他有給休暇

退職金

研修制度

（　初任研修、スキルアップ研修　）

加入保険等

従業員宿舎

その他福利厚生

採用実績

採用実績

大卒（短大、専門学校卒） 令和4年度1名（介護職）

連絡先

採用担当/ 施設長　森下　徹也 障害者雇用

電話番号/ 0957-74-3711 勤務地　　　　　　　　　　　雲仙市小浜町北本町217番地

ホームページ/ http://www.obamakai.com/

E-mail/ yurakuen@k2.dion.ne.jp

職場体験・見学の受入

令和4年4月時点
求人票に記載の内容とは異なる場合がありますので、ハローワークにてご確認ください。

〒854-0514　長崎県雲仙市小浜町北本町217番地 理事長　森下　晃英

「いつも愛の真心を」　をモットーに
高齢者の皆様に喜んでいただける社会福祉事業を展開しております！

そして、高齢者の皆さんと共に、スタッフさんも幸せに！

⑤写真
※複数枚可

福祉
社会福祉法人　小浜会

特別養護老人ホーム　湯楽苑

【会社紹介】

こんにちは！　社会福祉法人　小浜会です。

私たち、特別養護老人ホーム　湯楽苑は、【いつも愛の真心を】をモットー
に、、言葉やわらかに高齢者の皆様に喜んでいただけるよう「優しい介護」
「丁寧な介護」をさせて頂いております。
高齢者の皆様の日々の生活に寄り添い、皆様が幸せに過ごせるように励ん
でおります。

また、高齢者の皆様だけではなく、スタッフの皆さんも幸せになれるように、
働きやすい環境づくりを心がけております。是非、私たちと一緒に高齢者の
皆様に笑顔をお届けしましょう！

是非お待ちしております！！

短大、専門学校

・介護職（入居者の日常生活にかかわる介助全般）

17:30

17:30

翌10：00

　　　　　　　　　　　　　　　  平成31年度1名（介護職）

　　　　　　　 　　　　　　　　　

求める人物像
・介護に興味がある方
・高齢者とお話しすることが好きな方
・優しくて、丁寧な方

【先輩からのメッセージ】

高校卒業後、他業種で働いてきましたが、私は現在の介護福祉士の仕事が
一番楽しく、自分に合っていると感じています。
仕事の内容は、入居されている方の入浴介助、食事介助、体位交換など
日々の生活の介助をするのが主な仕事で、大変な点や苦労が多いと思われ
るかもしれませんが、私はそんなことは一切ないというのが本音です。
むしろ、入居者の方々から「ありがとう」と言われたり、普段は表情に変化が
ない方が時折見せてくれる笑顔、心を開いてくれることにやりがいや喜びを
感じています。

また、当施設はスタッフ同士の人間関係も良いし、助け合う気持ちにあふれ
ている職場で、とにかく働きやすいです。介護員の負担軽減のために便利な
設備を積極的に取り入れてくれるのをはじめ、リフレッシュできるような休憩
時間を設けてくれるなど、現場の介護員たちが働きやすい環境を、経営者が
整えてくれているのも大変助かっています。
これからも入居者の方々に信頼してもらえるような介護士を目指していきた
いです。 高卒　         　　　　　　 　 令和3年度1名（介護職）

・インフルエンザ予防接種補助
・季節に合わせて施設の楽しい行事多数
・育児休暇の取得多数
・同一法人内に認定こども園、学童保育あり

労災 健康 厚生

あり（勤続1年以上）

可 不可

有 無

なし社宅あり

雇用

正社員 正社員以外（契約社員・嘱託社員等）

住宅手当 通勤手当

扶養手当（家族手当）

あり

あり

深夜・休日手当

あり

週休2日（曜日は不定、4週8休）

年末年始休暇 祝・祭日休

あり

寮あり 借上社宅あり

あり

http://www.obamakai.com/
mailto:yurakuen@k2.dion.ne.jp


住所 代表者名

会社概要

創業 1992 年 10 月

資本金 0 万円

従業員数 120 人

平均年齢 44 歳

勤務条件・処遇

職種（内容）

雇用形態

基本給（4月当初）

（介護職） 150,000円

高校 （介護職） 140,000円

諸手当

　

