
ボランティア行事用保険（傷害保険、国内旅行傷害保険特約付傷害保険、賠償責任保険）

地域福祉活動やボランティア活動の一環として行われる各種行事におけるケガや賠償責任を補償！

送迎サービス補償（傷害保険）

送迎・移送サービス中の自動車事故など
によるケガを補償！
● 送迎・移送サービス利用者を特定したＡプラン
● 送迎・移送サービスのための自動車を特定したＢプラン

福祉サービス総合補償
（傷害保険、賠償責任保険、約定履行費用保険（オプション））

ヘルパー・ケアマネジャーなどの活動中の
ケガや賠償責任を補償！
● 在宅福祉サービス
（公的介護保険対象外
サービスを含みます。）

● 地域福祉サービス

● 障害福祉サービス
● 児童福祉サービス
● 障害者地域生活支援事業　
● 介護保険サービス　　　　 など

対象となるボランティア活動対象となるボランティア活動

保険金をお支払いする主な場合保険金をお支払いする主な場合

保険金額・年間保険料（１名あたり）保険金額・年間保険料（１名あたり）
◆グループの会則に則り企画、立案された活動であること
　（グループが社会福祉協議会に登録されていることが必要です。）

◆社会福祉協議会に届け出た活動であること
◆社会福祉協議会に委嘱された活動であること
※活動のための学習会または会議などを含みます。
※自宅などとボランティア活動を行う場所との通常の経路による
　往復途上を含みます。（自宅以外から出発する場合は、その場所
　と活動場所への往復途上となります。）

● 清掃ボランティア活動中、転んでケガをして通院
　した。（ケガの補償）
● 活動に向かう途中、交通事故にあって亡くなられ
　た。（ケガの補償）
● 活動中、食べた弁当でボランティア自身が食中毒に
　なって入院した。（ケガの補償）
● 家事援助ボランティア活動で清掃中、誤って
　花びんを落としてこわした。（賠償責任の補償）
●自転車でボランティア活動に向かう途中、誤って
　他人にケガをさせた。（賠償責任の補償）

ケガの
補償

賠償責任
の補償

年間保険料

死亡保険金

Ａプラン Ｂプラン

6,500円

350円 510円

500円 710円

10,000円

65,000円 100,000円

32,500円 50,000円

4,000円 6,000円

5億円
（限度額）

300万円
（限度額）

後遺障害保険金

入院保険金日額

通院保険金日額

特定感染症の補償 上記後遺障害、入院、通院の
各補償金額（保険金額）に同じ

賠償責任保険金
（対人・対物共通）

葬祭費用保険金
（特定感染症）

基本タイプ

天災タイプ（※）
（基本タイプ＋地震・噴火・津波）   

入院中の手術

外来の手術
手術

保険金

（※）天災タイプでは、天災（地震、噴火または津波）に起因する被保険者
　　自身のケガを補償します（天災危険担保特約条項）が、賠償責任の
　　補償については、天災に起因する場合は対象になりません。

1,040万円 1,400万円

1,040万円
（限度額）

1,400万円
（限度額）
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● 行事参加者（主催者〔個人〕を含みます。）全員のケガを補償　● 行事主催者の損害賠償責任も補償

●この保険は、全国社会福祉協議会が損害保険会社と一括して締結する団体契約です。

http://www.fukushihoken.co.jp
ふくしの保険 検 索

社会福祉法人全国社会福祉協議会団体契約者

〒100‒0013 東京都千代田区霞が関３丁目３番２号 新霞が関ビル１７Ｆ
ＴＥＬ：０３（３５８１）４６６７　ＦＡＸ：０３（３５８１）４７６３
営業時間：平日の 9:30～17:30（12/29～1/3 を除きます。）

取扱代理店 株式会社福祉保険サービス
〈引受幹事

保険会社〉損害保険ジャパン日本興亜株式会社 医療・福祉開発部 第二課
ＴＥＬ：０３（３３４９）５１３７
受付時間：平日の9:00～17:00（土日・祝日、12/31～1/3 を除きます。）

●このご案内は概要を説明したものです。お申込み、パンフレット・詳しい内容のお問い合わせは、あなたの地域の社会福祉協議会へ●
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保健福祉士
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訪問介護ステーション野いちご南国

南国市 〇 〇 〇 〇 〇 〇

障害者支援施設白ゆり　ワークセンター白ゆり
ワークセンター第二白ゆり

香美市 ○ ○ ○

（医）十全会　早明浦病院／介護老人保健施設レイクビューさめうら 土佐町 ○ ○ △ ○ ○ ○ ○ ○

（有）ユニバース　絆・わかくさ　絆・もりやま 高知市 〇 〇 〇 〇 〇

（福）土佐香美福祉会 高知市、香美市
芸西村 ○ ○ ○ ○ ○ ○

（福）CIJ福祉会 高知市 ○ ○ ○

（医）産研会　上町病院 高知市 ○ ○ ○ ○

（福）本山育成会　しゃくなげ荘 本山町 〇 〇 〇

グランボヌール／四万十の郷 高知市、四万十市 〇 〇 ○ ○

（特非）みらい予想図（重症児デイサービスいっぽ） 高知市 〇 ○ 〇 〇 〇

（福）やわらぎ　グループホーム萠 高知市 〇 〇 〇 〇 〇

（医）恕泉会 高知市 ○ △ ○ ○

（医）前田会　前田病院 越知町 〇 〇 〇 〇

（福）秋桜会 日高村、佐川町 〇 〇 〇

（特非）ワークスみらい高知 高知市 〇 〇 〇 〇

（有）ケアコミュニケーション 高知市、土佐町 〇 〇 △ 〇

（株）SMILEPLUS 高知市 〇 〇 〇 〇

（特非）きらめき 高知市 〇 〇 〇

（株）美空　デイサービス／小規模多機能型居宅介護事業所 南国市、香美市 〇 △ ○ ○

（福）伊野福祉会 いの町 ○ ○ ○ ○

（株）近澤製紙所 いの町 〇 〇

（福）土佐厚生会 南国市、安芸市
土佐市ほか 〇 〇 ○ 〇

（医）山村会 高知市 〇 〇 △ 〇 〇 〇

有料老人ホーム　バンガード元町 高知市 〇 〇 △ 〇 〇 〇

（福）長い坂の会 高知市 〇 △ 〇 ○ ○

（特医）仁泉会 朝倉病院 高知市 ○ ○ ○

（福）土佐わらべ会　東山保育園 高知市 〇 ○ ○ ○ 〇

老人保健施設　シルバーマリン 高知市 ○ ○ ○

（株）エム・シー・エス四国 土佐市、香南市 〇 〇 ○

（医）おくら会げいせい　介護老人保健施設リゾートヒルやわらぎ／グ
ループホームげいせい／芸西病院

芸西村 ○ △ ○ ○ ○

（福）愛生福祉会 宿毛市 ○ ○ ○

※「夜勤」欄が「△」のブースには、夜勤のない求人もあります。求人概要



ブース番号 ブース名 所在市町村 正職員 常勤 パート 夜勤 資格
不問

初任者
研修

介護
福祉士

介護支援
専門員

看護師
准看護師

栄養士
管理栄養士

保育士 社会・精神
保健福祉士

理学・作業
言語療法士

※「夜勤」欄が「△」のブースには、夜勤のない求人もあります。求人概要

（福）幡多福祉会　幡多希望の家 宿毛市 〇 〇 △ ○ 〇 〇 〇

（福）山寿会 高知市 〇 〇 〇 △ 〇 〇 〇 ○

（医）香美会 香南市、奈半利町 ○ △ ○ ○ ○ ○

（医）川村会　看護小規模多機能型居宅介護事業所かがみ川 高知市 ○ ○ △ ○

（福）みその児童福祉会　高知聖園天使園 高知市 〇 △ 〇 ○ 〇 〇

細木病院グループ　（社医）仁生会　細木病院／三愛病院／
あうん高知

高知市 〇 〇 〇 〇 ○ 〇 〇

（医）厚愛会　高知城東病院 高知市 ○ ○ △ ○ ○ ○ ○ ○

（株）アイ・エム・シーライフステージ 高知市 ○ ○ ○ ○ ○ 〇 〇

（福）ファミーユ高知 高知市 〇 ○ 〇

（医）博愛会　有料老人ホーム　ロイヤルパレス横浜 高知市 〇 〇 〇 ○ 〇 ○

（福）土佐あけぼの会 香南市、高知市 〇 〇 〇

（医）仁智会　ヘルシーケアなはり 奈半利町 ○ ○ ○ △ ○ ○ ○ ○

（福）土佐平成福祉会 日高村 〇 △ 〇 〇

（福）同朋会 佐川町 〇 〇 〇

（医）弘仁会　ソレイユこうち 高知市 ○ △ ○ ○ ○ ○ 〇

（医）永島会　永井病院 高知市 〇 △ 〇 〇

（特医） 長生会　大井田病院 宿毛市 ○ ○ △ ○ ○

朝日サービス（株） 高知市 〇 〇 〇 △ 〇 〇 〇

障害者支援施設　あじさい園 高知市 ○ ○ ○ ○

（医）みずほ会 高知市、土佐市
須崎市ほか ○ 〇 △ ○ 〇 〇

（福）香南会 香南市、安芸市
高知市ほか 〇 △ ○ 〇

（医）土佐楠目会 香美市 〇 〇 〇 △ 〇 〇

（福）ふるさと自然村 南国市、高知市
香南市ほか 〇 〇 △ 〇 〇 〇

（福）佐川町社会福祉協議会 佐川町

（福）海の里 高知市 ○ △ ○ ○ ○

（株）幸 高知市 ○ ○ ○ ○ ○

（福）昭和会 高知市 〇 〇 △ ○

（医）互光会　老人保健施設　優 高知市 〇 〇 △ 〇 〇

虹の夢グループ　（株）四国ライフケア／（株）ＫＣＣマネージメント／
(有)タオ

高知市 ○ ○ △ ○ ○ ○

（医）仁栄会　島津病院 高知市 ○ ○ ○

（学）日吉学園　もみのき幼稚園／めだか園 高知市 〇 〇

（福）太陽福祉会 土佐市、高知市
須崎市 ○ 〇 ○ ○

（福）明成会　障害者支援施設オイコニア 四万十町 ○ ○ ○ ○

（株）ニチイ学館　高知支店 高知市、南国市
四万十市ほか 〇 〇 △ ○ 〇 〇 〇

五台山保育園 高知市 〇 ○

平成32年４月１日採用求人です。求人職種や雇用形態、賃金等の詳細は、ブース来訪時にご質問くださいますようお願い申し上

げます。



1

出入口

１ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８

９

Ｄ

Ｂ

Ｆ

Ｃ

Ｇ

あ

Ｈ
あ

Ｅ

Ａ

ふくし就職フェア 会場配置図



1

出入口

１ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８

９

Ｄ

Ｂ

Ｆ

Ｃ

Ｇ

あ

Ｈ
あ

Ｅ

Ａ

ふくし就職フェア 会場配置図



1

求人職種
求人番号

事業所名
事業種別

所在地
雇用形態
雇用期間

賃金
（一律手当含む）

福祉資格

（◎必須　○いずれか
　必須　△望む）

時間外勤務
夜勤
宿直

賞与
その他

栄養士 社会福祉法人秦ダイヤライフ福祉会 高知市一宮南町 正職員 月給 ◎管理栄養士 時間外勤務：あり 賞与：あり　3.27ヶ月

特別養護老人ホーム 随時 174,900～241,800 夜勤：なし 退職金：あり

宿直：なし 通勤手当：あり

夜間：なし

看護職 社会福祉法人秦ダイヤライフ福祉会 高知市一宮南町 正職員 月給 ○看護師 時間外勤務：あり 賞与：あり　3.27ヶ月

特別養護老人ホーム 随時 195,500～290,100 ○准看護師 夜勤：なし 退職金：あり

宿直：なし 通勤手当：あり

夜間：なし

介護職 社会福祉法人秦ダイヤライフ福祉会 高知市薊野北町 常勤（正職員以外） 時給 不問 時間外勤務：あり 賞与：あり

特別養護老人ホーム 3ヶ月間 850～900 夜勤：あり 退職金：なし

有料老人ホーム 宿直：なし 通勤手当：あり

認知症対応型共同生活介護 夜間：あり

介護職 社会福祉法人秦ダイヤライフ福祉会 高知市薊野北町 正職員 月給 ○介護福祉士 時間外勤務：あり 賞与：あり　3.27ヶ月

特別養護老人ホーム 随時 170,400～215,300 ○社会福祉士 夜勤：あり 退職金：あり

有料老人ホーム ○社会福祉主事 宿直：なし 通勤手当：あり

認知症対応型共同生活介護 夜間：あり

山本　むつ Ｔ　Ｅ　Ｌ

以下は、今回のフェアで紹介している求人情報です。掲載スペースの都合により最大５件まで掲載しています。
それ以外の求人や、同内容で雇用形態の異なる求人がある場合もありますので、ブースにてお問い合わせください。

Ｅ－ｍａｉｌ ｆｕｋｕ４-ｈ-ｓ-ｊｕｎｂｉ＠ｍｗｅ．bｉｇｌｏｂｅ．nｅ．jｐ

今回のフェアで
紹介する求人の

応募に必要な資格

※当てはまるものに☑

　☑ 資格不問　　☑ 初任者研修　　☑ 実務者研修　　☑ 介護福祉士　　□ 介護支援専門員

　☑ 看護師・准看護師　　☑ 栄養士・管理栄養士　　　☑ 社会福祉士　　□ 社会福祉主事

　☑ 精神保健福祉士　　□ 保育士　　□ 理学療法士　　□ 作業療法士　　□ 言語聴覚士

　□ その他の福祉系・医療系資格（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

採用担当者から
あなたにメッセージ

（求める人材像など）

１．主体的に学び、チームを大切に行動できる人材
２．自ら機会をつくり常にチャレンジできる人材
３．グローバルな感覚を持つ人材

～若年層から高年齢者までおまちしております。～

採用担当者

出　展　名 （福）秦ダイヤライフ福祉会

法　人　名 社会福祉法人秦ダイヤライフ福祉会

ブース番号 事業種別 高齢・障害

事業所一覧
（所在地）

法人本部
所在地 高知市薊野北町2丁目25番8号

法人理念

人格の尊重

自由と自立

友 愛

基本方針

「皆様は私たちの家族です」
こんにちは！ 社会福祉法人秦ダイヤライフ福祉会です。

当法人は色んな取組みをしているので、とっても働きやすいです。

みんな仲良し

法人一丸となって働きやすい職場環境を 作っています。

男子も育休

取ってますよぉ

みんな仲良し

腰痛、ＺＥＲＯ～

♪

頼りにして

います。
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求人職種
求人番号

事業所名
事業種別

所在地
雇用形態
雇用期間

賃金
（一律手当含む）

福祉資格

（◎必須　○いずれか
　必須　△望む）

時間外勤務
夜勤
宿直

賞与
その他

栄養士 社会福祉法人秦ダイヤライフ福祉会 高知市一宮南町 正職員 月給 ◎管理栄養士 時間外勤務：あり 賞与：あり　3.27ヶ月

特別養護老人ホーム 随時 174,900～241,800 夜勤：なし 退職金：あり

宿直：なし 通勤手当：あり

夜間：なし

看護職 社会福祉法人秦ダイヤライフ福祉会 高知市一宮南町 正職員 月給 ○看護師 時間外勤務：あり 賞与：あり　3.27ヶ月

特別養護老人ホーム 随時 195,500～290,100 ○准看護師 夜勤：なし 退職金：あり

宿直：なし 通勤手当：あり

夜間：なし

介護職 社会福祉法人秦ダイヤライフ福祉会 高知市薊野北町 常勤（正職員以外） 時給 不問 時間外勤務：あり 賞与：あり

特別養護老人ホーム 3ヶ月間 850～900 夜勤：あり 退職金：なし

有料老人ホーム 宿直：なし 通勤手当：あり

認知症対応型共同生活介護 夜間：あり

介護職 社会福祉法人秦ダイヤライフ福祉会 高知市薊野北町 正職員 月給 ○介護福祉士 時間外勤務：あり 賞与：あり　3.27ヶ月

特別養護老人ホーム 随時 170,400～215,300 ○社会福祉士 夜勤：あり 退職金：あり

有料老人ホーム ○社会福祉主事 宿直：なし 通勤手当：あり

認知症対応型共同生活介護 夜間：あり

山本　むつ Ｔ　Ｅ　Ｌ

以下は、今回のフェアで紹介している求人情報です。掲載スペースの都合により最大５件まで掲載しています。
それ以外の求人や、同内容で雇用形態の異なる求人がある場合もありますので、ブースにてお問い合わせください。

Ｅ－ｍａｉｌ ｆｕｋｕ４-ｈ-ｓ-ｊｕｎｂｉ＠ｍｗｅ．bｉｇｌｏｂｅ．nｅ．jｐ

今回のフェアで
紹介する求人の

応募に必要な資格

※当てはまるものに☑

　☑ 資格不問　　☑ 初任者研修　　☑ 実務者研修　　☑ 介護福祉士　　□ 介護支援専門員

　☑ 看護師・准看護師　　☑ 栄養士・管理栄養士　　　☑ 社会福祉士　　□ 社会福祉主事

　☑ 精神保健福祉士　　□ 保育士　　□ 理学療法士　　□ 作業療法士　　□ 言語聴覚士

　□ その他の福祉系・医療系資格（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

採用担当者から
あなたにメッセージ

（求める人材像など）

１．主体的に学び、チームを大切に行動できる人材
２．自ら機会をつくり常にチャレンジできる人材
３．グローバルな感覚を持つ人材

～若年層から高年齢者までおまちしております。～

採用担当者

出　展　名 （福）秦ダイヤライフ福祉会

法　人　名 社会福祉法人秦ダイヤライフ福祉会

ブース番号 事業種別 高齢・障害

事業所一覧
（所在地）

法人本部
所在地 高知市薊野北町2丁目25番8号

法人理念

人格の尊重

自由と自立

友 愛

基本方針

「皆様は私たちの家族です」
こんにちは！ 社会福祉法人秦ダイヤライフ福祉会です。

当法人は色んな取組みをしているので、とっても働きやすいです。

みんな仲良し

法人一丸となって働きやすい職場環境を 作っています。

男子も育休

取ってますよぉ

みんな仲良し

腰痛、ＺＥＲＯ～

♪

頼りにして

います。
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求人職種
求人番号

事業所名
事業種別

所在地
雇用形態
雇用期間

賃金
（一律手当含む）

福祉資格

（◎必須　○いずれか
　必須　△望む）

時間外勤務
夜勤
宿直

賞与
その他

介護職 特別養護老人ホームはるの若菜荘 高知市春野町東諸木 正職員 月給 ○介護福祉士 時間外勤務：あり 賞与：あり　3ヶ月

特別養護老人ホーム 2019/4/1～ 170,000～170,000 ○介護福祉士取得見込 夜勤：あり 退職金：あり

通所介護 宿直：なし 通勤手当：あり

小規模多機能型居宅介護 夜間：あり

介護職 特別養護老人ホームはるの若菜荘 高知市春野町東諸木 常勤（正職員以外） 月給 ◎介護職員初任者研修 時間外勤務：あり 賞与：あり　3ヶ月

特別養護老人ホーム 12ヶ月間 151,000～233,000 夜勤：あり 退職金：あり

小規模多機能型居宅介護 宿直：なし 通勤手当：あり

夜間：あり

出　展　名 （福）高春福祉会

法　人　名 社会福祉法人高春福祉会

ブース番号 事業種別 高齢

事業所一覧
（所在地）

法人本部
所在地

〒781-0315
高知市春野町東諸木3058番地1

法人理念

「我が家のように」
「自らが受けたいと思う介護＋新しい“福祉”の創造」
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　特別養護老人ホームはるの若菜荘

