
令和元年度「福祉の仕事就職説明会」　参加法人等一覧

ブース
番号 法人名（施設名） 分野 所在地 ページ

ブース
番号 法人名（施設名） 分野 所在地 ページ

38

2 社会福祉法人　たらちね会 障がい 宮崎市 6 19
社会福祉法人
　　　　　えびの明友会

高齢 えびの市 40

1 社会福祉法人　仁愛会
障がい
児童

宮崎市
国富町

4 18 社会福祉法人　舞鶴会 高齢 宮崎市

42

4 社会福祉法人　守破離 児童 宮崎市 10 21
社会福祉法人
  　　　　　愛育福祉会

障がい
児童 延岡市 44

3 社会福祉法人　ひまわり会
高齢

障がい
児童

日向市
門川町

8 20 社会福祉法人　鳴峰会 児童 都城市

46

6
社会福祉法人
    宮崎県社会福祉事業団

高齢
障がい
児童

その他

宮﨑市
東諸県郡
児湯郡
延岡市
都城市

14 23 社会福祉法人　晴陽会 障がい
西都市
高鍋町

48

5 社会福祉法人　海菊会 高齢 宮崎市 12 22 社会福祉法人　同潤会 高齢 宮崎市

50

8 社会福祉法人　綾康会 高齢 綾町 18 25 社会福祉法人　慶明会 高齢
宮崎市
国富町
日南市

52

7 社会福祉法人　黒潮会 高齢 串間市 16 24 社会福祉法人　浩和会 障がい
児童

日向市

54

10 社会福祉法人　凌雲堂 高齢 宮崎市 22 27
社会福祉法人
　　　　清武社会福祉会

児童 宮崎市 56

9
社会福祉法人
　　　　ふれあい福祉会

高齢 延岡市 20 26 社会福祉法人　都城あおぞら 障がい 都城市

58

12 社会福祉法人　桜裕会
障がい
児童

宮崎市 26 29
社会福祉法人
　スマイリング・パーク

高齢
児童

都城市 60

11
社会福祉法人
　　　　グリーンコープ

高齢 宮崎市 24 28
社会福祉法人
　　　　　敬和福祉会

高齢 都城市

62

14 社会福祉法人　ときわ会
高齢

障がい
児童

小林市 30 31 社会福祉法人　豊の里 高齢 都城市 64

13 社会福祉法人　千寿会 高齢 延岡市 28 30
社会福祉法人　サザンクロス
医療法人　緑耀会

高齢 宮崎市

66

16
社会福祉法人
　　　　　　愛鍼福祉会

高齢 宮崎市 34 33 社会福祉法人　つよし会 障がい 日南市 68

15 社会福祉法人　みのり会 高齢 延岡市 32 32 社会福祉法人　報謝会 高齢

宮﨑市
東諸県郡
西諸県郡

西都市・都城市
北諸県郡
小林市

宮崎県介護福祉士会

宮崎県社会福祉士会

宮崎県保育士支援センター

70

相
談
ブ
ー

ス

宮崎県社会福祉協議会
福祉人材センター

福祉の仕事全般に関して、求人・求職、福祉の資格や技術につい
ての研修や講習会等の情報を提供します。

ハローワーク宮崎 ハローワークの出張相談コーナーです。

みやざきシニア活躍推進協議会 シニア世代対象（55歳以上の方）の相談コーナーです。

宮崎県ナースセンター

福祉の専門職についてのご相談、資格取得について、また、取得
後についての相談をお受けします。

17 社会福祉法人　清風会
高齢

障がい

日向市
美郷町
椎葉村

36 34
社会福祉法人
　　　　石井記念友愛社

児童
障がい

西都市
児湯郡
宮崎市
都城市
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1 社会福祉法人　仁愛会
障がい
児童

宮崎市
国富町

○

2 社会福祉法人　たらちね会 障がい 宮崎市 ○

3 社会福祉法人　ひまわり会
高齢
障がい
児童

日向市
門川町

○

4 社会福祉法人　守破離 児童
宮崎市
横浜市 ○ ○

5 社会福祉法人　海菊会 高齢 宮崎市 ○

6 社会福祉法人　宮崎県社会福祉事業団 高齢・障がい
児童・その他

宮崎市・国富町
新富町・延岡市

都城市
○

7 社会福祉法人　黒潮会 高齢 串間市 ○

8 社会福祉法人　綾康会 高齢 綾町

9 社会福祉法人　ふれあい福祉会 高齢 延岡市 ○

10 社会福祉法人　凌雲堂 高齢 宮崎市 ○

11 社会福祉法人　グリーンコープ 高齢 宮崎市 ○ ○

12 社会福祉法人　桜裕会
障がい
児童 宮崎市 ○

13 社会福祉法人　千寿会 高齢 延岡市 ○

14 社会福祉法人　ときわ会 高齢・障がい
児童 小林市 ○ ○

15 社会福祉法人　みのり会 高齢 延岡市 ○

16 社会福祉法人　愛鍼福祉会 高齢 宮崎市 ○ ○

17 社会福祉法人　清風会 高齢・障がい
児童

日向市
美郷町

○ ○

18 社会福祉法人　舞鶴会 高齢 宮崎市 ○

19 社会福祉法人　えびの明友会 高齢 えびの市 ○ ○

20 社会福祉法人　鳴峰会 児童 都城市 ○

21 社会福祉法人　愛育福祉会 障がい
児童 延岡市 ○

22 社会福祉法人　同潤会 高齢 宮崎市 ○ ○ ○ ○

23 社会福祉法人　晴陽会 障がい
西都市
高鍋町

○

24 社会福祉法人　浩和会
障がい
児童 日向市 ○ ○

25 社会福祉法人　慶明会 高齢
宮崎市
日南市

○

26 社会福祉法人　都城あおぞら 障がい 都城市 ○

27 社会福祉法人　清武社会福祉会 児童 宮崎市 ○

28 社会福祉法人　敬和福祉会 高齢 都城市 ○ ○ ○ ○ ○ ○

29 社会福祉法人　スマイリング・パーク
高齢
児童

都城市 ○ ○ ○

30 社会福祉法人　サザンクロス／医療法人　緑耀会 高齢 宮崎市 ○ ○

31 社会福祉法人　豊の里 高齢 都城市 ○ ○

32 社会福祉法人　報謝会 高齢
宮崎市、東諸県郡、西

諸県郡、西都市、都城

市、北諸県郡、小林市
○ ○ ○

33 社会福祉法人　つよし会 障がい 日南市 ○ ○

34 社会福祉法人　石井記念友愛社 障がい
児童

西都市・児湯郡
宮崎市・都城市 ○ ○

現在の募集職種

現在の募集

No. 法人名 分野 所在地
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1 社会福祉法人　仁愛会
障がい
児童

宮崎市
国富町

○

2 社会福祉法人　たらちね会 障がい 宮崎市 ○

3 社会福祉法人　ひまわり会
高齢
障がい
児童

日向市
門川町 ○ ○

4 社会福祉法人　守破離 児童
宮崎市
横浜市

○ ○

5 社会福祉法人　海菊会 高齢 宮崎市 ○

6 社会福祉法人　宮崎県社会福祉事業団 高齢・障がい
児童・その他

宮崎市・国富町
新富町・延岡市

都城市
○

7 社会福祉法人　黒潮会 高齢 串間市 ○

8 社会福祉法人　綾康会 高齢 綾町 ○

9 社会福祉法人　ふれあい福祉会 高齢 延岡市 ○

10 社会福祉法人　凌雲堂 高齢 宮崎市 ○

11 社会福祉法人　グリーンコープ 高齢 宮崎市 ○

12 社会福祉法人　桜裕会
障がい
児童 宮崎市 ○ ○ ○ ○

13 社会福祉法人　千寿会 高齢 延岡市 ○

14 社会福祉法人　ときわ会 高齢・障がい
児童 小林市 ○ 〇 〇

15 社会福祉法人　みのり会 高齢 延岡市 ○

16 社会福祉法人　愛鍼福祉会 高齢 宮崎市 ○

17 社会福祉法人　清風会 高齢・障がい
児童

日向市・美郷町
椎葉村 ○ ○

18 社会福祉法人　舞鶴会 高齢 宮崎市 ○

19 社会福祉法人　えびの明友会 高齢 えびの市 ○ ○

20 社会福祉法人　鳴峰会 児童 都城市 ○

21 社会福祉法人　愛育福祉会 障がい
児童 延岡市 ○ ○

22 社会福祉法人　同潤会 高齢 宮崎市

23 社会福祉法人　晴陽会 障がい
西都市
高鍋町

○

24 社会福祉法人　浩和会
障がい
児童

日向市 ○ ○

25 社会福祉法人　慶明会 高齢 宮崎市・国富町
日南市 ○

26 社会福祉法人　都城あおぞら 障がい 都城市 ○

27 社会福祉法人　清武社会福祉会 児童 宮崎市 ○

28 社会福祉法人　敬和福祉会 高齢 都城市 ○ ○ ○ ○ ○ ○

29 社会福祉法人　スマイリング・パーク
高齢
児童

都城市 ○ ○ ○

30 社会福祉法人　サザンクロス／医療法人　緑耀会 高齢 宮崎市 ○

31 社会福祉法人　豊の里 高齢 都城市 ○ ○ ○

32 社会福祉法人　報謝会 高齢
宮崎市、東諸県郡、西

諸県郡、西都市、都城

市、北諸県郡、小林市
○ ○ ○ ○

33 社会福祉法人　つよし会 障がい 日南市 ○ ○ ○

34 社会福祉法人　石井記念友愛社 障がい
児童

西都市・児湯郡
宮崎市・都城市 ○ ○

募集職種

令和３年度採用計画

No. 法人名 分野 所在地
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　　　　昭和　51　年　5　月　14　日 職員数

過去３年採用実績

資格

加算等

その他

資格

加算等

その他

ブース№

1

基本給    143,400円 →164,900円 　　　　　　　円 →　　　　　　円 　　　　　　　円 →　　　　　　　円

新卒
採用者

　　入職時　　　　　　　現在 入職時　　　　　　　→　現在 入職時　　　　　　　→　現在

処遇改善手当 処遇改善手当

通勤  ・ 住居  ・ 扶養・（　 　　） 通勤  ・ 住居  ・ 扶養 通勤  ・ 住居  ・ 扶養

賞与 年2回　合計　4.3ヶ月分 年2回　合計　4.3ヶ月分 年2回　合計　4.3ヶ月分

中途
採用者

　　入職時　　　　　　　現在 　　入職時　　　　　　　現在 　　　　入職時　　　　　　　現在

手当

0円／月 円／月 0円／月

処遇改善手当

基本給

通勤  ・ 住居  ・ 扶養・（        ） 通勤  ・ 住居  ・ 扶養・（　 　　） 通勤  ・ 住居  ・ 扶養・（　 　　）

賞与 年2回　合計　4.3ヶ月分 年　回　合計　ヶ月分 年　回　合計　ヶ月分

手当

0円／月 円／月 円／月

処遇改善手当

1人 2人
勤続３年モデル（正規職員）

職種 生活支援員 生活支援員 生活支援員

1人 0人 0人

中途採用者
実績

採用人数 3人 3人 2人
内在籍人数 2人

Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30

新卒採用者
実績

採用人数 1人 0人 0人
内在籍人数

事業概要（経営理念）

私たちは、思いやりと人を愛する心をもって、利用者をはじめとするすべての人々と共に生き、
共に喜び、共に支えあいます。

職員育成のための取組（研修計画・資格取得支援等）

・宮崎県社会福祉研修センター（キャリアパス　初任者・中堅職員・チームリーダー）コース受講　他
・介護福祉士実務者研修（資格取得支援）受講
・県外研修、視察

アピールポイント
わたしたちは、すべてのサービスにおいて、「利用者様を第一に！」を基本に、ご利用者にご満足いただける
質の高いサービス提供を行っています。そして、サービスを担うスタッフが笑顔とチームワークで
楽しく仕事に取組めるよう、個々のアイデアを積極的に採用し、皆で創りあげ、
利用者と職員が一体となって楽しんでいます。

保育 幼保連携型認定こども園　国富こすもす保育園 東諸県郡国富町大字宮王丸541

障がい 共同生活援助事業所　ホームやまびこ 宮崎市大字跡江4540番地

障がい 多機能型事業所　跡江の杜はんぴどん 宮崎市大字跡江4540番地7

URL     http://www.jinaikai.or.jp

種別 事業所名 所在地

障がい 障害者支援施設　やまびこの里 宮崎市大字跡江4540番地

宮崎市大字跡江4540番地

設立年月日  92名（うち正規68名、非正規24名）

TEL 0985-47-2220 FAX 0985-47-6077

155,100円 →180,400円 155,700円 →　183,800円 　　　　176,100円 →　205,100円

フリガナ

法人・企業名

シャカイフクシホウジン　ジンアイカイ

社会福祉法人　仁愛会

所在地 〒　880-2101
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資格

加算等

その他

資格

加算等

その他

大学卒 高卒

試用期間 あり（試用期間　3ヶ月）　　　 試用期間中の
労働条件 変更なし

休日体制 週休二日制 週休二日制 週休二日制

社会保険 労災　雇用　健康　厚生年金 労災　雇用　健康　厚生年金 労災　雇用　健康　厚生年金

処遇改善手当・特定処遇改善 処遇改善手当・特定処遇改善

通勤・住居・扶養 通勤・住居・扶養 通勤・住居・扶養

賞与 年2回　合計　4.3　ヶ月分 年2回　合計　4.3　ヶ月分 年2回　合計　4.3　ヶ月分

　１回あたり　5,000　円

初任給
（基本給） 172,500円 　172,500円 　152,500円

手当

なし なし なし

処遇改善手当・特定処遇改善

夜勤 4回/月 　１回あたり　5,000　円 4回/月 　１回あたり　5,000　円 4回/月

保育士、社会福祉主事、
社会福祉士、介護福祉士のいずれか

業務内容

勤務時間
  8：30　～　17：15
  6：30　～　15：15
15：00　～　 ９：30

  8：30　～　17：15
  6：30　～　15：15
15：00　～　 ９：30

  8：30　～　17：15
  6：30　～　15：15
15：00　～　 ９：30

主に知的障害のある利用者の生活支援全般
知的障害者の入所施設であるため主に生活支援業務全般（日常の生活支援、活動支援、余暇支援　等）
対象者は18歳以上です（定員40名）

職種 生活支援員 生活支援員 生活支援員

資格要件
望む 望む 望む

保育士、社会福祉主事、
社会福祉士、介護福祉士のいずれか

保育士、社会福祉主事、
社会福祉士、介護福祉士のいずれか

雇用形態 正社員 正社員 正社員

勤務地 宮崎市 宮崎市 宮崎市

試用期間 あり（試用期間　3ヶ月）　 試用期間中の
労働条件 変更なし

令和３年４月　採用計画

対象
（学歴）

新卒・一般

短大・専攻科卒

新卒・一般 新卒・一般

休日体制 週休二日制 週休二日制 週休二日制

社会保険 労災　雇用　健康　厚生年金 労災　雇用　健康　厚生年金 労災　雇用　健康　厚生年金

処遇改善手当・特定処遇改善 処遇改善手当・特定処遇改善

通勤・住居・扶養 通勤・住居・扶養 通勤・住居・扶養

賞与 年　2　回　合計　4.3　ヶ月分 年　2　回　合計　4.3　ヶ月分 年　2　回　合計　4.3　ヶ月分

　１回あたり　5,000　円

初任給
（基本給） 172,500円 　172,500円 　152,500円

手当

なし なし なし

処遇改善手当・特定処遇改善

夜勤 4回/月 　１回あたり　5,000　円 4回/月 　１回あたり　5,000　円 4回/月

保育士、社会福祉主事、
社会福祉士、介護福祉士のいずれか

業務内容

勤務時間
  8：30　～　17：15
  6：30　～　15：15
15：00　～　 ９：30

  8：30　～　17：15
  6：30　～　15：15
15：00　～　 ９：30

  8：30　～　17：15
  6：30　～　15：15
15：00　～　 ９：30

主に知的障害のある利用者の生活支援全般
知的障害者の入所施設であるため主に生活支援業務全般（日常の生活支援、活動支援、余暇支援　等）
対象者は18歳以上です（定員40名）

職種 生活支援員 生活支援員 生活支援員

資格要件
望む 望む 望む

保育士、社会福祉主事、
社会福祉士、介護福祉士のいずれか

保育士、社会福祉主事、
社会福祉士、介護福祉士のいずれか

雇用形態 正社員 正社員 正社員

勤務地 宮崎市 宮崎市 宮崎市

現在の募集

対象
（学歴）

新卒・一般 新卒・一般 新卒・一般

大学卒 短大・専攻科卒 高卒
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　平成16年　3月　26日 職員数

過去３年採用実績

資格

加算等

その他

資格

加算等

その他

167,200円 →　177,700円

フリガナ

法人・企業名

シャカイフクシホウジン　タラチネカイ

社会福祉法人　たらちね会

所在地 〒　889-1602 宮崎市清武町今泉甲6892-1

設立年月日 　51名（うち正規33名、非正規18名）

TEL 0985-64-5120 FAX 0985-84-0125

URL https://tarachinekai.jp/

種別 事業所名 所在地

障がい じょいすてっぷ 宮崎市清武町今泉甲6892-1

障がい じょいわーくす 宮崎市清武町今泉甲6876-5

障がい せかんどはうす 宮崎市清武町今泉甲6876-9

内在籍人数

事業概要（経営理念・事業内容・ビジョン）

地域に根ざした暮らしを続けていくこと、どんなに障がいがあろうとも働くことを第一に、よく
学び、よく遊び、楽しみながら（Enjoy）　Step　Upしていきたいと考えています。

職員育成のための取組（研修計画・資格取得支援等）

毎年、県社協主催の研修から希望する研修に参加して頂いています。

アピールポイント

障がい者福祉に理解があり、やる気のある方の応募をお待ちしております。

3人

Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30

新卒採用者
実績

採用人数 3人 2人 3人
3人 2人 2人

中途採用者
実績

採用人数 3人 2人 1人
内在籍人数

円／月

2人 人
勤続３年モデル（正規職員）

職種 生活支援員

通勤  ・ 住居  ・ 扶養

賞与 年2回　合計2.0ヶ月分

手当

中途
採用者

　　入職時　　　　　　　現在

手当

円／月

基本給

通勤  ・ 住居  ・ 扶養

賞与 年2回　合計2.0ヶ月分

ブース№

2

基本給 152,800円 →　162,100円

新卒
採用者

　　入職時　　　　　　　 現在
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資格

加算等

その他

資格

加算等

その他

一般（高校卒以上）

現在の募集

対象
（学歴）

新卒（高校卒以上）

勤務地 宮崎市

夜勤

一般（高校卒以上）

雇用形態 正規職員

職種 生活支援員

資格要件
不問

業務内容

■ご利用者さまの食事・トイレ・入浴介助
■ご利用者さまの朝夕送迎
■保護者さまとの連絡調整
■余暇活動（レクリエーションなど）の支援
■生産活動（木工・喫茶店他）の支援
■日々の活動記録など

勤務時間
 8：00～17：00（日勤）
16：00～ 9：00（当直）

2～4回/月 当直１回あたり　　5,000円 回/月 　１回あたり　　　　　　　円 回/月 円
初任給

（基本給） 139,500～157,400　円 　円

手当

通勤・住居・扶養・（　　　） 通勤・住居・扶養・（　　　　） 通勤・住居・扶養・（　　　　）

賞与 年2回　合計2.0ヶ月分 年　　回　合計　　ヶ月分 年　　回　合計　　　　ヶ月分

休日体制 　　　　　　　　　　日

社会保険 労災　雇用　健康　厚生年金　共済 労災　雇用　健康　厚生年金　共済 労災　雇用　健康　厚生年金　共済

試用期間 あり（試用期間　3.0ヶ月）　 試用期間中の
労働条件 　変更なし

令和３年４月　採用計画

対象
（学歴）

新卒（高校卒以上）

雇用形態 正規職員

勤務地 宮崎市

職種 生活支援員

資格要件 不問

業務内容

■ご利用者さまの食事・トイレ・入浴介助
■ご利用者さまの朝夕送迎
■保護者さまとの連絡調整
■余暇活動（レクリエーションなど）の支援
■生産活動（木工・喫茶店他）の支援
■日々の活動記録など

勤務時間
 8：00～17：00（日勤）
16：00～ 9：00（当直）

　円／月 　　　　　　　　　　　　円／月

夜勤 2～4回/月 当直１回あたり　　5,000円 回/月 １回あたり　　　　　円 /月

賞与 年　2回　合計2.0ヶ月分 年　　回　合計　　ヶ月分 年　　回　合計　　　　ヶ月分

円
初任給

（基本給） 139,500～157,400　円 　円 円

手当

労災　雇用　健康　厚生年金　共済 労災　雇用　健康　厚生年金　共済

円／月

通勤・住居・扶養・（　　　） 通勤・住居・扶養・（　　　　） 通勤・住居・扶養・（　　　　）

試用期間 あり（試用期間3.0ヶ月）　 試用期間中の
労働条件 変更なし

休日体制 　　　　　　　　　　日

社会保険 労災　雇用　健康　厚生年金　共済
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　　　昭和　５２　　年　７　月　　５日 職員数

過去３年採用実績

資格

加算等

その他

資格

加算等

その他

180,000円 ～210,000円→18４,000円～214,000円 176,000円 ～206,000円 →180,000円～210,000円

　　　　　　　円 →　　　　　　　円

フリガナ

法人・企業名

シャカイフクシホウジン　ヒマワリカイ

社会福祉法人　ひまわり会

所在地 〒　８８３－００３４ 日向市大字富高５４６－１

設立年月日 322名（うち正規24６名、非正規７６名）

TEL ０９８２－５３－４００７ FAX ０９８２－５３－５６９８

URL www.himawarikai.or.jp

種別 事業所名 所在地

高　齢 特別養護老人ホーム永寿園 日向市大字富高字岩崎546-１

高　齢 特別養護老人ホーム大地 東臼杵郡門川町大字庵川2596-２

障がい児者 あかつき学園 日向市大字塩見15153-1

障がい児 児童発達支援ｾﾝﾀｰあさひ学園 東臼杵郡門川町須賀崎3-19

保　育 日知屋保育園 日向市江良町4丁目108-2

内在籍人数

事業概要（経営理念・事業内容・ビジョン）

Motto（心構え）　　　　　  　「夢を志に　そして使命に」
Mission（事業目的）　　　　   「生活に新しい価値を創造する」
Value（大切にしていること）  「信　頼」

職員育成のための取組（研修計画・資格取得支援等）

・資格取得者へは、報奨金を支給している。
・在職中の資格取得のための研修会への出席については、優先的に配慮している。
・外部研修会への受講機会の提供など職員の資質の向上に役立つことは積極的に支援します。

アピールポイント

・日向市と門川町で事業を展開しています。
・将来的には、相談員や包括支援センターの社会福祉士など相談業務への異動も可能です。
・入社時特別有給休暇として、採用時に有給休暇が５日間取得できます。

４２人

Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30

新卒採用者
実績

採用人数 ３人 １０人 ６人
２人 ８人 ５人

中途採用者
実績

採用人数 ４９人 ３５人 ２６人
内在籍人数

　社会福祉士　5,000円／月 　社会福祉士　5,000円／月 円／月

処遇改善加算Ⅰ（基本給・賞与で反映）

２４人 １７人
勤続３年モデル（正規職員）

職種 介護福祉士・生活支援員・保育士
（福祉系4大卒）

介護福祉士・生活支援員・保育士
（福祉系4大卒以外）

処遇改善加算Ⅰ（基本給・賞与で反映）

通勤  ・ 住居  ・ 扶養・（　 　　） 通勤  ・ 住居  ・ 扶養・（　 　　） 通勤  ・ 住居  ・ 扶養・（　 　　）

賞与 年２回　合計2.8～3.4ヶ月分 年２回　合計2.8～3.4ヶ月分 年　回　合計　ヶ月分

手当

中途
採用者

入職時　　　　　　　現在 入職時　　　　　　　現在 入職時　　　　　　　→　現在

手当

　社会福祉士　5,000円／月 　社会福祉士　5,000円／月 円／月

処遇改善加算Ⅰ（基本給・賞与で反映）

基本給

処遇改善加算Ⅰ（基本給・賞与で反映）

通勤  ・ 住居  ・ 扶養・（　 　　） 通勤  ・ 住居  ・ 扶養・（　 　　） 通勤  ・ 住居  ・ 扶養・（　 　　）

賞与 年２回　合計2.8～3.4ヶ月分 年２回　合計2.8～3.4ヶ月分 年　回　合計　ヶ月分

ブース№

3

基本給 　　180,000円 →18４,000円 　　176,000円 →180,000円 　　　　　　　円 →　　　　　　円

新卒
採用者

入職時　　　　　　　 　現在 入職時　　　　　　　現在 入職時　　　　　　　→　現在
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資格

加算等

その他

資格

加算等

その他

現在の募集

対象
（学歴）

一般（不問） 一般（不問）

雇用形態 正職員 契約職員

勤務地 日向市、門川町 日向市、門川町

職種 介護職員 介護職員

資格要件
必須 望む

介護福祉士 介護職員初任者研修

業務内容 高齢者の介護業務 高齢者の介護業務

勤務時間
事業所の勤務割表による

夜勤有り
事業所の勤務割表による

夜勤有り

夜勤 5～6回/月 　１回あたり　5,000円 5～6回/月 　１回あたり　5,000円 回/月 円
初任給

（基本給） 　176,000～206,000　円 　163,000～193,000　円

手当

社会福祉士　5,000円/月

処遇改善加算Ⅰ（基本給・賞与に反映） 処遇改善加算Ⅰ（基本給・賞与に反映）

通勤・住居・扶養・（　　　　） 通勤・住居・扶養・（　　　　） 通勤・住居・扶養・（　　　　）

賞与 年2回　合計3.0～3.4ヶ月分 年2回　合計2.2～2.6ヶ月分 年　　回　合計　　　　ヶ月分

休日体制
年間107日

入社時特別有給休暇　5日間付与
年間107日

入社時特別有給休暇　5日間付与 　　　　　　　　　　日

社会保険 労災　雇用　健康　厚生年金　共済 労災　雇用　健康　厚生年金　共済 労災　雇用　健康　厚生年金　共済

試用期間 あり（試用期間３ヶ月）　　 試用期間中の
労働条件 　変更なし

令和３年４月　採用計画

対象
（学歴） 新卒（福祉系４大卒） 新卒（短大卒等）新卒（短大卒等）

雇用形態 正職員 正職員 正職員

勤務地 日向市、門川町 日向市、門川町 日向市、門川町

職種 介護職員・生活支援員 介護職員・生活支援員 保育士

資格要件
望む 必須 必須

介護福祉士、介護職員初任者研修 介護福祉士 保育士

業務内容 高齢者・障がい者の介護業務 高齢者・障がい者の介護業務 保育業務

勤務時間 事業所勤務割表による 事業所勤務割表による 事業所勤務割表による

　社会福祉士　5,000円／月 　社会福祉士　5,000円／月 　社会福祉士　5,000円／月

処遇改善加算Ⅰ（基本給・賞与に反映）

夜勤 5～6回/月 　１回あたり　5,000円 5～6回/月 　１回あたり　5,000円 /月

賞与 １年目　年1回　合計1.5ヶ月分
２年目　年２回　合計3.0ヶ月分

１年目　年1回　合計1.5ヶ月分
２年目　年２回　合計3.0ヶ月分

１年目　年1回　合計1.4ヶ月分
２年目　年２回　合計2.8ヶ月分

円
初任給

（基本給） 180,000　円 　176,000　円 176,000　円

手当

労災　雇用　健康　厚生年金　共済 労災　雇用　健康　厚生年金　共済

処遇改善加算Ⅰ（基本給・賞与に反映） 処遇改善等加算Ⅰ・Ⅱ（基本給・賞与に反映）

通勤・住居・扶養・（　　　　） 通勤・住居・扶養・（　　　　） 通勤・住居・扶養・（　　　　）

試用期間 あり（試用期間３ヶ月） 試用期間中の
労働条件 　　変更なし

休日体制 年間107日
入社時特別有給休暇　5日間付与

年間107日
入社時特別有給休暇　5日間付与

年間107日
入社時特別有給休暇　5日間付与

社会保険 労災　雇用　健康　厚生年金　共済
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昭和49年　5月　1日 職員数

過去３年採用実績（法人全体）

資格

加算等

その他

資格

加算等

その他

　　161,968円 →　166,632円 　　161,968円 →　166,632円 　　161,968円 →　166,632円

フリガナ

法人・企業名

シャカイフクシホウジン　シュハリ

社会福祉法人　守破離

所在地 〒　880-0817 宮崎市江平東町1番2号

設立年月日 170名（うち正規66名、非正規104名）

TEL 0985-27-4624 FAX 0985-22-3322

URL https://www.shuhari.or.jp/    

種別 事業所名 所在地

児童 権現乳児保育所 宮崎市江平東町1番2号

児童 よいこのもり幼保連携型認定こども園 宮崎市和知川原3丁目13-1

児童 よいこのもり第2幼保連携型認定こども園 宮崎市和知川原3丁目13-1

児童 あきば幼保連携型認定こども園 神奈川県横浜市戸塚区町520-88

児童 川井宿保育園 神奈川県横浜市旭区都岡町98-1

児童 あきば第2保育園 神奈川県横浜市戸塚区町487-29

内在籍人数

事業概要（経営理念・事業内容・ビジョン）
社会福祉法人守破離の運営する保育園、認定こども園は、社会福祉法、児童福祉法、認定こども園法に基づき乳幼児の保育・
教育を行いますが、保育にあたっては家庭が自覚と責任をもって行うこととし、その足りない部分を「支援する」という役割
があります。私どもは子どもの人権や主体性を尊重し児童の幸福のために保護者や地域社会と力を合わせ児童の福祉を積極的
に増進しながら家庭支援を行います。

職員育成のための取組（研修計画・資格取得支援等）
児童の福祉を積極的に進めるために職員は、豊かな愛情をもって接し、児童の処遇向上のため知識の修得と保育技能の向上に
努めます。なお常に社会性と良識を高めることに研鑽を重ね、職員相互において努力します。
また、園内研修をはじめ、県内・県外・海外での研修に参加してスキルアップに努めています。

アピールポイント
当法人は食事にこだわりを持っています。こんぶ、かつおぶし、いりこから出汁を取るなど、科学調味料はいっさい使用せず
「和食」中心とした煮物、和え物を提供しています。おやつは自家製ヨーグルトです。勤務の様子は先輩職員が保育全般やお
子さんとの接し方など、丁寧に教えていきますので、新人や経験の浅い方も安心です。また、当法人には横浜市に3つの施設あ
りますので、都会での生活に憧れる方には法人内転勤制度もあります。