昇給 （年1回）

賞与 （年２回）

勤務時間 8:30 ～

シフト制 （4交代）

7:00 ～

11:00 ～

16:30 ～ 9:00 （夜勤）

休日・休暇

その他有給休暇

・特別休暇

退職金

研修制度

（　新人職員研修、外部研修等　）

加入保険等

従業員宿舎

その他福利厚生

※「あり」の場合具体的な内容

採用実績

採用実績

高卒　         　　　　　　 　 平成２８年度２名（介護職）

　　　　         　　　　　　　　平成３０年度１名（介護職）

外国人技能実習生　　　　 平成３１年度２名（介護職）

連絡先

採用担当/ 障害者雇用

電話番号/ 勤務地

E-mail/

職場体験・見学の受入

　【先輩からのメッセージ】

　

       最初は利用者様に対してどのように声掛けをしたらよいかわからず、うまくコミュニ

　　　ケーションがとれませんでした。しかし、日々の業務の中で、声掛の方法や業務の

　　　流れを丁寧に指導していただきました。たくさんの不安がありましたが、基礎からき

※庭園

　　　未経験、無資格の方も経験を積みながら成長できる職場です。

　　　　豊岡　幸二

　　　　０９５７-７７-２１２０

ホームページ/　　　https://sinwakai.net/　

　　　　felicemizuho@polka.ocn.ne.jp

　　　ちんと指導していただき、今では利用者様とうまくコミュニケーションがとれるように

　　　なりました。これからも利用者様が

　　　笑顔で生活していただけるような仕

　　　事をしていきたいと思います。

　　　　　　　　平成２８年４月１日入職

雲仙市瑞穂町

短大、専門学校

その他：介護職員処遇改善手当15,000円/月

　　　　　　 夜勤手当6,000円/回（月4～5回）

誠実な方、高齢者に優しく接するこ
とができる方。

求める人物像

制服貸与、定期健康診断、育児・介護休暇、インフルエンザ予防接種、

資格取得支援、慶弔見舞金、職員互助会

　　　　（インドネシアより）

17:30

16:00（早出）

20:00（遅出）

　　　※研修風景

　【会社紹介】

　　　真寿苑は、医療と福祉の機能を備えた施設で、高齢の入所利用者が家庭に戻るた

　　　めに必要な支援をする施設です。医師、看護師、リハビリテーション、管理栄養士等

　　　の医療職、介護福祉士、社会福祉士等の福祉職等様々な国家資格をもった職員が

　　　協働で高者の支援をしています。高校卒業後に入職した職員も4年後にはほとんど

　　　が介護福祉士という国家資格を取得し、専門職の仲間入りを果たしています。

令和4年4月時点
求人票に記載の内容とは異なる場合がありますので、ハローワークにてご確認ください。

〒859-1213　雲仙市瑞穂町伊福甲681 　理事長　大野　ゆき正

真和会は「真心」と「心の和」をもって地域社会に貢献します。

⑤写真
※複数枚可

福祉
社会福祉法人　真和会

介護老人保健施設　真寿苑

・介護職（高齢者介護）

労災 健康 厚生

あり（勤続 ３年以上）

可 不可

有 無

なし社宅あり

雇用

正社員 正社員以外（契約社員・嘱託社員等）

あり

あり

あり

週休２日（勤務シフトによる）

年末年始休暇 祝・祭日休

あり

寮あり 借上社宅あり

あり

住宅手当 通勤手当

扶養手当（家族手当） 深夜・休日手当



住所 代表者名

会社概要

創業 平成6 年 4 月

資本金 万円

従業員数 87 人

平均年齢 47.1 歳

勤務条件・処遇

職種（内容）

雇用形態

初任給 大学 （介護職） 216,300円

（介護職） 196,300円

高校 （介護職） 190,800円

諸手当

　 その他（資格手当、夜勤手当等）

昇給 （1年に1回）

賞与 （年2回）

勤務時間

シフト制 （3交代）

7:00 ～

8:30 ～

9:00 ～

休日・休暇

その他有給休暇

・慶弔休暇、介護休暇、育児休暇

退職金

研修制度

（　施設内外研修、新人研修他　　）

加入保険等

従業員宿舎

その他福利厚生

採用実績

採用実績

連絡先 障害者雇用

採用担当/　　平辻 勤務地

電話番号/　　0957-77-4011

ホームページ/　　http://zuikoukai.com

E-mail/　　　 unzen@zuikoukai.com

職場体験・見学の受入

　　　　         　　　　　　　　平成30年度4名（介護職）

　　　　         　　　　　　　　令和3年度1名（介護職）

求める人物像

高齢者が好きな方。
島原市稗田町「地域密着型特別養
護老人ホームまゆやまの里」勤務の
介護職も募集中です。

資格取得支援制度、制服貸与、健康診断
慶弔見舞金制度、育児休暇の取得他

大卒（短大、専門学校卒） 平成28年度3名（介護職）

　　　　　　　 　　　　　　　　　平成28年度1名（看護職）

　　　　　　　 　　　　　　　　　平成28年度1名（調理職）

※基本給･処遇改善手当のみ記載

　　　　　　　 　　　　　　　　　令和元年度1名（介護職）

短大、専門学校

・介護職（　施設をご利用されておられる高齢者の介護全般　）

16:00

18:30

17:30

雲仙市瑞穂町、もしくは島原市。
希望に応じます。

高卒　         　　　　　　 　 平成29年度3名（介護職）