採用担当者 大野　瑞穂 Ｔ　Ｅ　Ｌ

以下は、今回のフェアで紹介している求人情報です。掲載スペースの都合により最大５件まで掲載しています。
それ以外の求人や、同内容で雇用形態の異なる求人がある場合もありますので、ブースにてお問い合わせください。

Ｅ－ｍａｉｌ

今回のフェアで
紹介する求人の

応募に必要な資格

※当てはまるものに☑

　□ 資格不問　　　☑初任者研修　　 ☑実務者研修　　　☑介護福祉士　　□ 介護支援専門員

　□ 看護師・准看護師　　□ 栄養士・管理栄養士　　　□ 社会福祉士　　□ 社会福祉主事

　□ 精神保健福祉士　　□ 保育士　　□ 理学療法士　　□ 作業療法士　　□ 言語聴覚士

　□ その他の福祉系・医療系資格（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

採用担当者から
あなたにメッセージ

（求める人材像など）

入社後は不安に感じる面もあると思います。しかし私たちは、あなたの個性や強みを出すことが
出来るように支援・応援していきたいです。
施設見学は随時行っていますので是非来てください。

利用者・職員が「笑顔」で過ごす為に、

私たちは支援します。

若菜荘で働く「貴方」に

あった働き方を応援いたします。

給与・年間休日数など、お伝えしたい事は

たくさんあります・・・。

パンフレットもありますので是非ご覧ください！

また、当日来ることが出来なかった方へ向け、

法人Facebookにも情報を載せています。

「私のなりたい将来」を考えれる場所･･･。

(資格取得支援・技術向上の支援もしています)

ノーリフトで介護の

イメージを変えましょう！
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求人職種
求人番号

事業所名
事業種別

所在地
雇用形態
雇用期間

賃金
（一律手当含む）

福祉資格

（◎必須　○いずれか
　必須　△望む）

時間外勤務
夜勤
宿直

賞与
その他

介護職 特別養護老人ホームはるの若菜荘 高知市春野町東諸木 正職員 月給 ○介護福祉士 時間外勤務：あり 賞与：あり　3ヶ月

特別養護老人ホーム 2019/4/1～ 170,000～170,000 ○介護福祉士取得見込 夜勤：あり 退職金：あり

通所介護 宿直：なし 通勤手当：あり

小規模多機能型居宅介護 夜間：あり

介護職 特別養護老人ホームはるの若菜荘 高知市春野町東諸木 常勤（正職員以外） 月給 ◎介護職員初任者研修 時間外勤務：あり 賞与：あり　3ヶ月

特別養護老人ホーム 12ヶ月間 151,000～233,000 夜勤：あり 退職金：あり

小規模多機能型居宅介護 宿直：なし 通勤手当：あり

夜間：あり

出　展　名 （福）高春福祉会

法　人　名 社会福祉法人高春福祉会

ブース番号 事業種別 高齢

事業所一覧
（所在地）

法人本部
所在地

〒781-0315
高知市春野町東諸木3058番地1

法人理念

「我が家のように」
「自らが受けたいと思う介護＋新しい“福祉”の創造」
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　特別養護老人ホームはるの若菜荘

採用担当者 大野　瑞穂 Ｔ　Ｅ　Ｌ

以下は、今回のフェアで紹介している求人情報です。掲載スペースの都合により最大５件まで掲載しています。
それ以外の求人や、同内容で雇用形態の異なる求人がある場合もありますので、ブースにてお問い合わせください。

Ｅ－ｍａｉｌ

今回のフェアで
紹介する求人の

応募に必要な資格

※当てはまるものに☑

　□ 資格不問　　　☑初任者研修　　 ☑実務者研修　　　☑介護福祉士　　□ 介護支援専門員

　□ 看護師・准看護師　　□ 栄養士・管理栄養士　　　□ 社会福祉士　　□ 社会福祉主事

　□ 精神保健福祉士　　□ 保育士　　□ 理学療法士　　□ 作業療法士　　□ 言語聴覚士

　□ その他の福祉系・医療系資格（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

採用担当者から
あなたにメッセージ

（求める人材像など）

入社後は不安に感じる面もあると思います。しかし私たちは、あなたの個性や強みを出すことが
出来るように支援・応援していきたいです。
施設見学は随時行っていますので是非来てください。

利用者・職員が「笑顔」で過ごす為に、

私たちは支援します。

若菜荘で働く「貴方」に

あった働き方を応援いたします。

給与・年間休日数など、お伝えしたい事は

たくさんあります・・・。

パンフレットもありますので是非ご覧ください！

また、当日来ることが出来なかった方へ向け、

法人Facebookにも情報を載せています。

「私のなりたい将来」を考えれる場所･･･。

(資格取得支援・技術向上の支援もしています)

ノーリフトで介護の

イメージを変えましょう！
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求人職種
求人番号

事業所名
事業種別

所在地
雇用形態
雇用期間

賃金
（一律手当含む）

福祉資格

（◎必須　○いずれか
　必須　△望む）

時間外勤務
夜勤
宿直

賞与
その他

保育士 学校法人宮地学園 複数あり 正職員 月給 ◎保育士 時間外勤務：なし 賞与：あり　3ヶ月

認定こども園 ～2020/3/31 167,000～167,000 ◎幼稚園教諭 夜勤：なし 退職金：なし

宿直：なし 通勤手当：なし

夜間：あり

★＝幼保連携型認定こども園　☆＝幼稚園型認定こども園

（高知市）

   　学短附属高知幼稚園
   　あたご幼稚園
☆　清和幼稚園
☆　若草幼稚園
☆　杉の子幼稚園
★　桜井幼稚園
★　みかづき幼稚園
☆　杉の子せと幼稚園
★　芸術学園幼稚園
☆　もみのき幼稚園・めだか園
  　 高須幼稚園
☆　杉の子第２幼稚園
★　みかづき第二幼稚園
   　くるみ幼稚園
★　みさと幼稚園
☆　高須第２幼稚園
☆　一宮幼稚園
   　聖母幼稚園
☆　へいわ幼稚園

（高知市以外）

   　海の星幼稚園（安芸市）
★　フレンド幼稚園（南国市）
☆　あとむ幼稚園（南国市）
   　土佐山田幼稚園・第二土佐山田幼稚園（香美市）
   　土佐幼稚園（土佐市）
☆　中村幼稚園（四万十市）
☆　宿毛幼稚園（宿毛市）
☆　しみず幼稚園（土佐清水市）

事業所一覧
（所在地）

出　展　名 高知県私立幼稚園連合会

法　人　名 高知県私立幼稚園連合会

ブース番号 事業種別 保育

法人本部
所在地 高知県高知市本町５丁目２－１８　岡林ビル４Ｆ

法人理念

当連合会は国公立の学校と同様に、文部科学大臣が定める設置基準を
満たし、学校教育の認可を受けた私立幼稚園及び私立認定こども園から
なる連合会で、加盟園各園が私立学校法による建学の精神に基づき、質
の高い幼児教育を提供していると共に、幼児教育の振興及び発展に活
動しています。

採用担当者 認定こども園高須第２幼稚園　森本 Ｔ　Ｅ　Ｌ

以下は、今回のフェアで紹介している求人情報です。掲載スペースの都合により最大５件まで掲載しています。
それ以外の求人や、同内容で雇用形態の異なる求人がある場合もありますので、ブースにてお問い合わせください。

Ｅ－ｍａｉｌ

今回のフェアで
紹介する求人の

応募に必要な資格

※当てはまるものに☑

　□ 資格不問　　□ 初任者研修　　□ 実務者研修　　□ 介護福祉士　　□ 介護支援専門員

　□ 看護師・准看護師　　□ 栄養士・管理栄養士　　　□ 社会福祉士　　□ 社会福祉主事

　□ 精神保健福祉士　　☑ 保育士　　□ 理学療法士　　□ 作業療法士　　□ 言語聴覚士

　□ その他の福祉系・医療系資格（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

採用担当者から
あなたにメッセージ

（求める人材像など）

明るく元気な幼稚園、認定こども園で働いてみませんか？
ヤル気のある方をお待ちしております。
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求人職種
求人番号

事業所名
事業種別

所在地
雇用形態
雇用期間

賃金
（一律手当含む）

福祉資格

（◎必須　○いずれか
　必須　△望む）

時間外勤務
夜勤
宿直

賞与
その他

保育士 学校法人宮地学園 複数あり 正職員 月給 ◎保育士 時間外勤務：なし 賞与：あり　3ヶ月

認定こども園 ～2020/3/31 167,000～167,000 ◎幼稚園教諭 夜勤：なし 退職金：なし

宿直：なし 通勤手当：なし

夜間：あり

★＝幼保連携型認定こども園　☆＝幼稚園型認定こども園

（高知市）

   　学短附属高知幼稚園
   　あたご幼稚園
☆　清和幼稚園
☆　若草幼稚園
☆　杉の子幼稚園
★　桜井幼稚園
★　みかづき幼稚園
☆　杉の子せと幼稚園
★　芸術学園幼稚園
☆　もみのき幼稚園・めだか園
  　 高須幼稚園
☆　杉の子第２幼稚園
★　みかづき第二幼稚園
   　くるみ幼稚園
★　みさと幼稚園
☆　高須第２幼稚園
☆　一宮幼稚園
   　聖母幼稚園
☆　へいわ幼稚園

（高知市以外）

   　海の星幼稚園（安芸市）
★　フレンド幼稚園（南国市）
☆　あとむ幼稚園（南国市）
   　土佐山田幼稚園・第二土佐山田幼稚園（香美市）
   　土佐幼稚園（土佐市）
☆　中村幼稚園（四万十市）
☆　宿毛幼稚園（宿毛市）
☆　しみず幼稚園（土佐清水市）

事業所一覧
（所在地）

出　展　名 高知県私立幼稚園連合会

法　人　名 高知県私立幼稚園連合会

ブース番号 事業種別 保育

法人本部
所在地 高知県高知市本町５丁目２－１８　岡林ビル４Ｆ

法人理念

当連合会は国公立の学校と同様に、文部科学大臣が定める設置基準を
満たし、学校教育の認可を受けた私立幼稚園及び私立認定こども園から
なる連合会で、加盟園各園が私立学校法による建学の精神に基づき、質
の高い幼児教育を提供していると共に、幼児教育の振興及び発展に活
動しています。

採用担当者 認定こども園高須第２幼稚園　森本 Ｔ　Ｅ　Ｌ

以下は、今回のフェアで紹介している求人情報です。掲載スペースの都合により最大５件まで掲載しています。
それ以外の求人や、同内容で雇用形態の異なる求人がある場合もありますので、ブースにてお問い合わせください。

Ｅ－ｍａｉｌ

今回のフェアで
紹介する求人の

応募に必要な資格

※当てはまるものに☑

　□ 資格不問　　□ 初任者研修　　□ 実務者研修　　□ 介護福祉士　　□ 介護支援専門員

　□ 看護師・准看護師　　□ 栄養士・管理栄養士　　　□ 社会福祉士　　□ 社会福祉主事

　□ 精神保健福祉士　　☑ 保育士　　□ 理学療法士　　□ 作業療法士　　□ 言語聴覚士

　□ その他の福祉系・医療系資格（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

採用担当者から
あなたにメッセージ

（求める人材像など）

明るく元気な幼稚園、認定こども園で働いてみませんか？
ヤル気のある方をお待ちしております。
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介護福祉士資格保有者は正社員で採用します。

教育部があり、サポート体制が充実しています。

資格取得を支援する制度があります。

正社員転換制度があります。

毎月１、２回程度、内部研修を実施しています。

外部研修の参加費や旅費等は法人が負担します。

毎月３５，０００円程度の処遇改善手当を支給しています。

勤続５年ごとに表彰し、一時金を支給しています。

介護職 小規模多機能型居宅介護事業所サイタ 高知市朝倉甲 正職員 月給 ◎介護福祉士 時間外勤務：なし 賞与：あり　3ヶ月

小規模多機能型居宅介護 随時 175,000～219,000 夜勤：あり 退職金：あり

介護予防小規模多機能型居宅介護 宿直：なし 通勤手当：あり

夜間：あり 職員同士のつながりを大切にしています。

介護職 デイサービスセンターサイタ、ショートステイセンターサイタ 高知市朝倉甲 常勤（正職員以外） 時給 不問 時間外勤務：なし 賞与：あり　80,000～100,000 交流会などを通じて他部署と交流できます。

通所介護 12ヶ月間 800～1,000 夜勤：あり 退職金：あり

介護予防通所介護 宿直：なし 通勤手当：あり

短期入所生活介護 夜間：あり

介護職 デイサービスセンターサイタ、ショートステイセンターサイタ 高知市朝倉甲 正職員 月給 ◎介護福祉士 時間外勤務：なし 賞与：あり　3ヶ月 施設の近くには幹線道路があり、通勤に便利です。

通所介護 随時 175,000～219,000 夜勤：あり 退職金：あり 無料で駐車できる職員駐車場があります。

介護予防通所介護 宿直：なし 通勤手当：あり

短期入所生活介護 夜間：あり

介護職 スウィート・ハート・ホーム 高知市朝倉甲 常勤（正職員以外） 時給 不問 時間外勤務：なし 賞与：あり　80,000～100,000

特別養護老人ホーム 12ヶ月間 800～1,000 夜勤：あり 退職金：あり 施設の近くに職員寮を完備しています。

短期入所生活介護 宿直：なし 通勤手当：あり

介護予防短期入所生活介護 夜間：あり

介護職 スウィート・ハート・ホーム 高知市朝倉甲 正職員 月給 ◎介護福祉士 時間外勤務：なし 賞与：あり　3ヶ月

特別養護老人ホーム 随時 175,000～219,000 夜勤：あり 退職金：あり

短期入所生活介護 宿直：なし 通勤手当：あり

介護予防短期入所生活介護 夜間：あり

職員寮完備！

研修制度が充実！

処遇改善手当がすごい！

勤続年数による評価制度あり！

チームワークの良さ！

交通の利便性の良さ！

法人本部
所在地 高知市朝倉甲６４－１

法人理念

『一隅を照らす』
与えられた役割を担って、価値を認められしっかりと存在する

一人でも多くのお年寄りに、健やかな日々を送ってもらえるように…
老人福祉の一隅を、お年寄りの心を、明るく温かく照らし続ける

わたしたちのアピールポイント！

特別養護老人ホーム　スウィート・ハート・ホーム（高知市朝倉甲６４－１）

ショートステイサービス　スウィート・ハート・ホーム（同上）

デイサービスセンター　サムフォット（同上）

デイサービスセンター　サイタ（高知市朝倉甲２５－１）

ショートステイセンター　サイタ（同上）

小規模多機能型居宅介護事業所　サイタ（同上）

居宅介護支援事業所　ポム（同上）

出　展　名 （福）ザ・ハート・クラブ

法　人　名 社会福祉法人　ザ・ハート・クラブ

ブース番号 事業種別 高齢

事業所一覧
（所在地）

無資格・未経験でも安心！

福祉資格

（◎必須　○いずれか
　必須　△望む）

時間外勤務
夜勤
宿直

賞与
その他

求人職種
求人番号

事業所名
事業種別

所在地
雇用形態
雇用期間

賃金
（一律手当含む）

以下は、今回のフェアで紹介している求人情報です。掲載スペースの都合により最大５件まで掲載しています。
それ以外の求人や、同内容で雇用形態の異なる求人がある場合もありますので、ブースにてお問い合わせください。

今回のフェアで
紹介する求人の

応募に必要な資格

※当てはまるものに☑

　☑ 資格不問　　☑ 初任者研修　　☑ 実務者研修　　☑ 介護福祉士　　□ 介護支援専門員

　□ 看護師・准看護師　　□ 栄養士・管理栄養士　　　□ 社会福祉士　　□ 社会福祉主事

　□ 精神保健福祉士　　□ 保育士　　□ 理学療法士　　□ 作業療法士　　□ 言語聴覚士

　□ その他の福祉系・医療系資格（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

採用担当者から
あなたにメッセージ

（求める人材像など）

色んな事業所があるので、ご家庭の状況に応じた働き方が可能です。

一度見学に来てみませんか？　お電話お待ちしています！！

介護福祉士は正社員採用！
採用担当者 今宮・山﨑 Ｔ　Ｅ　Ｌ ０８８－８４０－７１００

Ｅ－ｍａｉｌ

風通しが良く

のびのびと働ける

職場です！

：
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介護福祉士資格保有者は正社員で採用します。

教育部があり、サポート体制が充実しています。

資格取得を支援する制度があります。

正社員転換制度があります。

毎月１、２回程度、内部研修を実施しています。

外部研修の参加費や旅費等は法人が負担します。

毎月３５，０００円程度の処遇改善手当を支給しています。

勤続５年ごとに表彰し、一時金を支給しています。

介護職 小規模多機能型居宅介護事業所サイタ 高知市朝倉甲 正職員 月給 ◎介護福祉士 時間外勤務：なし 賞与：あり　3ヶ月

小規模多機能型居宅介護 随時 175,000～219,000 夜勤：あり 退職金：あり

介護予防小規模多機能型居宅介護 宿直：なし 通勤手当：あり

夜間：あり 職員同士のつながりを大切にしています。

介護職 デイサービスセンターサイタ、ショートステイセンターサイタ 高知市朝倉甲 常勤（正職員以外） 時給 不問 時間外勤務：なし 賞与：あり　80,000～100,000 交流会などを通じて他部署と交流できます。

通所介護 12ヶ月間 800～1,000 夜勤：あり 退職金：あり

介護予防通所介護 宿直：なし 通勤手当：あり

短期入所生活介護 夜間：あり

介護職 デイサービスセンターサイタ、ショートステイセンターサイタ 高知市朝倉甲 正職員 月給 ◎介護福祉士 時間外勤務：なし 賞与：あり　3ヶ月 施設の近くには幹線道路があり、通勤に便利です。

通所介護 随時 175,000～219,000 夜勤：あり 退職金：あり 無料で駐車できる職員駐車場があります。

介護予防通所介護 宿直：なし 通勤手当：あり

短期入所生活介護 夜間：あり

介護職 スウィート・ハート・ホーム 高知市朝倉甲 常勤（正職員以外） 時給 不問 時間外勤務：なし 賞与：あり　80,000～100,000

特別養護老人ホーム 12ヶ月間 800～1,000 夜勤：あり 退職金：あり 施設の近くに職員寮を完備しています。

短期入所生活介護 宿直：なし 通勤手当：あり

介護予防短期入所生活介護 夜間：あり

介護職 スウィート・ハート・ホーム 高知市朝倉甲 正職員 月給 ◎介護福祉士 時間外勤務：なし 賞与：あり　3ヶ月

特別養護老人ホーム 随時 175,000～219,000 夜勤：あり 退職金：あり

短期入所生活介護 宿直：なし 通勤手当：あり

介護予防短期入所生活介護 夜間：あり

職員寮完備！

研修制度が充実！

処遇改善手当がすごい！

勤続年数による評価制度あり！

チームワークの良さ！

交通の利便性の良さ！

法人本部
所在地 高知市朝倉甲６４－１

法人理念

『一隅を照らす』
与えられた役割を担って、価値を認められしっかりと存在する

一人でも多くのお年寄りに、健やかな日々を送ってもらえるように…
老人福祉の一隅を、お年寄りの心を、明るく温かく照らし続ける

わたしたちのアピールポイント！

特別養護老人ホーム　スウィート・ハート・ホーム（高知市朝倉甲６４－１）

ショートステイサービス　スウィート・ハート・ホーム（同上）

デイサービスセンター　サムフォット（同上）

デイサービスセンター　サイタ（高知市朝倉甲２５－１）

ショートステイセンター　サイタ（同上）

小規模多機能型居宅介護事業所　サイタ（同上）

居宅介護支援事業所　ポム（同上）

出　展　名 （福）ザ・ハート・クラブ

法　人　名 社会福祉法人　ザ・ハート・クラブ

ブース番号 事業種別 高齢

事業所一覧
（所在地）

無資格・未経験でも安心！

福祉資格

（◎必須　○いずれか
　必須　△望む）

時間外勤務
夜勤
宿直

賞与
その他

求人職種
求人番号

事業所名
事業種別

所在地
雇用形態
雇用期間

賃金
（一律手当含む）

以下は、今回のフェアで紹介している求人情報です。掲載スペースの都合により最大５件まで掲載しています。
それ以外の求人や、同内容で雇用形態の異なる求人がある場合もありますので、ブースにてお問い合わせください。