12人

Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30

新卒採用者
実績

採用人数 8人 8人 8人

看護師

4人 8人 5人

中途採用者
実績

採用人数 15人 32人 12人
内在籍人数

保育士　7,800円／月 幼稚園教諭　7,800円／月 正看・准看　7,800円／月

処遇改善　7,000円／月

20人 12人
勤続３年モデル（正規職員）

職種 保育士 保育教諭

処遇改善　7,000円／月 処遇改善　7,000円／月

通勤  ・ 住居  ・ 扶養・（　 　　） 通勤  ・ 住居  ・ 扶養・（　 　　） 通勤  ・ 住居  ・ 扶養・（　 　　）

賞与 年2回　合計4.5ヶ月分 年2回　合計4.5ヶ月分 年2回　合計4.5ヶ月分

手当

中途
採用者

　　入職時　　　　　　　 現在 　　入職時　　　　　　　現在 　　入職時　　　　　　　現在

手当

保育士　7,800円／月 幼稚園教諭　7,800円／月 正看・准看　7,800円／月

処遇改善　7,000円／月

基本給

処遇改善　7,000円／月 処遇改善　7,000円／月

通勤  ・ 住居  ・ 扶養・（　 　　） 通勤  ・ 住居  ・ 扶養・（　 　　） 通勤  ・ 住居  ・ 扶養・（　 　　）

賞与 年2回　合計4.5ヶ月分 年2回　合計4.5ヶ月分 年2回　合計4.5ヶ月分

ブース№

4

基本給 　　161,968円 →　166,632円 　　161,968円 →　166,632円 　　161,968円 →　166,632円

新卒
採用者

　　入職時　　　　　　　 現在 　　入職時　　　　　　　現在 　　入職時　　　　　　　現在
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資格

加算等

その他

資格

加算等

その他

新卒（不問）

一般（不問）

現在の募集

対象
（学歴）

新卒（不問） 新卒（不問） 新卒（不問）

一般（不問） 一般（不問） 一般（不問）

雇用形態 正規職員 正規職員 非常勤・パート

勤務地 宮崎市（権現乳児保育所）
宮崎市（よいこのもり幼保連携型認定こども園）

宮崎市（よいこのもり第2幼保連携型認定こども園）
宮崎市（権現乳児保育所）
宮崎市（よいこのもり幼保連携型認定こども園）

職種 保育士、保育教諭、看護師 保育教諭 保育士・保育教諭

資格要件
必須 必須 必須

保育士、幼稚園教諭、正准看護師 幼稚園教諭 保育士、幼稚園教諭

業務内容 保育業務全般（複数で担当します）
保育目的の環境整備

保育業務全般（複数で担当します）
保育目的の環境整備

保育業務全般

勤務時間
7：00～16：00
9：00～18：00

10：00～19：00

13：00～22：00
18：00～翌3：00

9：00～18：00の間で3～8時間
勤務

応相談

夜勤 0回/月 　１回あたり　　　　　　円 0回/月 　１回あたり　　　　　　　円
初任給

（基本給）
　　　（短大卒）161,968
　　　（大　卒）176,914　円

　　　（短大卒）161,968
　　　（大　卒）176,914　円

　　　時給850円～1,000円

手当

保育士・幼稚園教諭・看護師　7,800円／月 幼稚園教諭　7,800円／月

処遇改善　7,000円／延長保育5,000円 処遇改善　7,000円／夜間保育35,000円

通勤・住居・扶養・（　　　　） 通勤・住居・扶養・（　　　　）

賞与 年　2　回　合計　4.5ヶ月分 年　2　回　合計　4.5ヶ月分 なし

休日体制 日曜日、祝祭日、週休2日
※別途、年次有給休暇、特別休暇あり

日曜日、祝祭日、週休2日
※別途、年次有給休暇、特別休暇あり

社会保険 労災　雇用　健康　厚生年金　共済 労災　雇用　健康　厚生年金　共済 労災　雇用　健康　厚生年金　共済

試用期間 あり（試用期間6ヶ月）　　
試用期間中の
労働条件 　　変更なし

令和３年４月　採用計画

対象
（学歴）

新卒（不問）

一般（不問）

新卒（不問）

一般（不問）

雇用形態 正規職員 正規職員

勤務地 宮崎市（権現乳児保育所）
宮崎市（よいこのもり幼保連携型認定こども園）

宮崎市（よいこのもり第2幼保連携型認定こども園）

職種 保育士、保育教諭、看護師 保育教諭

資格要件
必須 必須

保育士、幼稚園教諭、正准看護師 幼稚園教諭

業務内容 保育業務全般（複数で担当します）
保育目的の環境整備

保育業務全般（複数で担当します）
保育目的の環境整備

勤務時間
7：00～16：00
9：00～18：00

10：00～19：00

13：00～22：00
18：00～翌3：00

保育士・幼稚園教諭・看護師　7,800円／月 幼稚園教諭　7,800円／月

処遇改善　7,000円／延長保育5,000円

夜勤 0回/月 　１回あたり　　　　　　円 0回/月 　１回あたり　　　　　　　円

賞与 年　2　回　合計　4.5ヶ月分 年　2　回　合計　4.5ヶ月分

初任給
（基本給）

　　　（短大卒）161,968
　　　（大　卒）176,914　円

　　　（短大卒）161,968
　　　（大　卒）176,914　円

手当

労災　雇用　健康　厚生年金　共済

処遇改善　7,000円／夜間保育35,000円

通勤・住居・扶養・（　　　　） 通勤・住居・扶養・（　　　　）

試用期間 あり（試用期間6ヶ月）
試用期間中の
労働条件 　　変更なし

休日体制 日曜日、祝祭日、週休2日
※別途、年次有給休暇、特別休暇あり

日曜日、祝祭日、週休2日
※別途、年次有給休暇、特別休暇あり

社会保険 労災　雇用　健康　厚生年金　共済
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職員数

過去３年採用実績

資格

加算等

その他

資格

加算等

その他

基本給 　　　　　　　円 →　　　　　円 　　　　　　　円 →　　　　　　円 　　　　　　　円 →　　　　　　　円

処遇改善　平均13,000 円／月

通勤  ・ 住居  ・ 扶養・（　　　 　） 通勤  ・ 住居  ・ 扶養・（　　） 通勤  ・ 住居  ・ 扶養・（　 　　）

賞与 年３回　合計3.5ヶ月分 年３回　合計3.5ヶ月分 年　回　合計　ヶ月分

中途
採用者

入職時　　　　　　　現在 入職時　　　　　　　現在 入職時　　　　　　　→　現在

手当

2,500 円／月 5,500 円／月 円／月

処遇改善　平均12,000 円／月

通勤  ・ 住居  ・ 扶養・（　 　　） 通勤  ・ 住居  ・ 扶養・（　 　　） 通勤  ・ 住居  ・ 扶養・（　 　　）

賞与 年　回　合計　ヶ月分 年　回　合計　ヶ月分 年　回　合計　ヶ月分

新卒
採用者

入職時　　　　　　　現在 入職時　　　　　　　現在 入職時　　　　　　　　現在

手当

円／月 円／月 円／月

5　　人 4　　人
勤続３年モデル（正規職員）

職種 介護職(ヘルパー２級) 介護職(介護福祉士)

0　　人 0　　人 0　　人

中途採用者
実績

採用人数 2　　人 12　　人 5　　人
内在籍人数 1　　人

Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30

新卒採用者
実績

採用人数 0　　人 0　　人 0　　人
内在籍人数

事業概要（経営理念・事業内容・ビジョン）

社会福祉法人 海菊会（うみぎくかい）は平成15年に設立し、生目地区（宮崎市大字小松）に３施
設（ケアハウス生目の郷・グループホームきみの田荘・小規模多機能ホームいきめ）を運営して
おります。

職員育成のための取組（研修計画・資格取得支援等）

配属時のOJTはもちろんのこと、定期的な施設内・施設外研修への参加があります。
また、資格取得の為の費用等の無償貸し付け制度もあります。

アピールポイント

明るく元気なスタッフが多く、アットホームなゆったりとした介護で入居者様・ご家族様よりご
好評いただいております。さらにより良いサービスの提供・より良い職場づくりをめざし、日々
職員みんなで意見を出し合って施設運営を行っております。

高齢 グループホームきみの田荘 宮崎市大字小松字口ノ坪2853番地1

高齢 小規模多機能ホームいきめ 宮崎市大字小松字口ノ坪2861番地1

種別 事業所名 所在地

高齢 ケアハウス生目の郷 宮崎市大字小松字口ノ坪2872番地1

TEL 0985-47-3355 FAX 0985-47-5288

　  平成１５年　　７  月　　７  日

URL https://www.umigikukai.jp/

社会福祉法人　海菊会

所在地 〒880-2112 宮崎市大字小松字口ノ坪2872番地1

設立年月日 　40名（うち正規33名、非正規7名）

ブース№

5

基本給 130,000　円 →　136,300　円 135,100　円 →　140,620　円 　　　　　　　円 →　　　　　　　円

フリガナ

法人・企業名

シャカイフクシホウジン　ウミギクカイ
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資格

加算等

その他

資格

加算等

その他

一般（不問）

試用期間 あり（試用期間３ヶ月）　　 試用期間中の
労働条件 　　　変更なし

休日体制 １ヶ月8休
※別途、年次有給休暇、特別休暇あり

１ヶ月8休
※別途、年次有給休暇、特別休暇あり 　　　　　　　　　　日

社会保険 労災　雇用　健康　厚生年金　共済 労災　雇用　健康　厚生年金　共済 労災　雇用　健康　厚生年金　共済

処遇改善　　12,000円／月

通勤・住居・扶養・（年末年始） 通勤・住居・扶養・（年末年始） 通勤・住居・扶養・（　　　　）

賞与 年　3　回　合計　3.5　ヶ月分 年　3　回　合計　3.5　ヶ月分 年　　回　合計　　　　ヶ月分

円
初任給

（基本給） 136,900～　　円 136,300～　　円

手当

介護福祉士 　5,000円／月 ヘルパー２級   2,500円／月

処遇改善　　13,000円／月

夜勤 ４～５回/月 　１回あたり  5,000　円 ４～５回/月 　１回あたり  5,000　円 回/月

業務内容
介護業務（入所者の入浴、食事、
排泄介助他、日常生活の支援等）
生活相談員の見習い・補助

介護業務（入所者の入浴、食事、
排泄介助他、日常生活の支援等）

勤務時間

7：30～16：30
8：30～17：30
9：30～18：30
16：00～9：00

7：30～16：30
8：30～17：30
9：30～18：30
16：00～9：00

職種 介護職 介護職

資格要件
いずれか必須 いずれか必須

介護福祉士・社会福祉士 ヘルパー２級・初任者研修修了者

雇用形態 正規職員 正規職員

勤務地 宮崎市 宮崎市

試用期間 あり（試用期間３ヶ月）　 試用期間中の
労働条件 　　変更なし

令和３年４月　採用計画

対象
（学歴）

新卒（高校卒以上）

一般（不問）

新卒（高校卒以上）

休日体制
１ヶ月8休

※別途、年次有給休暇、特別休暇あり
１ヶ月8休

※別途、年次有給休暇、特別休暇あり 　　　　　　　　　　日

社会保険 労災　雇用　健康　厚生年金　共済 労災　雇用　健康　厚生年金　共済 労災　雇用　健康　厚生年金　共済

処遇改善　　12,000円／月

通勤・住居・扶養・（年末年始） 通勤・住居・扶養・（年末年始） 通勤・住居・扶養・（　　　　）

賞与 年　3　回　合計　3.5　ヶ月分 年　3　回　合計　3.5　ヶ月分 年　　回　合計　　　　ヶ月分

円
初任給

（基本給） 136,900～　　円 136,300～　　円

手当

介護福祉士 　5,000円／月 ヘルパー２級   2,500円／月

処遇改善　　13,000円／月

夜勤 ４～５回/月 　１回あたり  5,000　円 ４～５回/月 　１回あたり  5,000　円 回/月

業務内容
介護業務（入所者の入浴、食事、
排泄介助他、日常生活の支援等）
生活相談員の見習い・補助

介護業務（入所者の入浴、食事、
排泄介助他、日常生活の支援等）

勤務時間

7：30～16：30
8：30～17：30
9：30～18：30
16：00～9：00

7：30～16：30
8：30～17：30
9：30～18：30
16：00～9：00

職種 介護職 介護職

資格要件
いずれか必須 いずれか必須

介護福祉士・社会福祉士 ヘルパー２級・初任者研修修了者

雇用形態 正規職員 正規職員

勤務地 宮崎市 宮崎市

現在の募集

対象
（学歴）

新卒（高校卒以上） 新卒（高校卒以上）

一般（不問） 一般（不問）
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職員数

過去３年採用実績

資格

加算等

その他

資格

加算等

その他

障害福祉サービス事業所　向陽園

高齢 特別養護老人ホーム　霧島荘

高齢 養護老人ホーム　東岳荘

高齢 特別養護老人ホーム　みやざき荘

高齢

ブース№

6

障害児・者支援施設　ひかり学園

障害児・者支援施設　高千穂学園

障害児・者支援施設　ひまわり学園

児童養護施設　青島学園

昭和34年12月1日

〒　880-0007 宮崎市原町2-22

設立年月日

基本給 　　　　　　　円 →　　　　　　　円 　　　　　　　円 →　　　　　　円 　　　　　　　円 →　　　　　　　円

フリガナ

法人・企業名

シャカイフクシホウジン　ミヤザキケンシャカイフクシジギョウダン

社会福祉法人　宮崎県社会福祉事業団

所在地

813名（うち正規273名、非正規540名）

TEL 0985-25-4692 FAX 0985-25-4339

URL https://www.m-sj.or.jp/

種別

障がい

事業概要（経営理念・事業内容・ビジョン）

【法人基本理念】
利用者の自立支援を基本に、安心で適切な福祉サービスの提供と効率的な経営を行い、県民福祉の向
上に貢献します。

職員育成のための取組（研修計画・資格取得支援等）

経験年数や階層に応じた研修のほか、各施設内・外で実施する専門研修があり、社会人としての成長
はもちろん、福祉のプロを目指すことができます。
また、新人教育担当職員を配置し、身近な先輩が日常業務をサポートする環境が整っています。

知的障害者総合福祉施設　向陽の里

軽費老人ホーム　青島荘

その他 救護施設　清風園

アピールポイント

障がい

障がい

年間休日は126日(令和元年度)あり、給与面でも、定期昇給が年4,000円、賞与が年4.45月（正規職
員Ⅰの場合）支給しています。また、産前・産後休暇や、子の看護休暇、介護休業等の育児・介護と
仕事の両立支援のための制度を整備しており、将来にわたって安定的に勤務ができる職場環境です。

Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30

障がい

障がい

新卒採用者
実績

採用人数 3人 3人 7人
内在籍人数 3人 3人 7人

中途採用者
実績

採用人数 14人 20人 30人
内在籍人数 14人

資格数に応じ2,000～4,000円／月 円／月

特定一時金

19人 29人
勤続３年モデル（正規職員）

職種 支援員（大学卒） 支援員（高校卒）

賞与 年2回　合計4.45ヶ月分 年2回　合計4.45ヶ月分 年　回　合計　ヶ月分

新卒
採用者

　　入職時　　　　　　　 　現在 　　入職時　　　　　　　現在 入職時　　　　　　　→　現在

手当

資格数に応じ2,000～4,000円／月

円／月 円／月

特定一時金

通勤  ・ 住居  ・ 扶養・（　 　　） 通勤  ・ 住居  ・ 扶養・（　 　　） 通勤  ・ 住居  ・ 扶養・（　 　　）

賞与 年　回　合計　ヶ月分 年　回　合計　ヶ月分 年　回　合計　ヶ月分

中途
採用者

入職時　　　　　　　→　現在 入職時　　　　　　　→　現在 入職時　　　　　　　→　現在

手当

円／月

基本給 162,000円 → 174,000円 139,500円 → 151,500円 　　　　　　　円 →　　　　　　　円

通勤  ・ 住居  ・ 扶養・（　 　　） 通勤  ・ 住居  ・ 扶養・（　 　　） 通勤  ・ 住居  ・ 扶養・（　 　　）

都城市山之口町花木2302番地1

都城市山之口町花木2302番地1

宮崎市大字田吉4977番地374

宮崎市大字本郷南方2595

宮崎市大島町北ノ原1030番地3

延岡市櫛津町3427番
地4

都城市都原町7171

宮崎市清武町木原
4257番地7

宮崎市青島西1丁目3
番地1

障がい

事業所名 種別 事業所名 所在地

東諸県郡国富町大字本
庄1407

児湯郡新富町大字日置
963番地3

所在地
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資格

加算等

その他

資格

加算等

その他

現在の募集

対象
（学歴） 一般(高卒以上)

雇用形態 正規職員

勤務地 宮崎県内

職種 支援員他

資格要件
普通運転免許

業務内容 施設利用者への直接支援業務

勤務時間
6:30～21:00の間の8時間
夜勤、宿直の時間帯は別途

夜勤 3～5回/月 １回あたり 4,000～ 円 回/月 　１回あたり　　　　　　　円 回/月 円

初任給
（基本給）

162,000円(大卒の場合)
150,000円(短期大学卒の場合)
139,500円(高校卒の場合)

　円

手当

1資格2,000～4,000円／月

特定一時金

通勤・住居・扶養手当 通勤・住居・扶養・（　　　　） 通勤・住居・扶養・（　　　　）

賞与 年2回　合計4.45ヶ月分 年　　回　合計　　ヶ月分 年　　回　合計　　　　ヶ月分

休日体制 年間126日(令和元年度)
　　　　　　　　　　日

社会保険 労災　雇用　健康　厚生年金　共済 労災　雇用　健康　厚生年金　共済 労災　雇用　健康　厚生年金　共済

試用期間 あり（試用期間6ヶ月）　 試用期間中の
労働条件 　変更なし

令和３年４月　採用計画

対象
（学歴） 一般（高卒以上） 一般（高卒以上）

雇用形態 正規職員 常勤（契約職員）

勤務地 宮崎県内 宮崎県内

職種 支援員他 支援員他

資格要件
普通運転免許 普通運転免許

業務内容 施設利用者への直接支援業務 施設利用者への直接支援業務

勤務時間
6:30～21:00の間の8時間
夜勤、宿直の時間帯は別途

6:30～21:00の間の8時間
夜勤、宿直の時間帯は別途

1資格2,000～4,000円／月 1資格2,000～4,000円／月 　　　　　　　　　　　　円／月

特定一時金

夜勤 3～5回/月 １回あたり 4,000～ 円 3～5回/月 １回あたり 4,000～ 円 /月

賞与 年2回　合計4.45ヶ月分 年2回　合計３ヶ月分 年　　回　合計　　　　ヶ月分

円

初任給
（基本給）

162,000円(大卒の場合)
150,000円(短期大学卒の場合)
139,500円(高校卒の場合)

155,500円～162,000円 円

手当

労災　雇用　健康　厚生年金　共済 労災　雇用　健康　厚生年金　共済

特定一時金

通勤・住居・扶養手当 通勤手当 通勤・住居・扶養・（　　　　）

試用期間 あり（正規職員・試用期間6ヶ月） 試用期間中の
労働条件 　変更なし

休日体制
年間126日(令和元年度)

別途、年次休暇、特別休暇
年間126日(令和元年度)

別途、年次休暇 　　　　　　　　　　日

社会保険 労災　雇用　健康　厚生年金　共済
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　　　昭和　５０年　　　６月　　２１日 職員数

過去３年採用実績

資格

加算等

その他

資格

加算等

その他

基本給 　155,800円 →164,200円 　　　　　　　円 →　　　　　　円 　　　　　　　円 →　　　　　　　円

通勤  ・ 住居  ・ 扶養 通勤  ・ 住居  ・ 扶養・（　 　　） 通勤  ・ 住居  ・ 扶養・（　 　　）

賞与 年　２回　合計２ヶ月分 年　回　合計　ヶ月分 年　回　合計　ヶ月分

中途
採用者

入職時　　　　　　　→　現在 入職時　　　　　　　→　現在 入職時　　　　　　　→　現在

手当

円／月 円／月 円／月

処遇改善等　　35,000円

通勤  ・ 住居  ・ 扶養 通勤  ・ 住居  ・ 扶養・（　 　　） 通勤  ・ 住居  ・ 扶養・（　 　　）

賞与 年　２回　合計４ヶ月分 年　回　合計　ヶ月分 年　回　合計　ヶ月分

新卒
採用者

　入職時　　　　　　　 　現在 入職時　　　　　　　→　現在 入職時　　　　　　　→　現在

手当

円／月 円／月 円／月

処遇改善等　　35,000円

10人 9人
勤続３年モデル（正規職員）

職種 介護職

3人 0人 1人

中途採用者
実績

採用人数 10人 11人 12人
内在籍人数 6人

Ｈ2８ Ｈ29 Ｈ30

新卒採用者
実績

採用人数 8人 0人 1人
内在籍人数

事業概要（経営理念・事業内容・ビジョン）
誠実～まごこころをこめて～　の理念のもと、福祉施設及び福祉の充実に職員一同取り組み、高齢者の安らか
な生活の確保のため、特別養護老人ホーム２施設、養護老人ホーム１施設、グループホーム２施設を中心に、
デイサービスセンター、訪問介護、在宅介護支援センター、ケアハウス等の事業を展開し、支援と介護援助に
努めています。

職員育成のための取組（研修計画・資格取得支援等）

新卒採用者については新任職員研修を行い、黒潮会が求める福祉職員像や事業方針の説明、就業規則・福利厚
生への理解、接遇等について学びながらＯＪＴにて仕事のスキルアップをしていただいています。

アピールポイント

メンター制度を採用しています。入社１～３年の先輩職員を担当者として付けているので、新卒
採用者の仕事に対する不安や悩みについて、気軽に相談できるような環境作りをしています。

高齢 グループホームのぞみ 串間市大字南方４２１０

高齢 グループホームなごみ 串間市大字西方４１９６－５

高齢 特別養護老人ホーム望洋の郷 串間市大字南方４２０１－１

高齢 養護老人ホームめぐみの郷 串間市大字北方１５９９

種別 事業所名 所在地

高齢 特別養護老人ホーム寿楽園 串間市大字西方４３４１－１

TEL ０９８７－７２－３１３０ FAX ０９８７－７２－３０９５

URL http://www.kuroshiokai.com

社会福祉法人　黒潮会

所在地 〒888-0001 串間市大字西方４３４１－１

設立年月日 １８０名（うち正規１２０名、非正規６０名）

ブース№

7

基本給 　155,800円 →164,200円 　　　　　　　円 →　　　　　　　円　　　　　　　円 →　　　　　　　円

フリガナ

法人・企業名

シャカイフクシホウジン　クロシオカイ
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資格

加算等

その他

資格

加算等

その他

試用期間 あり（試用期間６ヶ月） 試用期間中の
労働条件 　変更なし

休日体制 １ヶ月８～９休
※別途、年次有給休暇、特別休暇あり

１ヶ月８～９休
※別途、年次有給休暇、特別休暇あり 　　　　　　　　　　日

社会保険 労災　雇用　健康　厚生年金　共済 労災　雇用　健康　厚生年金　共済 労災　雇用　健康　厚生年金　共済

処遇改善等　35,000円

通勤・住居・扶養 通勤・住居・扶養 通勤・住居・扶養・（　　　　）

賞与 年　２回　合計　３ヶ月分 年　２回　合計　２ヶ月分 年　　回　合計　　　　ヶ月分

円
初任給

（基本給）
高卒142,500、専門卒155,800
大卒185,300　　　　　　　　　円

高卒142,500、専門卒155,800
大卒185,300　　　　　　　　　円 円

手当

　　　　　　　　　　　　円／月

処遇改善等　35,000円

夜勤 4～5回/月 　１回あたり　　4,000円 4～5回/月 　１回あたり　　4,000円 /月

業務内容
介護業務（入居者の入浴、食事、
排泄介助他、日常生活の支援等）

介護業務（入居者の入浴、食事、
排泄介助他、日常生活の支援等）

勤務時間 7:00～16:00、8:30～17:30、
11:00～20:00、16:00～10:00

7:00～16:00、8:30～17:30、
11:00～20:00、16:00～10:00

職種 介護職 介護職

資格要件
必須 不問

介護福祉士

雇用形態 常勤 常勤

勤務地 串間市 串間市

試用期間 あり（試用期間６ヶ月） 試用期間中の
労働条件 変更なし

令和３年４月　採用計画

対象
（学歴）

新卒（高校卒以上）新卒（高校卒以上）

休日体制
１ヶ月８～９休

※別途、年次有給休暇、特別休暇あり
１ヶ月８～９休

※別途、年次有給休暇、特別休暇あり
１ヶ月８～９休

※別途、年次有給休暇あり

社会保険 労災　雇用　健康　厚生年金　共済 労災　雇用　健康　厚生年金　共済 労災　雇用　健康　厚生年金　共済

処遇改善等　35,000円 処遇改善等　32,000円

通勤・住居・扶養 通勤・住居・扶養 通勤・住居・扶養

賞与 年　２回　合計　３ヶ月分 年　２回　合計　２ヶ月分 年　　回　合計　　ヶ月分

　１回あたり　　4,000円
初任給

（基本給）
高卒142,500、専門卒155,800
大卒185,300　　　　　　　　　円

高卒142,500、専門卒155,800
大卒185,300　　　　　　　　　円 　時給　８５０円

手当 処遇改善等　35,000円

夜勤 4～5回/月 　１回あたり　　4,000円 4～5回/月 　１回あたり　　4,000円 4～5回/月

業務内容
介護業務（入居者の入浴、食事、
排泄介助他、日常生活の支援等）

介護業務（入居者の入浴、食事、
排泄介助他、日常生活の支援等）

介護業務（入居者の入浴、食
事、排泄介助他、日常生活の

支援等）

勤務時間 7:00～16:00、8:30～17:30、
11:00～20:00、16:00～10:00

7:00～16:00、8:30～17:30、
11:00～20:00、16:00～10:00

7:00～16:00、8:30～17:30、
11:00～20:00、16:00～10:00

職種 介護職 介護職 介護職

資格要件
必須 不問 不問

介護福祉士

雇用形態 常勤 常勤 常勤

勤務地 串間市 串間市 串間市

現在の募集

対象
（学歴）

新卒（高校卒以上） 新卒（高校卒以上） 一般（不問）
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　　　　　　　平成　2年　　8月　6日 職員数

過去３年採用実績

資格

加算等

その他

資格

加算等

その他

ブース№

8

基本給 　162,400円 →　167,800円 　164,200円 →　169,600　円 　　　　　　　円 →　　　　　　　円

フリガナ

法人・企業名

シャカイフクシホウジン　リョウコウカイ

社会福祉法人　綾康会

所在地 〒　880 - 1303 東諸県郡綾町大字南俣561番地

設立年月日 ８１名（うち正規６２名、非正規１９名）

TEL 0985-77-0501 FAX 0985-77-1053

URL     http://yasuragi-sato.main.jp/

種別 事業所名 所在地

高齢 特別養護老人ホームやすらぎの里 綾町大字南俣561番地

事業概要（経営理念・事業内容・ビジョン）

ご利用者お一人おひとりが大切な存在であり、尊厳ある人格の持ち主であるとの共通認識に基づ
き、ご利用者の持つ歩調と生活歴を尊重した介護サービスを目標としています。

職員育成のための取組（研修計画・資格取得支援等）

仕事と生活の両立応援宣言・若者応援宣言企業として登録をしており、新人若者が定着し、職員
が働きやすい人間関係・職場環境作りに取り組んでいます。
新人育成にはエルダー・メンター制を取り入れ、個人のペースに合わせ時間をかけて行っていま
す。　内部・外部研修も充実、資格取得の費用助成や休日取得の配慮も行っています。

アピールポイント

思いやりのある、明るく楽しい職場づくりにみんなで取り組んでおり、新入職員が定着していま
す。　法人は職員を、職員は仲間を大切にし、良好なチームでご家族に代わり利用者様を大切に
しています。
入社祝金１５万円支給！　職員の半数以上は宮崎市近郊より通勤しています。
介護職員処遇改善は基本給・賞与等の改善で実施しています。

Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30

新卒採用者
実績

採用人数 １人 ３人 １人
内在籍人数 １人 ２人 １人

中途採用者
実績

採用人数 ５人 ７人 ９人
内在籍人数 ４人

介護福祉士　5,000円／月 円／月

特殊業務　10,000円／月

７人 ７人
勤続３年モデル（正規職員）

職種 介護職員（専門卒） 介護職員（短大卒）

賞与 年２回　合計３．７ヶ月分 年２回　合計３．７ヶ月分 年　回　合計　ヶ月分

新卒
採用者

　入職時　　　　　　　 現在 　入職時　　　　　　　現在 入職時　　　　　　　→　現在

手当

介護福祉士　5,000円／月

介護福祉士　5,000円／月 円／月

特殊業務　10,000円／月

特殊業務　10,000円／月

通勤  ・ 住居  ・ 扶養・（　　　） 通勤  ・ 住居  ・ 扶養・（　　　　） 通勤  ・ 住居  ・ 扶養・（　 　　）

賞与 年２回　合計３．７ヶ月分 年２回　合計３．７ヶ月分 年　回　合計　ヶ月分

中途
採用者

入職時　　　　　　　→　現在 入職時　　　　　　　→　現在 入職時　　　　　　　→　現在

手当

介護福祉士　5,000円／月

基本給 　148,000円 →　153,400円 　153,400円 →　158,800円 　　　　　　　円 →　　　　　　　円

特殊業務　10,000円／月

通勤  ・ 住居  ・ 扶養・（　　　　） 通勤  ・ 住居  ・ 扶養・（　　　　） 通勤  ・ 住居  ・ 扶養・（　 　　）
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資格