　　　　         　　　　　　　　令和元年度1名（介護職）

令和4年4月時点
求人票に記載の内容とは異なる場合がありますので、ハローワークにてご確認ください。

〒859-1216　長崎県雲仙市瑞穂町古部乙1392番地1 施設長　平辻 心

「介護」から「快護」へ

福祉
社会福祉法人 瑞幸会

特別養護老人ホームうんぜんの里

介護職員 女性：21歳 性格：明るい

①勤務年数：2年半 資格：介護職員初任者研修

②どうしてこの仕事(福祉)を選んだのか？

小学生の頃､職場体験でご利用者様に「ありがとう」と言葉を頂い
たことがきっかけで介護の仕事に興味をもちました。高校生の頃ボラ

ンティアで訪問した介護施設での体験から「介護の職場で働きたい」

と強い思いが芽生え､福祉の仕事を選択しました
③仕事のやりがいは何ですか？

仕事が「大変」であることは確かですが､ご利用者様やご家族様に

「助かったよ」「あんたのおるけん嬉しか～」等の言葉を頂いた時､
できなかった仕事ができるようになり､先輩から「よかったね」と言

葉を掛けて頂いた時は､嬉しい気持ちと自分のスキルアップに繋がっ

ていることを実感でき､この仕事でよかったと感じます。
④うんぜんの里を一言で！

「厳しさ」「楽しさ」「感謝」色んな経験ができるやりがいのある

職場です！

労災 健康 厚生

あり（勤続 1年以上）

可 不可

有 無

なし社宅あり

雇用

正社員 正社員以外（契約社員・嘱託社員等）

住宅手当 通勤手当

扶養手当（家族手当）

あり

あり

深夜・休日手当

あり

週休2日（4週8休）

年末年始休暇 祝・祭日休

あり

寮あり 借上社宅あり

あり

うんぜんの里 ～5つの安心サポート ～

自宅での生活が困難になられた高齢者の方々に

安心して頂き、毎日を笑顔で楽しく暮らして頂く為の

お手伝いをさせて頂いております。

①若手スタッフが半数在籍 「活気あふれる職場」

②子育て世代スタッフも多数在籍 「安心子育て支援職場」

③福利厚生も充実 「安心頼れる職場」

④男性スタッフが半数在籍 「力･心強い職場」

⑤先輩スタッフからの手厚い指導 「学びある職場」

先輩からのメッセージ



住所 代表者名

会社概要

創業 1977 年 10 月

資本金  万円 （社会福祉法人のためなし） 

従業員数 630 人

平均年齢 48.8 歳

勤務条件・処遇

職種（内容）

・事務職（経理事務）

雇用形態

初任給 大学 （福祉職） 179,500円

（事務、製造） 172,100円

（福祉職） 174,200円

（事務、製造） 169,200円

高校 （福祉職） 166,000円

※処遇改善手当込 （事務、製造） 162,000円

諸手当

　 その他（宿直手当、時間外手当、特別手当）

昇給 （1年に1回）

賞与 （年2回）

勤務時間 8:30 ～

シフト制

12:30 ～

※事業所によって勤務時間は異なります

休日・休暇

その他有給休暇

・リフレッシュ休暇

・特別休暇

退職金

研修制度

（プリセプター制度、支援スキルに応じた研修）

加入保険等

従業員宿舎

その他福利厚生

採用実績

採用実績

連絡先

採用担当/ 下田 障害者雇用

電話番号/ 0957-24-3600 勤務地 島原市、雲仙市、諫早市

ホームページ/　http://www.airinkai-saiyo.jp/

E-mail/ saiyo@airinkai.or.jp

職場体験・見学の受入

令和4年4月時点
求人票に記載の内容とは異なる場合がありますので、ハローワークにてご確認ください。

長崎県諫早市福田町357-15 田島　光浩

あたらしい「道」をつくる

福祉 社会福祉法人　南高愛隣会

高卒　         　　　　　　 　 令和3年度4名（福祉職、製造職）

（会社紹介）
「障がいある方にとって、一番の障がいは挑戦するチャンスがない」ことで
す。
私たち南高愛隣会は、「地元に帰りたい」「働きたい」「結婚したい」など、 障
がいある方の「～したい」という願いをかなえる為に、制度や常識にとらわれ
ず、 チャレンジをつづけています。
今よりももっと障がいのある方の選択肢が広がり、社会と繋がりあうことで、
一人ひとりの人生にドキドキを与え、地域に元気を届け、幸せをさまたげる本
当の障がいを打ち壊し、 まったく新しいボーダレスな社会をつくる事業を行っ
ています。

短大、専門学校

・福祉職（障がいのある方への支援）

・製造職（食品（乾麺）製造）

17:30

21:30

　　　　         　　　　　　　  令和2年度1名（事務職（一般・OA））

　　　　　　　 　　　　　　　　 令和元年度1名（事務職（経理））

求める人物像

様々な壁を目の前にした時に、一緒
に乗り越えることにワクワクし、 「ま
ず、やってみよう!」とチャレンジでき
る方をお待ちしています。

（先輩からのメッセージ）
福祉＝「介護」というのが一般のイメージかもしれませんが、うちの法人は
介護支援を行うだけではありません。
60を超える事業所を経営しており、仕事内容もそうめんやチョコレートをつく
る製造業や和太鼓の公演・プロモートや、畜産・農業など多岐にわたります。
実はすべてが福祉の仕事になります。
その業務の幅の広さは世の中のあらゆる仕事と比較してもひけをとりませ
ん。
障がいのある方の「～したい！」を一緒に叶えませんか？？