今回のフェアで
紹介する求人の

応募に必要な資格

※当てはまるものに☑

　☑ 資格不問　　☑ 初任者研修　　☑ 実務者研修　　☑ 介護福祉士　　□ 介護支援専門員

　□ 看護師・准看護師　　□ 栄養士・管理栄養士　　　□ 社会福祉士　　□ 社会福祉主事

　□ 精神保健福祉士　　□ 保育士　　□ 理学療法士　　□ 作業療法士　　□ 言語聴覚士

　□ その他の福祉系・医療系資格（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

採用担当者から
あなたにメッセージ

（求める人材像など）

色んな事業所があるので、ご家庭の状況に応じた働き方が可能です。

一度見学に来てみませんか？　お電話お待ちしています！！

介護福祉士は正社員採用！
採用担当者 今宮・山﨑 Ｔ　Ｅ　Ｌ ０８８－８４０－７１００

Ｅ－ｍａｉｌ

風通しが良く

のびのびと働ける

職場です！

：
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求人職種
求人番号

事業所名
事業種別

所在地
雇用形態
雇用期間

賃金
（一律手当含む）

福祉資格

（◎必須　○いずれか
　必須　△望む）

時間外勤務
夜勤
宿直

賞与
その他

介護職 デイサービスセンター野いちご南国 南国市篠原 非常勤・パート 時給 不問 時間外勤務：なし 賞与：あり　2ヶ月

通所介護 随時 965～990 夜勤：なし 退職金：なし

宿直：なし 通勤手当：あり

夜間：なし

介護職 デイサービスセンター野いちご南国 南国市篠原 常勤（正職員以外） 時給 不問 時間外勤務：なし 賞与：あり　100,000～200,000

通所介護 随時 765～890 夜勤：なし 退職金：なし

宿直：なし 通勤手当：あり

夜間：あり

看護職 デイサービスセンター野いちご南国 南国市篠原 正職員 月給 ○看護師 時間外勤務：あり 賞与：あり　3ヶ月

通所介護 随時 220,000～220,000 ○准看護師 夜勤：なし 退職金：あり

宿直：なし 通勤手当：あり

夜間：なし

介護職 デイサービスセンター野いちご南国 南国市篠原 正職員 月給 ○介護福祉士 時間外勤務：あり 賞与：あり　3ヶ月

通所介護 随時 160,000～175,000 ○実務者研修 夜勤：なし 退職金：あり

宿直：なし 通勤手当：あり

夜間：あり

介護職 訪問介護ステーション野いちご南国 南国市篠原 正職員 月給 ○介護福祉士 時間外勤務：なし 賞与：あり　3ヶ月

訪問介護 随時 155,000～170,000 ○実務者研修 夜勤：なし 退職金：あり

宿直：なし 通勤手当：あり

夜間：あり

日々の様子はFacebookで
確認できます♪

やる気に応える研修制度
仕事を通じて自分自身の成長を感じるためには、介護に対する
熱意が重要です。職員一人一人の熱意に応えるため、無資格の
方も含めた資格取得制度や外部講習へ参加することのできる制
度があります。また、内部研修では職員同士の価値観も話合い、
より良い職場づくりに繋げていきます。

ご利用者様の生活の場が近い
各事業所が同一敷地内にある為生活の場が近く、御利用者様の
実際の生活状況の把握も容易です。安全に生活するために必要
な能力をアセスメントできることや、実施しているサービスが生活
の場で効果が出ているかを確認しやすい環境です。ご利用者様
を生活の場も含めてトータルにサポートできます。

知識や技術の幅を広げる
１７０名以上のたくさんのご利用者様が利用されています。年齢
は元よりADLや疾患は様々で、サービスを通じて多様な症状を経
験することができます。そういった様々なご利用者様との経験で、
自分自身の技術や高齢者介護に対する思いを深めることができ
ます。

職場風土を高める
組織の力を最大限発揮するためには、職員が働きやすい職場で
あることが重要です。そこですべての職員が自分の力を発揮でき
失敗を恐れず様々なことに挑戦することのでき、共に支え合える
職場風土であるために、職員同士の関係の質の改善にアプロー
チを行っています。

「野いちご南国」は南国市にある住宅型の有料老人ホーム内に
併設されたデイサービスセンターと訪問介護ステーションです。ご
利用者様に安心・安全で自立した日常生活の実現のため、既存
の枠組みにとらわれず柔軟な発想で最大限のパフォーマンスの
発揮を目指しています。また生活の場である老人ホームを中心と
し通所介護と訪問介護が相互に協力しています。そんな「野いち
ご南国」の魅力をご紹介します♪

法人本部
所在地 高知市介良乙８２２－２

法人理念
１．ご利用者様第一
２．法令遵守
３．職員の和

　デイサービスセンター野いちご南国
　訪問介護ステーション野いちご南国

　住所：南国市篠原１９５４－１

出　展　名 デイサービスセンター野いちご南国／訪問介護ステーション野いちご南国

法　人　名 株式会社　小谷設計

ブース番号 事業種別 高齢

事業所一覧
（所在地）

採用担当者 髙木　俊 Ｔ　Ｅ　Ｌ ０８８－８６３－１８００

以下は、今回のフェアで紹介している求人情報です。掲載スペースの都合により最大５件まで掲載しています。
それ以外の求人や、同内容で雇用形態の異なる求人がある場合もありますので、ブースにてお問い合わせください。

Ｅ－ｍａｉｌ

今回のフェアで
紹介する求人の

応募に必要な資格

※当てはまるものに☑

　☑ 資格不問　　☑ 初任者研修　　☑ 実務者研修　　☑ 介護福祉士　　□ 介護支援専門員

　☑ 看護師・准看護師　　□ 栄養士・管理栄養士　　　□ 社会福祉士　　□ 社会福祉主事

　□ 精神保健福祉士　　□ 保育士　　□ 理学療法士　　□ 作業療法士　　□ 言語聴覚士

　□ その他の福祉系・医療系資格（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

採用担当者から
あなたにメッセージ

（求める人材像など）

当事業所ではご利用者様のサービスの質はもとより、職員の働き甲斐を高めることを目標にし
ています。未経験者の方でも職員一同フォローする体制をとっていますので、お気軽にブース
までお越しください。また、職場見学・体験はご都合に合わせていつでも開催します。この機会
に是非、事業所の雰囲気を感じに来てください♪

野いちご南国の魅力を紹介します
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求人職種
求人番号

事業所名
事業種別

所在地
雇用形態
雇用期間

賃金
（一律手当含む）

福祉資格

（◎必須　○いずれか
　必須　△望む）

時間外勤務
夜勤
宿直

賞与
その他

介護職 デイサービスセンター野いちご南国 南国市篠原 非常勤・パート 時給 不問 時間外勤務：なし 賞与：あり　2ヶ月

通所介護 随時 965～990 夜勤：なし 退職金：なし

宿直：なし 通勤手当：あり

夜間：なし

介護職 デイサービスセンター野いちご南国 南国市篠原 常勤（正職員以外） 時給 不問 時間外勤務：なし 賞与：あり　100,000～200,000

通所介護 随時 765～890 夜勤：なし 退職金：なし

宿直：なし 通勤手当：あり

夜間：あり

看護職 デイサービスセンター野いちご南国 南国市篠原 正職員 月給 ○看護師 時間外勤務：あり 賞与：あり　3ヶ月

通所介護 随時 220,000～220,000 ○准看護師 夜勤：なし 退職金：あり

宿直：なし 通勤手当：あり

夜間：なし

介護職 デイサービスセンター野いちご南国 南国市篠原 正職員 月給 ○介護福祉士 時間外勤務：あり 賞与：あり　3ヶ月

通所介護 随時 160,000～175,000 ○実務者研修 夜勤：なし 退職金：あり

宿直：なし 通勤手当：あり

夜間：あり

介護職 訪問介護ステーション野いちご南国 南国市篠原 正職員 月給 ○介護福祉士 時間外勤務：なし 賞与：あり　3ヶ月

訪問介護 随時 155,000～170,000 ○実務者研修 夜勤：なし 退職金：あり

宿直：なし 通勤手当：あり

夜間：あり

日々の様子はFacebookで
確認できます♪

やる気に応える研修制度
仕事を通じて自分自身の成長を感じるためには、介護に対する
熱意が重要です。職員一人一人の熱意に応えるため、無資格の
方も含めた資格取得制度や外部講習へ参加することのできる制
度があります。また、内部研修では職員同士の価値観も話合い、
より良い職場づくりに繋げていきます。

ご利用者様の生活の場が近い
各事業所が同一敷地内にある為生活の場が近く、御利用者様の
実際の生活状況の把握も容易です。安全に生活するために必要
な能力をアセスメントできることや、実施しているサービスが生活
の場で効果が出ているかを確認しやすい環境です。ご利用者様
を生活の場も含めてトータルにサポートできます。

知識や技術の幅を広げる
１７０名以上のたくさんのご利用者様が利用されています。年齢
は元よりADLや疾患は様々で、サービスを通じて多様な症状を経
験することができます。そういった様々なご利用者様との経験で、
自分自身の技術や高齢者介護に対する思いを深めることができ
ます。

職場風土を高める
組織の力を最大限発揮するためには、職員が働きやすい職場で
あることが重要です。そこですべての職員が自分の力を発揮でき
失敗を恐れず様々なことに挑戦することのでき、共に支え合える
職場風土であるために、職員同士の関係の質の改善にアプロー
チを行っています。

「野いちご南国」は南国市にある住宅型の有料老人ホーム内に
併設されたデイサービスセンターと訪問介護ステーションです。ご
利用者様に安心・安全で自立した日常生活の実現のため、既存
の枠組みにとらわれず柔軟な発想で最大限のパフォーマンスの
発揮を目指しています。また生活の場である老人ホームを中心と
し通所介護と訪問介護が相互に協力しています。そんな「野いち
ご南国」の魅力をご紹介します♪

法人本部
所在地 高知市介良乙８２２－２

法人理念
１．ご利用者様第一
２．法令遵守
３．職員の和

　デイサービスセンター野いちご南国
　訪問介護ステーション野いちご南国

　住所：南国市篠原１９５４－１

出　展　名 デイサービスセンター野いちご南国／訪問介護ステーション野いちご南国

法　人　名 株式会社　小谷設計

ブース番号 事業種別 高齢

事業所一覧
（所在地）

採用担当者 髙木　俊 Ｔ　Ｅ　Ｌ ０８８－８６３－１８００

以下は、今回のフェアで紹介している求人情報です。掲載スペースの都合により最大５件まで掲載しています。
それ以外の求人や、同内容で雇用形態の異なる求人がある場合もありますので、ブースにてお問い合わせください。

Ｅ－ｍａｉｌ

今回のフェアで
紹介する求人の

応募に必要な資格

※当てはまるものに☑

　☑ 資格不問　　☑ 初任者研修　　☑ 実務者研修　　☑ 介護福祉士　　□ 介護支援専門員

　☑ 看護師・准看護師　　□ 栄養士・管理栄養士　　　□ 社会福祉士　　□ 社会福祉主事

　□ 精神保健福祉士　　□ 保育士　　□ 理学療法士　　□ 作業療法士　　□ 言語聴覚士

　□ その他の福祉系・医療系資格（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

採用担当者から
あなたにメッセージ

（求める人材像など）

当事業所ではご利用者様のサービスの質はもとより、職員の働き甲斐を高めることを目標にし
ています。未経験者の方でも職員一同フォローする体制をとっていますので、お気軽にブース
までお越しください。また、職場見学・体験はご都合に合わせていつでも開催します。この機会
に是非、事業所の雰囲気を感じに来てください♪

野いちご南国の魅力を紹介します
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求人職種
求人番号

事業所名
事業種別

所在地
雇用形態
雇用期間

賃金
（一律手当含む）

福祉資格

（◎必須　○いずれか
　必須　△望む）

時間外勤務
夜勤
宿直

賞与
その他

相談・支援・指導員 障害者支援施設白ゆり 複数あり 常勤（正職員以外） 月給 不問 時間外勤務：あり 賞与：あり　2.6ヶ月

（障）障害者支援施設（施設入所支援＋生活介護） 12ヶ月間 180,300～194,400 夜勤：あり 退職金：あり

宿直：なし 通勤手当：あり

夜間：あり

　☑ 資格不問　　□ 初任者研修　　□ 実務者研修　　□ 介護福祉士　　□ 介護支援専門員

　□ 看護師・准看護師　　□ 栄養士・管理栄養士　　　□ 社会福祉士　　□ 社会福祉主事

　□ 精神保健福祉士　　□ 保育士　　□ 理学療法士　　□ 作業療法士　　□ 言語聴覚士

　□ その他の福祉系・医療系資格（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

採用担当者から
あなたにメッセージ

（求める人材像など）

施設見学はいつでもＯＫ！実際に施設を見て、職員から話を聞いて、自分に合った
職場かどうかじっくり検討してみて下さい。愛成会のホームページにもたくさん情報
がありますので、是非ご覧になって下さい。

出　展　名

ブース番号 事業種別 障害

障害者支援施設白ゆり／ワークセンター白ゆり／ワークセンター第二白ゆり

法　人　名 社会福祉法人　愛成会

知的障害者の方々が住み慣れた地域でいきいきと暮らすことができるため
に、またひとりひとりの希望を最大限に実現するために支援しています。

私達と一緒に働きませんか？

事業所一覧
（所在地）

障害者支援施設白ゆり　（香美市土佐山田町山田1192-1）
ワークセンター白ゆり　（香美市土佐山田町山田1319）

ワークセンター第二白ゆり　（香美市土佐山田町山田1189-1）
共同生活援助事業所白ゆり　（香美市土佐山田町山田1192-1）

採用担当者 岡部　初恵 Ｔ　Ｅ　Ｌ

以下は、今回のフェアで紹介している求人情報です。掲載スペースの都合により最大５件まで掲載しています。
それ以外の求人や、同内容で雇用形態の異なる求人がある場合もありますので、ブースにてお問い合わせください。

Ｅ－ｍａｉｌ

今回のフェアで
紹介する求人の

応募に必要な資格

※当てはまるものに☑

法人本部
所在地 高知県香美市土佐山田町山田字クロアイ1192-1

法人理念 自立と社会参加をめざし支援します
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求人職種
求人番号

事業所名
事業種別

所在地
雇用形態
雇用期間

賃金
（一律手当含む）

福祉資格

（◎必須　○いずれか
　必須　△望む）

時間外勤務
夜勤
宿直

賞与
その他

相談・支援・指導員 障害者支援施設白ゆり 複数あり 常勤（正職員以外） 月給 不問 時間外勤務：あり 賞与：あり　2.6ヶ月

（障）障害者支援施設（施設入所支援＋生活介護） 12ヶ月間 180,300～194,400 夜勤：あり 退職金：あり

宿直：なし 通勤手当：あり

夜間：あり

　☑ 資格不問　　□ 初任者研修　　□ 実務者研修　　□ 介護福祉士　　□ 介護支援専門員

　□ 看護師・准看護師　　□ 栄養士・管理栄養士　　　□ 社会福祉士　　□ 社会福祉主事

　□ 精神保健福祉士　　□ 保育士　　□ 理学療法士　　□ 作業療法士　　□ 言語聴覚士

　□ その他の福祉系・医療系資格（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

採用担当者から
あなたにメッセージ

（求める人材像など）

施設見学はいつでもＯＫ！実際に施設を見て、職員から話を聞いて、自分に合った
職場かどうかじっくり検討してみて下さい。愛成会のホームページにもたくさん情報
がありますので、是非ご覧になって下さい。

出　展　名

ブース番号 事業種別 障害

障害者支援施設白ゆり／ワークセンター白ゆり／ワークセンター第二白ゆり

法　人　名 社会福祉法人　愛成会

知的障害者の方々が住み慣れた地域でいきいきと暮らすことができるため
に、またひとりひとりの希望を最大限に実現するために支援しています。

私達と一緒に働きませんか？

事業所一覧
（所在地）

障害者支援施設白ゆり　（香美市土佐山田町山田1192-1）
ワークセンター白ゆり　（香美市土佐山田町山田1319）

ワークセンター第二白ゆり　（香美市土佐山田町山田1189-1）
共同生活援助事業所白ゆり　（香美市土佐山田町山田1192-1）

採用担当者 岡部　初恵 Ｔ　Ｅ　Ｌ

以下は、今回のフェアで紹介している求人情報です。掲載スペースの都合により最大５件まで掲載しています。
それ以外の求人や、同内容で雇用形態の異なる求人がある場合もありますので、ブースにてお問い合わせください。

Ｅ－ｍａｉｌ

今回のフェアで
紹介する求人の

応募に必要な資格

※当てはまるものに☑

法人本部
所在地 高知県香美市土佐山田町山田字クロアイ1192-1

法人理念 自立と社会参加をめざし支援します
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求人職種
求人番号

事業所名
事業種別

所在地
雇用形態
雇用期間

賃金
（一律手当含む）

福祉資格

（◎必須　○いずれか
　必須　△望む）

時間外勤務
夜勤
宿直

賞与
その他

その他 早明浦病院 土佐郡土佐町田井 非常勤・パート 時給 不問 時間外勤務：なし 賞与：なし

介護療養型医療施設 随時 800～850 夜勤：なし 退職金：なし

介護老人保健施設 宿直：なし 通勤手当：あり

夜間：なし

介護職 早明浦病院 土佐郡土佐町田井 正職員 月給 △介護福祉士 時間外勤務：あり 賞与：あり

介護療養型医療施設 随時 140,520～183,440 △介護職員初任者研修 夜勤：あり 退職金：あり

介護老人保健施設 宿直：なし 通勤手当：あり

夜間：あり

看護職 早明浦病院 土佐郡土佐町田井 正職員 月給 ◎看護師 時間外勤務：あり 賞与：あり

介護療養型医療施設 随時 181,490～359,440 ◎准看護師 夜勤：あり 退職金：あり

介護老人保健施設 宿直：なし 通勤手当：あり

夜間：あり

相談・支援・指導員 早明浦病院 土佐郡土佐町田井 正職員 月給 △社会福祉士 時間外勤務：あり 賞与：あり

介護療養型医療施設 随時 170,000～260,000 △精神保健福祉士 夜勤：なし 退職金：あり

介護老人保健施設 宿直：なし 通勤手当：あり

夜間：なし

採用担当者 事務局長　笹 岡  忠 幸 Ｔ　Ｅ　Ｌ ０８８７－８２－０４５６

以下は、今回のフェアで紹介している求人情報です。掲載スペースの都合により最大５件まで掲載しています。
それ以外の求人や、同内容で雇用形態の異なる求人がある場合もありますので、ブースにてお問い合わせください。

Ｅ－ｍａｉｌ

今回のフェアで
紹介する求人の

応募に必要な資格

※当てはまるものに☑

　☑ 資格不問　　☑ 初任者研修　　☑ 実務者研修　　☑ 介護福祉士　　□ 介護支援専門員

　☑ 看護師・准看護師　　☑ 栄養士・管理栄養士　　　☑ 社会福祉士　　□ 社会福祉主事

　☑ 精神保健福祉士　　□ 保育士　　□ 理学療法士　　☑ 作業療法士　　□ 言語聴覚士

　□ その他の福祉系・医療系資格（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

採用担当者から
あなたにメッセージ

（求める人材像など）

不安なことや苦手な部分にスポットを当てず、勇気と希望をもって、小さくて大きな第一歩を踏み出してください。当法人
は、あなたの得意なことを活かしたあなたらしい働き方を支援します。また、業務は先輩職員がサポートし、悩みごとには
管理職員が対応いたします。患者様、ご利用者様が、その方らしい生活を送れますよう、あなたの笑顔と温かい手を貸し
てください。きっと、豊かな経験を重ねてこられた人生の大先輩からパワーをいただけると思います。
いろいろな業種の求人があります。お気軽にご相談ください。ご応募、施設見学をお待ちしています。