加算等

その他

資格

加算等

その他

現在の募集
対象

（学歴）

勤務地

雇用形態

職種

資格要件

業務内容

勤務時間

夜勤 回/月 　円 回/月 　１回あたり　　　　　　　円 回/月 円
初任給

（基本給） 円 　円

手当

通勤・住居・扶養・（　　　　） 通勤・住居・扶養・（　　　　） 通勤・住居・扶養・（　　　　）

賞与 年　　回　合計　　ヶ月分 年　　回　合計　　ヶ月分 年　　回　合計　　　　ヶ月分

休日体制
　　　　　　　　　　日

社会保険 労災　雇用　健康　厚生年金　共済 労災　雇用　健康　厚生年金　共済 労災　雇用　健康　厚生年金　共済

試用期間 あり（試用期間　６ヶ月）　　 試用期間中の
労働条件 変更なし

令和３年４月　採用計画

対象
（学歴）

新卒（専門） 新卒（短大）

雇用形態 正規職員 正規職員

勤務地 綾町 綾町

職種 介護職 介護職

資格要件
望む 望む

介護福祉士 介護福祉士

業務内容 生活支援・介護・行事外出支援 生活支援・介護・行事外出支援

勤務時間
７：００～１６：００
９：００～１８：００
１５：００～９：００

７：００～１６：００
９：００～１８：００
１５：００～９：００

　介護福祉士　5,000円／月 介護福祉士　5,000円／月 　　　　　　　　　　　　円／月

特殊業務　10,000円／月

夜勤 ４回/月 １回あたり　5,000 円 ４回/月 １回あたり　5,000　　円 /月

賞与 年　３回　合計　４．２ヶ月分 年３　回　合計４．２ヶ月分 年　　回　合計　　　　ヶ月分

円
初任給

（基本給） 148,000円 　153,400円 円

手当

労災　雇用　健康　厚生年金　共済 労災　雇用　健康　厚生年金　共済

特殊業務　10,000円／月

通勤・住居・扶養・（　　　　） 通勤・住居・扶養（　　　　　） 通勤・住居・扶養・（　　　　）

試用期間 あり（試用期間  ６ヶ月） 試用期間中の
労働条件 　変更なし

休日体制
月8日、希望休考慮

※別途リフレッシュ・年次有給・特別
休暇あり

月8日、希望休考慮
※別途リフレッシュ・年次有給・特別

休暇あり 　　　　　　　　　　日

社会保険 労災　雇用　健康　厚生年金　共済

 

-19-



平成　８年　５月　２２日 職員数

過去３年採用実績

資格

加算等

その他

資格

加算等

その他

ブース№

9

基本給
139,000円 →144,500円 139,000円 →142,000円 137,000円 →138,500円

新卒
採用者

入職時　　　　　　　 →　現在 入職時　　　　　　　→　現在 入職時　　　　　　　→　現在

処遇改善加算　２３,９００円/月

通勤  ・ 住居  ・ 扶養・（　業務　） 通勤  ・ 住居  ・ 扶養・（　業務　） 通勤  ・ 住居  ・ 扶養・（　業務　）

賞与 年２回　合計4.0ヶ月分 年２回　合計4.0ヶ月分

中途
採用者

入職時　　　　　　　→　現在 入職時　　　　　　　→　現在 入職時　　　　　　　→　現在

手当

0円／月 円／月 0円／月

処遇改善加算　３５,５００円/月

基本給

処遇改善加算　２６,２００円/月 処遇改善加算　２３,２００円/月

通勤  ・ 住居  ・ 扶養・（　業務　） 通勤  ・ 住居  ・ 扶養・（　業務　） 通勤  ・ 住居  ・ 扶養・（　業務　）

賞与 年2回　合計4.0ヶ月分
（ただし、初年度は2.5ケ月分）

年2回　合計4.0ヶ月分
（ただし、初年度は2.5ケ月分）

年2回　合計4.0ヶ月分
（ただし、初年度は2.5ケ月分）

手当

0円／月 0円／月 0円／月

処遇改善加算　３１,７００円/月

人 1人
勤続３年モデル（正規職員）

職種 介護福祉士 介護福祉士 介護職員

1人 4人 1人

中途採用者
実績

採用人数 1人 人 1人
内在籍人数 1人

Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30

新卒採用者
実績

採用人数 1人 5人 1人
内在籍人数

事業概要（経営理念・事業内容・ビジョン）

法人の理念は、『信頼・誠実・貢献』です。
特別養護老人ホームに入居されている利用者様に対し、日常生活全般の支援が主な業務です。
温かい気持ちを持って接し、大先輩方の人生を一緒に素晴らしいものにしましょう！　感謝の言葉から、やりがいを感じるこ
とも多いお仕事です。

職員育成のための取組（研修計画・資格取得支援等）

入社半年間は、「お世話係」として先輩職員が優しく指導・教育を行います。
２年目は、「介護職員初任者研修」という介護の基本を学ぶ研修を受講します。３年目は「介護福祉士養成実務者研修」を受
講し、その後、「介護福祉士国家試験」に臨み、合格を目指します！　一連の受講料は法人が支援しますので、個人負担はご
ざいません。

アピールポイント

安定して仕事を続けていくためには、仕事とプライベートをしっかり切り替えることが最も重要だと考えています。私たちの
施設では、有給休暇を利用し、連続５日間の「連続休暇制度」を行っています。中には、海外旅行に行ってリフレッシュし、
業務に取り組んでいる職員さんもおられます。

URL http://www.heart-fureai.jp

種別 事業所名 所在地

高齢 特別養護老人ホームふれあいの里 延岡市沖田町２２４０番地１

延岡市沖田町２２４０番地１

設立年月日 ８６名（うち正規75名、非正規11名）

TEL 0982-35-0005 FAX 0982-35-0006

142,800円 →157,000円
　　　　　　　円 →　　　　　　　円

136,000円 →145,000円

フリガナ

法人・企業名

シャカイフクシホウジン　フレアイフクシカイ

社会福祉法人　ふれあい福祉会

所在地 〒882-0876
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資格

加算等

その他

資格

加算等

その他

試用期間 あり（試用期間６ヶ月） 試用期間中の
労働条件 　　　変更なし

休日体制 週休２日制(年間休日数：１０７日）
※別途、年次有給休暇、特別休暇あり

週休２日制(年間休日数：１０７日）
※別途、年次有給休暇、特別休暇あり 　　　　　　　　　　日

社会保険 労災　雇用　健康　厚生年金　共済 労災　雇用　健康　厚生年金　共済 労災　雇用　健康　厚生年金　共済

処遇改善加算　　　　　　　　　　　　円/年
特定処遇改善加算　　　　　　　　　　円/年

通勤・住居・扶養・業務 通勤・住居・扶養・業務 通勤・住居・扶養・（　　　　）

賞与 年　　回　合計　　ヶ月分 年　　回　合計　　ヶ月分 年　　回　合計　　　　ヶ月分

円
初任給

（基本給） 　１３９，０００円 　１３７，０００円 円

手当

　円／月 　円／月 　　　　　　　　　　　　円／月
処遇改善加算　　　　　　　　　　　　円/年
特定処遇改善加算　　　　　　　　　　円/年

夜勤 ４回/月 　１回あたり　６,０００円 ４回/月 　１回あたり　６,０００円 /月

業務内容
介護業務(入居者の入浴、食事、
排泄介助、日常生活全般の支援

等）

介護業務(入居者の入浴、食事、
排泄介助、日常生活全般の支援

等）

勤務時間
07：30～16：30
09：30～18：30
10：30～19：30

17：30～09：30（夜勤）

07：30～16：30
09：30～18：30
10：30～19：30

17：30～09：30（夜勤）

職種 介護福祉士 介護職員

資格要件
必須

介護福祉士 特になし

雇用形態 正規職員 正規職員

勤務地 延岡市 延岡市

試用期間 あり（試用期間６ヶ月）　　 試用期間中の
労働条件 　　変更なし

令和３年４月　採用計画

対象
（学歴） 新卒（高校卒以上） 新卒（高校卒以上）

休日体制
週休２日制(年間休日数：１０７日）
※別途、年次有給休暇、特別休暇あり

週休２日制(年間休日数：１０７日）
※別途、年次有給休暇、特別休暇あり 　　　　　　　　　　日

社会保険 労災　雇用　健康　厚生年金　 労災　雇用　健康　厚生年金　 労災　雇用　健康　厚生年金　共済

処遇改善加算　　　　　　　８０,０００円/年
特定処遇改善加算　　　　　４０,０００円/年

通勤・住居・扶養・業務 通勤・住居・扶養・業務 通勤・住居・扶養・（　　　　）

賞与 年２回　合計４.０ヶ月分 年２回　合計４.０ヶ月分 年　　回　合計　　　　ヶ月分

円
初任給

（基本給） 　１３７，０００円 　１４０，０００円

手当 処遇改善加算　　　　　　　８０,０００円/年
特定処遇改善加算　　　　　４０,０００円/年

夜勤 ４回/月 　１回あたり　６,０００円 ４回/月 　１回あたり　６,０００円 回/月

業務内容
介護業務(入居者の入浴、食事、
排泄介助、日常生活全般の支援

等）

介護業務(入居者の入浴、食事、
排泄介助、日常生活全般の支援

等）

勤務時間
07：30～16：30
09：30～18：30
10：30～19：30

17：30～09：30（夜勤）

07：30～16：30
09：30～18：30
10：30～19：30

17：30～09：30（夜勤）

職種 介護職 介護職

資格要件
望む 望む

介護福祉士 介護福祉士

雇用形態 正規職員 正規職員

勤務地 延岡市 延岡市

現在の募集

対象
（学歴）

新卒（高校卒以上） 一般（不問）
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職員数

過去３年採用実績

資格

加算等

その他

資格

加算等

その他

　　 177,100円 →　181,600円 　　　　　　　円 →　　　　　　　円　　　　　　　円 →　　　　　　　円

フリガナ

法人・企業名

シャカイフクシホウジン　リョウウンドウ

社会福祉法人　凌雲堂

所在地 〒880-2101　 宮崎市大字跡江2366番地

設立年月日 209名（うち正規179名、非正規30名）

TEL 0985-47-5377 FAX 0985-48-3119

昭和50年1月17日

URL     http://www.ryoundo.or.jp

種別 事業所名 所在地

高齢 特別養護老人ホーム悠楽園 宮崎市大字跡江2366番地

高齢 特別養護老人ホームしらふじ 宮崎市大字糸原400番地

高齢 養護盲老人ホーム生目幸明荘 宮崎市大字跡江2366番地

高齢 認知症高齢者グループホーム悠悠 宮崎市大字跡江2366番地

内在籍人数

事業概要（経営理念・事業内容・ビジョン）

凌雲堂は、昭和50年に老人福祉施設を開設し、一貫して社会のニーズ実現を目指し、社会福祉事業に対して先駆的な役割を
果たしています。福祉サービスを必要とする方々の生活に寄り添い、高齢者が生きがいを持って生活できるよう、地域福祉の
拠点として、「地域に開かれ」「信頼され」「愛され」「安心・安全」を提供できる施設づくりへの取り組みを強化していき
ます。

職員育成のための取組（研修計画・資格取得支援等）

新人研修、中堅研修を施設内で実施するとともに、外部の研修にも積極的に参加していただきます。
指導者となる先輩職員と新人職員が固定したペアを組み、日常の業務での中で指導を行う、プリセプター制度を導入していま
す。
介護福祉士や介護支援専門員等の資格取得に対してもサポートしています。

アピールポイント

当法人では長年培ってきたノウハウを生かし、経験のない（少ない）方でも、懇切丁寧に指導します。
随時見学も受け付けていますので、関心のある方はお気軽にお電話下さい。

9人

Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30

新卒採用者
実績

採用人数 1人 5人 4人
1人 2人 3人

中途採用者
実績

採用人数 12人 7人 19人
内在籍人数

2,000～4,000円／月 円／月 円／月

処遇改善手当：36,600円／月

6人 16人
勤続３年モデル（正規職員）

職種 介護職

通勤  ・ 住居  ・ 扶養・（　 　　） 通勤  ・ 住居  ・ 扶養・（　 　　） 通勤  ・ 住居  ・ 扶養・（　 　　）

賞与 年2回　合計3.115ヶ月分 年　回　合計　ヶ月分 年　回　合計　ヶ月分

手当

中途
採用者

　　入職時　　　　　　　現在 入職時　　　　　　　→　現在 入職時　　　　　　　→　現在

手当

2,000～4,000円／月 円／月 円／月

処遇改善手当：36,600円／月

基本給

通勤  ・ 住居  ・ 扶養・（　 　　） 通勤  ・ 住居  ・ 扶養・（　 　　） 通勤  ・ 住居  ・ 扶養・（　 　　）

賞与 年2回　合計3.115ヶ月分 年　回　合計　ヶ月分 年　回　合計　ヶ月分

ブース№

10

基本給 　　 179,600円 →　184,100円 　　　　　　　円 →　　　　　　円 　　　　　　　円 →　　　　　　　円

新卒
採用者

　　入職時　　　　　　　現在 入職時　　　　　　　→　現在 入職時　　　　　　　→　現在
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資格

加算等

その他

資格

加算等

その他

現在の募集

対象
（学歴）

新卒（高校卒以上）

一般（不問）

雇用形態 正規職員

勤務地 宮崎市

職種 介護職

資格要件
望む

介護福祉士、実務者研修、初任者研修

業務内容
介護業務（入所者の入浴、食事、
排泄介助他、日常生活の支援等）

勤務時間
7:30～16:30　　7:00～16:00

10:30～19:30　　11:00～20:00
16:00～翌9:30　　21:00～翌7:00

夜勤 4～5回/月 　１回あたり4,500～5,000円 回/月 　１回あたり　　　　　　　円 回/月 円
初任給

（基本給） 　172,600～179,600円 　円

手当

介護福祉士　4,000円／月

通勤・住居・扶養・（　　　　） 通勤・住居・扶養・（　　　　） 通勤・住居・扶養・（　　　　）

賞与 年　2回　合計3.115ヶ月分 年　　回　合計　　ヶ月分 年　　回　合計　　　　ヶ月分

休日体制
１ヶ月8休

※別途、年次有給休暇、特別休暇あり 　　　　　　　　　　日

社会保険 労災　雇用　健康　厚生年金　共済 労災　雇用　健康　厚生年金　共済 労災　雇用　健康　厚生年金　共済

試用期間 あり（試用期間3ヶ月）　 試用期間中の
労働条件 　　変更なし

令和３年４月　採用計画

対象
（学歴） 新卒（専門卒・大卒）

雇用形態 正規職員

勤務地 宮崎市

職種 介護職

資格要件
望む

介護福祉士

業務内容
介護業務（入所者の入浴、食事、
排泄介助他、日常生活の支援等）

勤務時間
7:30～16:30　　7:00～16:00

10:30～19:30　　11:00～20:00
16:00～翌9:30　　21:00～翌7:00

介護福祉士　4,000円／月 　円／月 　　　　　　　　　　　　円／月

夜勤 4～5回/月 　１回あたり4,500～5,000円 回/月 １回あたり　　　　　円 /月

賞与 年　2回　合計3.115ヶ月分 年　　回　合計　　ヶ月分 年　　回　合計　　　　ヶ月分

円
初任給

（基本給） 179,600円 　円 円

手当

労災　雇用　健康　厚生年金　共済 労災　雇用　健康　厚生年金　共済

円／月

通勤・住居・扶養・（　　　　） 通勤・住居・扶養・（　　　　） 通勤・住居・扶養・（　　　　）

試用期間 あり（試用期間３ヶ月）　　 試用期間中の
労働条件 　　変更なし

休日体制 １ヶ月8休
※別途、年次有給休暇、特別休暇あり 　　　　　　　　　　日

社会保険 労災　雇用　健康　厚生年金　共済
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　　　平成　15年　　3　月　　3　日 職員数

過去３年採用実績

資格

加算等

その他

資格

加算等

その他

ブース№

11

基本給         154,000円 →159,000円 　　　　　　　円 →　　　　　　　円　　　　　　　円 →　　　　　　　円

フリガナ

法人・企業名

シャカイフクシホウジン　グリーンコープ

社会福祉法人　グリーンコープ

所在地 〒812-0011 福岡県福岡市博多区博多駅前1丁目5-1

設立年月日 　3168 名（うち正規　568名、非正規　2600名）

TEL 0985-41-5800 FAX 0985-41-5801

URL     ｗｗｗ.fukushi-greencoop.or.jp

種別 事業所名 所在地

高齢 ふくしサービスセンターぽれぽれ 宮崎市吉村町江田原甲218-23

事業概要（経営理念・事業内容・ビジョン）

すべての人が住み慣れた地域の中で、その人らしい生き方を大切にし、最後まで安心して暮らし
続けられるように支援します。

職員育成のための取組（研修計画・資格取得支援等）

・資格取得する場合は助成制度あり。・宮崎県、宮崎市が開催する研修に参加する。・毎月職場
会議でミニ研修を開催している。

アピールポイント

ぽれぽれでは出資者＝経営者＝労働者という、お互いに尊重しあい自分たちの夢に向かって対等
な関係で意見交換を行い皆で運営していく、ワーカーズ・コレクティブという新しい働き方を取
り入れています。利用者やスタッフみんなの笑顔を大事にし、風通しのよい働きやすい職場で
す。

Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30

新卒採用者
実績

採用人数 0人 0人 0人
内在籍人数 0人 0人 0人

中途採用者
実績

採用人数 0人 0人 2人
内在籍人数 0人

円／月 円／月

処遇改善加算、特定事業所加算

0人 2人
勤続３年モデル（正規職員）

職種 訪問介護

賞与 年　2回　合計　1ヶ月分 年　回　合計　ヶ月分 年　回　合計　ヶ月分

新卒
採用者

　　　入職時　　　　　 　現在 入職時　　　　　　　→　現在 入職時　　　　　　　→　現在

手当

1,000～3,000円／月

円／月 円／月

処遇改善加算、特定事業所加算

（交通費支給） 通勤  ・ 住居  ・ 扶養・（　 　　） 通勤  ・ 住居  ・ 扶養・（　 　　）

賞与 年　2回　合計　1ヶ月分 年　回　合計　ヶ月分 年　回　合計　ヶ月分

中途
採用者

　　入職時　　　　　　　　現在 入職時　　　　　　　→　現在 入職時　　　　　　　→　現在

手当

1,000～3,000円／月

基本給         154,000円 →159,000円 　　　　　　　円 →　　　　　　円 　　　　　　　円 →　　　　　　　円

（交通費支給） 通勤  ・ 住居  ・ 扶養・（　 　　） 通勤  ・ 住居  ・ 扶養・（　 　　）
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資格

加算等

その他

資格

加算等

その他

現在の募集

対象
（学歴）

雇用形態 常勤 非常勤・パート 常勤

不問 不問

勤務地 宮崎市内 宮崎市内 宮崎市内

職種 訪問介護員 訪問介護員 サービス提供責任者

資格要件
いずれか必須 いずれか必須 必須

ヘルパー2級、介護福祉士 ヘルパー2級、介護福祉士 介護福祉士

業務内容
・身体介護（入浴、食事介助等）

・生活援助（掃除、調理等）
・身体介護（入浴、食事介助等）

・生活援助（掃除、調理等）
訪問介護計画書作成

介護業務

勤務時間 9：00～17：00
８：００～１９：００の間で
自分の可能な時間（応相談）

9：00～17：00

夜勤 なし回/月 　１回あたり　　　　　　円 なし回/月 　１回あたり　　　　　　　円 回/月 円
初任給

（基本給） 時給1,000　円 時給1,000　円 １６９，０００円

手当

実務者研修2000円、介護福祉士3000円 実務者研修2000円、介護福祉士3000円 介護福祉士300０円、看護師2000円

処遇改善加算、特定事業所加算 処遇改善加算、特定事業所加算 処遇改善加算、特定事業所加算

（　　交通費支給　） （　　交通費支給　　） （　　交通費支給　　）

賞与 年　2回　　　事業高に応じて 年　2回　　　事業高に応じて 年　2回　　　事業高に応じて

休日体制 月20日勤務 月１日～20日勤務 月20日勤務

社会保険 労災　雇用　健康　厚生年金　共済 労災　雇用　 労災　雇用　健康　厚生年金　共済

試用期間 なし　 試用期間中の
労働条件 ―

令和３年４月　採用計画

対象
（学歴） 不問 一般（不問）

新卒（不問）不問

雇用形態 常勤 非常勤・パート 正規職員

勤務地 宮崎市内 宮崎市内 宮崎市内

職種 訪問介護員 訪問介護員 訪問介護員

資格要件
ヘルパー2級、介護福祉士 ヘルパー2級、介護福祉士 ヘルパー2級、介護福祉士

業務内容
・身体介護（入浴、食事介助等）

・生活援助（掃除、調理等）
・身体介護（入浴、食事介助等）

・生活援助（掃除、調理等）
・身体介護（入浴、食事介助等）

・生活援助（掃除、調理等）

勤務時間 9：00～17：00
８：００～１９：００の間で
自分の可能な時間（応相談）

9：00～17：00

実務者研修2000円、介護福祉士3000円 実務者研修2000円、介護福祉士3000円 実務者研修2000円、介護福祉士3000円

処遇改善加算、特定事業所加算

夜勤 なし回/月 １回あたり 　　　　 円 なし回/月 １回あたり　　　　　円 /月

賞与 年　2回　　　事業高に応じて 年　2回　　　事業高に応じて 年　２回　　　事業高に応じて

円
初任給

（基本給） 時給1,000　円 時給1,000　円 １５４，０００円

手当

労災　雇用　健康　厚生年金　 労災　雇用 労災　雇用　健康　厚生年金

処遇改善加算、特定事業所加算 処遇改善加算、特定事業所加算

（　　交通費支給　） （　　交通費支給　　） （　　交通費支給　　）

不問

試用期間 なし 試用期間中の
労働条件 ―

休日体制 月20日勤務 月１日～20日勤務 月20日勤務

社会保険
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　　　　昭和54年　　4月　　1日 職員数

過去３年採用実績

資格

加算等

その他

資格

加算等

その他

（短大卒）185,924円⇒193,344円
（４大卒）198,432円⇒203,944円 　　　　　　　円 →　　　　　　　円　　　　　　　円 →　　　　　　　円

フリガナ

法人・企業名

シャカイフクシホウジン　オウユウカイ

社会福祉法人　桜裕会

所在地 〒　 880-0916 宮崎市大字恒久字西原５１５５番地１

設立年月日 ４０名（うち正規１１名、非正規２９名）

TEL 0985-53-6289 FAX 0985-53-6289

URL http://yokosaho.oukai.jp/

種別 事業所名 所在地

児童 横町さくら保育園 宮崎市大字恒久字西原５１５５番地１

障がい サクラプリンテック 宮崎市大字本郷北方字鵜戸尾２７１７番地４

障がい グループホーム　かぐや 宮崎市清武町加納字下岩見田甲２３４２番１０

内在籍人数

事業概要（経営理念・事業内容・ビジョン）

桜裕会では、「人の可能性への挑戦」というミッションのもと、自主自立の精神と人の心に寄り
添う福祉を通して、地域社会への持続的な成長と発展に寄与することを法人の基本理念とし、そ
れぞれの立場に立って幼児教育及び障がい者支援を行っております。

職員育成のための取組（研修計画・資格取得支援等）

横町さくら保育園では、定期的な園内研修の実施及び園外研修にも積極的に参加し、知識・保育技術の向上を図ると
ともに、新規資格取得者には、資格内容によって全額補助を行っています。
サクラプリンテック等では、定期的にプロジェクトチームを編成して各種課題に取り組むことで、職員の能力向上と
組織基盤の強化を図っています。

アピールポイント
横町さくら保育園では、保育実践の現場に「モンテッソーリ教育」を導入しており、熱い情熱と強い信念をもって保
育に取り組もうとする健康的で明るく元気な本物志向の方を求めています。
サクラプリンテック等では、「障がい者が自立して生活を送ることができること」を最終目標としており、我々と一
緒に温かい自立・就労支援を行ってくれる方を求めています。

０人

Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30

新卒採用者
実績

採用人数 １人 ３人 ０人
０人 ２人 ０人

中途採用者
実績

採用人数 ２人 １７人 ２人
内在籍人数

保育教諭１８，８００円／月 介護福祉士等　５，０００円／月 円／月

処遇改善手当：約２０万円／年
処遇改善Ⅱ手当：約２０，０００円／月

１１人 １人
勤続３年モデル（正規職員）

職種 保育教諭 総合職

通勤   ・ 扶養・（　 　　） 通勤   ・ 扶養・（　 　　） 通勤  ・ 住居  ・ 扶養・（　 　　）

賞与 年2回　合計4.45ヶ月分 年２回　合計2.0ヶ月分 年　回　合計　ヶ月分

手当

中途
採用者

　　　　入職時　　　　　　　現在 入職時　　　　　　　→　現在 入職時　　　　　　　→　現在

手当

保育教諭１８，８００円／月 円／月 円／月

処遇改善手当：約２０万円／年
処遇改善Ⅱ手当：約２０，０００円／月

基本給

通勤    ・ 扶養・（　 　　） 通勤  ・ 住居  ・ 扶養・（　 　　） 通勤  ・ 住居  ・ 扶養・（　 　　）

賞与 年2回　合計4.45ヶ月分 年　回　合計　ヶ月分 年　回　合計　ヶ月分

ブース№

12

基本給 （短大卒）185,924円⇒193,344円
（４大卒）198,432円⇒203,944円

　 　200,000円 →206,000円 　　　　　　　円 →　　　　　　　円

新卒
採用者

　　　　入職時　　　　　 　現在 　　入職時　　　　　　　現在 入職時　　　　　　　→　現在
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資格

加算等

その他

資格

加算等

その他

現在の募集

対象
（学歴）

新卒（短大卒以上）
一般（短大卒以上）

新卒（短大卒以上）
一般（短大卒以上）

雇用形態 正規職員 常勤（正規職員以外）

勤務地 宮崎市 宮崎市

職種 保育教諭 保育教諭

資格要件
いずれか必須 いずれか必須

保育士・幼稚園教諭
（令和６年度末までに両資格取得が条件）

保育士・幼稚園教諭
（令和６年度末までに両資格取得が条件）

業務内容 教育・保育業務 教育・保育業務

勤務時間
07:00～16:00  08:30～17:30
07:30～16:30  09:00～18:00
08:00～17:00  09:00～19:00

08:00～17:00
08:30～17:30
09:00～18:00

夜勤 回/月 　１回あたり　　　なし　円 回/月 　１回あたり　　　　なし　円 回/月 円
初任給

（基本給）
　　（短大卒）１８５,９２４円

（大学卒）１９８,４３２円
１８０,０００～２００,０００　　円

手当

保育教諭　１８，８００円～／月
（一つの資格の方は１５，８００円～／月）

保育教諭　１８，８００円～／月
（一つの資格の方は１５，８０0円～／月）

処遇改善手当：約２０万円／年
処遇改善Ⅱ手当：約２０，０００円／月

処遇改善手当：約２０万円／年
処遇改善Ⅱ手当：約１０，０００円／月

通勤・住居・扶養・（　　　　） 通勤・住居・扶養・（　　　　） 通勤・住居・扶養・（　　　　）

賞与 年 2 回　合計 4.45 ヶ月分 年　　回　合計　　ヶ月分 年　　回　合計　　　　ヶ月分

休日体制 週休二日制 週休二日制 　　　　　　　　　　日

社会保険 労災　雇用　健康　厚生年金　共済 労災　雇用　健康　厚生年金　共済 労災　雇用　健康　厚生年金　共済

試用期間 あり（試用期間6ヶ月）　 試用期間中の
労働条件 　　　変更なし

令和３年４月　採用計画

対象
（学歴）

新卒（短大卒以上）
一般（短大卒以上）

新卒（大卒以上）

雇用形態 正規職員 正規職員

勤務地 宮崎市 宮崎市

職種 保育教諭 総合職

資格要件
いずれか必須 望む

保育士・幼稚園教諭
（令和６年度末までに両資格取得が条件）

介護福祉士・社会福祉士・精神保健福祉士

業務内容 教育・保育業務 障がい者支援業務

勤務時間
07:00～16:00  08:30～17:30
07:30～16:30  09:00～18:00
08:00～17:00  09:00～19:00

８：００～１７：３０

保育教諭　１８，８００円～／月 介護福祉士等　５，０００　円／月 　　　　　　　　　　　　円／月

処遇改善手当：約２０万円／年
処遇改善Ⅱ手当：約２０，０００円／月

夜勤 回/月 １回あたり 　なし　 円 回/月 １回あたり 　なし　 円 /月

賞与 年 2 回　合計 4.45 ヶ月分 年　２　回　合計2.0ヶ月分 年　　回　合計　　　　ヶ月分

円
初任給

（基本給）
　　（短大卒）１８５，９２４～円

（大学卒）１９８，４３２～円 ２００，０００～　円 円

手当

労災　雇用　健康　厚生年金　共済 労災　雇用　健康　厚生年金　共済

円／月

通勤・住居・扶養・（　　　　） 通勤・住居・扶養・（　　　　） 通勤・住居・扶養・（　　　　）

試用期間 あり（試用期間6ヶ月） 試用期間中の
労働条件 　　変更なし

休日体制 週休二日制 週休二日制 　　　　　　　　　　日

社会保険 労災　雇用　健康　厚生年金　共済
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　　　　　　　平成4年　　7月　　日 職員数

過去３年採用実績

資格

加算等

その他

資格

加算等

その他

ブース№

13

基本給
140,800円 →150,700円 　　　　円 →　　　　円 　　　　　円 →　　　　円

フリガナ

法人・企業名

シャカイフクシホウジン　センジュカイ

社会福祉法人　　千寿会　

所在地 〒　882-0301 延岡市北浦町古江2693番地

設立年月日  82名（うち正規37名、非正規45名）

TEL 0982-45-3737 FAX 0982-45-3868

URL     

種別 事業所名 所在地

高齢 特別養護老人ホーム　千寿園 延岡市北浦町古江2693番地

高齢 グループホーム　せんじゅ 延岡市北浦町古江2687-1番地

事業概要（経営理念・事業内容・ビジョン）

高齢や病気により失うことの痛みを知り「共に笑い」「共に泣き」「共に生きる」ためにその人
らしさを大切に利用者の心に寄り添い、利用者本位のサービス提供を目指します。

職員育成のための取組（研修計画・資格取得支援等）

介護福祉士や介護支援専門員等の試験対策として園内での勉強会を実施しており、資格取得助成
金制度等の資格取得支援も行っております。また、キャリアパス制度や人事考課制度を導入し、
入職後1年以上経過した準社員及びパートタイム勤労者に対して正規雇用への転換を積極的に勧め
ています。

アピールポイント

やる気があり、優しく高齢者に寄り添って日々の生活を安全に送っていただく支援ができる方を
求めています。家庭的で温かい雰囲気の職場です。北浦の大自然の中でのんびりスローライフを
送ってみませんか？あなたの応募を待っています。

Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30

新卒採用者
実績

採用人数 4人 0人 3人
内在籍人数 1人 0人 2人

中途採用者
実績

採用人数 5人 5人 1人
内在籍人数 5人

円／月 円／月

特定処遇改善加算Ⅰ

4人 1人
勤続３年モデル（正規職員）

職種 介護職

賞与 年　2回　合計　4ヶ月分 年　回　合計　ヶ月分 年　　回　合計　　ヶ月分

新卒
採用者

入職時　　　　　　　 →　現在 入職時　　　　　　　→　現在 入職時　　　　　　　→　現在

手当

介護福祉士30,000円／月

円／月 円／月

特定処遇改善加算Ⅰ

通勤  ・ 住居  ・ 扶養・（　 　　） 通勤  ・ 住居  ・ 扶養・（　 　　） 通勤  ・ 住居  ・ 扶養・（　 　　）

賞与 年　2回　合計　4ヶ月分 年　回　合計　ヶ月分 年　　回　合計　　ヶ月分

中途
採用者

入職時　　　　　　　→　現在 入職時　　　　　　　→　現在 入職時　　　　　　　→　現在

手当

介護福祉士30,000円／月

基本給
140,800円 →150,700円 　　　　　円 →　　　　円 　　　　　　円 →　　　　円

通勤  ・ 住居  ・ 扶養・（　 　　） 通勤  ・ 住居  ・ 扶養・（　 　　） 通勤  ・ 住居  ・ 扶養・（　 　　）
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資格

加算等

その他

資格

加算等

その他

一般(不問)

現在の募集

対象
（学歴）

新卒(高卒以上)

勤務地 延岡市

夜勤

一般(不問)

雇用形態 準職員

職種 介護職

資格要件
望む

介護福祉士

業務内容
介護業務(入浴、食事、排泄介助

他、日常生活の支援など)

勤務時間
日勤8：00～17：00

遅番14：00～22：00
夜勤22：00～9：00

5回/月 　１回あたり　　　5,000円 回/月 　１回あたり　　　　　　　円 回/月 円
初任給

（基本給） 140,800～150,700円 　円

手当

介護福祉士30,000円

特定処遇改善加算Ⅰ

通勤・住居・扶養・（　　　　） 通勤・住居・扶養・（　　　　） 通勤・住居・扶養・（　　　　）

賞与 年　2回　合計　3.2ヶ月分 年　　回　合計　　ヶ月分 年　　回　合計　　　　ヶ月分

休日体制 1ヶ月9日休み　※別途、年次有給休暇、
リフレッシュ休暇あり 　　　　　　　　　　日

社会保険 労災　雇用　健康　厚生年金　共済 労災　雇用　健康　厚生年金　共済 労災　雇用　健康　厚生年金　共済

試用期間 あり（試用期間6ヶ月）　 試用期間中の
労働条件 変更なし

令和３年４月　採用計画

対象
（学歴）

新卒(高卒以上)

雇用形態 準職員

勤務地 延岡市

職種 介護職

資格要件
望む

介護福祉士

業務内容
介護業務(入浴、食事、排泄介助

他、日常生活の支援など)

勤務時間
日勤8：00～17：00

遅番14：00～22：00
夜勤22：00～9：00

介護福祉士30,000　円／月 　円／月 　　　　　　　　　　　　円／月

特定処遇改善加算Ⅰ

夜勤 5回/月 １回あたり 　　5,000 円 回/月 １回あたり　　　　　円 /月

賞与 年2回　合計　3.2ヶ月分 年　　回　合計　　ヶ月分 年　　回　合計　　　　ヶ月分

円
初任給

（基本給） 140,800～150,700円 　円 円

手当

労災　雇用　健康　厚生年金　共済 労災　雇用　健康　厚生年金　共済

円／月

通勤・住居・扶養・（　　　　） 通勤・住居・扶養・（　　　　） 通勤・住居・扶養・（　　　　）

試用期間 あり（試用期間 6ヶ月） 試用期間中の
労働条件 　変更なし

休日体制 1ヶ月9日休み　※別途、年次有給休暇、
リフレッシュ休暇あり 　　　　　　　　　　日

社会保険 労災　雇用　健康　厚生年金　共済
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昭和49年9月2日 職員数

過去３年採用実績

資格

加算等

その他

資格

加算等

その他

　〇地域交流夏祭りや地域子ども食堂（みまつ食堂）・グランドゴルフ場無料開放を通じ、地域との日常的な交流連携に力を入れています！

基本給 154,200円 →163,200円 154,200円 →163,200円 135,705円 →140,610円

Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30

新卒採用者
実績

フリガナ

法人・企業名

シャカイフクシホウジン　トキワカイ

社会福祉法人　ときわ会

ブース№

子どもから高齢者まで多世代・多職種・地域ごちゃまぜ‼事業展開しています。　

　〇「認知症×睡眠」「農業×福祉」を企業や大学・研究機関と連携、テクノロジー（センサー・ICT）の活用による先端的な共同実証にチャレンジしています！

　〇高齢介護・保育・児童発達支援を通じ、同敷地内で展開しており、多世代交流だけでなく、事業の垣根を超えたキャリア形成が可能です！

所在地 〒　886-0003 小林市堤4380番地

設立年月日 269名（うち正規122名、非正規147名）

TEL 0984-23-1478 FAX 0984-22-2830

URL http://www.tokiwa-kai.or.jp

種別 事業所名 所在地

児童 企業主導型マザーヒルズ保育園 小林市堤3699-12

障がい 児童発達支援事業所　ohana 小林市堤3699-12

高齢 地域密着型特別養護老人ホームソレイユの丘 小林市堤3702-2

高齢 特別養護老人ホームひなもり園 小林市堤4380番地

高齢 有料老人ホーム　マザーヒルズ 小林市堤3699-12

事業概要（経営理念・事業内容・ビジョン）

職員育成のための取組（研修計画・資格取得支援等）

アピールポイント

「すべての利用者によろこびを、すべての家族にあんしんを、地域社会との豊かな絆をつくる」
　私たちは、介護・保育・療育を通じ、人の「生きる」や日々の「くらし」、そして未来の可能性を地域・多世代ごちゃまぜで

　考え、切り拓くことにチャレンジしています。

　〇奨学金返還支援「ひなた創生のための奨学金返還支援企業」（宮崎県）認定

　〇資格取得支援規程有「学費・受験費用等資格取得支援」　〇エルダー・実習指導によるインターンシップ等受入可能です。

　〇子育てサポート企業「くるみん認定」　　「仕事と家庭の両立応援宣言企業」

採用人数 5人 6人 4人
内在籍人数 3人 2人 1人

中途採用者
実績

採用人数 22人 40人 37人
内在籍人数 11人

5,000円／月 3,000円／月

処遇改善手当　20,000円

21人 25人
勤続３年モデル（正規職員）

職種 介護職（大卒等） 介護職（高卒） 厨房職（高卒）

賞与 年2回　合計3ヶ月分 年2回　合計3ヶ月分 年2回　合計3ヶ月分

新卒
採用者

入職時　　　　　　　 →　現在 入職時　　　　　　　→　現在 入職時　　　　　　　→　現在

手当

5,000円／月

5,000円／月 5,000円／月 3,000円／月

処遇改善手当　20,000円

処遇改善手当　20,000円

通勤  ・ 住居  ・ 扶養・（処遇手当3回/
年）

通勤  ・ 住居  ・ 扶養・（処遇手当3回/
年） 通勤  ・ 住居  ・ 扶養・（業務）

通勤  ・ 住居  ・ 扶養・（　 　　）

賞与 年2回　合計3ヶ月分 年2回　合計3ヶ月分 年2回　合計2ヶ月分

中途
採用者

入職時　　　　　　　→　現在 入職時　　　　　　　→　現在 入職時　　　　　　　→　現在

手当

14

基本給 171,000円 →180,000円 133,000円 →139,300円 131,600円 →137,000円

処遇改善手当　20,000円

通勤  ・ 住居  ・ 扶養・（処遇手当3回/
年）

通勤  ・ 住居  ・ 扶養・（処遇手当3回/
年）
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資格

加算等

その他

資格

加算等

その他

16：00～9：30

週休二日制　年間103日 シフト制ローテーション　年間103日 シフト制ローテーション　年間

休日8～9日/月　年次有給休暇他 休日8～9日/月　年次有給休暇他 休日8～9日/月　年次有給休暇他

処遇改善手当3回/年（年間10万～15万）

　　　　１回あたり　　　　円 4～6回/月

入退去手続、利用者相談援助

家族・病院との調整連携業務

133,000円

週休二日制　年間103日 シフト制ローテーション　年間103日

機能訓練業務

10：00～19：00
16：00～09：30

排泄介助他・日常生活の支援）

休日8～9日/月　年次有給休暇他

9：30～19：00
9：00～18：00

介護保険加算対応記録他・介護職員指導業務

通勤・住居・扶養 通勤・住居・扶養・改善3回/年 通勤・住居・扶養・業務

休日8～9日/月　年次有給休暇他 休日8～9日/月　年次有給休暇他

新卒（大卒等） 新卒（高卒）

調理全般

イベント料理・活用料理
07：00～16：30 5：30～15：00

07：00～16：30 7：00～16：30

4～6回/月 　１回あたり　4,550円 　回/月 　１回あたり　　　円

現在の募集

対象
（学歴）

新卒（大卒等） 新卒（高卒） 新卒（高卒）

一般（不問） 一般（不問） 一般（不問）

雇用形態 正職員 正職員 正職員

勤務地 小林市 小林市 小林市

職種 生活相談員 介護職 厨房職

資格要件
必須 必須 望む

社会福祉士・社会福祉主事 介護福祉士 調理師

業務内容

勤務時間 8：30～17：30

介護業務　（利用者入浴・食事

10：00～19：00 10：00～19：00

夜勤 　回/月 　　　　１回あたり　　　　円
初任給

（基本給） 　171,000円 131,600円

手当

3,000円～8,000円 5,000円 3,000円

処遇改善手当　20,000円

賞与 年2回　合計3ヶ月分 年2回　合計3ヶ月分 年2回　合計3ヶ月分

休日体制

社会保険 労災　雇用　健康　厚生年金　共済 労災　雇用　健康　厚生年金　共済 労災　雇用　健康　厚生年金　共済

シフト制ローテーション　年間103日

試用期間 あり（試用期間6ヶ月）　　 試用期間中の
労働条件 　変更なし

令和３年４月　採用計画

対象
（学歴）

新卒（高卒）

一般（不問）一般（不問） 一般（不問）

雇用形態 正職員 正職員 正職員

勤務地 小林市 小林市 小林市

職種 機能訓練指導員 看護職 介護職

資格要件
必須 必須 必須

作業療法士・言語聴覚士 正看護師・准看護師 介護福祉士他

業務内容

勤務時間
8：00～17：00
8：30～17：30

16：00～09：30

23,000円 8,000円～23,000円 5,000円～23,000円

夜勤 　回/月 　１回あたり　4,550円4～6回/月

賞与 年2回　合計3ヶ月分 年2回　合計3ヶ月分 年2回　合計3ヶ月分

　１回あたり　　4,550円
初任給

（基本給） 160,000円～200,000円 154,200円～179,900円

手当

労災　雇用　健康　厚生年金　共済 労災　雇用　健康　厚生年金　共済

処遇改善手当　20,000円
処遇改善手当3回/年（年間10万～15万）

処遇改善手当　20,000円
処遇改善手当3回/年（年間10万～15万）

通勤・住居・扶養（12,400円～67,400円） 通勤・住居・扶養（12,400円～67,400円） 通勤・住居・扶養（12,400円～67,400円）

看護業務（利用者のメディカルチェック・看
護及び介護業務全般・他付随する業務）

介護業務（利用者入浴・食事排泄
介助他・日常生活の支援他）

試用期間 あり（試用期間6ヶ月）　 試用期間中の
労働条件 　変更なし

休日体制

社会保険 労災　雇用　健康　厚生年金　共済

154,200円～179,900円
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　　　　　昭和57年　1月　26日 職員数

過去３年採用実績

資格

加算等

その他

資格

加算等

その他

　149,500円 →　153,800円 　　　　　　　円 →　　　　　　　円　　　　　　　円 →　　　　　　　円

フリガナ

法人・企業名

所在地 〒882-0075 延岡市岡元町630番地1

設立年月日 104名(うち正規74名、非正規30名)

TEL FAX

URL     

種別 事業所名 所在地

事業概要（経営理念・事業内容・ビジョン）

職員育成のための取組（研修計画・資格取得支援等）

アピールポイント

高齢

高齢

Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30

主任、リーダー等によるOJTや園内研修、全体研修、外部研修、各種資格取得のための支援等

高齢者の支援にやりがいを感じることが出来る元気な方

新卒採用者
実績

採用人数 0人 0人 0人
内在籍人数 人 人 人

中途採用者
実績

採用人数 人 人 人
内在籍人数 人

入職時　　　　　　　→　現在

手当

円／月 円／月

人 人
勤続３年モデル（正規職員）

職種 介護職(大卒)

賞与 年3回　合計4.8ヶ月分 年　回　合計　ヶ月分 年　回　合計　ヶ月分

新卒
採用者

入職時　　　　　　　 →　現在 入職時　　　　　　　→　現在

通勤  ・ 住居  ・ 扶養・（　 　　）

入職時　　　　　　　→　現在

手当

介護福祉士5,000円/月 円／月

シャカイフクシホウジン　ミノリカイ

社会福祉法人　みのり会

0982-38-0306 0982-38-0388

特別養護老人ホームみのり園 延岡市岡元町630番地1

賞与 年3回　合計4.8ヶ月分 年　回　合計　ヶ月分 年　回　合計　ヶ月分

特別養護老人ホームみのり園ユニット館 延岡市岡元町630番地1

社会・地域における福祉の発展・充実を使命とし、利用者・家族に安心・満足していただけるサービス提供を
通して社会貢献に寄与する。明るく楽しく家庭的に親身になってをモットーとする。

中途
採用者

入職時　　　　　　　→　現在

基本給 　153,800円 →　158,300円 　　　　　　　円 →　　　　　　円 　　　　　　　円 →　　　　　　　円

円／月

介護職員処遇改善手当55万/年
(30年度実績)

基本給

介護福祉士5,000円/月

介護職員処遇改善手当55万/年
(30年度実績)

入職時　　　　　　　→　現在

ブース№

15

通勤  ・ 住居  ・ 扶養 通勤  ・ 住居  ・ 扶養・（　 　　） 通勤  ・ 住居  ・ 扶養・（　 　　）

通勤  ・ 住居  ・ 扶養 通勤  ・ 住居  ・ 扶養・（　 　　）
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資格

加算等

その他

資格

加算等

その他

雇用形態

勤務地

正規職員 常勤

延岡市岡元町630-1 延岡市岡元町630-1

現在の募集

対象
（学歴）

新卒（不問） 新卒（不問）

一般（不問） 一般（不問）

業務内容

勤務時間

職種

資格要件

介護職 介護職

円
初任給

（基本給）

手当

夜勤 回/月

通勤・住居・扶養・（　　　　）

あり（試用期間　ヶ月）　　なし　

休日体制
　　　　　　　　　　日

社会保険 労災　雇用　健康　厚生年金　共済 労災　雇用　健康　厚生年金　共済

賞与 年　　回　合計　　　　ヶ月分

試用期間
試用期間中の
労働条件 変更あり（　　　　　　）　　　変更なし

令和３年４月　採用計画

対象
（学歴）

新卒（不問）

一般（不問）

新卒（不問）

介護福祉士5,000円・社会福祉士10,000円 介護福祉士5,000円・社会福祉士10,000円

介護職員処遇改善手当55万/年(30年度実績)

　　　　　　　　　　日

年　3回　合計　4.8ヶ月分

　　　　　　　　　　日

年　3回　合計　4.0ヶ月分

通勤・住居・扶養・（　　　　） 通勤・住居・扶養・（　　　　）

不問 不問

149,500円 日給　6,500円

3～4回/月 　　１回あたり　4,000円

雇用形態

勤務地

正規職員 常勤

延岡市岡元町630-1 延岡市岡元町630-1

職種

資格要件

介護職 介護職

不問 不問

夜勤 /月

業務内容

勤務時間

介護業務（入所者の入浴、食事、
排泄介助他、日常生活の支援等）

介護業務（入所者の入浴、食事、
排泄介助他、日常生活の支援等）

3～4回/月 　　１回あたり　4,000円

介護福祉士5,000円・社会福祉士10,000円

日給　6,500円

3～4回/月

　　　　　　　　　　　　円／月

賞与

　　１回あたり　4,000円

介護福祉士5,000円・社会福祉士10,000円

介護職員処遇改善手当55万/年(30年度実績)介護職員処遇改善手当55万/年(30年度実績)

円
初任給

（基本給） 円

手当

149,500円

10：30～20：00

7：00～16：30
8：00～17：30
9：30～19：00

17：30～翌11：30
10：30～20：00

7：00～16：30
8：00～17：30
9：30～19：00

17：30～翌11：30
10：30～20：00

介護業務 介護業務

7：00～16：30

8：00～17：30

9：30～19：00

　　１回あたり　4,000円

介護職員処遇改善手当55万/年(30年度実績)

年　3回　合計　4.0ヶ月分

7：00～16：30

8：00～17：30

9：30～19：00

17：30～翌11：30

10：30～20：00

3～4回/月

労災　雇用　健康　厚生年金　共済

年間休日105日
別途※年次有給休暇

17：30～翌11：30

労災　雇用　健康　厚生年金　共済 労災　雇用　健康　厚生年金　共済

通勤・住居・扶養・（　　　　） 通勤・住居・扶養・（　　　　） 通勤・住居・扶養・（　　　　）

年　　回　合計　　　　ヶ月分年　3回　合計　4.8ヶ月分

一般（不問）

試用期間 あり（試用期間   ヶ月）　　なし　 試用期間中の
労働条件 変更あり（　　　　　　）　　　変更なし

休日体制
　　　　　　　　　　日

社会保険 労災　雇用　健康　厚生年金　共済

年間休日105日
別途※年次有給休暇、特別休暇

労災　雇用　健康　厚生年金　共済 労災　雇用　健康　厚生年金　共済

あり（試用期間　ヶ月）　　なし　 変更あり（　　　　　　）　　　変更なし

通勤・住居・扶養・（　　　　） 通勤・住居・扶養・（　　　　）

労災　雇用　健康　厚生年金　共済 労災　雇用　健康　厚生年金　共済

あり（試用期間　ヶ月）　　なし　 変更あり（　　　　　　）　　　変更なし
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職員数

過去３年採用実績

資格

加算等

その他

資格

加算等

その他

基本給 141,200円 →　144,200円 170,600円 →　174,600円 180,300円 →185,100円

（特定処遇改善）6千円/月 （特定処遇改善）6千円/月

通勤  ・ 住居  ・ 扶養・（　 　　） 通勤  ・ 住居  ・ 扶養・（　 　　） 通勤  ・ 住居  ・ 扶養・（　 　　）

賞与 年　回　合計４ヶ月分 年　回　合計４ヶ月分 年　回　合計４ヶ月分

中途
採用者

　入職時　　　　　　現在 入職時　　　　　　　現在 入職時　　　　　現在

手当

（介護福祉士）2万円／月 10,000円／月 30,000円／月

（処遇改善加算）1.5万円/月

（特定処遇改善）6千円/月 （特定処遇改善）6千円/月

通勤  ・ 住居  ・ 扶養・（　） 通勤  ・ 住居  ・ 扶養・（　 　　） 通勤  ・ 住居  ・ 扶養・（　 　　）

賞与 年２回　合計４ヶ月分 年２回　合計４ヶ月分 年２回　合計４ヶ月分

新卒
採用者

　入職時　　　　　　現在 入職時　　　　　　　現在 入職時　　　　　現在

手当

（介護福祉士）2万円／月 10,000円／月 30,000円／月

（処遇改善加算）1.5万円/月

2 2

勤続３年モデル（正規職員）

職種 介護職 看護職 看護職

4 6 4

中途採用者
実績

採用人数 4 5 2
内在籍人数 4

Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30

新卒採用者
実績

採用人数 4 6 4
内在籍人数

事業概要（経営理念・事業内容・ビジョン）

観光地「青島」の近くに位置し、８つの高齢者福祉事業を展開する社会福祉法人です。
在宅介護から施設サービスまで高齢者の生活を幅広くサポートしています。地域福祉の向上と質の高い介護サービスの提供を
目指し、「チームワーク」を合言葉に利用者の皆様へ元気をお届けしています。

職員育成のための取組（研修計画・資格取得支援等）
新人教育担当者を定め丁寧に指導いたします。その他、社内研修や社外研修、資格取得のための研修にも積極的に参加しても
らっています。（認知症介護実践者研修修了者37名、喀痰吸引等研修実地研修修了者26名、地域福祉コーディネーター養成
講座修了者6名etc…）
資格取得のサポートを行います。（介護支援専門員受験費用負担、更新研修費用負担、実務者研修受講費用補助）

アピールポイント
利用者の皆様へ安心と元気が届けられるような事業所を目指しています。人と接することが好きな方や、得意ではないけど興
味がある方を募集しています。
また、事業所内だけではなく、地域貢献活動も積極的に行っており、職員それぞれの個性を活かしながら働ける職場です。
私たちと一緒に働いてみませんか。
休日数が多いので、趣味を充実させながら働く職員もたくさんいます。

高齢 　宮崎南デイサービスセンター 宮崎市大字加江田４５１４番地２

高齢 　地域密着型サービス　シルヴァーリージャ 宮崎市大字加江田４５４0番地3

種別 事業所名 所在地

高齢 　特別養護老人ホーム　ゴールデンレイク 宮崎市大字加江田４５１４番地２

TEL 0985-65-2828 FAX 0985-65-1700

URL http://www.aisinfukusikai.jp

社会福祉法人　愛鍼福祉会

所在地 〒889-2161 宮崎市大字加江田４５１４番地2

設立年月日 130名（うち正規100名、非正規30名）平成7年4月1日

ブース№

16

基本給 141,200円 →　144,200円 170,600円 →　174,600円 180,300円 →185,100円

フリガナ

法人・企業名

シャカイフクイホウジン　アイシンフクシカイ
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資格

加算等

その他

資格

加算等

その他

新卒/一般（専門学校・短大）

なし なし

試用期間 あり（試用期間　6ヶ月） 試用期間中の
労働条件 変更なし

休日体制
勤務表による（月10日）
リフレッシュ休暇　年3日

年間休日数　約123日 　　　　　　　　　　日

社会保険 労災　雇用　健康　厚生年金 労災　雇用　健康　厚生年金　共済 労災　雇用　健康　厚生年金　共済

円／月
住居手当　上 限　27,000円  扶養手当　配偶者13,500円　子5,000円
通勤手当　上限　 20,900円 *社内規定による 通勤・住居・扶養・（　　　　） 通勤・住居・扶養・（　　　　）

賞与 年2回　合計4ヶ月分（前年実績） 年　　回　合計　　ヶ月分 年　　回　合計　　　　ヶ月分

円
初任給

（基本給） 　141,200円 　円 円

手当

介護福祉士　20,000円/月 　円／月 　　　　　　　　　　　　円／月

介護職員処遇改善手当15,000円

夜勤 3～5回/月 　１回あたり　　5,000円 回/月 １回あたり　　　　　円 /月

業務内容 介護業務

勤務時間

7：00～16：00（8時間）
9：00～18：00

13：00～22：00
22：00～8：00

職種 介護職員

資格要件
望む

介護福祉士

雇用形態 正規職員

勤務地 宮崎市

令和３年４月　採用計画

対象
（学歴）

新卒/一般（専門学校・短大）

社会保険 労災　雇用　健康　厚生年金 労災　雇用　健康　厚生年金 労災　雇用　健康　厚生年金

試用期間 あり（試用期間　6ヶ月） 試用期間中の
労働条件 変更なし

賞与 年2回　合計4ヶ月分（前年実績） 年2回　合計4ヶ月分（前年実績） 年2回　合計4ヶ月分（前年実績）

休日体制 勤務表による月10日、リフレッシュ休暇　年3日
年間休日数　約123日

勤務表による月10日、リフレッシュ休暇　年3日
年間休日数　約123日

勤務表による月10日、リフレッシュ休暇　年3日
年間休日数　約123日

手当

介護福祉士　20,000円/月 介護福祉士　20,000円/月 介護福祉士　20,000円/月

介護職員処遇改善手当15,000円 介護職員処遇改善手当15,000円 介護職員処遇改善手当15,000円
住居手当　上 限　27,000円  扶養手当　配偶者13,500円　子5,000円
通勤手当　上限　 20,900円 *社内規定による

住居手当　上 限　27,000円  扶養手当　配偶者13,500円　子5,000円
通勤手当　上限　 20,900円 *社内規定による

住居手当　上 限　27,000円  扶養手当　配偶者13,500円　子5,000円
通勤手当　上限　 20,900円 *社内規定による

介護業務
介護業務
送　迎

介護業務
訪問介護サービス計画書作成

登録ヘルパー派遣管理

勤務時間

7：00～16：00（8時間）
9：00～18：00

13：00～22：00
22：00～8：00

初任給
（基本給） 　141,200円 　141,200円 　141,200円

サービス提供責任者

資格要件
望む 望む いずれか必須

夜勤 3～5回/月 　１回あたり　　5,000円

介護福祉士・実務者研修修了

業務内容

正規職員

勤務地 宮崎市 宮崎市 宮崎市

8：00～17：00（8時間）
8：30～17：00（7.5時

間）

職種 介護職員 介護職員

現在の募集

対象
（学歴）

新卒/一般（専門学校・短大） 新卒/一般（専門学校・短大）

介護福祉士 介護福祉士

雇用形態 正規職員 正規職員
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昭和52年6月9日 職員数

過去３年採用実績

資格

加算等

その他

資格

加算等

その他

基本給 175,000円 →　182,000円 149,200円 →　155,000円 175,000円 →　182,000円

処遇改善加算にて3月賞与有 業務手当　基本給の10％
処遇改善加算にて3月賞与有

通勤  ・ 住居  ・ 扶養・（　 　　） 通勤  ・ 住居  ・ 扶養・（　 　　） 通勤  ・ 住居  ・ 扶養・（　 　　）

賞与 年2回　合計4.5ヶ月分 年2回　合計4.5ヶ月分 年2回　合計4.5ヶ月分

中途
採用者

入職時　　　　　　　→　現在 入職時　　　　　　　→　現在 入職時　　　　　　　→　現在

手当

円／月 円／月 円／月

業務手当　基本給の10％
処遇改善加算にて3月賞与有

処遇改善加算にて3月賞与有 業務手当　基本給の10％
処遇改善加算にて3月賞与有

通勤  ・ 住居  ・ 扶養・（　 　　） 通勤  ・ 住居  ・ 扶養・（　 　　） 通勤  ・ 住居  ・ 扶養・（　 　　）

賞与 年2回　合計4.5ヶ月分 年2回　合計4.5ヶ月分 年2回　合計4.5ヶ月分

新卒
採用者

入職時　　　　　　　 →　現在 入職時　　　　　　　→　現在 入職時　　　　　　　→　現在

手当

円／月 円／月 円／月

業務手当　基本給の10％
処遇改善加算にて3月賞与有

26人 14人
勤続３年モデル（正規職員）

職種 介護職（大学卒） 調理員（高卒） 看護職員（大学卒）

中途採用者
実績

採用人数 16人 28人 14人
内在籍人数 11人

新卒採用者
実績

採用人数 2人 人 2人
内在籍人数 1人 人 2人

　職員研修は毎年研修計画のもと、全職員が外部研修に参加できるよう配慮しており、資格取得
に関しては、３度目までは、模擬試験や実務者研修、また試験日についても出張扱いとし、係る
受講料は全て施設にて負担しております。施設全体で応援していきます。

アピールポイント

　清風会は、特に資格取得に力を入れており、自身のキャリアアップに繋がります。また、各施
設の職員は、年齢に幅があり、２０代～７０代の女性が特に活躍しております。職員間の繋がり
もあり、職員旅行や親睦会も大変盛り上がります。是非清風会の一員になってみませんか。

Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30

障がい 児童心理治療施設　ひむかひこばえ学園 日向市東郷町山陰辛９６１番地

事業概要（経営理念・事業内容・ビジョン）

　基本理念に多様な福祉サービスがその利用者の意向を尊重して総合的に提供されるよう創意工
夫する。利用者が個人の尊厳を保持しつつ、自立した生活を地域社会において営むことができる
ように支援する。各施設協力してサービスを提供しています。