※「あり」の場合具体的な内容
法人内製品の購入割引、インフルエンザ予防接種
リフレッシュ休暇、介護休暇、育児休暇、赴任時の特別休暇
（２日）

大卒（短大、専門学校卒） 令和3年度16名（福祉職、事務職）

　　　　　　　　　　　　　　　　 令和2年度15名（福祉職、技能職）

　　　　　　　　　　　　　　　　令和元年度14名（福祉職、技能職）

労災 健康 厚生

あり（勤続 1年以上）

可 不可

有 無

なし社宅あり

雇用

正社員 正社員以外（契約社員・嘱託社員等）

住宅手当 通勤手当

扶養手当（家族手当）

あり

あり

深夜・休日手当

あり

週休2日

年末年始休暇 祝・祭日休

あり

寮あり 借上社宅あり

あり

小田 凛子さん（西陵高校出身）

mailto:saiyo@airinkai.or.jp


住所 代表者名

会社概要

創業 平成13 年 10 月

資本金 847 万円

従業員数 70 人

平均年齢 42 歳

勤務条件・処遇

職種（内容）

　　　　　　　 　　（デイサービスにおける機能訓練）

　　　　　　　おける介護業務、または生活支援等）

雇用形態

初任給

柔道整復師 （整骨院） 200,000円

介護職員 （デイサービス） 138,000円

（住宅型施設） 148,000円

諸手当

　 その他（資格手当、業務手当、管理職手当）

昇給 （本人の能力、実績と会社業績に応じて）

賞与 （会社の業績に応じて）

勤務時間

シフト制

休日・休暇

その他有給休暇

退職金

研修制度

加入保険等

従業員宿舎

その他福利厚生

採用実績

採用実績

柔道整復師採用実績

連絡先

採用担当/ 藤田　裕紹 障害者雇用

電話番号/ 0957－20－0777 勤務地

ホームページ/ http://fujita-kikaku.net/

E-mail/ info@fujita-kikaku.net

職場体験・見学の受入

雲仙市、諫早市、長崎市

施設により異なります。

・介護職　（グループホーム、デイサービス、サ高住いずれかに

　　　　         　　　　　　 　 平成２６年度４名（柔道整復師）

　　　　         　　　　　　　　平成２５年度２名（柔道整復師）

求める人物像
経営理念に基づき、社会発展に貢
献　できる人材を求めています。

柔道整復師
豊富な経験、知識を持つ社長（院長）の下で、勉強できることによ
り、様々な外傷の患者様を見ることが出来ます。目で見て、アドバイ
スを受け、自分の力にしていくことができる整骨院だと思います。
また整骨院グループであるからこそ柔道整復師の仲間がたくさんいて
悩みや成長を共有できることが強みです。

介護職員
私が入社して驚いたことは、介護職のスタッフさんがみなさんとって
も元気なことです。整骨院が併設していることもあり、身体のケアが
すばやくできることもあるのですが、何よりも介護施設へ来られる利
用者様のことを第一に考え、自分が明るく接することが利用者様の笑
顔につながることを分かっていること。それを踏まえて仕事に取り組
んでいる姿がすごい！と思いました。