出　展　名 （医）十全会 早明浦病院／介護老人保健施設レイクビューさめうら

法　人　名 医療法人十全会

ブース番号 事業種別 高齢

事業所一覧
（所在地）

法人本部
所在地 高知県土佐郡土佐町田井１３７２番地

法人理念

＜医療法人十全会３つの理念＞
1.患者様、ご利用者様、ご家族ならびに地域の方々にやさしい病院、老人保健施設づくりを
2.病院、老人保健施設は地域よりお預かりするもの
3.医療はサービス業

地域に根付いた医療および介護・福祉活動、それらをとりまく社会環境の中で、さらなる保健衛生や文化の向上に努めて
地域発展に寄与していくことを理念にしています。
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求人職種
求人番号

事業所名
事業種別

所在地
雇用形態
雇用期間

賃金
（一律手当含む）

福祉資格

（◎必須　○いずれか
　必須　△望む）

時間外勤務
夜勤
宿直

賞与
その他

その他 早明浦病院 土佐郡土佐町田井 非常勤・パート 時給 不問 時間外勤務：なし 賞与：なし

介護療養型医療施設 随時 800～850 夜勤：なし 退職金：なし

介護老人保健施設 宿直：なし 通勤手当：あり

夜間：なし

介護職 早明浦病院 土佐郡土佐町田井 正職員 月給 △介護福祉士 時間外勤務：あり 賞与：あり

介護療養型医療施設 随時 140,520～183,440 △介護職員初任者研修 夜勤：あり 退職金：あり

介護老人保健施設 宿直：なし 通勤手当：あり

夜間：あり

看護職 早明浦病院 土佐郡土佐町田井 正職員 月給 ◎看護師 時間外勤務：あり 賞与：あり

介護療養型医療施設 随時 181,490～359,440 ◎准看護師 夜勤：あり 退職金：あり

介護老人保健施設 宿直：なし 通勤手当：あり

夜間：あり

相談・支援・指導員 早明浦病院 土佐郡土佐町田井 正職員 月給 △社会福祉士 時間外勤務：あり 賞与：あり

介護療養型医療施設 随時 170,000～260,000 △精神保健福祉士 夜勤：なし 退職金：あり

介護老人保健施設 宿直：なし 通勤手当：あり

夜間：なし

採用担当者 事務局長　笹 岡  忠 幸 Ｔ　Ｅ　Ｌ ０８８７－８２－０４５６

以下は、今回のフェアで紹介している求人情報です。掲載スペースの都合により最大５件まで掲載しています。
それ以外の求人や、同内容で雇用形態の異なる求人がある場合もありますので、ブースにてお問い合わせください。

Ｅ－ｍａｉｌ

今回のフェアで
紹介する求人の

応募に必要な資格

※当てはまるものに☑

　☑ 資格不問　　☑ 初任者研修　　☑ 実務者研修　　☑ 介護福祉士　　□ 介護支援専門員

　☑ 看護師・准看護師　　☑ 栄養士・管理栄養士　　　☑ 社会福祉士　　□ 社会福祉主事

　☑ 精神保健福祉士　　□ 保育士　　□ 理学療法士　　☑ 作業療法士　　□ 言語聴覚士

　□ その他の福祉系・医療系資格（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

採用担当者から
あなたにメッセージ

（求める人材像など）

不安なことや苦手な部分にスポットを当てず、勇気と希望をもって、小さくて大きな第一歩を踏み出してください。当法人
は、あなたの得意なことを活かしたあなたらしい働き方を支援します。また、業務は先輩職員がサポートし、悩みごとには
管理職員が対応いたします。患者様、ご利用者様が、その方らしい生活を送れますよう、あなたの笑顔と温かい手を貸し
てください。きっと、豊かな経験を重ねてこられた人生の大先輩からパワーをいただけると思います。
いろいろな業種の求人があります。お気軽にご相談ください。ご応募、施設見学をお待ちしています。

出　展　名 （医）十全会 早明浦病院／介護老人保健施設レイクビューさめうら

法　人　名 医療法人十全会

ブース番号 事業種別 高齢

事業所一覧
（所在地）

法人本部
所在地 高知県土佐郡土佐町田井１３７２番地

法人理念

＜医療法人十全会３つの理念＞
1.患者様、ご利用者様、ご家族ならびに地域の方々にやさしい病院、老人保健施設づくりを
2.病院、老人保健施設は地域よりお預かりするもの
3.医療はサービス業

地域に根付いた医療および介護・福祉活動、それらをとりまく社会環境の中で、さらなる保健衛生や文化の向上に努めて
地域発展に寄与していくことを理念にしています。
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求人職種
求人番号

事業所名
事業種別

所在地
雇用形態
雇用期間

賃金
（一律手当含む）

福祉資格

（◎必須　○いずれか
　必須　△望む）

時間外勤務
夜勤
宿直

賞与
その他

介護職 有限会社ユニバース 高知市若草町 正職員 月給 △介護福祉士 時間外勤務：あり 賞与：あり

通所介護 随時 145,000～185,000 △介護職員初任者研修 夜勤：あり 退職金：なし

認知症対応型共同生活介護 △実務者研修 宿直：あり 通勤手当：表記なし

夜間：なし

事業所一覧
（所在地）

法人本部
所在地 高知市若草町１－２４

法人理念

出　展　名 （有）ユニバース　絆・わかくさ／絆・もりやま

法　人　名 有限会社ユニバース

ブース番号 事業種別 高齢

イベントも盛り沢山！
バーベキュー大会、居酒屋、カラオケ大会、
生け花、手芸教室
オセロクラブ、麻雀など、利用者の方がやり
たいと望むイベントを実施しています。
利用者も家族もスタッフも笑顔で楽しく、過ご
せるような職場を目指しております。

古き良き時代の日本の大家族の「絆」を基本理念に、子どもたちや孫たち
が介護しているような信頼関係を築きながら、皆様にいつも楽しく笑って
過ごしていただけるような介護を職員一同目指しています

採用担当者 和田　雅智 Ｔ　Ｅ　Ｌ

　事業拡大を目指し、今も成長を続
けている「絆」で、明るく楽しい介護
を実践してみませんか！利用者様
やご家族との交流も盛んに実施し、
ご家族と協力し地域と連携した介護
を目標としています。

以下は、今回のフェアで紹介している求人情報です。掲載スペースの都合により最大５件まで掲載しています。
それ以外の求人や、同内容で雇用形態の異なる求人がある場合もありますので、ブースにてお問い合わせください。

Ｅ－ｍａｉｌ

今回のフェアで
紹介する求人の

応募に必要な資格

※当てはまるものに☑

　□ 資格不問　　☑ 初任者研修　　☑ 実務者研修　　☑ 介護福祉士　　□ 介護支援専門員

　☑ 看護師・准看護師　　□ 栄養士・管理栄養士　　　□ 社会福祉士　　□ 社会福祉主事

　□ 精神保健福祉士　　□ 保育士　　□ 理学療法士　　□ 作業療法士　　□ 言語聴覚士

　□ その他の福祉系・医療系資格（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

採用担当者から
あなたにメッセージ

（求める人材像など）

弊社では古き良き時代の日本の大家族の「絆」を基本理念に、明るく元気
なスタッフを募集していますので、「明るさと元気には自身があります」と
言う方はぜひ一度、見学に来てください。

　高知市内３拠点で介護保険事業
等を運営しています

【絆・わかくさ】　住所；高知市若草町1-24　℡088-849-3330
　　サービス付き高齢者向け住宅　絆・わかくさ
　　デイサービス　絆・わかくさ
　　居宅介護支援事業所　絆

【絆・もりやま】　住所；高知市春野町森山3076-1　℡088-894-6660
　　グループホーム　絆・もりやま

【絆・ひろおか】　住所；高知市春野町弘岡中639　℡088-894-2220
　　デイサービス　絆
　　ヘルパーステーション　絆
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求人職種
求人番号

事業所名
事業種別

所在地
雇用形態
雇用期間

賃金
（一律手当含む）

福祉資格

（◎必須　○いずれか
　必須　△望む）

時間外勤務
夜勤
宿直

賞与
その他

介護職 有限会社ユニバース 高知市若草町 正職員 月給 △介護福祉士 時間外勤務：あり 賞与：あり

通所介護 随時 145,000～185,000 △介護職員初任者研修 夜勤：あり 退職金：なし

認知症対応型共同生活介護 △実務者研修 宿直：あり 通勤手当：表記なし

夜間：なし

事業所一覧
（所在地）

法人本部
所在地 高知市若草町１－２４

法人理念

出　展　名 （有）ユニバース　絆・わかくさ／絆・もりやま

法　人　名 有限会社ユニバース

ブース番号 事業種別 高齢

イベントも盛り沢山！
バーベキュー大会、居酒屋、カラオケ大会、
生け花、手芸教室
オセロクラブ、麻雀など、利用者の方がやり
たいと望むイベントを実施しています。
利用者も家族もスタッフも笑顔で楽しく、過ご
せるような職場を目指しております。

古き良き時代の日本の大家族の「絆」を基本理念に、子どもたちや孫たち
が介護しているような信頼関係を築きながら、皆様にいつも楽しく笑って
過ごしていただけるような介護を職員一同目指しています

採用担当者 和田　雅智 Ｔ　Ｅ　Ｌ

　事業拡大を目指し、今も成長を続
けている「絆」で、明るく楽しい介護
を実践してみませんか！利用者様
やご家族との交流も盛んに実施し、
ご家族と協力し地域と連携した介護
を目標としています。

以下は、今回のフェアで紹介している求人情報です。掲載スペースの都合により最大５件まで掲載しています。
それ以外の求人や、同内容で雇用形態の異なる求人がある場合もありますので、ブースにてお問い合わせください。

Ｅ－ｍａｉｌ

今回のフェアで
紹介する求人の

応募に必要な資格

※当てはまるものに☑

　□ 資格不問　　☑ 初任者研修　　☑ 実務者研修　　☑ 介護福祉士　　□ 介護支援専門員

　☑ 看護師・准看護師　　□ 栄養士・管理栄養士　　　□ 社会福祉士　　□ 社会福祉主事

　□ 精神保健福祉士　　□ 保育士　　□ 理学療法士　　□ 作業療法士　　□ 言語聴覚士

　□ その他の福祉系・医療系資格（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

採用担当者から
あなたにメッセージ

（求める人材像など）

弊社では古き良き時代の日本の大家族の「絆」を基本理念に、明るく元気
なスタッフを募集していますので、「明るさと元気には自身があります」と
言う方はぜひ一度、見学に来てください。

　高知市内３拠点で介護保険事業
等を運営しています

【絆・わかくさ】　住所；高知市若草町1-24　℡088-849-3330
　　サービス付き高齢者向け住宅　絆・わかくさ
　　デイサービス　絆・わかくさ
　　居宅介護支援事業所　絆

【絆・もりやま】　住所；高知市春野町森山3076-1　℡088-894-6660
　　グループホーム　絆・もりやま

【絆・ひろおか】　住所；高知市春野町弘岡中639　℡088-894-2220
　　デイサービス　絆
　　ヘルパーステーション　絆
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求人職種
求人番号

事業所名
事業種別

所在地
雇用形態
雇用期間

賃金
（一律手当含む）

福祉資格

（◎必須　○いずれか
　必須　△望む）

時間外勤務
夜勤
宿直

賞与
その他

介護職 特別養護老人ホームウエルプラザ洋寿荘 安芸郡芸西村西分乙 正職員 月給 ◎介護福祉士 時間外勤務：あり 賞与：あり　3.3ヶ月

特別養護老人ホーム 随時 182,900～230,500 夜勤：あり 退職金：あり

宿直：あり 通勤手当：あり

夜間：あり

介護職 特別養護老人ホームウエルプラザ高知 高知市一宮しなね 常勤（正職員以外） 月給 不問 時間外勤務：あり 賞与：あり　0.5ヶ月

特別養護老人ホーム ～2020/3/31 168,400～228,900 夜勤：あり 退職金：なし

宿直：なし 通勤手当：あり

夜間：あり

介護職 特別養護老人ホームウエルプラザ高知 高知市一宮しなね 正職員 月給 ◎介護福祉士 時間外勤務：あり 賞与：あり　3.5ヶ月

特別養護老人ホーム 随時 177,900～231,000 夜勤：あり 退職金：あり

宿直：あり 通勤手当：あり

夜間：あり

介護職 ウエルプラザやまだ荘 香美市土佐山田町 常勤（正職員以外） 月給 ◎介護職員初任者研修 時間外勤務：あり 賞与：あり　0.5ヶ月

特別養護老人ホーム 6ヶ月間 163,400～231,000 夜勤：あり 退職金：なし

宿直：あり 通勤手当：あり

夜間：あり

介護職 ウエルプラザやまだ荘 香美市土佐山田町 正職員 月給 ◎介護福祉士 時間外勤務：あり 賞与：あり　3.3ヶ月

特別養護老人ホーム 随時 168,400～231,000 夜勤：あり 退職金：あり

宿直：あり 通勤手当：あり

夜間：あり

採用担当者 佐々木・黒岩 Ｔ　Ｅ　Ｌ

以下は、今回のフェアで紹介している求人情報です。掲載スペースの都合により最大５件まで掲載しています。
それ以外の求人や、同内容で雇用形態の異なる求人がある場合もありますので、ブースにてお問い合わせください。

Ｅ－ｍａｉｌ

今回のフェアで
紹介する求人の

応募に必要な資格

※当てはまるものに☑

　□ 資格不問　　☑ 初任者研修　　 ☑ 実務者研修　　☑ 介護福祉士　　□ 介護支援専門員

　□ 看護師・准看護師　　□ 栄養士・管理栄養士　　　☑ 社会福祉士　　☑ 社会福祉主事

　□ 精神保健福祉士　　□ 保育士　　☑ 理学療法士　　☑ 作業療法士　　□ 言語聴覚士

　□ その他の福祉系・医療系資格（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

採用担当者から
あなたにメッセージ

（求める人材像など）

　充実した研修体制があり、新卒の方や経験が少なくても安心して働けます。また、職場の雰囲気は明
るく楽しく相談がしやすい風通しの良い職場です。経験豊富な有資格取得の先輩職員が優しく丁寧に指
導してくれます。私たちと一緒に専門職を目指しましょう!!

【香美市地区】高知県香美市土佐山田町550番2
・特別養護老人ホームウエルプラザやまだ荘
・特定施設入居者生活介護事業ケアハウス好日館
【高知市地区】高知県高知市一宮しなね2丁目15番19号
・特別養護老人ホームウエルプラザ高知
【芸西地区】高知県安芸郡芸西村西分乙297番地
・特別養護老人ホームウエルプラザ洋寿荘

出　展　名 （福）土佐香美福祉会

法　人　名 （福）土佐香美福祉会

ブース番号 事業種別 高齢

事業所一覧
（所在地）

法人本部
所在地

高知県香美市土佐山田町550番2

法人理念

1．地域から信頼と安心そして理解をよせられる法人となります。
2．福祉施設＝利用者の生活の場であることへの責務を負います。
3．職員の願い、利用者の期待に応えられる経営をします。

w e l p l a z a

ウエルプラザやまだ荘

ウエルプラザ高知

ウエルプラザ洋寿荘

詳しい説明は土佐香美福祉会【ウエルプラザ】のブースでお待ちしております。

．次世代子育て支援事業の指定を受けています。

．働きやす職場として、高知県から認証を受け

ています。

．充実した施設内外の研修を実施しています。

．労務管理体制（ワークライフバランス）に

積極的に努めています。

．ノーリフトケア推進施設として取り組んで

います。

．福利厚生の充実（国・県の退職金共済に加入

しています。）

．その他ポイントたくさんあります。

土佐香美福祉会の ‼
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求人職種
求人番号

事業所名
事業種別

所在地
雇用形態
雇用期間

賃金
（一律手当含む）

福祉資格

（◎必須　○いずれか
　必須　△望む）

時間外勤務
夜勤
宿直

賞与
その他

介護職 特別養護老人ホームウエルプラザ洋寿荘 安芸郡芸西村西分乙 正職員 月給 ◎介護福祉士 時間外勤務：あり 賞与：あり　3.3ヶ月

特別養護老人ホーム 随時 182,900～230,500 夜勤：あり 退職金：あり

宿直：あり 通勤手当：あり

夜間：あり

介護職 特別養護老人ホームウエルプラザ高知 高知市一宮しなね 常勤（正職員以外） 月給 不問 時間外勤務：あり 賞与：あり　0.5ヶ月

特別養護老人ホーム ～2020/3/31 168,400～228,900 夜勤：あり 退職金：なし

宿直：なし 通勤手当：あり

夜間：あり

介護職 特別養護老人ホームウエルプラザ高知 高知市一宮しなね 正職員 月給 ◎介護福祉士 時間外勤務：あり 賞与：あり　3.5ヶ月

特別養護老人ホーム 随時 177,900～231,000 夜勤：あり 退職金：あり

宿直：あり 通勤手当：あり

夜間：あり

介護職 ウエルプラザやまだ荘 香美市土佐山田町 常勤（正職員以外） 月給 ◎介護職員初任者研修 時間外勤務：あり 賞与：あり　0.5ヶ月

特別養護老人ホーム 6ヶ月間 163,400～231,000 夜勤：あり 退職金：なし

宿直：あり 通勤手当：あり

夜間：あり

介護職 ウエルプラザやまだ荘 香美市土佐山田町 正職員 月給 ◎介護福祉士 時間外勤務：あり 賞与：あり　3.3ヶ月

特別養護老人ホーム 随時 168,400～231,000 夜勤：あり 退職金：あり

宿直：あり 通勤手当：あり

夜間：あり

採用担当者 佐々木・黒岩 Ｔ　Ｅ　Ｌ

以下は、今回のフェアで紹介している求人情報です。掲載スペースの都合により最大５件まで掲載しています。
それ以外の求人や、同内容で雇用形態の異なる求人がある場合もありますので、ブースにてお問い合わせください。

Ｅ－ｍａｉｌ

今回のフェアで
紹介する求人の

応募に必要な資格

※当てはまるものに☑

　□ 資格不問　　☑ 初任者研修　　 ☑ 実務者研修　　☑ 介護福祉士　　□ 介護支援専門員

　□ 看護師・准看護師　　□ 栄養士・管理栄養士　　　☑ 社会福祉士　　☑ 社会福祉主事

　□ 精神保健福祉士　　□ 保育士　　☑ 理学療法士　　☑ 作業療法士　　□ 言語聴覚士

　□ その他の福祉系・医療系資格（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

採用担当者から
あなたにメッセージ

（求める人材像など）

　充実した研修体制があり、新卒の方や経験が少なくても安心して働けます。また、職場の雰囲気は明
るく楽しく相談がしやすい風通しの良い職場です。経験豊富な有資格取得の先輩職員が優しく丁寧に指
導してくれます。私たちと一緒に専門職を目指しましょう!!