職員育成のための取組（研修計画・資格取得支援等）

高齢 グループホーム　みさと 東臼杵郡美郷町西郷田代２２０８番地

高齢 特別養護老人ホーム　平寿園 東臼杵郡椎葉村大字下福良５４－３３７

URL http://wakamiyaso.jp/

種別 事業所名 所在地

高齢 特別養護老人ホーム　若宮荘 東臼杵郡美郷町西郷田代２２０８番地

所在地 〒883-1101 東臼杵郡美郷町西郷田代２２０８番地

設立年月日 209名（うち正規105名、非正規104名）

TEL 0982-66-2018 FAX 0982-66-2767

日向市大字塩見１１０８９番地６

基本給 175,000円 →　182,000円 149,200円 →　155,000円 175,000円 →　182,000円

フリガナ

法人・企業名

シャカイフクシホウジン　セイフウカイ

　社会福祉法人　清風会

ブース№

17

高齢 養護老人ホーム　ひまわり寮 日向市大字財光寺４７７２番地１

高齢 養護老人ホーム　清翠園 東臼杵郡美郷町西郷田代２２６９番地

高齢 ケアハウス　れいめい館
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資格

加算等

その他

資格

加算等

その他

試用期間 　　なし　 試用期間中の
労働条件 ―

休日体制 １ヵ月8日
※別途、年次有給休暇、特別休暇あり

1ヵ月９日
※別途、年次有給休暇、特別休暇あり 　　　　　　　　　　日

社会保険 労災　雇用　健康　厚生年金　共済 労災　雇用　健康　厚生年金　共済 労災　雇用　健康　厚生年金　共済

処遇改善加算・特定処遇改善加算　賞与にて

通勤・住居・扶養・（　　　　） 通勤・住居・扶養・（　　　　） 通勤・住居・扶養・（　　　　）

賞与 年3回　合計4.5ヶ月分 年3回　合計4ヶ月分 年　　回　合計　　　　ヶ月分

円
初任給

（基本給） 　148,000円 　148,000円 円

手当

介護福祉士　3,000円/月 　　　　　　　　　　　　円／月

処遇改善加算・特定処遇改善加算　賞与にて

夜勤 5～6回/月 　１回あたり　2,000円 なし /月

業務内容
介護業務（入所者の入浴、食事、
排泄介助他、日常生活の支援等）

調理業務（利用者の食事の準備、
片付け、清掃）多種の形態があ

る。

勤務時間

7：15～16：45
8：30～18：30
8：30～18：00

17：00～09：30

5：30～15：15
9：15～18：45

職種 介護職 調理職員

資格要件
不問 不問

雇用形態 常勤 常勤

勤務地 美郷町・日向市 日向市・美郷町

試用期間 なし　 試用期間中の
労働条件 ―

令和３年４月　採用計画

対象
（学歴）

新卒（不問）
一般（不問）

新卒（不問）

一般（不問）

休日体制
１ヵ月8日

※別途、年次有給休暇、特別休暇あり
1ヵ月９日

※別途、年次有給休暇、特別休暇あり 　　　　　　　　　　日

社会保険 労災　雇用　健康　厚生年金　共済 労災　雇用　健康　厚生年金　共済 労災　雇用　健康　厚生年金　共済

通勤・住居・扶養・（　　　　） 通勤・住居・扶養・（　　　　） 通勤・住居・扶養・（　　　　）

賞与 年3回　合計4.5ヶ月分 年3回　合計4ヶ月分 年　　回　合計　　　　ヶ月分

初任給
（基本給） 　148,000円 148,000　円

手当

介護福祉士　3,000円/月

処遇改善加算・特定処遇改善加算　賞与にて 処遇改善加算・特定処遇改善加算　賞与にて

夜勤 5～6回/月 　１回あたり　2,000円 回/月なし 円

業務内容
介護業務（入所者の入浴、食事、
排泄介助他、日常生活の支援等）

調理業務（利用者の食事の準備、
片付け、清掃）多種の形態があ

る。

勤務時間

7：15～16：45
8：30～18：30
8：30～18：00

17：00～09：30

5：30～15：15
9：15～18：45

職種 介護職 調理職員

資格要件
望む 不問

介護福祉士

雇用形態 常勤 常勤

勤務地 日向市・美郷町 日向市・美郷町

現在の募集

対象
（学歴）

新卒（不問） 新卒（不問）

一般（不問） 一般（不問）
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職員数

過去３年採用実績

資格

加算等

その他

資格

加算等

その他

年　回　合計　ヶ月分

処遇改善3,000～5,000円/月 特定処遇改善　5,000円／月

通勤 ・扶養・皆勤手当（3,000円） 通勤 ・ 扶養・皆勤手当（3,000円） 通勤  ・ 住居  ・ 扶養・（　 　　）

賞与 年２回　合計4.3ヶ月分 年２回　合計4.３ヶ月分

通勤  ・ 住居  ・ 扶養・（　 　　）

賞与 年２回　合計4.3ヶ月分 年２回　合計4.3ヶ月分 年　回　合計　ヶ月分

基本給
入職時　　　　　　　 →　現在 入職時　　　　　　　→　現在 入職時　　　　　　　→　現在

手当

介護福祉士5,000円／月 ５,０００～１０,０００円 円／月

手当

介護福祉士5,000円／月 5,000円～１０,０００円／月 円／月

処遇改善2,000～5,000円/月 　特定処遇改善　５,０００円／月

通勤 ・扶養・皆勤手当（3,000円） 通勤 ・ 扶養・皆勤手当（3,000円）

１２人 9人
勤続３年モデル（正規職員）

職種 介護職 看護師（正・準） 介護パート

２人 ２人 　0人

中途採用者
実績

採用人数 １９人 １４人  １２人
内在籍人数 13人

Ｈ２８ Ｈ2９ Ｈ３０

新卒採用者
実績

採用人数 ２人 ２人 0人
内在籍人数

事業概要（経営理念・事業内容・ビジョン）

《長生園の理念》「明るく、楽しく、和やかに」をモットーに利用者本位のサービス提供体制を築
き、安心で快適な環境を整備し、誰からも親しまれ、喜ばれる施設づくりを目指します。」

職員育成のための取組（研修計画・資格取得支援等）

　施設内研修として、月2回（年24回）の頻度で研修を実施している。また、外部研修への参加
も積極的に取り入れている（社会福祉協議会・介護労働センター等の主催）。その他にも施設内研
修もあります。なお、各種の資格取得の意思のある職員には費用貸付制度（要件を満たせば全額返
金なし）があります。

アピールポイント
○開設45年目を迎え、地域社会や家族のニーズに対応した高齢介護サービスを提供している。
○スタッフ全員に年有給（10日）とリフレッシュ休暇（3日）などの休暇制度を導入。充実した働きやすい環境に努めている。
○将来のスキルアップのための研修制度の中で資格に応じた安定的な給与体系と目標の持てる、やり甲斐のある職場環境を目指してい
る。
○特別処遇改善加算の配分を元年10月より（実際の支給は12月からの支給）実施している。勤務年数、資格、夜勤、常勤、パート、
事務職と業務の職種、業務内容に応じての支給となる。支給額は、5,000円から35,000円である。
〇常勤専従医師の配置で医療介護の充実に努め、研修の中で介護に必要な医療知識の向上に取り組んでいる

高齢 長生園在宅介護支援センター 宮崎市山崎町浜川33番地

高齢 長生園デイサービスセンター 宮崎市山崎町浜川3３番地

URL

種別 事業所名 所在地

高齢 特別養護老人ホーム 宮崎市山崎町浜川３７番地

所在地 〒880-0836 　　宮崎市山崎町浜川37番地

設立年月日 ９0名（うち正規44名、非正規46名）

TEL 0985-39-2560 FAX 0985-39-2049

　　　　　昭和　４９年　４月　１５日

フリガナ

法人・企業名

シャカイフクシホウジン 　マイヅルカイ

社会福祉法人 　舞鶴会

ブース№

18

142,000円 →　148,000円 180,000円 →　186,000円 800円～850円→　800円～850円

基本給
入職時　　　　　　　 →　現在 入職時　　　　　　　→　現在 入職時　　　　　　　→　現在

142,000円 →　148,000円 180,000円 →　186,000円 800円～850円→　800円～850円
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資格

加算等

その他

資格

加算等

その他

試用期間 あり（試用期間３ヶ月）　 試用期間中の
労働条件 　　変更なし

休日体制 １ヶ月９休 　　　　　　　　　　日

社会保険 労災　雇用　健康　厚生年金　共済 労災　雇用　健康　厚生年金　共済 労災　雇用　健康　厚生年金　共済

円／月

通勤・扶養・皆勤手当（3,000円） 通勤・住居・扶養・（　　　　） 通勤・住居・扶養・（　　　　）

賞与 年２回　合計4.3ヶ月分 年　　回　合計　　ヶ月分 年　　回　合計　　　　ヶ月分

円
初任給

（基本給） 　１４2,０００円 　円 円

手当

介護福祉士5,000円/月 　円／月 　　　　　　　　　　　　円／月

処遇改善2,000円～5,000円/月

夜勤 ５・６回/月 １回あたり6,000円 回/月 １回あたり　　　　　円 /月

業務内容 介護業務（日常生活等の支援）

勤務時間
7:00～16:00　12:00～21:00
8:00～17:00　13:00～19:00
9:30～19:00　17:00～9:00

職種 介護職

資格要件
必須

基礎研修修了者以上の者

雇用形態 正規職員

勤務地 宮崎市

試用期間 あり（試用期間３ヶ月）　 試用期間中の
労働条件 　　変更なし

２０２０年４月　採用計画

対象
（学歴）

新卒（高校卒以上）
一般（不問）

休日体制 １ヶ月９休 　　　　　　　　　　日

社会保険 労災　雇用　健康　厚生年金　共済 労災　雇用　健康　厚生年金　共済 労災　雇用　健康　厚生年金　共済

通勤・扶養・皆勤手当（3,000円）

賞与 年２回　合計4.3ヶ月分 年　　回　合計　　ヶ月分 年　　回　合計　　　　ヶ月分

円
初任給

（基本給） 　１４2,０００円 　円

手当

介護福祉士5,000円/月

処遇改善2,000円～5,000円/月

夜勤 5・6回/月 　１回あたり6,000円 回/月 　１回あたり　　　　　　　円 回/月

業務内容 介護業務（日常生活等の支援）

勤務時間
7:00～16:00　12:00～21:00
8:00～17:00　13:00～19:00
9:30～19:00　17:00～9:00

職種 介護職

資格要件
必須

基礎研修修了者以上の者

雇用形態 正規職員

勤務地 宮崎市

現在の募集

対象
（学歴）

新卒（高校卒以上）

一般（不問）

 

-39-



　　　　　　昭和　　58年　　　4　月　　1　　日 職員数

過去３年採用実績

資格

加算等

その他

   入職時　　　　　　　現在         入職時（専門卒）　　 現在       入職時　　　　　　　現在

資格

加算等

その他

フリガナ

法人・企業名

シャカイフクシホウジン　エビノメイユウカイ

社会福祉法人　えびの明友会

所在地 〒889-4301 えびの市大字原田1403番地27

設立年月日 183 名（うち正規117名、非正規66名）

TEL 0984-27-4165 FAX 0984-25-3363

URL     

種別 事業所名 所在地

高齢 特別養護老人ホーム八幡の里 えびの市大字原田1403番地27

高齢 特別養護老人ホームあけぼの園 えびの市大字榎田579番地10

高齢 グループホーム顔なじみ えびの市大字榎田579番地36

内在籍人数

事業概要（経営理念・事業内容・ビジョン）

特別養護老人ホーム八幡の里、特別養護老人ホームあけぼの園、グループホーム顔なじみ、養護老
人ホーム真幸園、八幡の里ケアプランセンターを運営しております。「自分が受けたい介護、家族
に受けさせたい介護」という基本理念の下、スタッフ一同日々研鑽しております。

職員育成のための取組（研修計画・資格取得支援等）

介護・看護職員を中心に毎月園内研修等があり、資格や経験がなくても働きながら知識や技術を学
ぶ事ができます。

アピールポイント
地域の皆様に密着した家庭的な雰囲気のある職場、活気のある職場を目指しスタッフ一同頑張っております。育児や介護な
ど、職員の家庭の事情を考慮し勤務時間の短縮や始業・終業時間の変更も行っております。また、令和元年度よりリフレッ
シュ休暇、バースデイ休暇も付与する事になりました。ICTの活用を積極的に取り入れており、タブレットによる情報入力や
介護ロボットを導入し職員の身体的負担の軽減と入所者を安全に移乗できるよう心がけています。

36人

Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30

新卒採用者
実績

採用人数 0人 2人 2人

正看護師

0人 1人 2人

中途採用者
実績

採用人数 42人 41人 44人
内在籍人数

0円／月 10,000円／月 20,000円／月

介護処遇改善加算16,000円

35人 32人
勤続３年モデル（正規職員）

職種 介護職 介護福祉士

介護処遇改善加算36,000円

通勤  ・ 住居  ・ 扶養・（　 　　） 通勤  ・ 住居  ・ 扶養・（　 　　） 通勤  ・ 住居  ・ 扶養・（　 　　）

賞与 年2回　合計1.8ヶ月分 年2回　合計2.4ヶ月分 年2回　合計4ヶ月分

手当

中途
採用者

手当

0円／月 10,000円／月 20,000円／月

介護処遇改善加算16,000円

基本給 　130,000円 →　131,500円 　　　136,000円 →　137,500円 　　165,000円 →　166,500円

介護処遇改善加算36,000円

通勤  ・ 住居  ・ 扶養・（　 　　） 通勤  ・ 住居  ・ 扶養・（　 　　） 通勤  ・ 住居  ・ 扶養・（　 　　）

賞与 年2回　合計1.8ヶ月分 年2回　合計2.4ヶ月分 年2回　合計4ヶ月分

ブース№

19

基本給 　130,000円 →　131,500円 　　　136,000円 →　137,500円 　　165,000円 →　166,500円

新卒
採用者

   入職時　　　　　　　現在       入職時（専門卒）　　    現在      入職時　　　　　　現在
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資格

加算等

その他

資格

加算等

その他

一般（不問）

現在の募集

対象
（学歴）

新卒（高校卒以上） 　新卒（不問）

勤務地 えびの市 えびの市

正看護師

夜勤

一般（不問） 　一般（不問）

雇用形態 正職員 正職員

職種 介護福祉士 正看護師

資格要件
必須 必須

介護福祉士

業務内容
介護業務（入所者の入浴、食事、
排泄介助他、日常生活の支援等）

バイタルチェック等の健康管理・
投薬管理・けがの処置・病院受診

対応

勤務時間

7：00～16：00
8：00～17：00

10：30～19：30
15：00～0：00
0：00～9：00

7：30～16：30
8：00～17：00
9：30～18：30

5～6回/月 １回あたり 深夜4,500準夜1,500円 回/月 　１回あたり　　　　　　　円 回/月 円
初任給

（基本給） 　176,000円 　204,000円

手当

介護福祉士　　　10,000円/月 正看護師　　　　　20,000円/月

介護処遇　　　36,000円/月 　待機15,000円+一回あたり4,000円

通勤・住居・扶養・（　　　　） 通勤・住居・扶養・（　　　　） 通勤・住居・扶養・（　　　　）

賞与 年　　2回　合計　　2.4ヶ月分 年　2回　合計　4ヶ月分 年　　回　合計　　　　ヶ月分

休日体制 週休2日制
※年次有給休暇・リフレッシュ・バースデイ休暇

週休2日制
※年次有給休暇・リフレッシュ・バースデイ休暇 　　　　　　　　　　日

社会保険 労災　雇用　健康　厚生年金　共済 労災　雇用　健康　厚生年金　共済 労災　雇用　健康　厚生年金　共済

試用期間 あり（試用期間　6ヶ月）　　 試用期間中の
労働条件 　変更なし

令和３年４月　採用計画

対象
（学歴）

　新卒（不問）

　一般（不問）

新卒（高校卒以上）

雇用形態 正職員 正職員

勤務地 えびの市 えびの市

職種 介護福祉士 正看護師

資格要件
必須 必須

介護福祉士 正看護師

業務内容
介護業務（入所者の入浴、食事、
排泄介助他、日常生活の支援等）

バイタルチェック等の健康管理・
投薬管理・けがの処置・病院受診

対応

勤務時間

7：00～16：00
8：00～17：00

10：30～19：30
15：00～0：00
0：00～9：00

7：30～16：30
8：00～17：00
9：30～18：30

介護福祉士　　　10,000円/月 正看護師　　　　　20,000円/月 　　　　　　　　　　　　円／月

介護処遇　　　36,000円/月

夜勤 5～6回/月 １回あたり 深夜4,500準夜1,500円 回/月 　１回あたり　　　　　　　円 /月

賞与 年　　2回　合計　　2.4ヶ月分 年　2回　合計　4ヶ月分 年　　回　合計　　　　ヶ月分

円
初任給

（基本給） 　円 　円 円

手当

労災　雇用　健康　厚生年金　共済 労災　雇用　健康　厚生年金　共済

　待機15,000円+一回あたり4,000円

通勤・住居・扶養・（　　　　） 通勤・住居・扶養・（　　　　） 通勤・住居・扶養・（　　　　）

試用期間 あり（試用期間　6ヶ月） 試用期間中の
労働条件 変更なし

休日体制 週休2日制
※年次有給休暇・リフレッシュ・バースデイ休暇

週休2日制
※年次有給休暇・リフレッシュ・バースデイ休暇 　　　　　　　　　　日

社会保険 労災　雇用　健康　厚生年金　共済
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　　昭和43　年　6　月　15　日 職員数

過去３年採用実績

資格

加算等

その他

資格

加算等

その他

ブース№

20

基本給  169,400円 →　175,500円  153,000円 →　158,900円 　　　　　　　円 →　　　　　　　円

新卒
採用者

  入職時 　　　　　   現在    入職時　　　　　   現在 入職時　　　　　　　現在

処遇改善　17,000円／月

通勤  ・ 住居  ・ 扶養・（　 　　） 通勤  ・ 住居  ・ 扶養・（　 　　） 通勤  ・ 住居  ・ 扶養・（　 　　）

賞与 年2回　合計4.5ヶ月分 年2回　合計4.5ヶ月分 年　回　合計　ヶ月分

中途
採用者

  入職時　　　　　　  現在   入職時　　　　　　現在 入職時　　　　　　　→　現在

手当

円／月 円／月 円／月

処遇改善　17,000円／月

基本給

処遇改善　17,000円／月

通勤  ・ 住居  ・ 扶養・（　 　　） 通勤  ・ 住居  ・ 扶養・（　 　　） 通勤  ・ 住居  ・ 扶養・（　 　　）

賞与 年2回　合計4.5ヶ月分 年２回　合計4.54ヶ月分 年　回　合計　ヶ月分

手当

円／月 円／月 円／月

処遇改善　17,000円／月

人 2人
勤続３年モデル（正規職員）

職種 保育教諭 調理士

1人 人 3人

中途採用者
実績

採用人数 人 人 2人
内在籍人数 人

Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30

新卒採用者
実績

採用人数 2人 人 3人
内在籍人数

事業概要（経営理念・事業内容・ビジョン）

浄土真宗本願寺派のお寺の保育園で、宗教的情操の中で心身ともに明るく健康な子供の育成を保
育方針としています。

職員育成のための取組（研修計画・資格取得支援等）

キャリアパスのための研修は、経験年数に合った研修計画を個別に計画し、実施しています。本
人の希望があれば保育心理士などの資格取得のバックアップをします。

アピールポイント

キャリアアップのための研修等の参加費・教材等の準備は園側が保障します。休みがとりやすい
職場環境で、職員同士のコミュニケーションがよく取れているため、勤続年数の長い職員が多
い。

URL

種別 事業所名 所在地

児童 鳴峰保育園 都城市高崎町大牟田1151-3

都城市高崎町大牟田1151-3

設立年月日 28名（うち正規9名、非正規19名）

TEL 0986-62-2127 FAX 0986-62-0599

 201,900円 →　207,100円 184,400円 →　189,700円 　　　　　　　円 →　　　　　　　円

フリガナ

法人・企業名

しゃかいふくしほうじん　めいほうかい

社会福祉法人　鳴峰会

所在地 〒　889-4505

 

-42-



資格

加算等

その他

資格

加算等

その他

試用期間 あり（試用期間　3ヶ月）　　　 試用期間中の
労働条件 　　変更なし

休日体制
週休2日制

※別途、年次有給休暇、指定休あり
シフト制

　　　　　　　　　　日

社会保険 労災　雇用　健康　厚生年金　共済 労災　雇用　健康　厚生年金　共済 労災　雇用　健康　厚生年金　共済

通勤・住居・扶養・（　　　　） 通勤・住居・扶養・（　　　　） 通勤・住居・扶養・（　　　　）

賞与 年　2 回　合計　2.95ヶ月分 法人の経営状況による 年　　回　合計　　　　ヶ月分

円
初任給

（基本給） 　169,400円 　6,800円／日

手当

　　　　　　　　　　　　円／月

処遇改善　17,000円／月、
業務手当6,500円

夜勤 /月 　１回あたり　　　　　　円 /月 　１回あたり　　　　　　　円 /月

業務内容 保育業務 保育補助

勤務時間
７：００～１５：４５
８：００～１７：００
９：１５～１８：００

8：00～17：00

職種 保育教諭 保育教諭

資格要件
必須 必須

保育士・幼稚園教諭 保育士・幼稚園教諭

雇用形態 常勤 パート

勤務地 都城市 都城市

試用期間 あり（試用期間　3ヶ月）　　 試用期間中の
労働条件 　　変更なし

令和３年４月　採用計画

対象
（学歴） 新卒・一般 新卒・一般

休日体制 週休2日制
※別途、年次有給休暇、指定休あり 　　　　　　　　　　日

社会保険 労災　雇用　健康　厚生年金　共済 労災　雇用　健康　厚生年金　共済 労災　雇用　健康　厚生年金　共済

通勤・住居・扶養・（　　　　） 通勤・住居・扶養・（　　　　） 通勤・住居・扶養・（　　　　）

賞与 年　2 回　合計　2.95ヶ月分 法人の経営状況による 年　　回　合計　　　　ヶ月分

　１回あたり　　　　　　　円
初任給

（基本給） 　169,400円 　6,800円／日 3,400円／日

手当 処遇改善　17,000円／月、
業務手当6,500円

夜勤 回/月 　１回あたり　　　　　　円 回/月 　１回あたり　　　　　　　円 回/月

業務内容 保育業務 保育補助 保育補助

勤務時間
７：００～１５：４５
８：００～１７：００
９：１５～１８：００

8：00～17：00
8：15～12：45(休憩30分)

12：45～17：15(休憩30分)

資格要件
必須 必須 必須

保育士・幼稚園教諭 保育士・幼稚園教諭 保育士・幼稚園教諭

勤務地 都城市 都城市 都城市

職種 保育教諭 保育教諭 保育教諭

現在の募集

対象
（学歴）

雇用形態 常勤 パート パート

新卒・一般 新卒・一般 新卒・一般
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　　　　　　昭和５０年　４月　23日 職員数

過去３年採用実績

資格

加算等

その他

資格

加算等

その他

ブース№

21

基本給 　　161,300円 →　164,200円 　　161,300円 →　164,200円 　　　　　　　円 →　　　　　　　円

新卒
採用者

      入職時                　現在       入職時　　　　　　　現在 入職時　　　　　　　→　現在

通勤  ・ 住居  ・ 扶養・（　 　　） 通勤  ・ 住居  ・ 扶養・（　 　　） 通勤  ・ 住居  ・ 扶養・（　 　　）

賞与 年　回　合計　ヶ月分 年　回　合計　ヶ月分 年　回　合計　ヶ月分

中途
採用者

入職時　　　　　　　→　現在 入職時　　　　　　　→　現在 入職時　　　　　　　→　現在

手当

円／月 円／月 円／月

基本給

処遇加算～25,000円、特殊業務手当9,300円

通勤  ・ 住居  ・ 扶養・（　 　　） 通勤  ・ 住居  ・ 扶養・（　 　　） 通勤  ・ 住居  ・ 扶養・（　 　　）

賞与 年２回合計　4.45ヶ月分 年２回合計　4.45ヶ月分 年　回　合計　ヶ月分

手当

円／月 円／月 円／月

特別処遇加算10,000円～、特殊業務手当
9,300円

5人 12人
勤続３年モデル（正規職員）

職種 保育教諭 生活支援員

7人 8人 10人

中途採用者
実績

採用人数 6人 6人 16人
内在籍人数 5人

Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30

新卒採用者
実績

採用人数 7人 9人 12人
内在籍人数

事業概要（経営理念・事業内容・ビジョン）

法人理念
愛　それは出会い、ふれあい。あなたの思いを満たす　私からの願い。
育　それは未来への希望、虹のかけはし、まごころの種をまき　愛育の心広げます。

職員育成のための取組（研修計画・資格取得支援等）

キャリアパス制度、法人研修あり

アピールポイント

※初年度試用期間中の５日の年休付与あり
※子育てサポート企業として厚生労働省から「くるみん認定」を受けています。
※ひなたの極み認証企業です。

児童 童夢館児童クラブ 延岡市天神小路313番地

障がい 清松園やわらぎの里 延岡市大武町５３３４番地

児童 こばと児童館・児童クラブ 延岡市大武町５２９９番地

児童 こばと保育園　分園おりいぶ 延岡市天神小路313番地

URL

種別 事業所名 所在地

児童 認定こども園　こばと保育園 延岡市大武町５２９９番地

延岡市大武町5334番地

設立年月日 213名(うち正規99名、非正規114名)

TEL 0982-26-5715 FAX 0982-26-5712

　　　　　　　円 →　　　　　円 　　　　　　　円 →　　　　　円 　　　　　　　円 →　　　　　　　円

フリガナ

法人・企業名

シャカイフクシホウジン アイイクフクシカイ

社会福祉法人 愛育福祉会　

所在地 〒　882-0024
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資格

加算等

その他

資格

加算等

その他

変更なし

　変更なし

5,000円/月

処遇加算～25,000円、特定処遇加算

通勤・住居・扶養・（　　　　）

年2回　合計　　1.5ヶ月分

105日程度

労災　雇用　健康　厚生年金　共済

社会福祉士・精神保健福祉士

障がい者の生活支援

8：00～17：00　16：00～1：00
9：30～18：30　1：00～10：00

10：00～19：00　7：00～16：00
13：00～22：00　7：30～16：30

/月 円

160,000円～170,000円

新卒（大学・短大・専門学校）

一般（大学・短大・専門学校）

臨時職員

延岡市

生活支援員

介護福祉士

通勤・住居・扶養・（　　　　）

年　　回　合計　　　　ヶ月分

　　　　　　　　　　日

労災　雇用　健康　厚生年金　共済

回/月 円

一般（大学・短大・専門学校）

試用期間 あり（試用期間　6ヶ月）

休日体制 105日程度 105日程度 105日程度

社会保険 労災　雇用　健康　厚生年金　共済

試用期間中の
労働条件

労災　雇用　健康　厚生年金　共済 労災　雇用　健康　厚生年金　共済

特別処遇加算10,000円～
処遇加算～25,000円、特定処遇加算

特殊業務手当9,300円

通勤・住居・扶養・（　　　　） 通勤・住居・扶養・（　　　　） 通勤・住居・扶養・（　　　　）

賞与 年2回　合計　　4.45ヶ月分 年2回　合計　　1.5ヶ月分 年2回　合計　　4.45ヶ月分

円
初任給

（基本給）
158,300円～164,200円 160,000円～170,000円 158,300円～164,200円

手当

5,000円/月

特別処遇加算10,000円～、特殊業務手
当9,300円

夜勤 回/月 １回あたり 　　　　 円 回/月１回あたり　　　　　円 /月

社会福祉士・精神保健福祉士

業務内容 幼児教育保育業務 幼児教育保育業務 障がい者の生活支援

勤務時間
6：30～15：00　7：00～15：30
8：30～17：30　9：30～18：00

10：30～19：00

6：30～15：00　7：00～15：30
8：30～17：30　9：30～18：00

10：30～19：00

8：00～17：00　16：00～1：00
9：30～18：30　1：00～10：00

10：00～19：00　7：00～16：00
13：00～22：00　7：30～16：30

職種 保育教諭 保育教諭 生活支援員

資格要件
保育士 保育士 介護福祉士

幼稚園教諭 幼稚園教諭

雇用形態 正規職員 臨時職員 正規職員

勤務地 延岡市 延岡市 延岡市

あり（試用期間　6ヶ月）

令和３年４月　採用計画

対象
（学歴）

新卒（大学・短大・専門学校）

一般（大学・短大・専門学校）

新卒（大学・短大・専門学校）

一般（大学・短大・専門学校）

試用期間中の
労働条件

新卒（大学・短大・専門学校）

休日体制 105日程度 105日程度
　　　　　　　　　　日

社会保険 労災　雇用　健康　厚生年金　共済 労災　雇用　健康　厚生年金　共済 労災　雇用　健康　厚生年金　共済

試用期間

特別処遇加算10,000円～

通勤・住居・扶養・（　　　　） 通勤・住居・扶養・（　　　　） 通勤・住居・扶養・（　　　　）

賞与 年　　2回　合計　　4.45ヶ月分 年　　2回　合計　　1.5ヶ月分 年　　回　合計　　　　ヶ月分

円

初任給
（基本給）

158,300円～164,200円 160,000円～170,000円

手当 特別処遇加算10,000円～、特殊業務手
当9,300円

夜勤 回/月 　１回あたり　　　　　　円 回/月　１回あたり　　　　　　　円 回/月

業務内容 幼児教育保育業務 幼児教育保育業務

勤務時間
6：30～15：00　7：00～15：30
8：30～17：30　9：30～18：00

10：30～19：00

6：30～15：00　7：00～15：30
8：30～17：30　9：30～18：00

10：30～19：00

職種 保育教諭 保育教諭

資格要件
保育士 保育士

幼稚園教諭 幼稚園教諭

雇用形態 正規職員 臨時職員

勤務地 延岡市 延岡市

現在の募集

対象
（学歴）

新卒（大学・短大・専門学校） 新卒（大学・短大・専門学校）

一般（大学・短大・専門学校） 一般（大学・短大・専門学校）
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職員数

過去３年採用実績

資格

加算等

その他

資格

加算等

その他

　　　　　　　円 →　　　　円 　　　　　　　円 →　　　　円 　　　　　　　円 →　　　　　　　円

フリガナ

法人・企業名

シャカイフクシホウジン　ドウジュンカイ

社会福祉法人　同潤会

所在地 〒880‐0121 宮崎市大字島之内２３４５番地３

設立年月日 132名（うち正規74名、非正規58名）

TEL 0985‐36‐3820 FAX 0985‐36‐3822

平成１５　年　３　月　１９　日

URL     http://www.dojunkai.com

種別 事業所名 所在地

高齢 ケアハウス島之内 宮崎市大字島之内2345番地３

高齢 デイサービス島之内 〃

高齢 住宅型有料老人ホームグランツ 〃

高齢 特別養護老人ホーム六角堂 宮崎市大字島之内7391番地

高齢 デイサービス六角堂 〃

内在籍人数

事業概要（経営理念・事業内容・ビジョン）

当法人は、ケアハウス（３０床）と住宅型有料老人ホーム（４６床）特養（６０床）の入所施設
を中心に、併設の介護保険事業所とともに複合的な高齢者福祉事業を展開しています。利用者満
足を第一に考え、ホスピタリティに満ちたサービスを目指します。

職員育成のための取組（研修計画・資格取得支援等）

助成金等を活用し、職員に必要な資格取得を支援しており、主に介護職員初任者研修を取得して
もらい、今年度は喀痰吸引研修への参加もあります。当法人では海外研修も導入しており、異文
化交流等を通して視野の広い、感受性の豊かな人材の育成にも力を入れます。

アピールポイント

常に笑顔を絶やさず、利用者の生きがいづくりの責務を自覚し、熱意を持って公正誠実に職務に
取り組む姿勢を持ち、勤務してくれる人を求めています。私たちも利用者とともに成長していき
たいと思っています。

１１人

Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30

新卒採用者
実績

採用人数 ４人 ４人 ０人
３人 ２人 ０人

中途採用者
実績

採用人数 ２３人 ５２人 ３９人
内在籍人数

介護福祉士 3,000円／月 円／月 円／月

１１人 ２６人
勤続３年モデル（正規職員）

職種 介護職

通勤  ・ 住居  ・ 扶養・（　 　　） 通勤  ・ 住居  ・ 扶養・（　 　　） 通勤  ・ 住居  ・ 扶養・（　 　　）

賞与 年２回　合計 3.5ヶ月分 年　回　合計　ヶ月分 年　回　合計　ヶ月分

手当

中途
採用者

入職時　　　　　　　→　現在 入職時　　　　　　　→　現在 入職時　　　　　　　→　現在

手当

円／月 円／月 円／月

基本給

通勤  ・ 住居  ・ 扶養・（　 　　） 通勤  ・ 住居  ・ 扶養・（　 　　） 通勤  ・ 住居  ・ 扶養・（　 　　）

賞与 年　回　合計　ヶ月分 年　回　合計　ヶ月分 年　回　合計　ヶ月分

ブース№

22

基本給 　149,700円 　→　157,200円 　　　　　　　円 →　　　　　　円 　　　　　　　円 →　　　　　　　円

新卒
採用者

入職時　　　　　　　    　現在 入職時　　　　　　　→　現在 入職時　　　　　　　→　現在
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現在の募集