制服付与、資格支援制度、インフルエンザ予防接種補助、
育児休業取得実績　　あり　　介護休業取得実績　　あり
看護休暇取得実績　　あり　　互助会制度、永年勤続表彰

専門学校卒　　　　　　　　  平成３１年度４名（柔道整復師）

　　　　　　　 　　　　　　　　　平成２９年度１名（柔道整復師）

　　　　　　　 　　　　　　　　　平成２７年度１名（柔道整復師）

長崎県雲仙市吾妻町の有限会社藤田企画は、藤田整骨
院グループとして県下各地で整骨院やグループホー

ム・デイサービスセンターの運営を行っております。
ご来院いただいた患者様を笑顔でお迎えし、患者様自
身にも笑顔でお帰りいただけるよう、スタッフ一同業

務に当たっております。
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞

∞∞整骨院４施設　雲仙市、諫早市、長崎市
介護施設５施設　 雲仙市、諫早市

雲仙市、諫早市においては整骨院と介護施設が併設し
ている特徴を生かし、機能訓練をメニューに取り入れ

ております。

親切・丁寧・確実
お客様を第一に考え、親切、丁寧、確実な応対と

サービスを提供してまいります。

慈愛・地域愛・家族愛
慈愛の心を利用者の皆様方へお届けします。

・柔道整復師　（柔道整復施術およびその他の付帯業務）

令和4年4月時点
求人票に記載の内容とは異なる場合がありますので、ハローワークにてご確認ください。

長崎県雲仙市吾妻町永中名47-1 藤田　裕紹

経営理念　『全従業員の物心両面の幸せを追求するとともに、
人類社会の進歩、発展に貢献する』

⑤写真
※複数枚可

福祉 有限会社　藤田企画

労災 健康 厚生

なし

可 不可

有 無

なし社宅あり

雇用

住宅手当 通勤手当

扶養手当（家族手当）

あり

あり

深夜・休日手当

あり

年末年始休暇 祝・祭日休

あり

寮あり 借上社宅あり

あり

日 他（施設により異なります）

正社員 正社員以外（パ^-ト社員等）



住所 代表者名

※社会福祉法人への移行

会社概要 令和元年８月

創業 2013 年 1 月

資本金 １億4762 万円

従業員数 57 人

平均年齢 41 歳

勤務条件・処遇

職種（内容）

雇用形態

初任給(処遇改善手当を含む) 大学 (全ての職) 188,100円

短大、専門学校 (全ての職) 169,800円

高校 (全ての職) 159,100円

諸手当

　 その他（資格手当、職務手当）

昇給 （年1回）

賞与 （年3回）

勤務時間 8:00 ～

シフト制

8:00 ～

9:00 ～

休日・休暇

その他有給休暇

有給休暇（入社6ヶ月経過後10日）

育児・介護休暇、夏季・年末年始休暇　

退職金

研修制度

（法人内研修・外部研修）

加入保険等

従業員宿舎

その他福利厚生

採用実績

採用実績

大卒（高卒、専門学校卒） 平成28年度2名（栄養士・介護福祉士）

高卒　         　　　　　　 　 平成28年度1名（生活支援員）

高卒　         　　　　　　 　 平成27年度1名（生活支援員）

障害者雇用

連絡先 勤務地

採用担当/ 田口陽子 （川井由美）

電話番号/ 0957-36-7575

ホームページ/ http://hoshinokuma.com

E-mail/ hoshinokuma-aino@ceres.ocn.ne.jp

職場体験・見学の受入

・児童指導員（障がい児の自立支援、余暇活動支援）

障がい福祉に対し正しい理解を持って
いただける方。常により良い支援を考