【香美市地区】高知県香美市土佐山田町550番2
・特別養護老人ホームウエルプラザやまだ荘
・特定施設入居者生活介護事業ケアハウス好日館
【高知市地区】高知県高知市一宮しなね2丁目15番19号
・特別養護老人ホームウエルプラザ高知
【芸西地区】高知県安芸郡芸西村西分乙297番地
・特別養護老人ホームウエルプラザ洋寿荘

出　展　名 （福）土佐香美福祉会

法　人　名 （福）土佐香美福祉会

ブース番号 事業種別 高齢

事業所一覧
（所在地）

法人本部
所在地

高知県香美市土佐山田町550番2

法人理念

1．地域から信頼と安心そして理解をよせられる法人となります。
2．福祉施設＝利用者の生活の場であることへの責務を負います。
3．職員の願い、利用者の期待に応えられる経営をします。

w e l p l a z a

ウエルプラザやまだ荘

ウエルプラザ高知

ウエルプラザ洋寿荘

詳しい説明は土佐香美福祉会【ウエルプラザ】のブースでお待ちしております。

．次世代子育て支援事業の指定を受けています。

．働きやす職場として、高知県から認証を受け

ています。

．充実した施設内外の研修を実施しています。

．労務管理体制（ワークライフバランス）に

積極的に努めています。

．ノーリフトケア推進施設として取り組んで

います。

．福利厚生の充実（国・県の退職金共済に加入

しています。）

．その他ポイントたくさんあります。

土佐香美福祉会の ‼
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求人職種
求人番号

事業所名
事業種別

所在地
雇用形態
雇用期間

賃金
（一律手当含む）

福祉資格

（◎必須　○いずれか
　必須　△望む）

時間外勤務
夜勤
宿直

賞与
その他

介護職 社会福祉法人CIJ福祉会 高知市長浜 常勤（正職員以外） 時給 不問 時間外勤務：なし 賞与：あり

特別養護老人ホーム 6ヶ月間 825～825 夜勤：なし 退職金：あり

宿直：なし 通勤手当：あり

夜間：あり

　　　　　　       　★CIJ福祉会はこんな所です★

１　年間休暇１２３日・有給休暇は時間単位で取得できま
す！
★アニバーサリー休暇２日（勤続１年以上）★結婚休暇７日

２　研修制度・メンター制度が充実しています！
★ベテラン職員がメンターとなって、新人職員の相談や技術
指導にあたっています。

３　仕事と子育ての両立を支援します！平成２８年度にくる
みんマークを取得しました！
★産休・育休★子の看護休暇（子どもさんお一人につき、有
給休暇として年間５日あります。）

４　ノーリフティングケア、実践中！
★【持ちあげない、抱え上げない、引き上げない介護】　に取
り組んでいます。

５　福利厚生が充実しています！
★定年退職後も、住宅手当が65歳まで支給されます。

★シーサイドホーム桂浜（高知市長浜6598－4）

★つむぐ（高知市長浜6598－4）

★あったかホーム桂浜（高知市長浜4444－1）

★しあわせ村（高知市浦戸837－30）

出　展　名 （福）CIJ福祉会

法　人　名 （福）CIJ福祉会

ブース番号 事業種別 高齢

事業所一覧
（所在地）

法人本部
所在地

〒781-0270　高知市長浜6598－4

法人理念

①ご利用者と、ともに過ごし、ともに歓び、自分らしい生き生きとした人生を送れるよう一人ひとりに
寄り添いながら充実した生活を感じていただけるように努める。
②社会福祉事業を適切かつ効果的に行い、経営基盤の強化と透明性の確保を図ることで、ご利用者
及びご家族から選ばれる施設になれるように努める。
③地域に住む方々とのつながりを重視し、地域から信頼され、期待される施設になるように努める。

採用担当者 中山　伸 Ｔ　Ｅ　Ｌ （０８８）８４１－５０００

以下は、今回のフェアで紹介している求人情報です。掲載スペースの都合により最大５件まで掲載しています。
それ以外の求人や、同内容で雇用形態の異なる求人がある場合もありますので、ブースにてお問い合わせください。

Ｅ－ｍａｉｌ ｆuku_cij＠shirt.ocn.ａｃｅ.ne.jp

今回のフェアで
紹介する求人の

応募に必要な資格

※当てはまるものに☑

　☑ 資格不問　　□ 初任者研修　　□ 実務者研修　　☑ 介護福祉士　　□ 介護支援専門員

　□ 看護師・准看護師　　□ 栄養士・管理栄養士　　　□ 社会福祉士　　□ 社会福祉主事

　□ 精神保健福祉士　　□ 保育士　　□ 理学療法士　　□ 作業療法士　　□ 言語聴覚士

　□ その他の福祉系・医療系資格（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

採用担当者から
あなたにメッセージ

（求める人材像など）

ＣＩＪ福祉会は、職員一人一人を大切にし、職員の成長を応援する職場です。
私たちと一緒に働きませんか。
施設見学は、いつでもＯＫです！ぜひ、一度、遊びに来てください。
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求人職種
求人番号

事業所名
事業種別

所在地
雇用形態
雇用期間

賃金
（一律手当含む）

福祉資格

（◎必須　○いずれか
　必須　△望む）

時間外勤務
夜勤
宿直

賞与
その他

介護職 社会福祉法人CIJ福祉会 高知市長浜 常勤（正職員以外） 時給 不問 時間外勤務：なし 賞与：あり

特別養護老人ホーム 6ヶ月間 825～825 夜勤：なし 退職金：あり

宿直：なし 通勤手当：あり

夜間：あり

　　　　　　       　★CIJ福祉会はこんな所です★

１　年間休暇１２３日・有給休暇は時間単位で取得できま
す！
★アニバーサリー休暇２日（勤続１年以上）★結婚休暇７日

２　研修制度・メンター制度が充実しています！
★ベテラン職員がメンターとなって、新人職員の相談や技術
指導にあたっています。

３　仕事と子育ての両立を支援します！平成２８年度にくる
みんマークを取得しました！
★産休・育休★子の看護休暇（子どもさんお一人につき、有
給休暇として年間５日あります。）

４　ノーリフティングケア、実践中！
★【持ちあげない、抱え上げない、引き上げない介護】　に取
り組んでいます。

５　福利厚生が充実しています！
★定年退職後も、住宅手当が65歳まで支給されます。

★シーサイドホーム桂浜（高知市長浜6598－4）

★つむぐ（高知市長浜6598－4）

★あったかホーム桂浜（高知市長浜4444－1）

★しあわせ村（高知市浦戸837－30）

出　展　名 （福）CIJ福祉会

法　人　名 （福）CIJ福祉会

ブース番号 事業種別 高齢

事業所一覧
（所在地）

法人本部
所在地

〒781-0270　高知市長浜6598－4

法人理念

①ご利用者と、ともに過ごし、ともに歓び、自分らしい生き生きとした人生を送れるよう一人ひとりに
寄り添いながら充実した生活を感じていただけるように努める。
②社会福祉事業を適切かつ効果的に行い、経営基盤の強化と透明性の確保を図ることで、ご利用者
及びご家族から選ばれる施設になれるように努める。
③地域に住む方々とのつながりを重視し、地域から信頼され、期待される施設になるように努める。

採用担当者 中山　伸 Ｔ　Ｅ　Ｌ （０８８）８４１－５０００

以下は、今回のフェアで紹介している求人情報です。掲載スペースの都合により最大５件まで掲載しています。
それ以外の求人や、同内容で雇用形態の異なる求人がある場合もありますので、ブースにてお問い合わせください。

Ｅ－ｍａｉｌ ｆuku_cij＠shirt.ocn.ａｃｅ.ne.jp

今回のフェアで
紹介する求人の

応募に必要な資格

※当てはまるものに☑

　☑ 資格不問　　□ 初任者研修　　□ 実務者研修　　☑ 介護福祉士　　□ 介護支援専門員

　□ 看護師・准看護師　　□ 栄養士・管理栄養士　　　□ 社会福祉士　　□ 社会福祉主事

　□ 精神保健福祉士　　□ 保育士　　□ 理学療法士　　□ 作業療法士　　□ 言語聴覚士

　□ その他の福祉系・医療系資格（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

採用担当者から
あなたにメッセージ

（求める人材像など）

ＣＩＪ福祉会は、職員一人一人を大切にし、職員の成長を応援する職場です。
私たちと一緒に働きませんか。
施設見学は、いつでもＯＫです！ぜひ、一度、遊びに来てください。
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　　マラソン部入賞　野球部もあるよ

お待ちしてます

地域の皆さんを体力測定

　慢性期医療学会（鹿児島）

求人職種
求人番号

事業所名
事業種別

所在地
雇用形態
雇用期間

賃金
（一律手当含む）

福祉資格

（◎必須　○いずれか
　必須　△望む）

時間外勤務
夜勤
宿直

賞与
その他

介護職 上町病院 高知市上町 正職員 月給 不問 時間外勤務：あり 賞与：あり　4ヶ月

介護療養型医療施設 随時 137,500～162,500 夜勤：あり 退職金：あり

宿直：なし 通勤手当：表記なし

夜間：なし

介護職 上町病院 高知市上町 正職員 月給 ◎介護福祉士 時間外勤務：あり 賞与：あり　4ヶ月 患者様の行事も活発に

介護療養型医療施設 随時 162,500～175,500 夜勤：あり 退職金：あり

宿直：なし 通勤手当：表記なし

夜間：なし

　　お花見 　　　　　　　　　日本舞踊

流しソーメン 　　音楽会

採用担当者 事務長　川村 Ｔ　Ｅ　Ｌ

以下は、今回のフェアで紹介している求人情報です。掲載スペースの都合により最大５件まで掲載しています。
それ以外の求人や、同内容で雇用形態の異なる求人がある場合もありますので、ブースにてお問い合わせください。

Ｅ－ｍａｉｌ

今回のフェアで
紹介する求人の

応募に必要な資格

※当てはまるものに☑

　☑ 資格不問　　□ 初任者研修　　□ 実務者研修　　　☑ 介護福祉士　　□ 介護支援専門員

　☑ 看護師・准看護師　　□ 栄養士・管理栄養士　　　□ 社会福祉士　　□ 社会福祉主事

　□ 精神保健福祉士　　□ 保育士　　□ 理学療法士　　□ 作業療法士　　□ 言語聴覚士

　□ その他の福祉系・医療系資格（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

採用担当者から
あなたにメッセージ

（求める人材像など）

 病院だから、何か病気があって入院されています。医師を中心に多職種の職員で
カンファレンスする中で薬・栄養・リハビリなど多くの事を学びます。明るく、積極的
な職員をお待ちしています。

上町病院（療養病棟）　　高知市　上町１－７－３４

法人本部
所在地 高知市上町１丁目7-34

法人理念
　私たちは　あたたかくやさしい　まごころのこもった　チーム医療をもって
地域医療に貢献します

事業所一覧
（所在地）

出　展　名 （医）産研会　上町病院

法　人　名 医療法人　産研会

ブース番号 事業種別 高齢・障害

１ 働きやすい勤務

時間
夜勤、早出・遅出は

日指定・回数を増減の希望

通勤に便利
電停・バス停前
マイカー通勤も可

５ 新採・中途採用研修あり

毎年４月から

７ 資格取得の支援
通信教育スクーリング日を支給

８ ＩＴ化・ノーリフト推進中

３ 時間外は少ない

平均4~5時間/月

４ 育休100取得・介護休暇有

６ 学会・院外研修奨励

毎年全国学会参加

元気に働き・学び

おおいに余暇も充実し

あなたらしい生活を応援！

お待ちしてます
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　　マラソン部入賞　野球部もあるよ

お待ちしてます

地域の皆さんを体力測定

　慢性期医療学会（鹿児島）

求人職種
求人番号

事業所名
事業種別

所在地
雇用形態
雇用期間

賃金
（一律手当含む）

福祉資格

（◎必須　○いずれか
　必須　△望む）

時間外勤務
夜勤
宿直

賞与
その他

介護職 上町病院 高知市上町 正職員 月給 不問 時間外勤務：あり 賞与：あり　4ヶ月

介護療養型医療施設 随時 137,500～162,500 夜勤：あり 退職金：あり

宿直：なし 通勤手当：表記なし

夜間：なし

介護職 上町病院 高知市上町 正職員 月給 ◎介護福祉士 時間外勤務：あり 賞与：あり　4ヶ月 患者様の行事も活発に

介護療養型医療施設 随時 162,500～175,500 夜勤：あり 退職金：あり

宿直：なし 通勤手当：表記なし

夜間：なし

　　お花見 　　　　　　　　　日本舞踊

流しソーメン 　　音楽会

採用担当者 事務長　川村 Ｔ　Ｅ　Ｌ

以下は、今回のフェアで紹介している求人情報です。掲載スペースの都合により最大５件まで掲載しています。
それ以外の求人や、同内容で雇用形態の異なる求人がある場合もありますので、ブースにてお問い合わせください。

Ｅ－ｍａｉｌ

今回のフェアで
紹介する求人の

応募に必要な資格

※当てはまるものに☑

　☑ 資格不問　　□ 初任者研修　　□ 実務者研修　　　☑ 介護福祉士　　□ 介護支援専門員

　☑ 看護師・准看護師　　□ 栄養士・管理栄養士　　　□ 社会福祉士　　□ 社会福祉主事

　□ 精神保健福祉士　　□ 保育士　　□ 理学療法士　　□ 作業療法士　　□ 言語聴覚士

　□ その他の福祉系・医療系資格（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

採用担当者から
あなたにメッセージ

（求める人材像など）

 病院だから、何か病気があって入院されています。医師を中心に多職種の職員で
カンファレンスする中で薬・栄養・リハビリなど多くの事を学びます。明るく、積極的
な職員をお待ちしています。

上町病院（療養病棟）　　高知市　上町１－７－３４

法人本部
所在地 高知市上町１丁目7-34

法人理念
　私たちは　あたたかくやさしい　まごころのこもった　チーム医療をもって
地域医療に貢献します

事業所一覧
（所在地）

出　展　名 （医）産研会　上町病院

法　人　名 医療法人　産研会

ブース番号 事業種別 高齢・障害

１ 働きやすい勤務

時間
夜勤、早出・遅出は

日指定・回数を増減の希望

通勤に便利
電停・バス停前
マイカー通勤も可

５ 新採・中途採用研修あり

毎年４月から

７ 資格取得の支援
通信教育スクーリング日を支給

８ ＩＴ化・ノーリフト推進中

３ 時間外は少ない

平均4~5時間/月

４ 育休100取得・介護休暇有

６ 学会・院外研修奨励

毎年全国学会参加

元気に働き・学び

おおいに余暇も充実し

あなたらしい生活を応援！

お待ちしてます
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求人職種
求人番号

事業所名
事業種別

所在地
雇用形態
雇用期間

賃金
（一律手当含む）

福祉資格

（◎必須　○いずれか
　必須　△望む）

時間外勤務
夜勤
宿直

賞与
その他

相談・支援・指導員 障害者支援施設しゃくなげ荘 長岡郡本山町北山甲 正職員 月給 不問 時間外勤務：なし 賞与：あり　4.21ヶ月

（障）障害者支援施設（施設入所支援＋生活介護） 2020/4/1～ 202,870～274,940 夜勤：あり 退職金：あり

宿直：あり 通勤手当：あり

夜間：あり

研修制度：指定研修を受ける際は交通、宿泊、受講費用など支給制度があります

　　　　産業文化祭に参加しました！

採用担当者 真鍋　朋三 Ｔ　Ｅ　Ｌ ０８８７－７６－２８１１

以下は、今回のフェアで紹介している求人情報です。掲載スペースの都合により最大５件まで掲載しています。
それ以外の求人や、同内容で雇用形態の異なる求人がある場合もありますので、ブースにてお問い合わせください。

Ｅ－ｍａｉｌ syakunage@peaｃe.ocn.ne.jp

今回のフェアで
紹介する求人の

応募に必要な資格

※当てはまるものに☑

　☑ 資格不問　　□ 初任者研修　　□ 実務者研修　　□ 介護福祉士　　□ 介護支援専門員

　□ 看護師・准看護師　　□ 栄養士・管理栄養士　　　☑ 社会福祉士　　□ 社会福祉主事

　□ 精神保健福祉士　　□ 保育士　　□ 理学療法士　　□ 作業療法士　　□ 言語聴覚士

　□ その他の福祉系・医療系資格（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

採用担当者から
あなたにメッセージ

（求める人材像など）

本山町は自然豊かで人情みがあり、住みやすい場所です。食べ物もおいしい所です。利用者
様、職員、ご家族、そして地域の方と共に歩み、皆と協力できるかた。成長したい、福祉の仕事
をがんばろうと言う熱意のある方お待ちしております。

～社会福祉法人本山育成会～

障がい者支援施設　しゃくなげ荘
就労継続支援Ｂ型事業所「りんどう」
共同生活援助事業所「もとやま」
地域相談支援センターしゃくなげ
所在地：高知県長岡郡本山町北山甲３０３－１

出　展　名 （福）本山育成会　しゃくなげ荘

法　人　名 社会福祉法人　本山育成会　

ブース番号 事業種別 障害

事業所一覧
（所在地）

法人本部
所在地 高知県長岡郡本山町北山甲３０３－１

法人理念

　　コンセプト　「地域と共に生きる」
１　生命の尊厳　私たちは一人ひとりをかけがえのない存在として大切にします。
２　個人の尊重　私たちは一人の人間としての個性、主体性、可能性を尊びます。
３　人権の擁護　私たちは、いかなる差別、虐待、人権侵害も許さず、人としての権利を擁護します。
４　社会参加　　私たちは年齢、障害の状態などに関わりなく、社会を構成する一員としての市民生活を怒ることが
　　　　　　　　　　出来るように支援します。
5 専門的な支援　私たちは自らの専門的役割と使命を自覚し、絶えず研鑽をかさめ、一人ひとりが豊かな生活を実感し、
充実し　た人生が送れるように支援します。

　・左記求人の常勤（正規職員以外）やパート求人もあります。

　・調理員のパート求人もあります。

★嶺北地域と共に歩み支え合う組織へ★

求人情報２

     しゃくなげ荘正面玄関 サマーインしゃくなげ祭！地域と共に！
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求人職種
求人番号

事業所名
事業種別

所在地
雇用形態
雇用期間

賃金
（一律手当含む）

福祉資格

（◎必須　○いずれか
　必須　△望む）

時間外勤務
夜勤
宿直

賞与
その他

相談・支援・指導員 障害者支援施設しゃくなげ荘 長岡郡本山町北山甲 正職員 月給 不問 時間外勤務：なし 賞与：あり　4.21ヶ月

（障）障害者支援施設（施設入所支援＋生活介護） 2020/4/1～ 202,870～274,940 夜勤：あり 退職金：あり

宿直：あり 通勤手当：あり

夜間：あり

研修制度：指定研修を受ける際は交通、宿泊、受講費用など支給制度があります

　　　　産業文化祭に参加しました！

採用担当者 真鍋　朋三 Ｔ　Ｅ　Ｌ ０８８７－７６－２８１１

以下は、今回のフェアで紹介している求人情報です。掲載スペースの都合により最大５件まで掲載しています。
それ以外の求人や、同内容で雇用形態の異なる求人がある場合もありますので、ブースにてお問い合わせください。

Ｅ－ｍａｉｌ syakunage@peaｃe.ocn.ne.jp

今回のフェアで
紹介する求人の

応募に必要な資格

※当てはまるものに☑

　☑ 資格不問　　□ 初任者研修　　□ 実務者研修　　□ 介護福祉士　　□ 介護支援専門員

　□ 看護師・准看護師　　□ 栄養士・管理栄養士　　　☑ 社会福祉士　　□ 社会福祉主事

　□ 精神保健福祉士　　□ 保育士　　□ 理学療法士　　□ 作業療法士　　□ 言語聴覚士

　□ その他の福祉系・医療系資格（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

採用担当者から
あなたにメッセージ

（求める人材像など）

本山町は自然豊かで人情みがあり、住みやすい場所です。食べ物もおいしい所です。利用者
様、職員、ご家族、そして地域の方と共に歩み、皆と協力できるかた。成長したい、福祉の仕事
をがんばろうと言う熱意のある方お待ちしております。

～社会福祉法人本山育成会～

障がい者支援施設　しゃくなげ荘
就労継続支援Ｂ型事業所「りんどう」
共同生活援助事業所「もとやま」
地域相談支援センターしゃくなげ
所在地：高知県長岡郡本山町北山甲３０３－１