資格

加算等

その他

資格

加算等

その他

デイサービス島之内

対象
（学歴）

一般 一般 一般

（不問） （不問） （不問）

一般

（不問）

看護師・準看護師

雇用形態 常勤 常勤 パート

勤務地 ケアハウス島之内 デイサービス島之内 デイサービス島之内

常勤

介護職員初任者研修

職種 事務職員（法人事務局） 看護職 看護職

資格要件
無 必須 必須

回/月

看護師・準看護師

業務内容 窓口電話対応、総合事務 デイサービスでの看護・介護業
務全般（定員50名）

デイサービスでの看護・介護業務
全般（定員50名）

勤務時間 8:30～17:30 
8:00～17:00
9:30～18:30

8:00～18:30までの
間の8時間程度（相

談に応じます）

手当

准看護師 3,000円／月、
正看護師 8,000円／月

准看護師 3,000円／月、
正看護師 8,000円／月

処遇改善手当 18,000円/月
（入社後半年は半額）

夜勤 回/月 　１回あたり　　　　　円 回/月 　１回あたり　　　　　円

賞与 年２回　合計３ヶ月分 年２回　合計３ヶ月分 年 　 回　合計　月分

　１回あたり　　　　　円

初任給
（基本給） 139,200円～ 161,700円～　 時給　950円～

労災　雇用　健康　厚生年金　共済労災　雇用　健康　厚生年金　共済

処遇改善手当 18,000円/月
（入社後半年は半額）

通勤・住居・扶養 通勤・住居・扶養 通勤・住居・扶養通勤・住居・扶養

年  回　合計　月分

シフト表による

試用期間 　　変更なし

対象
（学歴）

休日体制 週休2日制 週休2日制 シフト表による

社会保険 労災　雇用　健康　厚生年金　共済 労災　雇用　健康　厚生年金　共済

雇用形態

勤務地

職種

資格要件

夜勤

業務内容

勤務時間

初任給
（基本給）

手当

賞与

令和３年４月採用計画　　

試用期間

休日体制

社会保険

リハビリ専門職

必須

作業療法士・理学療法士

入所者の機能回復及び生活　リ
ハビリ等機能訓練

8:00～17:00
9:30～18:30

回/月 　１回あたり　　　　　円

156,700～
理学療法士・作業療法士

10,000円/月

処遇改善手当 18,000円/月
（入社後半年は半額）

通勤・住居・扶養

年２回　合計３ヶ月分

週休2日制

一般

（不問）

パート

ケアハウス島之内

夜間介護士

必須

労災　雇用　健康　厚生年金　共済

施設内での夜間の介護業務全般

22:00～9:00

回/月 　１回あたり　　　　　円

時給　1,800円～

試用期間中の
労働条件あり（試用期間３ヶ月）　

新卒採用の予定は未定です。

試用期間中の
労働条件
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昭和５４年　　　　7月　　　　11日 職員数

過去３年採用実績

資格

加算等

その他

資格

加算等

その他

基本給 　　151,800　円 →157,800円 　　　　　　　円 →　　　　　　円 　　　　　　　円 →　　　　　　　円

通勤  ・ 住居  ・ 扶養・（　 　　） 通勤  ・ 住居  ・ 扶養・（　 　　） 通勤  ・ 住居  ・ 扶養・（　 　　）

賞与 年2回　合計　4.4ヶ月分 年　回　合計　ヶ月分 年　回　合計　ヶ月分

中途
採用者

   入職時　　　　　　　現在 入職時　　　　　　　→　現在 入職時　　　　　　　→　現在

手当

円／月 円／月 円／月

処遇改善6000円,特定処遇加算一時金

通勤  ・ 住居  ・ 扶養・（　 　　） 通勤  ・ 住居  ・ 扶養・（　 　　） 通勤  ・ 住居  ・ 扶養・（　 　　）

賞与 年2回　合計　4.4ヶ月分 年　回　合計　ヶ月分 年　回　合計　ヶ月分

新卒
採用者

       入職時　　　　     現在 入職時　　　　　　　→　現在 入職時　　　　　　　→　現在

手当

円／月 円／月 円／月

処遇改善6000円,特定処遇加算一時金

2人 5人
勤続３年モデル（正規職員）

職種 生活支援員

1人 1人 2人

中途採用者
実績

採用人数 5人 2人 5人
内在籍人数 5人

Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30

新卒採用者
実績

採用人数 2人 1人 2人
内在籍人数

事業概要（経営理念・事業内容・ビジョン）

　基本理念は「施設は利用者のために。法人は地域のために」私たちは「寄り添う」ことから始
める。辛さや痛みを共感し「安心感」と「心の笑顔」を第一に支援を行います。

職員育成のための取組（研修計画・資格取得支援等）

　入社して主任がエルダーとなり、3ヶ月利用者の特徴・業務などを細かく伝えることを行ってい
る。また、不明な点、心配な点等にも一緒になって真摯に向き合う。資格取得・研修は積極的に
実施。またそのための勤務体制も配慮あり。

アピールポイント

　年間行事も多く、利用者・保護者・地域・職員と一体になり楽しく笑顔多く参加されている。
また、日々の活動においても4班に別れ、それぞれの班の特性に合った活動を提供している。陶
芸・農事・受注作業・制作・リハビリ・運動等の楽しいカリキュラムを用意し毎日の充実を図っ
ている。

障がい うからの里　高鍋事業所 児湯郡高鍋町大字上江7778

種別 事業所名 所在地

障がい うからの里 西都市大字右松3292番地33

TEL 0983-43-2828 FAX 0983-41-1087

URL https://www.ukara.jp

社会福祉法人　晴陽会

所在地 〒881-0003 西都市大字右松3292番地33

設立年月日 113 名（うち正規66名、非正規47名）

ブース№

23

基本給 　157,800　円 →163,800　円 　　　　　　　円 →　　　　　　　円　　　　　　　円 →　　　　　　　円

フリガナ

法人・企業名

シャカイフクシホウジン　セイヨウカイ
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資格

加算等

その他

資格

加算等

その他

試用期間 あり（試用期間  3ヶ月） 試用期間中の
労働条件 　　　変更なし

休日体制 125日(年次有給休暇5日含む) 125日(年次有給休暇5日含む) 125日(年次有給休暇5日含む)

社会保険 労災　雇用　健康　厚生年金　共済 労災　雇用　健康　厚生年金　共済 労災　雇用　健康　厚生年金　共済

処遇改善6000円、特定処遇加算一時金 特定処遇加算一時金

通勤・住居・扶養・（　　　　） 通勤・住居・扶養・（　　　　） 通勤・住居・扶養・（　　　　）

賞与 年　2　回　合計4.4ヶ月分 年　　回　合計　　ヶ月分 年　　回　合計　　　　ヶ月分

初任給
（基本給） 151,800円 167,300円 時給800円

手当 処遇改善6000円、特定処遇加算一時金

夜勤 4回/月 　１回あたり　5,000　円 4回/月 　１回あたり　5,000　円 0回/月

不問

業務内容 生活全般の支援 生活全般の支援 生活全般の支援

勤務時間

　  7:00 ～ 15:45 早番
　  8:15 ～ 17:00 日勤
　10:15 ～ 19:00 遅番

 16:00 ～ 9:30 夜勤

　  7:00 ～ 15:45 早番
　  8:15 ～ 17:00 日勤
　10:15 ～ 19:00 遅番

 16:00 ～ 9:30 夜勤

日勤8:15～17:00
(時間帯要相談)

職種 生活支援員 生活支援員 生活支援員

資格要件
不問 不問

雇用形態 正規職員 正規職員 パートタイム

勤務地 西都市・高鍋町 西都市・高鍋町 西都市・高鍋町

試用期間 あり（試用期間　3　ヶ月）　　なし　 試用期間中の
労働条件 変更あり（　　　　　　）　　　変更なし

令和３年４月　採用計画

対象
（学歴）

新卒(高校卒以上) 新卒(大卒) パートタイム

一般(不問)

休日体制 125日(年次有給休暇5日含む) 125日(年次有給休暇5日含む) 125日(年次有給休暇5日含む)

社会保険 労災　雇用　健康　厚生年金　共済 労災　雇用　健康　厚生年金　共済 労災　雇用　健康　厚生年金　共済

処遇改善6000円、特定処遇加算一時金 特定処遇加算一時金

通勤・住居・扶養・（　　　　） 通勤・住居・扶養・（　　　　） 通勤・住居・扶養・（　　　　）

賞与 年　2　回　合計4.4ヶ月分 年　2　回　合計4.4ヶ月分 年　　回　合計　　　　ヶ月分

初任給
（基本給） 151,800円 167,300円 時給800円

手当 処遇改善6000円、特定処遇加算一時金

夜勤 4回/月 　１回あたり　5,000円 4回/月 　１回あたり　5,000円 0回/月

不問

業務内容 生活全般の支援 生活全般の支援 生活全般の支援

勤務時間

　  7:00 ～ 15:45 早番
　  8:15 ～ 17:00 日勤
　10:15 ～ 19:00 遅番

 16:00 ～ 9:30 夜勤

　  7:00 ～ 15:45 早番
　  8:15 ～ 17:00 日勤
　10:15 ～ 19:00 遅番

 16:00 ～ 9:30 夜勤

日勤8:15～17:00
(時間帯要相談)

職種 生活支援員 生活支援員 生活支援員

資格要件
不問 不問

雇用形態 正規職員 正規職員 パートタイム

勤務地 西都市・高鍋町 西都市・高鍋町 西都市・高鍋町

一般(不問) 一般(不問)

現在の募集

対象
（学歴）

新卒(高校卒以上) 新卒(大卒) パートタイム

一般(不問) 一般(不問) 一般(不問)
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　　　　　平成　元年　６月　５日 職員数

過去３年採用実績

資格

加算等

その他

資格

加算等

その他

     入職時　　　　　　現在     入職時　　　　　　　現在     入職時　　　　　　現在

円／月 円／月

処遇改善手当を賞与に含む 処遇改善手当を賞与に含む

通勤  ・ 住居  ・ 扶養・（　 　　） 通勤  ・ 住居  ・ 扶養・（　 　　）

賞与 年3回　合計5.5ヶ月分 年3回　合計5.5ヶ月分 年3回　合計5.5ヶ月分

通勤  ・ 住居  ・ 扶養・（　 　　）

勤続３年モデル（正規職員）

円／月 円／月

処遇改善手当を賞与に含む

　164,200円 →　176,600円

通勤  ・ 住居  ・ 扶養・（　 　　） 通勤  ・ 住居  ・ 扶養・（　 　　）

基本給 　151,000円 →　164,200円 　164,200円 →　176,600円

0982-52-1580 FAX

職種

3人

０人

0982-52-1599

https://shirahama-gakuen.jp/

６人 １５人

中途
採用者

     入職時　　　　　　現在     入職時　　　　　　　現在     入職時　　　　　　現在

手当

円／月

賞与 年3回　合計5.5ヶ月分 年3回　合計5.5ヶ月分 年3回　合計5.5ヶ月分

新卒
採用者 手当 処遇改善手当を賞与に含む

円／月

　164,200円 →　176,600円

通勤  ・ 住居  ・ 扶養・（　 　　）

中途採用者
実績

採用人数 ６人 ２３人
内在籍人数

1人

5人

Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30

新卒採用者
実績

採用人数 ０人 ３人
内在籍人数 １人

障がい 障害者支援施設　白浜学園 日向市財光寺字池１５６５－２

児童 日向子ども発達支援センターもくせい園 日向市江良町４－５６

1人

事業概要（経営理念・事業内容・ビジョン）

職員育成のための取組（研修計画・資格取得支援等）

アピールポイント

保育士 児童指導員 生活支援員

白浜学園（生活介護、短期入所、日中一時支援）、白浜学園門川事業所（生活介護、生活困難者相談支援）、第2白浜学園
（生活介護、就労継続支援B型、就労移行支援）、白浜グループホーム１２ヶ所（共同生活援助）、もくせい園（児童発達支
援センター、保育所等訪問支援、生活困難者相談支援）、もくせいクラブ（放課後等デイサービス）、そうだんサポートセン
ターしらはま《指定特定相談支援事業、一般相談支援事業(地域移行、地域定着)、宮崎県療育等支援事業≫、ひゅうが障害者
就業・生活支援センター（就業・生活支援センター事業、職場定着推進事業、生活困窮者等支援及び地域関係機関支援事
業）、ジョブコーチ（職場適応援助者支援事業）

園内職員研修及び、県内外への各種研修会への参加。資格取得に関しては、働きながらでも取得できる体制を
整備し、金銭的支援も行っています。

障がいのある方へ、地域に根差した支援を行っています。児童から成人、高齢期に至るまで法人内で幅広く事
業展開していますので、将来的にキャリアアップも望めます。やりがい・楽しさ・喜びのある仕事です。
必ず、笑いのある毎日を保証できる職場です。

TEL

基本給 　151,000円 →　164,200円 　164,200円 →　176,600円

URL

種別 事業所名 所在地

処遇改善手当を賞与に含む 処遇改善手当を賞与に含む

ブース№

24
フリガナ

法人・企業名

所在地

設立年月日

シャカイフクシホウジン　コウワカイ

社会福祉法人　浩和会

〒883-0021

156名（うち正規50名、非正規106名）
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資格

加算等

その他

資格

加算等

その他

試用期間 あり（試用期間  3ヶ月） 試用期間中の
労働条件 　　　変更なし

休日体制

社会保険 労災　雇用　健康　厚生年金　共済

週休２日制（※ローテーション）
※別途、年次有給休暇、特別休暇あり

週休２日制（※ローテーション）
※別途、年次有給休暇、特別休暇あり

週休２日制
※別途、年次有給休暇、特別休暇あり

労災　雇用　健康　厚生年金　共済 労災　雇用　健康　厚生年金　共済

通勤・住居・扶養・（　　　　） 通勤・住居・扶養・（　　　　） 通勤・住居・扶養・（　　　　）

新卒（短大・専門学校）

一般（不問）

新卒（短大・専門学校）

一般（不問）

新卒（大卒）

賞与

初任給
（基本給）

手当

夜勤 ４回/月 　１回あたり　５，０００円

年　３回　合計　5.5ヶ月分

４回/月　１回あたり　　５，０００円 回/月 円

　１６４，２００円 　１５１，０００円 　１５１，０００円

処遇改善手当を賞与に含む

業務内容

勤務時間

社会福祉士
社会福祉士
介護福祉士 保育士

入所・通所利用者の入浴・食事・排泄
介助他、日常生活の援助及び相談援
助。また、日中の療育活動の援助。

入所・通所利用者の入浴・食事・排泄
介助他、日常生活の援助及び相談援
助。また、日中の療育活動の援助。

①   ８：３０～１７：３０
②１１：３０～翌９：３０
③１６：００～翌９：３０

①   ８：３０～１７：３０
②１１：３０～翌９：３０
③１６：００～翌９：３０

８：３０～１７：３０

職種

資格要件

生活支援員 生活支援員 保育士

必須

雇用形態

勤務地

正規職員 正規・契約職員 正規職員

日向市 日向市 日向市

試用期間 あり（試用期間３ヶ月） 試用期間中の
労働条件 　変更なし

令和３年４月　採用計画

対象
（学歴）

休日体制
週休２日制（※ローテーション）

※別途、年次有給休暇、特別休暇あり
週休２日制（※ローテーション）

※別途、年次有給休暇、特別休暇あり
週休２日制
※別途、年次有給休暇、特別休暇あり

社会保険 労災　雇用　健康　厚生年金　共済 労災　雇用　健康　厚生年金　共済 労災　雇用　健康　厚生年金　共済

処遇改善手当を賞与に含む 処遇改善手当を賞与に含む

処遇改善手当を賞与に含む 処遇改善手当を賞与に含む

通勤・住居・扶養・（　　　　） 通勤・住居・扶養・（　　　　） 通勤・住居・扶養・（　　　　）

望む 必須

保育業務（利用児童の治療教育）
及び家族との相談業務

賞与 年　３回　合計　5.5ヶ月分 年　３回　合計　5.5ヶ月分 年　3回　合計　　5.5ヶ月分

円
初任給

（基本給） 　１６４，２００円 　１５１，０００円 １５１,０００円

手当 処遇改善手当を賞与に含む

夜勤 ４回/月 　１回あたり　５，０００円 ４回/月　１回あたり　　５，０００円 回/月

年　３回　合計　5.5ヶ月分 年　3回　合計　　5.5ヶ月分

保育士

業務内容
入所・通所利用者の入浴・食事・排泄
介助他、日常生活の援助及び相談援
助。また、日中の療育活動の援助。

入所・通所利用者の入浴・食事・排泄
介助他、日常生活の援助及び相談援
助。また、日中の療育活動の援助。

保育業務（利用児童の治療教育）
及び家族との相談業務

勤務時間
①   ８：３０～１７：３０
②１１：３０～翌９：３０
③１６：００～翌９：３０

①   ８：３０～１７：３０
②１１：３０～翌９：３０
③１６：００～翌９：３０

８：３０～１７：３０

職種 生活支援員 生活支援員 保育士

資格要件
必須 望む 必須

社会福祉士
社会福祉士
介護福祉士

雇用形態 正規職員 正規・契約職員 正規職員

勤務地 日向市 日向市 日向市

現在の募集

対象
（学歴）

新卒（大卒） 新卒（短大・専門学校） 新卒（短大・専門学校）

一般（不問） 一般（不問）
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昭和58年　9　月　13　日 職員数

過去３年採用実績

資格

加算等

その他

 152,155円 → 164,690円  152,155円 → 164,690円

資格

加算等

その他

中途
採用者

基本給
 入職時　　　　　　　→　現在  入職時　　　　　　　→　現在 入職時　　　　　　　→　現在

通勤  ・ 住居  ・ 扶養・（　 　　） 通勤  ・ 住居  ・ 扶養・（　 　　）

賞与 年2回　合計3.5ヶ月分 年2回　合計3.5ヶ月分 年 回　合計   ヶ月分

　　　　　　　円 →　　　　　　　円

手当

10,000円／月 5,000円／月 円／月

介護職員処遇改善加算手当

通勤  ・ 住居  ・ 扶養・（　 　　）

5,000円／月 円／月

介護職員処遇改善加算手当

通勤  ・ 住居  ・ 扶養・（　 　　） 通勤  ・ 住居  ・ 扶養・（　 　　） 通勤  ・ 住居  ・ 扶養・（　 　　）

新卒
採用者

基本給
 入職時　　　　　　　現在  入職時　　　　　　　現在 入職時　　　　　　　→　現在

 145,000円  →　152,155円  145,000円  →　152,155円 　　　　　　　円 →　　　　　　　円

手当

10,000円／月

賞与 年2回　合計3.5ヶ月分 年2回　合計3.5ヶ月分 年 回　合計    ヶ月分

52人 58人
勤続３年モデル（正規職員）

職種 介護職員（高卒） 調理職員（高卒）

5人 8人 8人

中途採用者
実績

採用人数 74人 89人 86人
内在籍人数 41人

Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30

新卒採用者
実績

採用人数 14人 8人 12人
内在籍人数

事業概要（経営理念・事業内容・ビジョン）

おかげさまで、当法人は創業35年を迎えることができました。
 法人理念に基づき、地域福祉の向上に貢献出来るよう、また基本姿勢の「共感の心」を持って、
利用者様に安心と満足をご提供できるよう、日々努力を重ねております。

職員育成のための取組（研修計画・資格取得支援等）

介護、医療に関する研修は勿論、幅広い分野の教育・研修プログラムを設けています。
プリセプター制度がありますので、介護未経験の方も安心して働けます。

アピールポイント
有給休暇を時間単位での取得が可能で、入職日より付与いたします。また、仕事と家庭の両立を目指し、育児
期の職員への積極的な支援を行なっています。結婚、出産、子女入学、子女結婚時の助成、育児休業、保育手
当（3歳以下1名につき最高20,000円支給）学童保育手当（1名につき費用の50％を支給、上限10,000
円）。

URL     https://www.keimeisw.or.jp/

種別 事業所名 所在地

高齢 特別養護老人ホーム　さくら苑 東諸県郡国富町大字三名２６２１−６

設立年月日 500名（正規355名、非正規145名）

TEL 0985-36-6464 FAX 0985-75-2894

高齢 グループホーム　サンメリー 東諸県郡国富町大字岩知野字明久355−1

フリガナ

法人・企業名

シャカイフクシホウジン　ケイメイカイ

社会福祉法人　慶明会

所在地 〒　880-1111 国富町大字岩知野357

ブース№

25
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資格

加算等

その他

資格

加算等

その他

対象
（学歴）

新卒 不問

（専門卒）

利用者様の日常生活に必要な身体介護（食
事・入浴・排泄）や健康管理、生活支援、機
能訓練、レクリエーション、催し物等の企画

実施を行います。

グループホーム入居者の食事、排
泄、入浴の介助、話し相手や見守

り

雇用形態 正社員 正社員

勤務地 国富町大字三名２６２１−６ 国富町大字岩知野字明久355−1

職種 介護職 介護職員

資格要件

勤務時間

変形（1カ月単位）
7：30～16：30
9：00～18：30
17：00～9：00

①8：30～17：30
②7：00～16：00

③11：00～20：00
④17：00～翌9：00

（休憩　120分）

必須

介護福祉士 不問

業務内容

通勤・住居・扶養・（　　　　）

150,170円 164,440円

手当

　10,000円／月

処遇改善加算手当　7,000円～

賞与 年　　2回　合計3.5ヶ月分 年　　2回　合計3.5ヶ月分 年　　回　合計　　　　ヶ月分

雇用形態 正社員

資格要件
必須

介護福祉士

休日体制

賞与 年2回　合計3.5ヶ月分 年　　回　合計　　ヶ月分 年　　回　合計　　　　ヶ月分

円
初任給

（基本給） 150,170円 　円 円

夜勤 3～5回/月 　１回あたり　5,000円～ 回/月 １回あたり　　　　　円 /月

手当

　10,000円／月 　円／月 　　　　　　　　　　　　円／月

処遇改善加算手当　7,000円～ 円／月

通勤・住居・扶養・（　　　　） 通勤・住居・扶養・（　　　　）

１ヶ月９休
※別途、年次有給休暇、季節休暇あり

週休2日制
　　　　　　　　　　日

社会保険 労災　雇用　健康　厚生年金　共済 労災　雇用　健康　厚生年金　共済 労災　雇用　健康　厚生年金　共済

新卒（専門卒）

夜勤 3～5回/月 　１回あたり　5,000円～ 4回/月 　１回あたり　5,000円～ 回/月

通勤・住居・扶養・（　　　　） 通勤・住居・扶養・（　　　　） 通勤・住居・扶養・（　　　　）

処遇改善加算手当　7,000～9,000円

円
初任給

（基本給）

勤務時間

変形（1カ月単位）
7：30～16：30
9：00～18：30
17：00～9：00

職種 介護職

業務内容

利用者様の日常生活に必要な身体介護（食
事・入浴・排泄）や健康管理、生活支援、機
能訓練、レクリエーション、催し物等の企画

実施を行います。

現在の募集

勤務地 国富町大字三名２６２１−６

試用期間 あり（試用期間　3ヶ月） 試用期間中の
労働条件 変更なし

休日体制 １ヶ月９休
※別途、年次有給休暇、季節休暇あり 　　　　　　　　　　日

社会保険 労災　雇用　健康　厚生年金　共済 労災　雇用　健康　厚生年金　共済 労災　雇用　健康　厚生年金　共済

試用期間 あり（試用期間　3ヶ月）　 試用期間中の
労働条件 　　変更なし

令和３年４月　採用計画

対象
（学歴）
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　　　　　　　平成14年　　12月　　　4日 職員数

過去３年採用実績

資格

加算等

その他

資格

加算等

その他

基本給 　　163,800円 →　189,800円 　　　　　　　円 →　　　　　　円 　　　　　　　円 →　　　　　　　円

通勤  ・ 住居  ・ 扶養・（　 　　） 通勤  ・ 住居  ・ 扶養・（　 　　） 通勤  ・ 住居  ・ 扶養・（　 　　）

賞与 年　2回　合計　ヶ月分 年　回　合計　ヶ月分 年　回　合計　ヶ月分

中途
採用者

入職時　　　　　　→　現在 入職時　　　　　　　→　現在 入職時　　　　　　　→　現在

手当

精神保健福祉士又は社会福祉士
10,000円／月

円／月 円／月

通勤  ・ 住居  ・ 扶養・（　 　　） 通勤  ・ 住居  ・ 扶養・（　 　　） 通勤  ・ 住居  ・ 扶養・（　 　　）

賞与 年　2回　合計　ヶ月分 年　回　合計　ヶ月分 年　回　合計　ヶ月分

新卒
採用者

　入職時　　　　　　 　現在 入職時　　　　　　　→　現在 入職時　　　　　　　→　現在

手当

精神保健福祉士又は社会福祉士
10,000円／月

円／月 円／月

1人 2人

勤続３年モデル（正規職員）

職種 支援員・指導員

0人 0人 0人

中途採用者
実績

採用人数 3人 3人 2人
内在籍人数 0人

Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30

新卒採用者
実績

採用人数 0人 0人 0人
内在籍人数

事業概要（経営理念・事業内容・ビジョン）

通常の事業所に雇用される事が困難であって雇用契約に基づく就労が困難である利用者（障がい者）に対して
就労の機会を提供すると共に、生産活動やその他の活動の機会を提供し、その知識及び能力向上の為に必要な
訓練を行います。又、病院・行政・地域の方々と連携を図り、普及啓発を行っています。

職員育成のための取組（研修計画・資格取得支援等）

・定期的な勉強会
・宮崎県社会福祉協議会主催の研修参加
・資格取得のサポート

アピールポイント

　弊社は主に精神障がい者に対しての支援を行っています。精神障がい者の方々と共に成長したい
方を募集しております。退職金制度、ソウェルクラブへの加入、保険への加入と福利厚生も充実さ
せております。

URL     

種別 事業所名 所在地

障がい 就労継続支援事業所太陽 都城市志比田町5641番地6

〒　885-0093 都城市志比田町5641番地6

設立年月日 　  6名（うち正規2名、非正規4名）

TEL 0986-24-7023 FAX 0986-24-7034

ブース№

26

基本給 　　163,800円 →　189,800円 　　　　　　　円 →　　　　　　　円　　　　　　　円 →　　　　　　　円

フリガナ

法人・企業名

シャカイフクシホウジン　ミヤコノジョウアオゾラ

社会福祉法人　都城あおぞら

所在地
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資格

加算等

その他

資格

加算等

その他

一般（不問）

試用期間 あり（試用期間　3ヶ月） 試用期間中の
労働条件 変更あり（時給790円）

休日体制 年105日
都城市公設市場カレンダーによる 　　　　　　　　　　日

社会保険 労災　雇用　健康　厚生年金　共済 労災　雇用　健康　厚生年金　共済 労災　雇用　健康　厚生年金　共済

円／月

通勤・住居・扶養・（　　　　） 通勤・住居・扶養・（　　　　） 通勤・住居・扶養・（　　　　）

賞与 年　　2回　合計　　ヶ月分 年　　回　合計　　ヶ月分 年　　回　合計　　　　ヶ月分

円
初任給

（基本給） 175,800　円 　円 円

手当

精神保健福祉士・社会保健福祉士
10.000円 　円／月 　　　　　　　　　　　　円／月

夜勤 0回/月 　１回あたり　　　　　　円 回/月 １回あたり　　　　　円 /月

業務内容 障がい者の職業訓練・生活支援

勤務時間
8：00　～　17：00

（休憩60分）

職種 支援員・指導員

資格要件
必須

普通自動車免許

雇用形態 正規職員

勤務地 都城市

試用期間 あり（試用期間　3ヶ月）　　 試用期間中の
労働条件 変更あり（時給790円）　

令和３年４月　採用計画

対象
（学歴）

新卒（不問）

休日体制
年105日

都城市公設市場カレンダーによる 　　　　　　　　　　日

社会保険 労災　雇用　健康　厚生年金　共済 労災　雇用　健康　厚生年金　共済 労災　雇用　健康　厚生年金　共済

通勤・住居・扶養・（　　　　） 通勤・住居・扶養・（　　　　） 通勤・住居・扶養・（　　　　）

賞与 年　　2回　合計　　ヶ月分 年　　回　合計　　ヶ月分 年　　回　合計　　　　ヶ月分

円
初任給

（基本給） 163,800　円 　円

手当

精神保健福祉士・社会保健福祉士
10.000円

夜勤 0回/月 　１回あたり　　　　　　円 回/月 　１回あたり　　　　　　　円 回/月

業務内容 障がい者の職業訓練・生活支援

勤務時間
8：00　～　17：00

（休憩60分）

職種 支援員・指導員

資格要件
必須

普通自動車免許

雇用形態 正規職員

勤務地 都城市

現在の募集

対象
（学歴）

新卒（不問）

一般（不問）

 

-55-



　　　　　　　昭和52年　　　3月　　　4日 職員数

過去３年採用実績

資格

加算等

その他

資格

加算等

その他

　　　入職時　　　　　　　　　　　　現在

　　　入職時　　　　　　　　　　　　　現在

児童 認可保育園　南今泉保育園 　宮崎市清武町岡１丁目21番地2

児童 幼保連携型認定こども園　清武中央こども園 　宮崎市清武町正手１丁目１０番地

10,000円／月 10,000円／月

賞与 年2回　合計4.5ヶ月分 年2回　合計4.5ヶ月分 年2回　合計4.5ヶ月分

児童 認可保育園　南加納保育園 　宮崎市清武町加納甲1520番地50

児童 認可保育園　北今泉保育園 　宮崎市清武町今泉甲5749番地3

5,000円／月 5,000円／月 5,000円／月

10,000円／月 10,000円／月 10,000円／月

通勤  ・ 住居  ・ 扶養・（　 　　） 通勤  ・ 住居  ・ 扶養・（　 　　） 通勤  ・ 住居  ・ 扶養・（　 　　）

賞与 年2回　合計4.5ヶ月分 年2回　合計4.5ヶ月分 年2回　合計4.5ヶ月分

中途
採用者

基本給 １７2,2００円→196,900円 179,200円→192,200円 180,700円→187,200円

手当

手当

5,000円／月 5,000円／月 5,000円／月

10,000円／月

通勤  ・ 住居  ・ 扶養・（　 　　） 通勤  ・ 住居  ・ 扶養・（　 　　） 通勤  ・ 住居  ・ 扶養・（　 　　）

勤続３年モデル（正規職員）

職種 保育士・保育教諭

新卒
採用者

基本給 １６0,4００円→182,200円 161,4００円→174,400円 162,9００円→168,900円

中途採用者
実績

採用人数 13人 12人 17人
内在籍人数 12人 11人 15人

新卒採用者
実績

採用人数 2人 2人 5人
内在籍人数 1人 1人 5人

法人内部の研修（法人単位での担当者会議や園内の研修）、法人外研修（各種団体の研修への参
加、施設視察、キャリアアップ研修等）を行っています。

アピールポイント

求職者向けのパンフレットを作成しております。法人ブースにご用意しておりますので、是非お
立ち寄りください。

Ｈ2８ Ｈ2９ Ｈ３０

児童 指定管理施設宮崎市清武地域子育て支援センター　宮崎市清武町西新町１丁目1番地1

事業概要（経営理念・事業内容・ビジョン）

昭和52年３月より、旧清武町において幼児保育、幼児教育に取り組んでおります。現在は、４つ
の認可保育園と3つの幼保連携型認定こども園、小規模保育園、子育て支援センターを運営して
おります。