察し、向上心を持って業務を行える方。
良好なチームワークを構築できる協調
性を持っている方。既成概念にとらわ
れない障がい者福祉のビジョンを共に
考え、実践できる方。

令和4年4月時点
求人票に記載の内容とは異なる場合がありますので、ハローワークにてご確認ください。

〒854-0302　長崎県雲仙市愛野町乙2336-1 理事長　磯田 正也

ほのぼのと　しあわせになろう　のんびりと　くじけるな　まけるな

⑤写真
※複数枚可

福祉 社会福祉法人 星のくま

・生活支援員（障がい者の生活支援、余暇活動支援）

・職業支援員（障がい者の作業訓練支援、生活支援）

求める人物像

【会社紹介】

　私たちの法人名である『星のくま』は、法人の基本理念である「ほのぼのと」
「しあわせになろう」「のんびりと」「くじけるな」「まけるな」から、それぞれの頭
文字を取って由来したものです。

　私たちは、障がい者(児)の方々に、療育、生活及び職業支援やレクリエー
ション活動等の支援を行います。
また、住居(グループホーム・ショートステイ)を提供し、地域で安定した生活が
できるよう支援を行います。
　地域社会の中で障がいを持っていても「豊か」で「自立」して「幸福度の高
い」福祉サービスを利用者の方々に提供できるように、関係行政機関や各種
団体等との連携協力を推進し、地域に根付いた確かな支援を第一に活動し
ています。
　職員研修制度にも力を入れており、資格取得のための援助制度を始め、
福祉の業界が始めての方でも、経験の浅い方でも無理なくスキルアップがで
きる仕組みを構築しています。※平成30年度は働きながら国家資格である
介護福祉士の受験資格を取得できるようにするため、法人内で「実務者研
修」を実施しました。
　また、より良い支援のために職員同士で気軽に意見やアイデアを出し合
い、お互いを尊重できる働きやすい職場環境、雰囲気作りを心掛けていま
す。なお、有給休暇取得推進、退職金制度などの福利厚生にも力を入れて
います。

18:00

17:00

18:00

【先輩からのメッセージ】

　私が福祉の業界に入って四年が経ちます。入社して、間もないころは利用
者さんとの意思疎通がうまく取れなかったり、支援が上手く出来ないことが
多々ありました。しかし、日々利用者さんと関わりながら「先輩方の支援の様
子を観察し、良いところを真似する事」を心掛けて支援していく事を心に決
め、それからは時間が経っていくにつれて、一人ひとりの個性や障がいに
あった関わり方や支援が少しずつわかるようになってきました。　もちろん福
祉についてはまだまだ勉強不足なので、日々の中でわからないことがあれば
そのままにせず、先輩方や上司に相談するようにしています。親身になって
話を聞いて下さるのでとてもいい環境・職場だと感じています。福祉の仕事
は、他の仕事と比べると体が資本で、人と人とが密に関わる仕事なので大変
なイメージを持っている人は、少なくないと思いますが、「やりがいがある」
「人の役に立てる」「社会や地元に貢献ができる」身近で素敵な仕事だと思っ
ています。
《平成28年4月入社／男性》

・給料費補助制度

雲仙市愛野町

労災 健康 厚生

あり（退職金制度による）

可 不可

有 無

なし社宅あり

雇用

住宅手当 通勤手当

扶養手当（家族手当）

あり

あり

深夜・休日手当

あり

週休2日（勤務表による）

年末年始休暇 祝・祭日休

あり

寮あり 借上社宅あり

あり

正社員 正社員以外（契約社員・嘱託社員等）

http://hoshinokuma.com/
mailto:hoshinokuma-aino@ceres.ocn.ne.jp