出　展　名 （福）本山育成会　しゃくなげ荘

法　人　名 社会福祉法人　本山育成会　

ブース番号 事業種別 障害

事業所一覧
（所在地）

法人本部
所在地 高知県長岡郡本山町北山甲３０３－１

法人理念

　　コンセプト　「地域と共に生きる」
１　生命の尊厳　私たちは一人ひとりをかけがえのない存在として大切にします。
２　個人の尊重　私たちは一人の人間としての個性、主体性、可能性を尊びます。
３　人権の擁護　私たちは、いかなる差別、虐待、人権侵害も許さず、人としての権利を擁護します。
４　社会参加　　私たちは年齢、障害の状態などに関わりなく、社会を構成する一員としての市民生活を怒ることが
　　　　　　　　　　出来るように支援します。
5 専門的な支援　私たちは自らの専門的役割と使命を自覚し、絶えず研鑽をかさめ、一人ひとりが豊かな生活を実感し、
充実し　た人生が送れるように支援します。

　・左記求人の常勤（正規職員以外）やパート求人もあります。

　・調理員のパート求人もあります。

★嶺北地域と共に歩み支え合う組織へ★

求人情報２

     しゃくなげ荘正面玄関 サマーインしゃくなげ祭！地域と共に！
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求人職種
求人番号

事業所名
事業種別

所在地
雇用形態
雇用期間

賃金
（一律手当含む）

福祉資格

（◎必須　○いずれか
　必須　△望む）

時間外勤務
夜勤
宿直

賞与
その他

介護職 介護老人福祉施設グランボヌール 高知市布師田 正職員 月給 不問 時間外勤務：あり 賞与：あり　4ヶ月

介護老人保健施設 2019/4/1～ 148,500～148,500 夜勤：あり 退職金：あり

短期入所生活介護 宿直：なし 通勤手当：あり

通所介護 夜間：あり

介護職 介護老人福祉施設グランボヌール 高知市布師田 正職員 月給 不問 時間外勤務：あり 賞与：あり　4ヶ月

介護老人保健施設 2019/4/1～ 156,750～156,750 夜勤：あり 退職金：あり

短期入所生活介護 宿直：なし 通勤手当：あり

通所介護 夜間：あり

介護職 介護老人福祉施設　四万十の郷 四万十市安並 正職員 月給 不問 時間外勤務：あり 賞与：あり

特別養護老人ホーム 2019/4/1～ 148,500～148,500 夜勤：あり 退職金：あり

宿直：なし 通勤手当：あり

夜間：あり

介護職 介護老人福祉施設　四万十の郷 四万十市安並 正職員 月給 不問 時間外勤務：あり 賞与：あり

特別養護老人ホーム 2019/4/1～ 156,750～156,750 夜勤：あり 退職金：あり

宿直：なし 通勤手当：あり

夜間：あり

採用担当者 　土肥・吉川 Ｔ　Ｅ　Ｌ 　088-845-5400（法人本部）

以下は、今回のフェアで紹介している求人情報です。掲載スペースの都合により最大５件まで掲載しています。
それ以外の求人や、同内容で雇用形態の異なる求人がある場合もありますので、ブースにてお問い合わせください。

Ｅ－ｍａｉｌ

今回のフェアで
紹介する求人の

応募に必要な資格

※当てはまるものに☑

　□ 資格不問　　□ 初任者研修　　□ 実務者研修　　☑ 介護福祉士　　□ 介護支援専門員

　□ 看護師・准看護師　　□ 栄養士・管理栄養士　　　□ 社会福祉士　　□ 社会福祉主事

　□ 精神保健福祉士　　□ 保育士　　□ 理学療法士　　□ 作業療法士　　□ 言語聴覚士

　□ その他の福祉系・医療系資格（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

採用担当者から
あなたにメッセージ

（求める人材像など）

勤務した年数も、仕事の経験も、その人にしかできない役割が
あります！一緒に職場を作っていきませんか？

出　展　名 　グランボヌール／四万十の郷

法　人　名 　社会福祉法人　南海福祉会

ブース番号 事業種別 高齢

事業所一覧
（所在地）

法人本部
所在地 　高知県高知市布師田字宮ノ辺1362番地

法人理念

　わたしたちは
　　地域に開かれた
　　地域に愛される
　　地域に信頼される　施設を目指します

グランボヌール：088-845-5400
高知市布師田字宮ノ辺1362番

四万十の郷：0880-34-1888
四万十市安並字東丸5803番地

後輩のみなさん！待ってます！！
プロ１年目（高知県立大学卒、H30.4月～）の高橋です

不安だったこと

悩んだこと

嬉しかったこと

を、たくさんお伝えしたいと思っています

と言っても、

不安だらけの就活だったので、

メインは不安だったことの話です！

プレゼンのオーディションに

受かったら、プレゼンを見てもらえたら

嬉しいです

でも、もし落ちていたら、

ブースにいるので、
聞きに来てくださいね

（原稿締切は、オーディション前なんです・・・・）

・職場ってどんな比べ方をしたらいいかなあ

・就活しだして、「あ～～っ！」て思えたこと
・おばあちゃんからのすごいひと言

・私の２大プレッシャー

・仕事の上で、今の私の課題

・私の決め手 ・・・ていう感じです♪

高橋、

出番です！！

４月

ちょっとかたい

５月

ちょっと余裕？

（今のことも）

４月

ぎこちない？＿

１２月

のびのーび

忘年会



26

求人職種
求人番号

事業所名
事業種別

所在地
雇用形態
雇用期間

賃金
（一律手当含む）

福祉資格

（◎必須　○いずれか
　必須　△望む）

時間外勤務
夜勤
宿直

賞与
その他

介護職 介護老人福祉施設グランボヌール 高知市布師田 正職員 月給 不問 時間外勤務：あり 賞与：あり　4ヶ月

介護老人保健施設 2019/4/1～ 148,500～148,500 夜勤：あり 退職金：あり

短期入所生活介護 宿直：なし 通勤手当：あり

通所介護 夜間：あり

介護職 介護老人福祉施設グランボヌール 高知市布師田 正職員 月給 不問 時間外勤務：あり 賞与：あり　4ヶ月

介護老人保健施設 2019/4/1～ 156,750～156,750 夜勤：あり 退職金：あり

短期入所生活介護 宿直：なし 通勤手当：あり

通所介護 夜間：あり

介護職 介護老人福祉施設　四万十の郷 四万十市安並 正職員 月給 不問 時間外勤務：あり 賞与：あり

特別養護老人ホーム 2019/4/1～ 148,500～148,500 夜勤：あり 退職金：あり

宿直：なし 通勤手当：あり

夜間：あり

介護職 介護老人福祉施設　四万十の郷 四万十市安並 正職員 月給 不問 時間外勤務：あり 賞与：あり

特別養護老人ホーム 2019/4/1～ 156,750～156,750 夜勤：あり 退職金：あり

宿直：なし 通勤手当：あり

夜間：あり

採用担当者 　土肥・吉川 Ｔ　Ｅ　Ｌ 　088-845-5400（法人本部）

以下は、今回のフェアで紹介している求人情報です。掲載スペースの都合により最大５件まで掲載しています。
それ以外の求人や、同内容で雇用形態の異なる求人がある場合もありますので、ブースにてお問い合わせください。

Ｅ－ｍａｉｌ

今回のフェアで
紹介する求人の

応募に必要な資格

※当てはまるものに☑

　□ 資格不問　　□ 初任者研修　　□ 実務者研修　　☑ 介護福祉士　　□ 介護支援専門員

　□ 看護師・准看護師　　□ 栄養士・管理栄養士　　　□ 社会福祉士　　□ 社会福祉主事

　□ 精神保健福祉士　　□ 保育士　　□ 理学療法士　　□ 作業療法士　　□ 言語聴覚士

　□ その他の福祉系・医療系資格（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

採用担当者から
あなたにメッセージ

（求める人材像など）

勤務した年数も、仕事の経験も、その人にしかできない役割が
あります！一緒に職場を作っていきませんか？

出　展　名 　グランボヌール／四万十の郷

法　人　名 　社会福祉法人　南海福祉会

ブース番号 事業種別 高齢

事業所一覧
（所在地）

法人本部
所在地 　高知県高知市布師田字宮ノ辺1362番地

法人理念

　わたしたちは
　　地域に開かれた
　　地域に愛される
　　地域に信頼される　施設を目指します

グランボヌール：088-845-5400
高知市布師田字宮ノ辺1362番

四万十の郷：0880-34-1888
四万十市安並字東丸5803番地

後輩のみなさん！待ってます！！
プロ１年目（高知県立大学卒、H30.4月～）の高橋です

不安だったこと

悩んだこと

嬉しかったこと

を、たくさんお伝えしたいと思っています

と言っても、

不安だらけの就活だったので、

メインは不安だったことの話です！

プレゼンのオーディションに

受かったら、プレゼンを見てもらえたら

嬉しいです

でも、もし落ちていたら、

ブースにいるので、
聞きに来てくださいね

（原稿締切は、オーディション前なんです・・・・）

・職場ってどんな比べ方をしたらいいかなあ

・就活しだして、「あ～～っ！」て思えたこと
・おばあちゃんからのすごいひと言

・私の２大プレッシャー

・仕事の上で、今の私の課題

・私の決め手 ・・・ていう感じです♪

高橋、

出番です！！

４月

ちょっとかたい

５月

ちょっと余裕？

（今のことも）

４月

ぎこちない？＿

１２月

のびのーび

忘年会
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求人職種
求人番号

事業所名
事業種別

所在地
雇用形態
雇用期間

賃金
（一律手当含む）

福祉資格

（◎必須　○いずれか
　必須　△望む）

時間外勤務
夜勤
宿直

賞与
その他

看護職 重症児デイサービスいっぽ 高知市朝倉南町 非常勤・パート 時給 ◎看護師 時間外勤務：なし 賞与：なし

児童発達支援（センター） 随時 1,365～1,570 夜勤：なし 退職金：なし

放課後等デイサービス 宿直：なし 通勤手当：あり

夜間：なし

保育士 重症児デイサービスいっぽ 高知市朝倉南町 非常勤・パート 時給 ○保育士 時間外勤務：なし 賞与：なし

児童発達支援（センター） 随時 900～1,105 ○社会福祉士 夜勤：なし 退職金：なし

放課後等デイサービス ○児童指導員 宿直：なし 通勤手当：あり

○養護学校教諭 夜間：なし

看護職 重症児デイサービスいっぽ 高知市朝倉南町 正職員 月給 ◎看護師 時間外勤務：あり 賞与：あり

児童発達支援（センター） 随時 199,500～261,000 夜勤：なし 退職金：なし

放課後等デイサービス 宿直：なし 通勤手当：あり

夜間：なし

保育士 重症児デイサービスいっぽ 高知市朝倉南町 正職員 月給 ○保育士 時間外勤務：あり 賞与：あり

児童発達支援（センター） 随時 150,000～191,000 ○児童指導員 夜勤：なし 退職金：なし

放課後等デイサービス ○社会福祉士 宿直：なし 通勤手当：あり

○養護学校教諭 夜間：なし

重症児デイサービスいっぽ　　高知市朝倉南町1番12号
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（フジグラン高知の北西すぐ）

出　展　名 （特非）みらい予想図（重症児デイサービスいっぽ）

法　人　名 特定非営利活動法人みらい予想図

ブース番号 事業種別 児童

事業所一覧
（所在地）

法人本部
所在地 高知市朝倉南町1番12号

法人理念

どんなに重い障害があっても主役となり、日常生活の基本的な動作訓
練、集団生活の適応訓練等の療育を継続的に提供するとともに、それぞ
れの個性を生かし輝きながら過ごせる場所を創る

採用担当者 山﨑　理恵 Ｔ　Ｅ　Ｌ

以下は、今回のフェアで紹介している求人情報です。掲載スペースの都合により最大５件まで掲載しています。
それ以外の求人や、同内容で雇用形態の異なる求人がある場合もありますので、ブースにてお問い合わせください。

Ｅ－ｍａｉｌ

今回のフェアで
紹介する求人の

応募に必要な資格

※当てはまるものに☑

　□ 資格不問　　□ 初任者研修　　□ 実務者研修　　□ 介護福祉士　　□ 介護支援専門員

　☑ 看護師・准看護師　　□ 栄養士・管理栄養士　　　☑ 社会福祉士　　☑ 社会福祉主事

　☑ 精神保健福祉士　　☑ 保育士　☑ 理学療法士　　□ 作業療法士　　☑言語聴覚士

　☑ その他の福祉系・医療系資格（養護学校教諭　　）

採用担当者から
あなたにメッセージ

（求める人材像など）

利用定員５名の事業所で、夜勤はありません。
資格を活かせる職場です。資格ごとの主な職務内容は次のとおりです。
　看護職員：重度障害のある児童に対する健康管理及び医療的ケアを行う
　理学療法士、言語聴覚士：重度障害のある児童の機能訓練を行う
　社会福祉士、社会福祉主事、精神保健福祉士、保育士、養護学校教諭：児童指導員として重度障害のある児
童の支援を行う

活動内容の一部を紹介します！

制作 お芋つくり 運動 野球あそび

家族との遠足
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求人職種
求人番号

事業所名
事業種別

所在地
雇用形態
雇用期間

賃金
（一律手当含む）

福祉資格

（◎必須　○いずれか
　必須　△望む）

時間外勤務
夜勤
宿直

賞与
その他

看護職 重症児デイサービスいっぽ 高知市朝倉南町 非常勤・パート 時給 ◎看護師 時間外勤務：なし 賞与：なし

児童発達支援（センター） 随時 1,365～1,570 夜勤：なし 退職金：なし

放課後等デイサービス 宿直：なし 通勤手当：あり

夜間：なし

保育士 重症児デイサービスいっぽ 高知市朝倉南町 非常勤・パート 時給 ○保育士 時間外勤務：なし 賞与：なし

児童発達支援（センター） 随時 900～1,105 ○社会福祉士 夜勤：なし 退職金：なし

放課後等デイサービス ○児童指導員 宿直：なし 通勤手当：あり

○養護学校教諭 夜間：なし

看護職 重症児デイサービスいっぽ 高知市朝倉南町 正職員 月給 ◎看護師 時間外勤務：あり 賞与：あり

児童発達支援（センター） 随時 199,500～261,000 夜勤：なし 退職金：なし

放課後等デイサービス 宿直：なし 通勤手当：あり

夜間：なし

保育士 重症児デイサービスいっぽ 高知市朝倉南町 正職員 月給 ○保育士 時間外勤務：あり 賞与：あり

児童発達支援（センター） 随時 150,000～191,000 ○児童指導員 夜勤：なし 退職金：なし

放課後等デイサービス ○社会福祉士 宿直：なし 通勤手当：あり

○養護学校教諭 夜間：なし

重症児デイサービスいっぽ　　高知市朝倉南町1番12号
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（フジグラン高知の北西すぐ）

出　展　名 （特非）みらい予想図（重症児デイサービスいっぽ）

法　人　名 特定非営利活動法人みらい予想図

ブース番号 事業種別 児童

事業所一覧
（所在地）

法人本部
所在地 高知市朝倉南町1番12号

法人理念

どんなに重い障害があっても主役となり、日常生活の基本的な動作訓
練、集団生活の適応訓練等の療育を継続的に提供するとともに、それぞ
れの個性を生かし輝きながら過ごせる場所を創る

採用担当者 山﨑　理恵 Ｔ　Ｅ　Ｌ

以下は、今回のフェアで紹介している求人情報です。掲載スペースの都合により最大５件まで掲載しています。
それ以外の求人や、同内容で雇用形態の異なる求人がある場合もありますので、ブースにてお問い合わせください。

Ｅ－ｍａｉｌ

今回のフェアで
紹介する求人の

応募に必要な資格

※当てはまるものに☑

　□ 資格不問　　□ 初任者研修　　□ 実務者研修　　□ 介護福祉士　　□ 介護支援専門員

　☑ 看護師・准看護師　　□ 栄養士・管理栄養士　　　☑ 社会福祉士　　☑ 社会福祉主事

　☑ 精神保健福祉士　　☑ 保育士　☑ 理学療法士　　□ 作業療法士　　☑言語聴覚士

　☑ その他の福祉系・医療系資格（養護学校教諭　　）

採用担当者から
あなたにメッセージ

（求める人材像など）

利用定員５名の事業所で、夜勤はありません。
資格を活かせる職場です。資格ごとの主な職務内容は次のとおりです。
　看護職員：重度障害のある児童に対する健康管理及び医療的ケアを行う
　理学療法士、言語聴覚士：重度障害のある児童の機能訓練を行う
　社会福祉士、社会福祉主事、精神保健福祉士、保育士、養護学校教諭：児童指導員として重度障害のある児
童の支援を行う

活動内容の一部を紹介します！

制作 お芋つくり 運動 野球あそび

家族との遠足
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求人職種
求人番号

事業所名
事業種別

所在地
雇用形態
雇用期間

賃金
（一律手当含む）

福祉資格

（◎必須　○いずれか
　必須　△望む）

時間外勤務
夜勤
宿直

賞与
その他

介護職 グループホーム萠 高知市春野町西分2401-2 正職員 月給 ◎介護福祉士 時間外勤務：あり 賞与：あり

認知症対応型共同生活介護 随時 155,000～165,000 夜勤：あり 退職金：あり

宿直：なし 通勤手当：あり

夜間：あり

介護職 グループホーム萠 高知市春野町西分2401-2 非常勤・パート 時給 不問 時間外勤務：あり 賞与：なし

認知症対応型共同生活介護 12ヶ月間 800～820 夜勤：あり 退職金：なし

宿直：なし 通勤手当：あり

夜間：あり

採用担当者 （管理者）　渡　伸三 Ｔ　Ｅ　Ｌ

以下は、今回のフェアで紹介している求人情報です。掲載スペースの都合により最大５件まで掲載しています。
それ以外の求人や、同内容で雇用形態の異なる求人がある場合もありますので、ブースにてお問い合わせください。

Ｅ－ｍａｉｌ

今回のフェアで
紹介する求人の

応募に必要な資格

※当てはまるものに☑

　□ 資格不問　　□ 初任者研修　　☑ 実務者研修　　☑ 介護福祉士　　□ 介護支援専門員

　□ 看護師・准看護師　　□ 栄養士・管理栄養士　　　□ 社会福祉士　　□ 社会福祉主事

　□ 精神保健福祉士　　□ 保育士　　□ 理学療法士　　□ 作業療法士　　□ 言語聴覚士

　□ その他の福祉系・医療系資格（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

採用担当者から
あなたにメッセージ

（求める人材像など）

施設の定めた方針に沿って一緒に歩んでくださる方を求めています。
技術は後からついてきますので、基本的におじいちゃん、おばあちゃんが好きな方、
優しい気持ちの方に来てもらいたいです。

一度遊びに来てください。
静かで穏やかな雰囲気を

感じてもらえると思います。

事業所一覧
（所在地）

グループホーム萠 高知市 春野町 西分 2401-2

出　展　名 （福）やわらぎ　グループホーム萠

法　人　名 社会福祉法人　やわらぎ

ブース番号 事業種別 高齢

法人本部
所在地 〒781-0304　高知市 春野町 西分 2401-2

法人理念

入居者ひとりひとりの人格を尊重し
地域社会との交流に努め
信頼と安らぎに満ちた
生活環境の充実を目指します。
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求人職種
求人番号