職員育成のための取組（研修計画・資格取得支援等）

児童 幼保連携型認定こども園　しんまちこども園 　宮崎市清武町新町1丁目６番地2

児童 小規模保育園　ななほしキッズ 　宮崎市清武町加納甲1813番地16

児童 認可保育園　黒坂保育園 　宮崎市清武町木原6322番地1

児童 幼保連携型認定こども園　ふなひきこども園 　宮崎市清武町船引６５９９番地1

0985-85-2120

URL http://www.ksfk.net/

種別 事業所名 所在地

ブース№

27

所在地 〒　　889-1612  宮崎市清武町岡1丁目21-1

設立年月日 190名(うち正規125名、非正規65名)

　　　入職時　　　　　　　　　　　　現在 入職時　　　　　　　　　　　　現在

　　　入職時　　　　　　　　　　　　現在 入職時　　　　　　　　　　　　現在

フリガナ

法人・企業名

シャカイフクシホウジン　キヨタケシャカイフクシカイ

社会福祉法人　清武社会福祉会

TEL 0985-85-2428 FAX

 

-56-



資格

加算等

その他

資格

加算等

その他

（短大卒）

試用期間 あり（試用期間３ヶ月）　
試用期間中の
労働条件 　　　変更なし

休日体制 日、祝日、他（月１～３日公休） 日、祝日、他（月１～３日公休） 相談の上、決定いたします。

社会保険 労災　雇用　健康　厚生年金　共済 労災　雇用　健康　厚生年金　共済 労災　雇用　健康　厚生年金　共済

10,000円

通勤・住居・扶養・（　　　　） 通勤・住居・扶養・（　　　　） 通勤・住居・扶養・（　　　　）

賞与 年　2　回　合計4.5ヶ月分 年　2　回　合計4.5ヶ月分 年　0　回　合計　0ヶ月分

　１回あたり　　　　　　　円
初任給

（基本給） 164,700　円 174,800　円 時給　870　円

手当

5,000円 5,000円

10,000円

夜勤 　0回/月 　１回あたり　　　　　　円 　0回/月 　１回あたり　　　　　　円 0回/月

保育士・幼稚園教諭
（いずれかの方はご相談ください）

業務内容 保育士・教諭業務 保育士・教諭業務 保育士・教諭業務

勤務時間
7：00から19：00の間、

7.5時間のシフト制
7：00から19：00の間、

7.5時間のシフト制
相談の上、決定いたします。

職種 保育士・保育教諭 保育士・保育教諭 保育士・保育教諭

資格要件

必須 必須 必須

保育士・幼稚園教諭
（いずれかの方はご相談ください）

保育士・幼稚園教諭
（いずれかの方はご相談ください）

雇用形態 正規職員 正規職員 非常勤職員(正職員以外)

勤務地 宮崎市 宮崎市 宮崎市

試用期間 あり（試用期間３ヶ月）
試用期間中の
労働条件 　　変更なし

２０２０年４月　採用計画

対象
（学歴）

保育士・保育教諭
保育士・保育教諭

（４年生大学卒）

保育士・保育教諭

休日体制 日、祝日、他（月１から３日公休） 日、祝日、他（月１から３日公休） 相談の上、決定いたします。

社会保険 労災　雇用　健康　厚生年金　共済 労災　雇用　健康　厚生年金　共済 労災　雇用　健康　厚生年金　共済

10,000円

通勤・住居・扶養・（　　　　） 通勤・住居・扶養・（　　　　） 通勤・住居・扶養・（　　　　）

賞与 年　2　回　合計4.5ヶ月分 年　2　回　合計4.5ヶ月分 年　0　回　合計　0ヶ月分

　１回あたり　　　　　　　円
初任給

（基本給） 164,700　円 174,800　円 時給　870　円

手当

5,000円 5,000円

10,000円

夜勤 　0回/月 　１回あたり　　　　　　円 　0回/月 　１回あたり　　　　　　円 0回/月

保育士・幼稚園教諭
（いずれかの方はご相談ください）

業務内容 保育士・教諭業務 保育士・教諭業務 保育士・教諭業務

勤務時間
7：00から19：00の間、

7.5時間のシフト制
7：00から19：00の間、

7.5時間のシフト制
相談の上、決定いたします。

職種 保育士・保育教諭 保育士・保育教諭 保育士・保育教諭

資格要件
必須 必須 必須

保育士・幼稚園教諭
（いずれかの方はご相談ください）

保育士・幼稚園教諭
（いずれかの方はご相談ください）

保育士・保育教諭

雇用形態 正規職員 正規職員 非常勤職員(正職員以外)

勤務地 宮崎市 宮崎市 宮崎市

現在の募集

対象
（学歴）

保育士・保育教諭 保育士・保育教諭

（短大卒） （４年生大学卒）
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平成24年 4月 1日 職員数

過去３年採用実績

資格

加算等

その他

資格

加算等

その他

179,520円 →210,000円 179,520円 →210,000円 179,120円 →230,000円

フリガナ

法人・企業名

シャカイフクシホウジン　ケイワフクシカイ

社会福祉法人　敬和福祉会

所在地 〒　885－0006 都城市吉尾町2200番地１

設立年月日 96名（うち正規55名、非正規41名）

TEL 0986-46-2155 FAX 0986-22-3267

URL     http://keiwakaigroup.com/sf/institution/

種別 事業所名 所在地

高齢 特別養護老人ホーム　島津乃荘 都城市吉尾町2200番地１

内在籍人数

事業概要（基本理念・事業内容・ビジョン）

特別養護老人ホーム島津乃荘では、基本理念である「人を敬い、人と和す（尊敬と調和）」を核として、高齢者の自
立支援の為に質の高い介護の実践を目指し、広く地域へ貢献することを目的としています。介護に関わる人財を強化
し、福祉の専門チームでお客様のニーズをくみ取り、笑顔で喜んでいただけることを行っていきます。

職員育成のための取組（研修計画・資格取得支援等）

資格取得・勉強会サポート：専門分野別に学習する機会が多々あり、教育体制や資格取得サポートが充実していま
す。毎年、有資格者を輩出し、知識とスキルの幅を広げて仕事の活躍に繋がっています。
各種研修制度：新人は入職後半年で1人前に育成するプログラムで成長をサポート。その他スポット研修・社外研修
等

アピールポイント
介護はお客様へのサービス提供やケアを通じて多くのことが学び、人の人生に影響を与えるやりがいあるお仕事で
す。
【会社の特色】◎頑張った分を評価するシステム　◎多職種のチームワークでより良いサービスの提供体制がある
◎季節ごとに職員間交流イベント行事有り　◎ワークライフバランス重視の社風で子育て世代にも働きやすい環境

３人

Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30

新卒採用者
実績

採用人数 3人 0人 2人

機能訓練指導員

2人 0人 2人

中途採用者
実績

採用人数 ４人 ５人 ５人
内在籍人数

喀痰吸引実施者2千円/月

介護職員処遇改善加算56～110万円/年

３人 ５人
勤続３年モデル（正規職員）

職種 介護職 管理栄養士

委員会手当・指定日勤務手当
特定介護職員処遇改善加算・研修手当・その他

委員会手当・指定日勤務手当
特定介護職員処遇改善加算・研修手当・その他

役職手当、土日手当、委員会手当

賞与 年３回　 年3回 年3回

手当

中途
採用者

入職時　　　　　　　    半年後 入職時　　　　　　　    半年後 入職時　　　　　　　         半年後

手当

喀痰吸引実施者2千円/月

介護職員処遇改善加算56～110万円/年

基本給

委員会手当・指定日勤務手当
特定介護職員処遇改善加算・研修手当・その他

委員会手当・指定日勤務手当
特定介護職員処遇改善加算・研修手当・その他

役職手当、土日手当、委員会手当

賞与 年3回 年3回 年3回

ブース№

28

基本給 179,520円 →210,000円 179,520円 →210,000円 179,120円 →230,000円

新卒
採用者

入職時　　　　　　　   半年後 入職時　　　　　　　　半年後 入職時　　　　　　　          半年後
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資格

加算等

その他

資格

加算等

その他

生活相談員 介護支援専門員

以下のいずれか必須 必須
社会福祉士・社会福祉主

事
任用資格・精神保健福祉

介護支援専門員

入所者様の栄養管理
（栄養調整・喫食率確
認・発注関係・調理業
務・事務処理・坦会・食
事ラウンド実施等）

入所者様の生活上の機能
訓練活動の支援
（計画書作成・FIM評価・
歩行訓練・介護職への機
能訓練指導等）

新卒・一般共に
（専門卒・養成機関・大

卒）

一般
（高卒・専門卒・大卒）

フルタイム（正規職員） フルタイム（正規職員）

宮崎県都城市 宮崎県都城市

入所者様と家族と内部・
外部を繋ぎ、相談業務を
中心として連携や調整及
び連絡を担うお客様対応
がメイン

入所者様の介護サービス
計画の策定
（計画書作成・カンファ
レンス・担会開催・サー
ビス確認・委員会参加
等）

管理栄養士 機能訓練指導員

必須 以下のいずれか必須

管理栄養士
理学療法士・作業療法士
言語聴覚士・柔道整復師
あん摩マッサージ指圧師

新卒・一般共に
（専門卒・大卒）

新卒・一般共に
（専門卒・大卒）

フルタイム（正規職員）
パート（非常勤職員）

フルタイム（正規職員）

宮崎県都城市 宮崎県都城市

現在の募集

対象
（学歴）

新卒・一般共に
（専門卒・短大卒・大

卒）

新卒（高卒・専門卒・大
卒）

一般（高卒以上）

雇用形態

勤務地

フルタイム（正規職員）
パート（非常勤職員）

フルタイム（正規職員）
パート（非常勤職員）

宮崎県都城市 宮崎県都城市

職種

資格要件

業務内容

勤務時間
日勤：8：30～17：30
準夜：15：30～0：30
夜勤：0：00～9：00

8：30～17：30

介護職 看護師

望む 必須

夜勤 ５回/月
介護職：3,500～4,000円/回
看護：6,200～7,200円/回 ０回/月 無し ０回/月

介護職のみ：介護処遇改善加算手当56～110万円/年
委員会手当・指定日勤務手当

特定介護職員処遇改善加算・研修手当・その他

8：30～17：30

介護福祉士

無し

正看護師・准看護師

入所者様の日常生活上の
自立支援全般（食事介
助・排泄ケア・入浴・レ
ク活動・口腔ケア・見守
り等）

入所者様の健康管理全般
（服薬管理・喀痰吸引・
往診対応・他科受診対
応・坦会・感染症対策
等）

賞与 年　３　回 年　３　回 年　３　回

基本給 介護福祉士21万円　看護師23万円 管理栄養士21万円　機能訓練指導員23万 生活相談員21万円　介護支援専門員28万円

手当

　　　　　　喀痰吸引実施者2千円/月

労災　雇用　健康　厚生年金　共済 労災　雇用　健康　厚生年金　共済

委員会手当・指定日勤務手当
特定介護職員処遇改善加算・研修手当・その他

試用期間中の
労働条件 　　　変更なし

令和３年４月　採用計画

対象
（学歴）

休日体制 4週8休（完全週休2日）
上記とは別途年次有給休暇、慶弔休暇あり

4週8休（完全週休2日）
上記とは別途年次有給休暇、慶弔休暇あり

4週8休（完全週休2日）
上記とは別途年次有給休暇、慶弔休暇あり

社会保険 労災　雇用　健康　厚生年金　共済

職種

資格要件

雇用形態

勤務地

試用期間 あり（試用期間６ヶ月）

新卒・一般共に
（専門卒・短大卒・大

卒）

新卒（高卒・専門卒・大
卒）

一般（高卒以上）

フルタイム（正規職員）
パート（非常勤職員）

フルタイム（正規職員）
パート（非常勤職員）

業務内容

勤務時間
日勤：8：30～17：30
準夜：15：30～0：30
夜勤：0：00～9：00

8：30～17：30 8：30～17：30

入所者様の日常生活上
の自立支援全般（食事
介助・排泄ケア・入
浴・レク活動・口腔ケ
ア・見守り等）

入所者様の栄養管理
（栄養調整・喫食率確
認・発注関係・調理業
務・事務処理・坦会・
食事ラウンド実施等）

入所者様の生活上の機
能訓練活動の支援
（計画書作成・FIM評
価・歩行訓練・介護職
への機能訓練指導等）

　　　　　　喀痰吸引実施者2千円/月

介護職のみ：介護処遇改善加算手当56～110万円/年

夜勤 ５回/月
介護職：3,500～4,000円/回
看護：6,200～7,200円/回 ０回/月 無し ０回/月

賞与 年　３　回 年　３　回 年　３　回

無し

基本給 介護福祉士21万円　看護師23万円 管理栄養士21万円　機能訓練指導員23万 生活相談員21万円　介護支援専門員28万円

手当

労災　雇用　健康　厚生年金　共済 労災　雇用　健康　厚生年金　共済

委員会手当・指定日勤務手当
特定介護職員処遇改善加算・研修手当・その他

委員会手当・指定日勤務手当
特定介護職員処遇改善加算・研修手当・その他

試用期間 あり（試用期間 ６ヶ月） 試用期間中の
労働条件 　　変更なし

休日体制 4週8休（完全週休2日）
上記とは別途年次有給休暇、慶弔休暇あり

4週8休（完全週休2日）
上記とは別途年次有給休暇、慶弔休暇あり

4週8休（完全週休2日）
上記とは別途年次有給休暇、慶弔休暇あり

社会保険 労災　雇用　健康　厚生年金　共済

宮崎県都城市 宮崎県都城市

介護職 看護師

望む 必須

介護福祉士 正看護師・准看護師

新卒・一般共に
（専門卒・養成機関・大

卒）

以下のいずれか必須

入所者様の健康管理全
般（服薬管理・喀痰吸
引・往診対応・他科受
診対応・坦会・感染症
対策等）

新卒・一般共に
（専門卒・大卒）

新卒・一般共に
（専門卒・大卒）

フルタイム（正規職員）
パート（非常勤職員）

フルタイム（正規職員）

宮崎県都城市 宮崎県都城市

管理栄養士 生活相談員 介護支援専門員

以下のいずれか必須

管理栄養士
理学療法士・作業療法士
言語聴覚士・柔道整復師
あん摩マッサージ指圧師

機能訓練指導員

必須 必須
社会福祉士・社会福祉主
事任用資格・精神保健福
祉士

介護支援専門員

入所者様と家族と内
部・外部を繋ぎ、相談
業務を中心として連携
や調整及び連絡を担う
お客様対応がメイン

入所者様の介護サービ
ス計画の策定（計画書
作成・カンファレン
ス・担会開催・サービ
ス確認・委員会等）

一般
（高卒・専門卒・大卒）

フルタイム（正規職員） フルタイム（正規職員）

宮崎県都城市 宮崎県都城市
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昭和42年4月1日 職員数

過去３年採用実績

資格

加算等

その他

資格

加算等

その他

ブース№

29

基本給 156,000円 →194,000円 168,000　円 →　200,000円 　156,000円 →　17６,000円

フリガナ

法人・企業名

シャカイフクシホウジン　スマイリング・パーク

社会福祉法人　スマイリング・パーク　

所在地 〒885-1105 都城市丸谷町4670番地

設立年月日 300名（うち正規135名、非正規165名）

TEL 0986-45-3351 FAX 0986-45-3352

URL https://smilehohoemi.com/

種別 事業所名 所在地

高齢 特別養護老人ホームほほえみの園 都城市丸谷町4670番地

高齢 グループホームスマイリング・パーク 都城市丸谷町359-1

高齢 小規模多機能型居宅介護ほほえみの園 都城市早鈴町1866番40

高齢 都城市高城養護老人ホーム友愛園 都城市高城町石山4227

児童 幼保連携型認定こども園まるのキンダーガーテン 都城市野々美谷町2947-7

事業概要（経営理念・事業内容・ビジョン）
地域の皆様が幸せになれるために、地域の福祉に貢献し続けます。地域住民の皆様が「感動」するサービス提
供を目指します。地域住民の皆様に「感激」していただけるサービス提供を目指します。今日の出会いに「感
謝」し、多くの地域住民に支えていただいていることに「感謝」します。その為には、職員自ら幸せになって
もらいたい。

職員育成のための取組（研修計画・資格取得支援等）

職員の幸福度を追求し続けます。職員が幸福でないと、支援が必要な方々に幸せは振りまけないと思っています。ま
ずは、身近な(職員)人から幸せを。(2つの退職金制度、抱えない介護の実現、最新のテクノロジー、定年75歳)人は
命令では動かない。目配り・気配り・心配りで、働く人のこころを動かし、適材適所にて、活躍の場を追求し続けま
す。私たちには、補欠は誰一人いない。みんなが主役です。

アピールポイント
みんなが主役。活躍の場所がここにあります。「成長できる仕事へのやりがい」「圧倒的な研修制度によるスキル
アップ」。その結果、施設長も夢ではありません。何故ならば事業展開をし続ける法人であるためチャンスは無限に
あるからです。管理者になるためは、経験でもなく、資格でもなく、年齢でもありません。力を伸ばしていけば、結
果はついてきます。成長し続ける夢のある介護職場です。日本でいちばん大切にしたい会社大賞を受賞。

Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30

新卒採用者
実績

採用人数 6人 7人 10人
内在籍人数 4人 5人 9人

中途採用者
実績

採用人数 33人 51人 71人
内在籍人数 20人

0円／月 円／月

処遇改善10,000→22,000円

43人 67人
勤続３年モデル（正規職員）

職種 介護職 看護職 保育教諭

賞与 年2回　合計　4.2ヶ月分 年2回　合計4.2ヶ月分 年2回　合計4.2ヶ月分

新卒
採用者

入職時　　　　　　　 →　現在 入職時　　　　　　　→　現在 入職時　　　　　　　→　現在

手当

0円／月

0円／月 0円／月

処遇改善10,000→40,000円

処遇改善16,000→31,000円

通勤  ・ 扶養・法人貢献・決算手当 通勤  ・ 扶養・法人貢献・決算手当 通勤  ・ 扶養・法人貢献・決算手当

賞与 年2回　合計　4.2ヶ月分 年2回　合計　4.2ヶ月分 年2回　合計　4.2ヶ月分

中途
採用者

入職時　　　　　　　→　現在 入職時　　　　　　　→　現在 入職時　　　　　　　→　現在

手当

0円／月

基本給 　156,000円 →　168,000円 　168,000　円 →180,000円 　156,000円 →　168,000円

処遇改善16,000→46,000円

通勤  ・ 扶養・法人貢献・決算手当 通勤  ・ 扶養・法人貢献・決算手当 通勤  ・ 扶養・法人貢献・決算手当
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資格

加算等

その他

資格

加算等

その他

現在の募集

対象
（学歴）

新卒(高卒以上) 新卒(高卒以上) 新卒(短大・専門卒以上)

一般 一般 一般

雇用形態 正規職員 正規職員 正規職員

勤務地 都城市 都城市 都城市

職種 介護職 看護職 保育教諭

資格要件
望む 必須 必須

介護福祉士受験資格以上 准看護師・看護師 保育教諭

業務内容 介護業務 看護業務 保育業務

勤務時間
7：00～17：30

13：00～22：00
22：00～7：00　8:30～17：30

8：30～17：30 8：00～17：15

夜勤 4回/月 １回あたり 　3,000 円 0回/月 　１回あたり　　　　　　円 回/月 円
初任給

（基本給） 148,000～198,000　円 156,000～198,000　円 156,000～168,000円

手当 介護処遇10,000円～50,000円 処遇改善

通勤・法人貢献・扶養・決算 通勤・法人貢献・扶養・決算 通勤・法人貢献・扶養・決算

賞与 年2回　合計　4.2ヶ月分 年2回　合計　4.２ヶ月分 年2回　合計　4.２ヶ月分

休日体制 105日 105日 105日

社会保険 労災　雇用　健康　厚生年金　共済 労災　雇用　健康　厚生年金　共済 労災　雇用　健康　厚生年金　共済

試用期間 　　なし　 試用期間中の
労働条件 ―

令和３年４月　採用計画

対象
（学歴） 新卒(高卒以上)・一般

新卒(短大・専門卒以上)
・一般

新卒(高卒以上)・一般

雇用形態 正規職員 正規職員 正規職員

勤務地 都城市 都城市 都城市

職種 介護職 看護職 保育教諭

資格要件
望む 必須 必須

介護福祉士受験資格以上 准看護師・看護師 保育教諭

業務内容 介護業務 看護業務 保育業務

勤務時間
7：00～17：30

13：00～22：00
22：00～7：00　8:30～17：30

8：30～17：30 8：00～17：15

介護処遇10000円～50,000円

夜勤 4回/月 １回あたり 　3,000 円 回/月 １回あたり　　　　　円 /月

賞与 年2回　合計　4.2ヶ月分 年2回　合計　4.２ヶ月分 年2回　合計　4.２ヶ月分

円
初任給

（基本給） 148,000～198,000　円 156,000～198,000　円 156,000～168,000円

手当

労災　雇用　健康　厚生年金　共済 労災　雇用　健康　厚生年金　共済

処遇改善

通勤・法人貢献・扶養・決算 通勤・法人貢献・扶養・決算 通勤・法人貢献・扶養・決算

試用期間 　　なし　 試用期間中の
労働条件 ―

休日体制 105日 105日 105日

社会保険 労災　雇用　健康　厚生年金　共済
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　　　　　　平成１７　年　　７　月　　１　日 職員数

過去３年採用実績

資格

加算等

その他

資格

加算等

その他

       入職時　　　　　　 現在

年２回　合計３．３ヶ月分

〒880-0925　宮崎市本郷北方２７１７番地１５／〒889-2151　宮崎市熊野４７０番地２

ブース№

30

基本給 130,000円 →　133,000円 　　　　円 →　　　　　　円 　　　　　　　円 →　　　　　　　円

新卒
採用者

      入職時　　　　　　現在

処遇改善（一括支給）

入職時　　　　　　　→　現在

処遇改善（一括支給）

通勤  ・ 住居  ・ 扶養・（　 　　） 通勤  ・ 住居  ・ 扶養・（　 　　） 通勤  ・ 住居  ・ 扶養・（　 　　）

賞与 年２回　合計３．３ヶ月分

年　回　合計　ヶ月分

年　回　合計　ヶ月分

中途
採用者

      入職時　　　　　　　現在       入職時　　　　　　　現在 入職時　　　　　　　→　現在

手当

5,000～10,000円／月 8000～10,000円／月 円／月

介護職

基本給

通勤  ・ 住居  ・ 扶養・（　 　　） 通勤  ・ 住居  ・ 扶養・（　 　　） 通勤  ・ 住居  ・ 扶養・（　 　　）

賞与 年２回　合計３．３ヶ月分 年　回　合計　　ヶ月分

中途採用者
実績

採用人数 ７人 ７人 １１人

手当

5,000～10,000円／月 円／月 円／月

処遇改善（一括支給）

１人

生活相談員

１人 １人 ０人

５人 ８人
勤続３年モデル（正規職員）

職種

ご利用者に対してはより丁寧な対応、言葉遣いをしっかりと行い、やりがいのある職場環境を目指してます。
また、職員の年齢層も幅広く、働きやすい環境を職員全員が意識してやってます。
ぜひ一度、働いているところを見に来てください。

内在籍人数 ３人

Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30

新卒採用者
実績

採用人数 ２人

高齢 介護老人保健施設グリーンケア学園木花
通所リハビリテーション 宮崎市熊野４７０番地２

０人
内在籍人数

事業概要（経営理念・事業内容・ビジョン）

特別養護老人ホーム入所６０床、短期入所生活介護１０床、地域密着型通所介護（１８名／日）
の事業を行っております。ご利用者の為に、職員がやりがいをもって働ける職場づくりを目指し
ております。

職員育成のための取組（研修計画・資格取得支援等）

入社時の研修、入社後も内部、外部の研修にてスキルアップできる体制を整えております。
また、資格取得の為の支援、勤務の調整など積極的に資格取得できる体制を整えてます。

アピールポイント

高齢 介護老人保健施設グリーンケア学園木花 宮崎市熊野４７０番地２

高齢 特別養護老人ホーム　ヴィラ・サザン 宮崎市本郷北方２７１７番地１５

高齢 サザンクロスデイサービスセンター 宮崎市本郷北方２７１７番地１５

０９８５－５０－１７００ FAX ０９８５－５０－１７１０

URL http://www.villa-southern.net/　　http://www.green-care.net/

種別 事業所名 所在地

130,000円 →　133,000円 155,000円 →　158,000円 　　　　　　　円 →　　　　　　　円

フリガナ

法人・企業名

シャカイフクシホウジン　サザンクロス　／　イリョウホウジン　リョクヨウカイ

社会福祉法人　サザンクロス　／　医療法人緑耀会

所在地

設立年月日 ６２名（うち正規３８名、非正規２４名）

TEL
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資格

加算等

その他

資格

加算等

その他

一般（高卒以上）

試用期間 あり（試用期間　３ヶ月）　 試用期間中の
労働条件 　　変更なし

休日体制 月８回休
　　　　　　　　　　日

社会保険 労災　雇用　健康　厚生年金　共済 労災　雇用　健康　厚生年金　共済 労災　雇用　健康　厚生年金　共済

円／月

通勤・住居・扶養・（　　　　） 通勤・住居・扶養・（　　　　） 通勤・住居・扶養・（　　　　）

賞与 年２回　合計３．３ヶ月分 年　　回　合計　　ヶ月分 年　　回　合計　　　　ヶ月分

円
初任給

（基本給） １４０，０００　円 　円 円

手当

介護福祉士等５，０００～１０，０００円 　円／月 　　　　　　　　　　　　円／月

処遇改善１０，０００円／月（残り別月支給）

夜勤 ４～５回/月 　１回あたり　５，０００円 回/月 １回あたり　　　　　円 /月

業務内容
介護業務（入所者の入浴、食事、
排泄介助他、日常生活の支援等）

勤務時間

７：００～１６：００
８：００～１７：００

１０：３０～１９：３０
１６：００～９：００（夜勤）

職種 介護職員

資格要件
望む

介護福祉士、実務者研修
介護職員初任者研修修了

雇用形態 正規職員

勤務地 宮崎市

試用期間 あり（試用期間　３ヶ月）　　 試用期間中の
労働条件 　　変更なし

令和３年４月　採用計画

対象
（学歴）

新卒（高校卒以上）

休日体制 月８回休 月８回休 要相談

社会保険 労災　雇用　健康　厚生年金　共済 労災　雇用　健康　厚生年金　共済 労災　雇用　健康　厚生年金　共済

寸志程度支給

通勤・住居・扶養・（　　　　） 通勤・住居・扶養・（　　　　） 通勤・扶養・（　　　　）

賞与 年２回　合計３．３ヶ月分 年２回　合計３．３ヶ月分 寸志程度支給

円
初任給

（基本給） １４０，０００　円 155，０００～　円 時給９００円

手当

介護福祉士等５，０００～１０，０００円 社会福祉士等　５，０００～１０，０００円 介護福祉士は時給が＋５０円

処遇改善１０，０００円／月（残り別月支給）

夜勤 ４～５回/月 　１回あたり　５，０００円 回/月 　１回あたり　　　　　　　円 回/月

介護職員初任者研修修了

業務内容
介護業務（入所者の入浴、食事、
排泄介助他、日常生活の支援等）

入退去の手続き、利用者相談援助
家族・病院等との連携業務

介護業務（入所者の入浴、食
事、排泄介助他、日常生活の

支援等）

勤務時間

７：００～１６：００
８：００～１７：００

１０：３０～１９：３０
１６：００～９：００（夜勤）

８：００～１７：００
７：００～１９：３０の間で

要相談

職種 介護職員 生活相談員 介護職員

資格要件
望む 望む 望む

介護福祉士、実務者研修
介護職員初任者研修修了

社会福祉士
社会福祉主事

雇用形態 正規職員 正規職員 パート職員

勤務地 宮崎市 宮崎市 宮崎市

現在の募集

対象
（学歴）

新卒（高校卒以上） 　新卒（高卒以上）

一般（高卒以上） 　一般（高卒以上） 　一般（高卒以上）
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昭和　54　年　6　月　26　日 職員数

過去３年採用実績

資格

加算等

その他

資格

加算等

その他

ブース№

31

基本給 143,000円 　→　147,500円 155,000円　 →　159,500円 162,500円　 →　167,000円

フリガナ

法人・企業名

シャカイフクシホウジン　ユタカノサト

社会福祉法人　豊の里

所在地 〒　885-0023 都城市栄町22-5-1

設立年月日 　 340名（うち正規283　名、非正規　57名）

TEL 0986-24-1423 FAX 0986-24-1439

URL     http://ｗｗｗ.houei-group.or.jp

種別 事業所名 所在地

高齢 特別養護老人ホーム豊望園 都城市安久町4995-1番地

高齢 地域密着型介護老人福祉施設豊明苑 都城市蓑原町1846番地1

高齢 老人短期入所施設あやめ苑 都城市早水町3389番地2

高齢 グループホーム2ユニットしらゆり 都城市安久町4966番地2

高齢 五十市デイサービスセンターばら苑　ほか 都城市鷹尾4丁目4389番地　　ほか

事業概要（経営理念・事業内容・ビジョン）

　豊栄グループは、健康でいきいき豊かな老後社会づくりに努めています。常に、尊重と愛の心
を持ってご高齢者へのケアを行い、働く私達自身の幸福も追求しています。

職員育成のための取組（研修計画・資格取得支援等）
◎資格取得支援･･･グループ内で介護福祉士実務者研修（通信制あり）を実施しており、学費返金など優遇制度があります。介護福祉士、ケアマネジャーの受験対策講座
                        （毎年、参加無料費）を実施しています。
◎子育て支援･･･6年前より職員の子どもさんの一時預かり保育（祝日、年末年始、お盆時期、0歳～小6迄OK、無料）あります。英語のキッズクラブ（3歳～小6迄）も
                        職員割り引きあります。
◎教育研修･･･新入職員研修（4月～6月）、中途職員研修（毎月）、フォローアップ研修（在職員対象、技術面・メンタル面のマンツーマンサポート）、費用法人負担の
                    外部出張研修多数、有識者の講演会開催など　職種、階層別の研修が幅広く、充実しています。