事業所名
事業種別

所在地
雇用形態
雇用期間

賃金
（一律手当含む）

福祉資格

（◎必須　○いずれか
　必須　△望む）

時間外勤務
夜勤
宿直

賞与
その他

介護職 グループホーム萠 高知市春野町西分2401-2 正職員 月給 ◎介護福祉士 時間外勤務：あり 賞与：あり

認知症対応型共同生活介護 随時 155,000～165,000 夜勤：あり 退職金：あり

宿直：なし 通勤手当：あり

夜間：あり

介護職 グループホーム萠 高知市春野町西分2401-2 非常勤・パート 時給 不問 時間外勤務：あり 賞与：なし

認知症対応型共同生活介護 12ヶ月間 800～820 夜勤：あり 退職金：なし

宿直：なし 通勤手当：あり

夜間：あり

採用担当者 （管理者）　渡　伸三 Ｔ　Ｅ　Ｌ

以下は、今回のフェアで紹介している求人情報です。掲載スペースの都合により最大５件まで掲載しています。
それ以外の求人や、同内容で雇用形態の異なる求人がある場合もありますので、ブースにてお問い合わせください。

Ｅ－ｍａｉｌ

今回のフェアで
紹介する求人の

応募に必要な資格

※当てはまるものに☑

　□ 資格不問　　□ 初任者研修　　☑ 実務者研修　　☑ 介護福祉士　　□ 介護支援専門員

　□ 看護師・准看護師　　□ 栄養士・管理栄養士　　　□ 社会福祉士　　□ 社会福祉主事

　□ 精神保健福祉士　　□ 保育士　　□ 理学療法士　　□ 作業療法士　　□ 言語聴覚士

　□ その他の福祉系・医療系資格（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

採用担当者から
あなたにメッセージ

（求める人材像など）

施設の定めた方針に沿って一緒に歩んでくださる方を求めています。
技術は後からついてきますので、基本的におじいちゃん、おばあちゃんが好きな方、
優しい気持ちの方に来てもらいたいです。

一度遊びに来てください。
静かで穏やかな雰囲気を

感じてもらえると思います。

事業所一覧
（所在地）

グループホーム萠 高知市 春野町 西分 2401-2

出　展　名 （福）やわらぎ　グループホーム萠

法　人　名 社会福祉法人　やわらぎ

ブース番号 事業種別 高齢

法人本部
所在地 〒781-0304　高知市 春野町 西分 2401-2

法人理念

入居者ひとりひとりの人格を尊重し
地域社会との交流に努め
信頼と安らぎに満ちた
生活環境の充実を目指します。



31

求人職種
求人番号

事業所名
事業種別

所在地
雇用形態
雇用期間

賃金
（一律手当含む）

福祉資格

（◎必須　○いずれか
　必須　△望む）

時間外勤務
夜勤
宿直

賞与
その他

ホームヘルパー ピアハウス高知24時間ヘルパーステーションピア 高知市塚ノ原 正職員 月給 ◎介護福祉士 時間外勤務：あり 賞与：あり

訪問介護 随時 183,400～193,400 ◎介護福祉士取得見込 夜勤：あり 退職金：あり

宿直：なし 通勤手当：あり

夜間：あり

介護職 ピアハウス高知 高知市塚ノ原 正職員 月給 ◎介護福祉士取得見込 時間外勤務：あり 賞与：あり

通所リハビリテーション 随時 173,400～183,400 ◎介護福祉士 夜勤：なし 退職金：あり

宿直：なし 通勤手当：あり

夜間：なし

介護職 ピアハウス高知 高知市塚ノ原 正職員 月給 ◎介護福祉士取得見込 時間外勤務：あり 賞与：あり

介護老人保健施設 随時 173,400～185,400 ◎介護福祉士 夜勤：あり 退職金：あり

宿直：なし 通勤手当：あり

夜間：あり

介護職 ピアハウス高知 高知市塚ノ原 正職員 月給 ◎介護職員初任者研修 時間外勤務：あり 賞与：あり

介護老人保健施設 随時 155,400～170,400 夜勤：あり 退職金：あり

宿直：なし 通勤手当：あり

夜間：あり

介護職 ピアハウス高知 高知市塚ノ原 正職員 月給 ◎介護職員初任者研修 時間外勤務：あり 賞与：あり

通所リハビリテーション 随時 155,400～170,400 夜勤：なし 退職金：あり

宿直：なし 通勤手当：あり

夜間：なし

採用担当者 島村 Ｔ　Ｅ　Ｌ

以下は、今回のフェアで紹介している求人情報です。掲載スペースの都合により最大５件まで掲載しています。
それ以外の求人や、同内容で雇用形態の異なる求人がある場合もありますので、ブースにてお問い合わせください。

Ｅ－ｍａｉｌ

今回のフェアで
紹介する求人の

応募に必要な資格

※当てはまるものに☑

　□ 資格不問　　□ 初任者研修　　□ 実務者研修　　☑ 介護福祉士　　□ 介護支援専門員

　□ 看護師・准看護師　　□ 栄養士・管理栄養士　　　□ 社会福祉士　　□ 社会福祉主事

　□ 精神保健福祉士　　□ 保育士　　□ 理学療法士　　□ 作業療法士　　□ 言語聴覚士

　□ その他の福祉系・医療系資格（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

採用担当者から
あなたにメッセージ

（求める人材像など）

医療法人恕泉会内田脳神経外科（高知市塚ノ原37番地）
介護老人保健施設ピアハウス高知（高知市塚ノ原36番地）

出　展　名 （医）恕泉会

法　人　名 医療法人　恕泉会

ブース番号 事業種別 高齢

事業所一覧
（所在地）

法人本部
所在地 高知県高知市塚ノ原37番地

法人理念

法人名である恕泉（じょせん）会が、そのまま法人理念をあらわしています。
『恕』とは、思いやり・慈しみを意味します。
すなわち思いやり・慈しみの気持ちが、泉のように溢れる心で患者様や利用者様の方々
に接していくことを全職員の心構えとしています。

新入社員大歓迎
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求人職種
求人番号

事業所名
事業種別

所在地
雇用形態
雇用期間

賃金
（一律手当含む）

福祉資格

（◎必須　○いずれか
　必須　△望む）

時間外勤務
夜勤
宿直

賞与
その他

ホームヘルパー ピアハウス高知24時間ヘルパーステーションピア 高知市塚ノ原 正職員 月給 ◎介護福祉士 時間外勤務：あり 賞与：あり

訪問介護 随時 183,400～193,400 ◎介護福祉士取得見込 夜勤：あり 退職金：あり

宿直：なし 通勤手当：あり

夜間：あり

介護職 ピアハウス高知 高知市塚ノ原 正職員 月給 ◎介護福祉士取得見込 時間外勤務：あり 賞与：あり

通所リハビリテーション 随時 173,400～183,400 ◎介護福祉士 夜勤：なし 退職金：あり

宿直：なし 通勤手当：あり

夜間：なし

介護職 ピアハウス高知 高知市塚ノ原 正職員 月給 ◎介護福祉士取得見込 時間外勤務：あり 賞与：あり

介護老人保健施設 随時 173,400～185,400 ◎介護福祉士 夜勤：あり 退職金：あり

宿直：なし 通勤手当：あり

夜間：あり

介護職 ピアハウス高知 高知市塚ノ原 正職員 月給 ◎介護職員初任者研修 時間外勤務：あり 賞与：あり

介護老人保健施設 随時 155,400～170,400 夜勤：あり 退職金：あり

宿直：なし 通勤手当：あり

夜間：あり

介護職 ピアハウス高知 高知市塚ノ原 正職員 月給 ◎介護職員初任者研修 時間外勤務：あり 賞与：あり

通所リハビリテーション 随時 155,400～170,400 夜勤：なし 退職金：あり

宿直：なし 通勤手当：あり

夜間：なし

採用担当者 島村 Ｔ　Ｅ　Ｌ

以下は、今回のフェアで紹介している求人情報です。掲載スペースの都合により最大５件まで掲載しています。
それ以外の求人や、同内容で雇用形態の異なる求人がある場合もありますので、ブースにてお問い合わせください。

Ｅ－ｍａｉｌ

今回のフェアで
紹介する求人の

応募に必要な資格

※当てはまるものに☑

　□ 資格不問　　□ 初任者研修　　□ 実務者研修　　☑ 介護福祉士　　□ 介護支援専門員

　□ 看護師・准看護師　　□ 栄養士・管理栄養士　　　□ 社会福祉士　　□ 社会福祉主事

　□ 精神保健福祉士　　□ 保育士　　□ 理学療法士　　□ 作業療法士　　□ 言語聴覚士

　□ その他の福祉系・医療系資格（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

採用担当者から
あなたにメッセージ

（求める人材像など）

医療法人恕泉会内田脳神経外科（高知市塚ノ原37番地）
介護老人保健施設ピアハウス高知（高知市塚ノ原36番地）

出　展　名 （医）恕泉会

法　人　名 医療法人　恕泉会

ブース番号 事業種別 高齢

事業所一覧
（所在地）

法人本部
所在地 高知県高知市塚ノ原37番地

法人理念

法人名である恕泉（じょせん）会が、そのまま法人理念をあらわしています。
『恕』とは、思いやり・慈しみを意味します。
すなわち思いやり・慈しみの気持ちが、泉のように溢れる心で患者様や利用者様の方々
に接していくことを全職員の心構えとしています。

新入社員大歓迎
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求人職種
求人番号

事業所名
事業種別

所在地
雇用形態
雇用期間

賃金
（一律手当含む）

福祉資格

（◎必須　○いずれか
　必須　△望む）

時間外勤務
夜勤
宿直

賞与
その他

介護支援専門員 医療法人前田会 高岡郡越知町越知甲 正職員 月給 ◎介護支援専門員 時間外勤務：あり 賞与：あり　3ヶ月

居宅介護支援事業 随時 160,000～160,000 夜勤：なし 退職金：あり

宿直：なし 通勤手当：あり

夜間：なし

看護職 医療法人前田会 高岡郡越知町越知甲 正職員 月給 ○看護師 時間外勤務：あり 賞与：あり　3ヶ月

通所介護 随時 157,000～240,000 ○准看護師 夜勤：なし 退職金：あり

通所リハビリテーション 宿直：なし 通勤手当：あり

夜間：なし

介護職 医療法人前田会 高岡郡越知町越知甲 正職員 月給 △介護福祉士 時間外勤務：あり 賞与：あり　3ヶ月

通所介護 随時 127,500～180,000 夜勤：なし 退職金：あり

通所リハビリテーション 宿直：なし 通勤手当：あり

夜間：なし

Ｔ　Ｅ　Ｌ

以下は、今回のフェアで紹介している求人情報です。掲載スペースの都合により最大５件まで掲載しています。
それ以外の求人や、同内容で雇用形態の異なる求人がある場合もありますので、ブースにてお問い合わせください。

Ｅ－ｍａｉｌ

今回のフェアで
紹介する求人の

応募に必要な資格

※当てはまるものに☑

　□ 資格不問　　□ 初任者研修　　□ 実務者研修　　☑ 介護福祉士　　☑ 介護支援専門員

　☑ 看護師・准看護師　　□ 栄養士・管理栄養士　　　☑ 社会福祉士　　□ 社会福祉主事

　□ 精神保健福祉士　　□ 保育士　　□ 理学療法士　　□ 作業療法士　　□ 言語聴覚士

　□ その他の福祉系・医療系資格（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

採用担当者から
あなたにメッセージ

（求める人材像など）

人と接する事や世話好きな方、一緒に働きませんか？
まずは見学に来てください。お待ちしています。

採用担当者

出　展　名 （医）前田会　前田病院

法　人　名 医療法人　前田会

ブース番号 事業種別 高齢

事業所一覧
（所在地）

法人本部
所在地 高知県高岡郡越知町越知甲2133

法人理念

前田会の誓い
○だれでもいつでも安心できる医療を提供します
○開かれた親しみやすい病院づくりをすすめます
○医療活動を通じて地域の暮らしを支援します 私たち前田会は越知町の自然豊かな環境で地域に

密着した医療・福祉サービスの提供をしています。濱田

すこやか祭り

接遇セミナー

忘年会

談話会
レクリエーション

○新人研修、各種研修あり

○資格取得支援あり（希望の方は要相談）

○各種手当：住宅手当、育児手当、扶養手当

通勤手当

○休日： 週 休、夏期休暇 日、年末年始休暇 日

有給休暇あり（取得率 ％超え）

○子育支援：育児休業制度、短時間勤務制度

○加入保険等：雇用・労災・健康・厚生年金

退職金制度（勤続 年以上）・財形

すこやかハウス

ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰすこやか

訪問看護ステーションおち

前田会居宅介護支援事業所

前田病院
前田病院デイセンター

高知市

越知町

おち駅

前田病院
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求人職種
求人番号

事業所名
事業種別

所在地
雇用形態
雇用期間

賃金
（一律手当含む）

福祉資格

（◎必須　○いずれか
　必須　△望む）

時間外勤務
夜勤
宿直

賞与
その他

介護支援専門員 医療法人前田会 高岡郡越知町越知甲 正職員 月給 ◎介護支援専門員 時間外勤務：あり 賞与：あり　3ヶ月

居宅介護支援事業 随時 160,000～160,000 夜勤：なし 退職金：あり

宿直：なし 通勤手当：あり

夜間：なし

看護職 医療法人前田会 高岡郡越知町越知甲 正職員 月給 ○看護師 時間外勤務：あり 賞与：あり　3ヶ月

通所介護 随時 157,000～240,000 ○准看護師 夜勤：なし 退職金：あり

通所リハビリテーション 宿直：なし 通勤手当：あり

夜間：なし

介護職 医療法人前田会 高岡郡越知町越知甲 正職員 月給 △介護福祉士 時間外勤務：あり 賞与：あり　3ヶ月

通所介護 随時 127,500～180,000 夜勤：なし 退職金：あり

通所リハビリテーション 宿直：なし 通勤手当：あり

夜間：なし

Ｔ　Ｅ　Ｌ

以下は、今回のフェアで紹介している求人情報です。掲載スペースの都合により最大５件まで掲載しています。
それ以外の求人や、同内容で雇用形態の異なる求人がある場合もありますので、ブースにてお問い合わせください。

Ｅ－ｍａｉｌ

今回のフェアで
紹介する求人の

応募に必要な資格

※当てはまるものに☑

　□ 資格不問　　□ 初任者研修　　□ 実務者研修　　☑ 介護福祉士　　☑ 介護支援専門員

　☑ 看護師・准看護師　　□ 栄養士・管理栄養士　　　☑ 社会福祉士　　□ 社会福祉主事

　□ 精神保健福祉士　　□ 保育士　　□ 理学療法士　　□ 作業療法士　　□ 言語聴覚士

　□ その他の福祉系・医療系資格（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

採用担当者から
あなたにメッセージ

（求める人材像など）

人と接する事や世話好きな方、一緒に働きませんか？
まずは見学に来てください。お待ちしています。

採用担当者

出　展　名 （医）前田会　前田病院

法　人　名 医療法人　前田会

ブース番号 事業種別 高齢

事業所一覧
（所在地）

法人本部
所在地 高知県高岡郡越知町越知甲2133

法人理念

前田会の誓い
○だれでもいつでも安心できる医療を提供します
○開かれた親しみやすい病院づくりをすすめます
○医療活動を通じて地域の暮らしを支援します 私たち前田会は越知町の自然豊かな環境で地域に

密着した医療・福祉サービスの提供をしています。濱田

すこやか祭り

接遇セミナー

忘年会

談話会
レクリエーション

○新人研修、各種研修あり

○資格取得支援あり（希望の方は要相談）

○各種手当：住宅手当、育児手当、扶養手当

通勤手当

○休日： 週 休、夏期休暇 日、年末年始休暇 日

有給休暇あり（取得率 ％超え）

○子育支援：育児休業制度、短時間勤務制度

○加入保険等：雇用・労災・健康・厚生年金

退職金制度（勤続 年以上）・財形

すこやかハウス

ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰすこやか

訪問看護ステーションおち

前田会居宅介護支援事業所

前田病院
前田病院デイセンター

高知市

越知町

おち駅

前田病院



35

求人職種
求人番号

事業所名
事業種別

所在地
雇用形態
雇用期間

賃金
（一律手当含む）

福祉資格

（◎必須　○いずれか
　必須　△望む）

時間外勤務
夜勤
宿直

賞与
その他

介護職 特別養護老人ホームコスモスの里 高岡郡日高村沖名 正職員 月給 ◎介護福祉士 時間外勤務：あり 賞与：あり　4.5ヶ月

特別養護老人ホーム 随時 147,780～226,500 夜勤：あり 退職金：あり

宿直：なし 通勤手当：あり

夜間：あり

社会福祉法人　秋桜会の理念として
　『私たちは　コスモスの花のように　ともに寄り添いささえあい　やさしさとうるお
いに満ちた施設づくりに励みます』というコスモスの里の誓いがあります。
ご利用者やご家族、地域の方と共に支え合いながら、ご利用者にとってより良いサービ
スを提供しようと『皆なで考え共に成長し合える施設』です。
　コスモスの里（本館）　　　コスモスの里（別館）　　　デイサービスいちご　　　小規模多機能かいな・

元気で明るい職場づくり
職場の雰囲気は部署ごとに違いはありますが、秋桜会という大きな輪の中で孤立するこ
となく、交流会やクラブ活動などを通じて、他部署とも親交を深め、一人一人の意見や
思いが話せる、部署間を越えた仲間作りと垣根のない職場を目指しています。働きやす
い職場、楽しい職場を作るためには、職員が元気で働ける事を第一に、個人での健康管
理はもちろん、職場でも無料で検診や予防注射の実施、入院治療に対する保険も備えて
います。

スキルアップ研修
・喀痰吸引の研修を受け特養では介護福祉士の80％が喀痰吸引の資格を取得。介護職員
の医療知識、技術向上により重度化・看取り対応の不安の解消にも繋がっている。
指導看護師３名による優しい指導。（平成29年度　特養の介護福祉士採用者　全員喀痰
吸引資格取得）
・北欧式トランスファーへの取り組みを行っています。
　『抱えない、持ち上げない』利用者や介護者にやさしい介助の実施。

　

　
　　　喀痰吸引の事業所研修の様子 　　　　　　　　北欧式トランスファー研修会

採用担当者 Ｔ　Ｅ　Ｌ ０８８９－２０－１６１６

以下は、今回のフェアで紹介している求人情報です。掲載スペースの都合により最大５件まで掲載しています。
それ以外の求人や、同内容で雇用形態の異なる求人がある場合もありますので、ブースにてお問い合わせください。

Ｅ－ｍａｉｌ

今回のフェアで
紹介する求人の

応募に必要な資格

※当てはまるものに☑

　☑ 資格不問　　☑ 初任者研修　　☑ 実務者研修　　☑ 介護福祉士　　□ 介護支援専門員

　☑ 看護師・准看護師　　□ 栄養士・管理栄養士　　　□ 社会福祉士　　□ 社会福祉主事

　□ 精神保健福祉士　　□ 保育士　　□ 理学療法士　　□ 作業療法士　　□ 言語聴覚士

　□ その他の福祉系・医療系資格（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

採用担当者から
あなたにメッセージ

（求める人材像など）

就職を希望される皆さんへ
・経験のある人も初めて介護の仕事に就く人も『あなたと会えて良かった』と言って
もらえる介護、たくさんの笑顔に会える介護を私たちと一緒にしませんか。

本部事業所（日高村）
　　・特別養護老人ホーム　コスモスの里
　　・デイサービスセンター　ひだか
　　・ヘルパーステーション　ひだか
　　・居宅介護支援事業所　ひだか
　　・生活支援ハウス　コスモスの家
　　・配食サービスセンター　ひだか
佐川町事業所（佐川町）
　　・デイサービスセンター　いちご
　　・小規模多機能型居宅介護事業所　かいな
　　・グループホーム　かいなの郷