アピールポイント
★様々なサポートが充実しています。～今年度実績（2019年4月～12月現在)～
　・介護福祉士受験対策講座受講者13名・一時預かり保育利用した子どもさん180名・育児休業取得者19名（復帰率100％）・育児短時間
      勤務者4名
　・中途入職員フォローアップ研修受講者31名・宮崎、鹿児島県社協研修参加者75名・リーダー研修開催3回受講者149名
★介護福祉士実務者研修（通信制）をグループ内で実施しています。     ★様々な事業所において　幅広い経験ができます。

Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30

新卒採用者
実績

採用人数 13人 5人 10人
内在籍人数 3人 2人 6人

中途採用者
実績

採用人数 73人 71人 84人
内在籍人数 27人

社会福祉士　30,000円／月 正看護師　40,000円／月

処遇改善20,000円

31人 57人
勤続３年モデル（正規職員）

職種 介護福祉士（専門卒、大
卒）

生活相談員（大卒） 看護職（正看護師）

賞与 年　2回　合計2.6ヶ月分 年　2回　合計2.6ヶ月分 年　2回　合計2.6ヶ月分

新卒
採用者

  入職時　　　　　　　 　現在   入職時　　　　　　　 現在     入職時　　　　　　　現在

手当

介護福祉士　40,000円／月

社会福祉士　30,000円／月 正看護師　40,000円／月

処遇改善20,000円

調整12,000～15,000円 夜勤10,000円/回

通勤  ・ 住居  ・ 扶養・（　 　　） 通勤  ・ 住居  ・ 扶養・（　 　　） 通勤  ・ 住居  ・ 扶養・（　 　　）

賞与 年　2回　合計2.6ヶ月分 年　2回　合計2.6ヶ月分 年　2回　合計2.6ヶ月分

中途
採用者

入職時　　　　　　　→　現在 入職時　　　　　　　→　現在 入職時　　　　　　　→　現在

手当

介護福祉士　40,000円／月

基本給 143,000円 　→　147,500円 155,000円　 →　159,500円 162,500円　 →　167,000円

調整12,000～15,000円 　　　　　　　円/回

通勤  ・ 住居  ・ 扶養・（　 　　） 通勤  ・ 住居  ・ 扶養・（　 　　） 通勤  ・ 住居  ・ 扶養・（　 　　）
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資格

加算等

その他

資格

加算等

その他

一般（高卒以上） 一般（高卒以上）

現在の募集

対象
（学歴）

新卒（高卒以上） 新卒（高卒以上） 新卒（大卒以上）

一般（高卒以上） 一般（高卒以上）

雇用形態 正社員 契約社員 正社員

勤務地 都城市 都城市 都城市

職種 介護職（有資格者） 介護職（無資格、未経験） 生活相談員候補

資格要件
必須 不問 必須

ヘルパー2級（介護職員初任者研修）以上 ※普通自動車一種免許はある方がよい。（通勤し易い） 社会福祉主事
※精神保健福祉士、社会福祉士歓迎

業務内容 高齢者福祉事業所におけるご利用者の介護 高齢者福祉事業所におけるご利用者の介護 高齢者福祉事業所における相談援助業務

勤務時間 8：30～17：30
※施設によっては、早出･遅出･夜勤あり

8：30～17：30
※施設によっては、早出･遅出･夜勤あり

8：30～17：15

夜勤 6回/月 　１回あたり　　3,800～6,000円 6回/月 　１回あたり　　3,800～6,000円 回/月 円
初任給

（基本給）
（高卒）141,500　円

（専門・大卒）143,000　円
（高卒）141,500　円

（専門・大卒）143,000　円
研修中 143,000  円

（相談員登用後155,000  円

手当

介護福祉士40,000円／月、実務者研修修了5,000円／月
初任者研修修了（ヘルパー2級）2,000円／月

※入職後、グループ内で実施の介護福祉士実務者研修（通信制）の
受講も出来ます（優遇制度有）

社会福祉士・精神保健福祉士30,000円／月
介護福祉士40,000円／月、社会福祉主事10,000円／月

処遇改善　20,000円 処遇改善　20,000円

通勤・住居・扶養・（　　　　） 通勤・住居・扶養・（　　　　） 通勤・住居・扶養・（　　　　）

賞与 年　2回　合計　2.6ヶ月分 年　2回　合計　2.6ヶ月分 年　2回　合計　2.6ヶ月分

休日体制 年間休日　104日 年間休日　104日 年間休日　104日

社会保険 労災　雇用　健康　厚生年金　共済 労災　雇用　健康　厚生年金　共済 労災　雇用　健康　厚生年金　共済

試用期間 あり（試用期間３～6ヶ月） 試用期間中の
労働条件 　　　変更なし

令和３年４月　採用計画

対象
（学歴）

新卒（大卒以上）新卒（高卒以上） 新卒（高卒以上）

雇用形態 正社員 正社員 正社員

勤務地 都城市 都城市 都城市

職種 介護職 生活相談員候補 看護職（正看護師）

資格要件
必須 必須 必須

ヘルパー2級（介護職員初任者研修）以上 社会福祉主事
※精神保健福祉士、社会福祉士歓迎

正看護師免許

業務内容 高齢者福祉事業所におけるご利用者の介護 高齢者福祉事業所における相談援助業務
高齢者福祉事業所におけるご利用者の

健康管理及び療養上のお世話など

勤務時間 8：30～17：30
※施設によっては、早出･遅出･夜勤あり

8：30～17：15 8：30～17：30
※施設によっては早出･遅出･夜勤あり

介護福祉士40,000円／月、実務者研修修了5,000円／月
初任者研修修了（ヘルパー2級）2,000円／月

社会福祉士・精神保健福祉士30,000円／月
介護福祉士40,000円／月、社会福祉主事10,000円／月 　　　　20,000～40,000円/月

処遇改善　20,000円

夜勤 6回/月 １回あたり　3,800～6,000円 回/月 １回あたり　　　　　円 4回/月

賞与 年　2回　合計　（実績等による） 年　2回　合計　（実績等による） 年　2回　合計　（実績等による）

１回あたり10,000　円

初任給
（基本給）

（高卒）141,500　円
（専門、大卒）143,000　円

研修中143,000　円
（相談員登用後155,000円）

162,500　円

手当

労災　雇用　健康　厚生年金　共済 労災　雇用　健康　厚生年金　共済

調整　12,000～15,000円

通勤・住居・扶養・（　　　　） 通勤・住居・扶養・（　　　　） 通勤・住居・扶養・（　　　　）

試用期間 あり（試用期間6ヶ月）　　 試用期間中の
労働条件 　　変更なし

休日体制 年間休日　104日 年間休日　104日 年間休日　104日

社会保険 労災　雇用　健康　厚生年金　共済
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職員数

過去３年採用実績

資格

加算等

その他

資格

加算等

その他

管理職手当：20,000～30,000円 管理職手当：20,000～30,000円

通勤  ・ 住居  ・ 扶養・（　 　　） 通勤  ・ 住居  ・ 扶養・（　 　　）

管理職手当：20,000～30,000円

通勤  ・ 住居  ・ 扶養・（　 　　）

賞与 年2回　合計2ヶ月分 年2回　合計2ヶ月分

133,500円→145,000円

　　入職　　　　　　　　　　　現在

処遇改善手当：35,000円

基本給

通勤  ・ 住居  ・ 扶養・（　 　　）

　　入職　　　　　　　　　　　　現在　　入職　　　　　　　　　　　　現在

基本給 230,000～280,000円
　　　　　　→230,000～280,000円

200,000～230,000円
　　　　→200,000～230,000円

年2回　合計2ヶ月分

管理職手当：20,000～30,000円

年2回　合計2ヶ月分 年2回　合計2ヶ月分

230,000～280,000円
　　　　　　→230,000～300,000円

中途
採用者

　　入職　　　　　　　　　　　　現在 　　入職　　　　　　　　　　　　現在 　　入職　　　　　　　　　　　現在

手当

1,500～20,000円／月

133,500円→145,000円200,000～230,000円
　　　　→200,000～230,000円

新卒
採用者

手当

1,500～20,000円／月

処遇改善手当：35,000円

通勤  ・ 住居  ・ 扶養・（　 　　） 通勤  ・ 住居  ・ 扶養・（　 　　）

賞与 年2回　合計2ヶ月分

130人 108人
勤続３年モデル（正規職員）

職種 介護職 生活相談員 施設長候補

6人 4人 6人

中途採用者
実績

採用人数 167人 175人 152人
内在籍人数 77人

Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30

新卒採用者
実績

採用人数 11人 6人 7人
内在籍人数

事業概要（経営理念・事業内容・ビジョン）

私たちは「ミューズ」の名称で、特別養護老人ホーム・ショートステイ・デイサービス・訪問介護・グループホーム・居宅介
護支援の事業を、約580名の職員で宮崎県内に18施設運営しています。総務部・人事部・厨房食材部・法務コンプライアン
ス部（内部監査部）など最前線をサポートする部署もあり、職員1人ひとりがそれぞれの長所を活かし、自分に合った働き方
をしています。また「楽しく仕事をする！」をモットーにチームワークを大事にしながら働いています。

職員育成のための取組（研修計画・資格取得支援等）

法人内に初任者研修の養成校を運営しており、無資格でも働きながら資格取得が可能です。また、初任者研修・喀痰
吸引資格取得の奨学金制度があり資格取得の支援をしております。介護福祉士・ケアマネジャーを目指す方は、資格
を持った職員が指導する勉強会を開催しています。

アピールポイント

新入職員には、ブラザーシスター制度を導入し、働きやすい環境作りをしています。先輩職員がマンツーマンで指導
しますので安心して働けます。入社後は、キャリアパス制度を導入し、定期的に上司と個別面談を行い目標と結果に
基づいた評価を行っています。やる気次第で全員が管理者になるチャンスがあり、女性も活躍しています。

高齢 グループホーム　ミューズの空 宮崎市・都城市・高原町

高齢 介護付き有料老人ホーム　ミューズの森 都城市

高齢 住宅型有料老人ホーム　ミューズの朝 都城市・小林市・西都市・三股町・高原町・国富町

高齢 ショートステイ　ミューズの星 宮崎市・都城市

URL http://hoshakai.com/

種別 事業所名 所在地

高齢 特別養護老人ホーム　ミューズの虹 都城市・高原町

設立年月日 580名（うち正規296名、非正規284名）

TEL 0984-42-5001 FAX 0984-42-5003

平成5年4月1日

フリガナ

法人・企業名

シャカイフクシホウジン　ホウシャカイ

社会福祉法人　報謝会

ブース№

32

〒889-4414 西諸県郡高原町大字蒲牟田7348番地2所在地
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資格

加算等

その他

資格

加算等

その他

一般（不問）

新卒（高卒以上）

試用期間 あり（試用期間3ヶ月）　 試用期間中の
労働条件 　　変更なし

休日体制 7日／月
別途年次有給休暇、特別休暇あり

7日／月
別途年次有給休暇、特別休暇あり

7日／月
別途年次有給休暇、特別休暇あり

社会保険 労災　雇用　健康　厚生年金　共済 労災　雇用　健康　厚生年金　共済 労災　雇用　健康　厚生年金　共済

処遇改善手当：10,000～25,000円／オンコール：2,000円/回 管理職手当：20,000～30,000円

通勤・住居・扶養・（　　　　） 通勤・住居・扶養・（　　　　） 通勤・住居・扶養・（　　　　）

賞与 年2回　合計2ヶ月分 年2回　合計2ヶ月分 年2回　合計2ヶ月分

円
初任給

（基本給） 145,000円 150,000～180,000円 230,000～280,000円

手当

1,500～20,000円 17,000～20,000円

処遇改善手当：35,000円

夜勤 5回程度/月 　１回あたり3,500～5,000円 0回/月 　　　円 0回/月

不問

業務内容
介護業務（食事・入浴・排泄の支
援）、レクリエーションの補助

ご利用者様の健康管理、看護業務
それに伴う記録の作成、利用者様の病

院への送迎業務

配属先の施設のクオリティアップ、ご利用者様と
ご家族様の相談対応、行政とのやり取り

勤務時間
8：30～17：20
9：30～18：20
16：00～9：30

8：30～17：20 8：30～17：20

職種 介護職 准看護師又は正看護師 施設長候補

資格要件
望む 必須

普通自動車免許（AT限定可） 准看護師又は正看護師免許

雇用形態 正社員 正社員 正社員

勤務地 宮崎地区・都城地区・西諸地区 宮崎地区・都城地区・西諸地区 宮崎地区・都城地区・西諸地区

試用期間 あり（試用期間3ヶ月）　　 試用期間中の
労働条件 　　変更なし

令和３年４月　採用計画

対象
（学歴）

新卒（高卒以上）

一般（不問） 一般（不問）

新卒（高卒以上）

休日体制
7日／月

別途年次有給休暇、特別休暇あり
7日／月

別途年次有給休暇、特別休暇あり
7日／月

別途年次有給休暇、特別休暇あり

社会保険 労災　雇用　健康　厚生年金　共済 労災　雇用　健康　厚生年金　共済 労災　雇用　健康　厚生年金　共済

管理職手当：20,000～30,000円 管理職手当：20,000～30,000円

通勤・住居・扶養・（　　　　） 通勤・住居・扶養・（　　　　） 通勤・住居・扶養・（　　　　）

賞与 年2回　合計2ヶ月分 年2回　合計2ヶ月分 年2回　合計2ヶ月分

円
初任給

（基本給） 133,500円 200,000～230,000円 230,000～280,000円

手当

1,500～10,000円

処遇改善手当：35,000円

夜勤 5回程度/月 　１回あたり3,500～5,000円 0回/月 円 0回/月

不問

業務内容 介護業務（食事・入浴・排泄の支援
等）、レクリエーションの補助

生活相談員としての介護業務全般・レクリ
エーションの補助・計画書作成

配属先の施設のクオリティアップ、ご利用者様と
ご家族様の相談対応、行政とのやり取り

勤務時間
8：30～17：20
9：30～18：20
16：00～9：30

8：30～17：20
9：30～18：20
16：00～9：30

8：30～17：20

職種 介護職 生活相談員 施設長候補

資格要件
望む 必須

普通自動車免許（AT限定可） 介護福祉士

雇用形態 正社員 正社員 正社員

勤務地 宮崎地区・都城地区・西諸地区 宮崎地区・都城地区・西諸地区 宮崎地区・都城地区・西諸地区

現在の募集

対象
（学歴）

新卒（高卒以上） 新卒（高卒以上） 新卒（高卒以上）

一般（不問） 一般（不問） 一般（不問）
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　　　　　　昭和　６２　年　　９　月　２２　日 職員数

過去３年採用実績

資格

加算等

その他

資格

加算等

その他

ブース№

33

基本給 　139,040円 →　143,900円 　139,040円 →　143,900円 　139,040円 →　143,900円

フリガナ

法人・企業名

シャカイフクシホウジン　ツヨシカイ

社会福祉法人　つよし会

所在地 〒　８８７－００３４ 日南市大字風田３５８５番地

設立年月日 １２１名（うち正規51名、非正規70名）

TEL 0987-23-5336 FAX 0987-23-5337

URL     

種別 事業所名 所在地

児童 つよし学園児童部 日南市大字風田3585番地

障がい ホーム浜風 〃
障がい・児童相談 そうだんサポートセンターなみ 〃

障がい つよし寮 日南市大字吉野方5655番地4

障がい 喜（よろこび） 日南市大字吉野方5655番地4

事業概要（経営理念・事業内容・ビジョン）
（理念）昭和４０年法人設立「アサメシウマイ　ヒルゲンキ　ヨルヨクネムリ　カゼヒカヌ」共に健やかに育
ちあい　共にもっともっと幸せにを基本理念に障害児入所施設、障害者支援施設、障害福祉サービス（通
所）、障害児通所支援事業等を行い、利用者が自立した日常生活を地域社会において営むことができるよう支
援することを目的とする。

職員育成のための取組（研修計画・資格取得支援等）

外部講師を招いての法人研修やキャリアパス研修等のOFF-JT、業務を通して上司や先輩職員などの指導担
当者が行うOJTで年間通して職員育成に取り組んでいます。また資格取得支援として公的資格取得奨励金を
整備し資格取得を促しています。

アピールポイント
一人ひとりに合わせた職員育成を行います。１年間は、上司や先輩職員が一緒に業務を行いながら利用者支援
業務全般について指導を行っていきます。入職当初にポロシャツや防寒着等のユニフォームを支給します。年
次有給休暇につきましては、４月入職時から１０日支給します。

Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30

新卒採用者
実績

採用人数 2人 2人 2人
内在籍人数 1人 1人 0人

中途採用者
実績

採用人数 4人 4人 18人
内在籍人数 3人

保育士　5,000円／月 介護福祉士等　5,000円／月

処遇改善　60,000円／年

3人 15人

勤続３年モデル（正規職員）

職種 生活支援員 保育士 児童指導員

賞与 年2回　合計4.2ヶ月分 年2回　合計4.2ヶ月分 年2回　合計4.2ヶ月分

新卒
採用者

    入職時　　　　　　　   現在     入職時　　　　　　   　現在     入職時　　　　　　   　現在

手当

介護福祉士等　5,000円／月

保育士　5,000円／月 介護福祉士等　5,000円／月

処遇改善　60,000円／年

処遇改善　60,000円／年 処遇改善　60,000円／年

通勤  ・ 住居  ・ 扶養・（その他） 通勤  ・ 住居  ・ 扶養・（その他） 通勤  ・ 住居  ・ 扶養・（その他）

賞与 年2回　合計4.2ヶ月分 年2回　合計4.2ヶ月分 年2回　合計4.2ヶ月分

中途
採用者

    入職時　　　　　　　   現在     入職時　　　　　　   　現在     入職時　　　　　　   　現在

手当

介護福祉士等　5,000円／月

基本給 　139,400円 →　152,100円 　139,400円 →　152,100円 　139,400円 →　152,100円

処遇改善　60,000円／年 処遇改善　60,000円／年

通勤  ・ 住居  ・ 扶養・（その他） 通勤  ・ 住居  ・ 扶養・（その他） 通勤  ・ 住居  ・ 扶養・（その他）

障がい つよし共働センター 〃

児童 風の子 〃
障がい つよし学園成人部 〃
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資格

加算等

その他

資格

加算等

その他

現在の募集

対象
（学歴）

新卒（高校卒以上） 新卒（高校卒以上）

一般（不問） 一般（不問）

雇用形態 常勤 常勤

勤務地 日南市 日南市

職種 生活支援員 事務員

資格要件
望む

社会福祉士・介護福祉士 なし

業務内容
支援業務（入所者の入浴、食事、

排泄他、日常生活の支援等）
経理事務、文書収受事務、

給与計算、請求事務等

勤務時間
6：30～15：00、8：30～17：00、8：30～
12：30、13：00～21：30、13：30～10：

00

8：30：17：00
8：30～12：30

夜勤 7回/月 　１回あたり　　　　5,500円 回/月 １回あたり　　　　　円 回/月 円

初任給
（基本給）

（大卒）170,700円
（短大・専門卒）148,500円

（高卒）138,800円

（大卒）170,700円
（短大・専門卒）148,500円

（高卒）138,800円

手当

介護福祉士等　５，０００円 —　円／月

処遇改善　６０，０００円（前年度実績） 処遇改善　６０，０００円（前年度実績）

通勤・住居・扶養・（　その他　） 通勤・住居・扶養・（　その他　） 通勤・住居・扶養・（　　　　）

賞与
年2回　合計4.2ヶ月分

※初年度　年１回　合計1.1ヶ月
年2回　合計4.2ヶ月分

※初年度　年１回　合計1.1ヶ月 年　　回　合計　　　　ヶ月分

休日体制
１ヶ月7.5休

※別途、年次有給休暇、特別休暇あり
１ヶ月7.5休

※別途、年次有給休暇、特別休暇あり 　　　　　　　　　　日

社会保険 労災　雇用　健康　厚生年金　共済 労災　雇用　健康　厚生年金　共済 労災　雇用　健康　厚生年金　共済

試用期間 あり（試用期間３ヶ月）　　 試用期間中の
労働条件 　　　変更なし

令和３年４月　採用計画

対象
（学歴）

新卒（高校卒以上）
新卒(専門卒・大卒)

新卒（高校卒以上）

一般（不問）

雇用形態 常勤 常勤 常勤

勤務地 日南市 日南市 日南市

職種 生活支援員 看護職員 保育士

資格要件
望む 必須 必須

社会福祉士・介護福祉士 准看護師・正看護師 保育士

業務内容
支援業務（入所者の入浴、食事、

排泄他、日常生活の支援等）
医務業務（ケガ等の処置、薬の管

理、通院業務、請求、記録）

療育支援業務（入所者の入浴、
食事、排泄他、日常生活の支援

等）

勤務時間

6：30～15：00
8：30～17：00
8：30～12：30

13：00～21：30
13：30～10：00

8：30：17：00
8：30～12：30

6：30～15：00
8：30～17：00
8：30～12：30

13：00～21：30
13：30～10：00

介護福祉士等　５，０００円／月 看護職員　５，０００　円／月 保育士　５，０００円／月

—

夜勤 6回/月 　１回あたり　　　　5,500円 回/月 １回あたり　　　　　円 回/月

賞与 年2回　合計4.2ヶ月分　　　　　　※
初年度　年１回　合計1.1ヶ月

年2回　合計4.2ヶ月分　　　　　　※
初年度　年１回　合計1.1ヶ月

年2回　合計4.2ヶ月分
※初年度　年１回　合計1.1ヶ月

１回あたり　　　　　円

初任給
（基本給）

（大卒）170,700円
（短大・専門卒）148,500円

（高卒）138,800円

（大卒）170,700円
（短大・専門卒）148,500円

（大卒）170,700円
（短大・専門卒）148,500円

（高卒）138,800円

手当

労災　雇用　健康　厚生年金　共済 労災　雇用　健康　厚生年金　共済 労災　雇用　健康　厚生年金　共済

— —

通勤・住居・扶養・（　その他　） 通勤・住居・扶養・（　その他　） 通勤・住居・扶養・（　その他　）

一般（不問）

試用期間 あり（試用期間３ヶ月） 試用期間中の
労働条件 　　変更なし

休日体制 １ヶ月7.5休
※別途、年次有給休暇、特別休暇あり

１ヶ月7.5休
※別途、年次有給休暇、特別休暇あり

１ヶ月7.5休
※別途、年次有給休暇、特別休暇あり

社会保険
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　　　昭和２７　年　　５　　月　　３１　　日 職員数

過去３年採用実績

入職時　　　　　　　→　現在

　　　　　　　円 →　　　　　　円

資格 円／月

加算等

その他

 入職時　　　　　　　→　現在

　　　　　　　円 →　　　　　　　円

資格

加算等

その他

年　回　合計　ヶ月分年　回　合計　ヶ月分

 入職時　　　　　　　→　現在

　　　　  　円 →　　　　　　　円

円／月

通勤  ・ 住居  ・ 扶養・（　 　　）

年　回　合計　ヶ月分

通勤  ・ 住居  ・ 扶養・（　 　　）

年　回　合計　ヶ月分

円／月

通勤  ・ 住居  ・ 扶養・（　 　　）

  入職時　　　　　　　→　現在

　　　　　　　円 →　　　　　　　円

円／月

通勤  ・ 住居  ・ 扶養・（　 　　）

通勤  ・ 住居  ・ 扶養・（　 　　）

年２　回　合計４．４５　ヶ月分

通勤  ・ 住居  ・ 扶養・（　 　　）

年　回　合計   　ヶ月分

保育士

入職時　　　　　　　 →　現在

業務手当　７８，０００円 円／月

8人

人 人 人
勤続３年モデル（正規職員）

3人

Ｈ30

１６９，０００　円 →　１７７，２３２円

種別

児童

児童

児童

入職時　　　　　　　→　現在

　　　　　　　円 →　　　　　　　円

児童

3人

事業所名

FAX

児童 石井記念 こひつじ保育園

新卒採用者
実績

採用人数

所在地 所在地

児湯郡高鍋町大字南高鍋５６６－５

児湯郡川南町大字川南１７７４－６

児湯郡高鍋町大字北高鍋１２６４

児湯郡川南町大字川南１５６７－１６

児湯郡都農町大字河北１８６４－１児童

児湯郡高鍋町大字河北３６２１－４石井記念 都農保育園

Ｈ28

3人

宮崎市広島１丁目７－１８

石井記念 十文字保育園

石井記念 川南保育園

石井記念 尾鈴保育園

西都市大字穂北５２４８－２９

児湯郡高鍋町大字上江７６７６－２

賞与

手当

賞与

中途
採用者

基本給

新卒
採用者

基本給

手当

職種

中途採用者
実績

採用人数

内在籍人数

人 人 人

内在籍人数

事業概要（経営理念・事業内容・ビジョン）

「天は父なり　人は同胞なれば　互いに相信じ　相愛すべきこと」　石井十次の基本理念をもとに、
子ども達の家庭に添い家族を支え体力作りや食育を通して健康面把握、論語や武道等から自律する心
を養う保育に努めている。

職員育成のための取組（研修計画・資格取得支援等）

法人内研修：新任職員研修　全体研修（危機管理）　委員会研修　担当クラス別研修
保育士資格取得支援事業

アピールポイント

本当の生きがい、やりがいを求めている人　一緒に働きませんか？
友愛社の基本理念、目標を実現のために既成概念にとらわれない想像力豊かな職員を募集します。

7人

Ｈ29

4人

児童

事業所名

石井記念 ひかり保育園

石井記念 のゆり保育園児童

児童 石井記念 やまばと保育園

石井記念 にっしん保育園

URL     

種別

児童

所在地 〒844-0102　児湯郡木城町大字椎木644番地1

設立年月日

TEL

石井記念 明倫保育園西都市大字穂北５２４８－９

ブース№

34

0983-32-2025

フリガナ

法人・企業名

シャカイフクシホウジン　イシイキネンユウアイシャ

社会福祉法人　石井記念友愛社

350 名（うち正規　名、非正規　名）

0985-32-3916

 

-70-



資格

加算等

その他

資格

加算等

その他

現在の募集

対象
（学歴）

新卒（大学　短大　専門学校）

雇用形態 正規職員

勤務地 宮崎市　西都市　高鍋町　川南町　都農町

職種 保育士　看護師

資格要件
必須

保育士資格　幼稚園教諭資格　看護師資格

業務内容 保育　　看護業務

勤務時間
８：３０～１７：３０(普通番）

早、遅番　有

夜勤 回/月 　１回あたり　　　　　　円 回/月 　１回あたり　　　　　　　円 回/月 円
初任給

（基本給） 1６９，０00円～191，000円 　円

手当

業務手当　7，800円

通勤・住居・扶養・（　　　　） 通勤・住居・扶養・（　　　　） 通勤・住居・扶養・（　　　　）

賞与 年　２　回　合計　４．４５　ヶ月分 年　　回　合計　　ヶ月分 年　　回　合計　　　　ヶ月分

休日体制 105日
　　　　　　　　　　日

社会保険 労災　雇用　健康　厚生年金　共済 労災　雇用　健康　厚生年金　共済 労災　雇用　健康　厚生年金　共済

試用期間 あり（試用期間　６ヶ月）　 試用期間中の
労働条件 　　変更なし

令和３年４月　採用計画

対象
（学歴） 新卒（大学　短大　専門学校）

雇用形態 正規職員

勤務地 宮崎市　西都市　高鍋町　川南町　都農町

職種 保育士　看護師

資格要件
必須

保育士資格　幼稚園教諭資格　看護師資格

業務内容 保育園の保育　　保育園の看護業務

勤務時間
８：３０～１７：３０(普通番）

早、遅番　有

業務手当7，800円 　円／月 　　　　　　　　　　　　円／月

夜勤 回/月 １回あたり 　　　　 円 回/月 １回あたり　　　　　円 /月

賞与 年２回　合計　４．４５ヶ月分 年　　回　合計　　ヶ月分 年　　回　合計　　　　ヶ月分

円
初任給

（基本給） 1６９，０00円～198，000円 　円 円

手当

労災　雇用　健康　厚生年金　共済 労災　雇用　健康　厚生年金　共済

円／月

通勤・住居・扶養・（　　　　） 通勤・住居・扶養・（　　　　） 通勤・住居・扶養・（　　　　）

試用期間 あり（試用期間  ６ ヶ月） 試用期間中の
労働条件 　変更なし

休日体制 105日
　　　　　　　　　　日

社会保険 労災　雇用　健康　厚生年金　共済
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就職活動中の皆様へ 
【求人票の各種マークについて】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．「くるみんマーク」子育てサポート企業（宮崎労働局） 

・次世代育成支援対策推進法に基づき、子育て支援の行動計画を策定した企業 

のうち、行動計画に定めた目標を達成し男性の育児休業取得等一定の基準を 

満たした企業は「子育てサポート企業」として、厚生労働大臣の認定「くる

み 

んマーク」を受けることができます。 

・認定されると「くるみんマーク」を求人票や自社の広告、商品などに表示し 

て子育て支援に取り組む企業であることをアピールすることができます。 

 

２．「ポジティブ・アクション」推進企業（宮崎労働局） 

・ポジティブ・アクションとは、企業が自主的かつ積極的に行う女性活躍推進の 

取組をいいます。 

・きららマークはポジティブ・アクションに取組んでいる企業やポジティブ・ 

アクションに賛同する企業が、募集・採用の際に募集要項や会社案内、ホーム 

ページに掲載し、その取組をアピールしたり、活用することができます。 

 

４．仕事と家庭の両立応援宣言企業（宮崎県） 

・企業・事業所のトップの方から、従業員が仕事と家庭の両立ができるような 

「働きやすい職場づくり」の取組を宣言してもらう制度です。 

・宮崎県では、宣言企業・事業所を登録し、宣言書を交付します。 

 

１．「ユースエール認定企業」（宮崎労働局） 

・学卒求人など、若者対象の正社員の募集を行い、離職率や有給休暇取得状況、 

所定外労働時間など状況について一定の要件を満たしていること。 

・過去の採用状況、離職状況や社内の研修制度、自己啓発支援など社内の取組 

状況について公表を行っていること。 

これら一定の要件を満たした企業が認定を受けることが出来ます。 