出　展　名 （福）　秋桜会

法　人　名 社会福祉法人　秋桜会

ブース番号 事業種別 高齢

事業所一覧
（所在地）

法人本部
所在地 高知県高岡郡日高村沖名１番地

法人理念

私たちは、
コスモスの花のように

ともに寄り添い支えあい
やさしさとうるおいに満ちた

施設づくりに励みます。
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求人職種
求人番号

事業所名
事業種別

所在地
雇用形態
雇用期間

賃金
（一律手当含む）

福祉資格

（◎必須　○いずれか
　必須　△望む）

時間外勤務
夜勤
宿直

賞与
その他

介護職 特別養護老人ホームコスモスの里 高岡郡日高村沖名 正職員 月給 ◎介護福祉士 時間外勤務：あり 賞与：あり　4.5ヶ月

特別養護老人ホーム 随時 147,780～226,500 夜勤：あり 退職金：あり

宿直：なし 通勤手当：あり

夜間：あり

社会福祉法人　秋桜会の理念として
　『私たちは　コスモスの花のように　ともに寄り添いささえあい　やさしさとうるお
いに満ちた施設づくりに励みます』というコスモスの里の誓いがあります。
ご利用者やご家族、地域の方と共に支え合いながら、ご利用者にとってより良いサービ
スを提供しようと『皆なで考え共に成長し合える施設』です。
　コスモスの里（本館）　　　コスモスの里（別館）　　　デイサービスいちご　　　小規模多機能かいな・

元気で明るい職場づくり
職場の雰囲気は部署ごとに違いはありますが、秋桜会という大きな輪の中で孤立するこ
となく、交流会やクラブ活動などを通じて、他部署とも親交を深め、一人一人の意見や
思いが話せる、部署間を越えた仲間作りと垣根のない職場を目指しています。働きやす
い職場、楽しい職場を作るためには、職員が元気で働ける事を第一に、個人での健康管
理はもちろん、職場でも無料で検診や予防注射の実施、入院治療に対する保険も備えて
います。

スキルアップ研修
・喀痰吸引の研修を受け特養では介護福祉士の80％が喀痰吸引の資格を取得。介護職員
の医療知識、技術向上により重度化・看取り対応の不安の解消にも繋がっている。
指導看護師３名による優しい指導。（平成29年度　特養の介護福祉士採用者　全員喀痰
吸引資格取得）
・北欧式トランスファーへの取り組みを行っています。
　『抱えない、持ち上げない』利用者や介護者にやさしい介助の実施。

　

　
　　　喀痰吸引の事業所研修の様子 　　　　　　　　北欧式トランスファー研修会

採用担当者 Ｔ　Ｅ　Ｌ ０８８９－２０－１６１６

以下は、今回のフェアで紹介している求人情報です。掲載スペースの都合により最大５件まで掲載しています。
それ以外の求人や、同内容で雇用形態の異なる求人がある場合もありますので、ブースにてお問い合わせください。

Ｅ－ｍａｉｌ

今回のフェアで
紹介する求人の

応募に必要な資格

※当てはまるものに☑

　☑ 資格不問　　☑ 初任者研修　　☑ 実務者研修　　☑ 介護福祉士　　□ 介護支援専門員

　☑ 看護師・准看護師　　□ 栄養士・管理栄養士　　　□ 社会福祉士　　□ 社会福祉主事

　□ 精神保健福祉士　　□ 保育士　　□ 理学療法士　　□ 作業療法士　　□ 言語聴覚士

　□ その他の福祉系・医療系資格（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

採用担当者から
あなたにメッセージ

（求める人材像など）

就職を希望される皆さんへ
・経験のある人も初めて介護の仕事に就く人も『あなたと会えて良かった』と言って
もらえる介護、たくさんの笑顔に会える介護を私たちと一緒にしませんか。

本部事業所（日高村）
　　・特別養護老人ホーム　コスモスの里
　　・デイサービスセンター　ひだか
　　・ヘルパーステーション　ひだか
　　・居宅介護支援事業所　ひだか
　　・生活支援ハウス　コスモスの家
　　・配食サービスセンター　ひだか
佐川町事業所（佐川町）
　　・デイサービスセンター　いちご
　　・小規模多機能型居宅介護事業所　かいな
　　・グループホーム　かいなの郷

出　展　名 （福）　秋桜会

法　人　名 社会福祉法人　秋桜会

ブース番号 事業種別 高齢

事業所一覧
（所在地）

法人本部
所在地 高知県高岡郡日高村沖名１番地

法人理念

私たちは、
コスモスの花のように

ともに寄り添い支えあい
やさしさとうるおいに満ちた

施設づくりに励みます。
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高知市天神町４-８　　「ワークスみらい高知　本部事務局」

高知市梅ノ辻４-１　　「相談支援センターmirai」

高知市梅ノ辻４-１　　「研修センターみらい / 移行・B型多機能事業所」 （移行・B型多機能事業所）

高知市百石町２丁目３４-７ほか　　「グループホームみらい」 （共同生活支援事業所）

高知市神田１４０８-１２　　「m's factory」 （A型B型多機能事業所）

高知市神田１１３０-６　　「STRAWBERRY FIELDS ・sweets factory」 （A型B型多機能事業所）

高知市大原町１０９　　「甘味茶寮さくらさく。」 （A型B型多機能事業所）

高知市南金田２８　　「藁工ミュージアム」 「土佐バル」「蛸蔵」 （A型B型多機能事業所）

高知市帯屋町２丁目１-３１　　「ひだまり小路土佐茶カフェ」 （A型B型多機能事業所）

高知市追手筋１丁目９-５　　「土佐酒バル」

高知市桟橋通４丁目１４-３　自由民権記念館内　　「m`s place自由民権記念館店」

高知市梅ノ辻９-９　　「発達障害者就労支援センターこうち」

高知市百石町２丁目３４－７　　「m`s kitchen」

求人職種
求人番号

事業所名
事業種別

所在地
雇用形態
雇用期間

賃金
（一律手当含む）

福祉資格

（◎必須　○いずれか
　必須　△望む）

時間外勤務
夜勤
宿直

賞与
その他

相談・支援・指導員 相談支援事業所「mirai」 高知市梅ノ辻 常勤（正職員以外） 月給 ○社会福祉主事 時間外勤務：あり 賞与：あり

(障）就労継続支援(A型) 3ヶ月間 240,000～260,000 ○社会福祉士 夜勤：なし 退職金：なし

(障）就労継続支援(B型) 宿直：なし 通勤手当：あり

(障）共同生活援助 夜間：なし

相談・支援・指導員 相談支援事業所「mirai」 高知市梅ノ辻 常勤（正職員以外） 月給 不問 時間外勤務：あり 賞与：あり

(障）相談支援 3ヶ月間 150,000～170,000 夜勤：なし 退職金：なし

宿直：なし 通勤手当：あり

夜間：なし

相談・支援・指導員 相談支援事業所「mirai」 高知市梅ノ辻 常勤（正職員以外） 月給 ○介護福祉士 時間外勤務：あり 賞与：あり

(障）相談支援 3ヶ月間 180,000～220,000 ○社会福祉主事 夜勤：なし 退職金：なし

○社会福祉士 宿直：なし 通勤手当：あり

○精神保健福祉士 夜間：なし

事業所一覧
（所在地）

法人本部
所在地 高知市天神町4-8

法人理念 「Not Charity But The Chance！」　（保護より機会を！）

採用担当者 仲川 Ｔ　Ｅ　Ｌ

出　展　名 （特非）ワークスみらい高知

法　人　名 特定非営利活動法人ワークスみらい高知

ブース番号 事業種別 障害

以下は、今回のフェアで紹介している求人情報です。掲載スペースの都合により最大５件まで掲載しています。
それ以外の求人や、同内容で雇用形態の異なる求人がある場合もありますので、ブースにてお問い合わせください。

Ｅ－ｍａｉｌ

今回のフェアで
紹介する求人の

応募に必要な資格

※当てはまるものに☑

　☑ 資格不問　　☑ 初任者研修　　☑ 実務者研修　　□ 介護福祉士　　□ 介護支援専門員

　□ 看護師・准看護師　　□ 栄養士・管理栄養士　　　☑ 社会福祉士　　☑ 社会福祉主事

　☑ 精神保健福祉士　　□ 保育士　　□ 理学療法士　　□ 作業療法士　　□ 言語聴覚士

　□ その他の福祉系・医療系資格（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

採用担当者から
あなたにメッセージ

（求める人材像など）

事業所ごとに、菓子類製造・接客・厨房作業などの仕事を通じて、障がい者の方々とともに皆
が笑顔で日々個性ある魅力的な事業所づくりを目指しています。
専門的な相談支援員と連携を図りながら、技術面と就労支援面の経験を重ねていくことで、さら
なるステップアップが望める職場です。
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高知市天神町４-８　　「ワークスみらい高知　本部事務局」

高知市梅ノ辻４-１　　「相談支援センターmirai」

高知市梅ノ辻４-１　　「研修センターみらい / 移行・B型多機能事業所」 （移行・B型多機能事業所）

高知市百石町２丁目３４-７ほか　　「グループホームみらい」 （共同生活支援事業所）

高知市神田１４０８-１２　　「m's factory」 （A型B型多機能事業所）

高知市神田１１３０-６　　「STRAWBERRY FIELDS ・sweets factory」 （A型B型多機能事業所）

高知市大原町１０９　　「甘味茶寮さくらさく。」 （A型B型多機能事業所）

高知市南金田２８　　「藁工ミュージアム」 「土佐バル」「蛸蔵」 （A型B型多機能事業所）

高知市帯屋町２丁目１-３１　　「ひだまり小路土佐茶カフェ」 （A型B型多機能事業所）

高知市追手筋１丁目９-５　　「土佐酒バル」

高知市桟橋通４丁目１４-３　自由民権記念館内　　「m`s place自由民権記念館店」

高知市梅ノ辻９-９　　「発達障害者就労支援センターこうち」

高知市百石町２丁目３４－７　　「m`s kitchen」

求人職種
求人番号

事業所名
事業種別

所在地
雇用形態
雇用期間

賃金
（一律手当含む）

福祉資格

（◎必須　○いずれか
　必須　△望む）

時間外勤務
夜勤
宿直

賞与
その他

相談・支援・指導員 相談支援事業所「mirai」 高知市梅ノ辻 常勤（正職員以外） 月給 ○社会福祉主事 時間外勤務：あり 賞与：あり

(障）就労継続支援(A型) 3ヶ月間 240,000～260,000 ○社会福祉士 夜勤：なし 退職金：なし

(障）就労継続支援(B型) 宿直：なし 通勤手当：あり

(障）共同生活援助 夜間：なし

相談・支援・指導員 相談支援事業所「mirai」 高知市梅ノ辻 常勤（正職員以外） 月給 不問 時間外勤務：あり 賞与：あり

(障）相談支援 3ヶ月間 150,000～170,000 夜勤：なし 退職金：なし

宿直：なし 通勤手当：あり

夜間：なし

相談・支援・指導員 相談支援事業所「mirai」 高知市梅ノ辻 常勤（正職員以外） 月給 ○介護福祉士 時間外勤務：あり 賞与：あり

(障）相談支援 3ヶ月間 180,000～220,000 ○社会福祉主事 夜勤：なし 退職金：なし

○社会福祉士 宿直：なし 通勤手当：あり

○精神保健福祉士 夜間：なし

事業所一覧
（所在地）

法人本部
所在地 高知市天神町4-8

法人理念 「Not Charity But The Chance！」　（保護より機会を！）

採用担当者 仲川 Ｔ　Ｅ　Ｌ

出　展　名 （特非）ワークスみらい高知

法　人　名 特定非営利活動法人ワークスみらい高知

ブース番号 事業種別 障害

以下は、今回のフェアで紹介している求人情報です。掲載スペースの都合により最大５件まで掲載しています。
それ以外の求人や、同内容で雇用形態の異なる求人がある場合もありますので、ブースにてお問い合わせください。

Ｅ－ｍａｉｌ

今回のフェアで
紹介する求人の

応募に必要な資格

※当てはまるものに☑

　☑ 資格不問　　☑ 初任者研修　　☑ 実務者研修　　□ 介護福祉士　　□ 介護支援専門員

　□ 看護師・准看護師　　□ 栄養士・管理栄養士　　　☑ 社会福祉士　　☑ 社会福祉主事

　☑ 精神保健福祉士　　□ 保育士　　□ 理学療法士　　□ 作業療法士　　□ 言語聴覚士

　□ その他の福祉系・医療系資格（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

採用担当者から
あなたにメッセージ

（求める人材像など）

事業所ごとに、菓子類製造・接客・厨房作業などの仕事を通じて、障がい者の方々とともに皆
が笑顔で日々個性ある魅力的な事業所づくりを目指しています。
専門的な相談支援員と連携を図りながら、技術面と就労支援面の経験を重ねていくことで、さら
なるステップアップが望める職場です。
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求人職種
求人番号

事業所名
事業種別

所在地
雇用形態
雇用期間

賃金
（一律手当含む）

福祉資格

（◎必須　○いずれか
　必須　△望む）

時間外勤務
夜勤
宿直

賞与
その他

介護職 有限会社ケアコミュニケーション 複数あり 常勤（正職員以外） 月給 不問 時間外勤務：あり 賞与：あり

介護老人保健施設 随時 130,000～140,000 夜勤：あり 退職金：なし

宿直：なし 通勤手当：あり

夜間：あり

介護職 指定看護小規模多機能型居宅介護であい 高知市八反町 非常勤・パート 時給 不問 時間外勤務：なし 賞与：あり

介護老人保健施設 6ヶ月間 800～900 夜勤：なし 退職金：なし

宿直：なし 通勤手当：あり

夜間：あり

出　展　名 （有）ケアコミュニケーション

法　人　名 （有）ケアコミュニケーション

ブース番号 事業種別 高齢

ご利用者様、一人一人に合わせた介護サービスを提供しています

未経験の方も職員が親切・丁寧に指導するので安心して下さい

地域の高齢者が”安心できる生活”ができるように一緒に支えて行きましょう

「こんな方を歓迎いたします」

お年寄りが好きな方

介護に興味はあるけど資格も経験もない

資格はあるけど介護の仕事をした事がない

訪問の仕事に興味がある

生きがいのある生活を支援します。

地域と交流し、共に歩み、地域の皆様に貢献できる施設を目指します。

以下は、今回のフェアで紹介している求人情報です。掲載スペースの都合により最大５件まで掲載しています。
それ以外の求人や、同内容で雇用形態の異なる求人がある場合もありますので、ブースにてお問い合わせください。

Ｅ－ｍａｉｌ

今回のフェアで
紹介する求人の

応募に必要な資格

※当てはまるものに☑

　☑ 資格不問　　□ 初任者研修　　□ 実務者研修　　□ 介護福祉士　　□ 介護支援専門員

　□ 看護師・准看護師　　□ 栄養士・管理栄養士　　　□ 社会福祉士　　□ 社会福祉主事

　□ 精神保健福祉士　　□ 保育士　　□ 理学療法士　　□ 作業療法士　　□ 言語聴覚士

　□ その他の福祉系・医療系資格（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

採用担当者から
あなたにメッセージ

（求める人材像など）

介護に対する思いのある方であれば資格がなくても大丈夫です。人に必要とされるお仕事で
す。気持ち・想いのある方はぜひ。

採用担当者 白武　 薫 Ｔ　Ｅ　Ｌ ０８８－８４１－７００５

法人本部
所在地 高知市瀬戸２丁目１３番４７号

法人理念

笑顔の絶えない生活を目指します。

その人らしさを大切にします。

　　　有料老人ホームももの花

事業所一覧
（所在地）

　高知市瀬戸２丁目１３番４７号

小規模多機能えがおの家

認知症デイサービスよりそい

居宅介護支援事業所ふれあい

　　　看護小規模多機能であい

　高知市八反町１丁目３番８号

　高知県土佐郡土佐町土居1057番地

　　　グループホーム花みずき

　　　グループホームぐりーんはうす

　　　デイサービスぐりーんぴーす
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求人職種
求人番号

事業所名
事業種別

所在地
雇用形態
雇用期間

賃金
（一律手当含む）

福祉資格

（◎必須　○いずれか
　必須　△望む）

時間外勤務
夜勤
宿直

賞与
その他

介護職 有限会社ケアコミュニケーション 複数あり 常勤（正職員以外） 月給 不問 時間外勤務：あり 賞与：あり

介護老人保健施設 随時 130,000～140,000 夜勤：あり 退職金：なし

宿直：なし 通勤手当：あり

夜間：あり

介護職 指定看護小規模多機能型居宅介護であい 高知市八反町 非常勤・パート 時給 不問 時間外勤務：なし 賞与：あり

介護老人保健施設 6ヶ月間 800～900 夜勤：なし 退職金：なし

宿直：なし 通勤手当：あり

夜間：あり

出　展　名 （有）ケアコミュニケーション

法　人　名 （有）ケアコミュニケーション

ブース番号 事業種別 高齢

ご利用者様、一人一人に合わせた介護サービスを提供しています

未経験の方も職員が親切・丁寧に指導するので安心して下さい

地域の高齢者が”安心できる生活”ができるように一緒に支えて行きましょう

「こんな方を歓迎いたします」

お年寄りが好きな方

介護に興味はあるけど資格も経験もない

資格はあるけど介護の仕事をした事がない

訪問の仕事に興味がある

生きがいのある生活を支援します。

地域と交流し、共に歩み、地域の皆様に貢献できる施設を目指します。

以下は、今回のフェアで紹介している求人情報です。掲載スペースの都合により最大５件まで掲載しています。
それ以外の求人や、同内容で雇用形態の異なる求人がある場合もありますので、ブースにてお問い合わせください。

Ｅ－ｍａｉｌ

今回のフェアで
紹介する求人の

応募に必要な資格

※当てはまるものに☑

　☑ 資格不問　　□ 初任者研修　　□ 実務者研修　　□ 介護福祉士　　□ 介護支援専門員

　□ 看護師・准看護師　　□ 栄養士・管理栄養士　　　□ 社会福祉士　　□ 社会福祉主事

　□ 精神保健福祉士　　□ 保育士　　□ 理学療法士　　□ 作業療法士　　□ 言語聴覚士

　□ その他の福祉系・医療系資格（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

採用担当者から
あなたにメッセージ

（求める人材像など）

介護に対する思いのある方であれば資格がなくても大丈夫です。人に必要とされるお仕事で
す。気持ち・想いのある方はぜひ。

採用担当者 白武　 薫 Ｔ　Ｅ　Ｌ ０８８－８４１－７００５

法人本部
所在地 高知市瀬戸２丁目１３番４７号

法人理念

笑顔の絶えない生活を目指します。

その人らしさを大切にします。

　　　有料老人ホームももの花

事業所一覧
（所在地）

　高知市瀬戸２丁目１３番４７号

小規模多機能えがおの家

認知症デイサービスよりそい

居宅介護支援事業所ふれあい

　　　看護小規模多機能であい

　高知市八反町１丁目３番８号

　高知県土佐郡土佐町土居1057番地

　　　グループホーム花みずき

　　　グループホームぐりーんはうす

　　　デイサービスぐりーんぴーす
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求人職種
求人番号

事業所名
事業種別

所在地
雇用形態
雇用期間

賃金
（一律手当含む）

福祉資格

（◎必須　○いずれか
　必須　△望む）

時間外勤務
夜勤
宿直

賞与
その他

保育士 SMILEPLUS高知 複数あり 正職員 月給 ○保育士 時間外勤務：なし 賞与：あり

放課後等デイサービス 随時 175,000～210,000 ○社会福祉士 夜勤：なし 退職金：なし

○児童指導員 宿直：なし 通勤手当：あり

○作業療法士 夜間：なし

ブース番号 事業種別 障害・児童

採用担当者
高知店≫近藤　真衣子
大橋通店≫小嶋　洋平

Ｔ　Ｅ　Ｌ
高知店≫088-843-7567
大橋通店≫088-826-6888

法人本部
所在地 高知県高知市鴨部一丁目19-12　いく代ビル201号

法人理念
◇　子ども達ひとりひとりの個性を大切にします
◇　ご家族の気持ちに寄り添った支援を大切にします
◇　ご家族・学校・施設と連携して支援の一貫性を大切にします

出　展　名 （株）SMILEPLUS

法　人　名 （株）SMILEPLUS

以下は、今回のフェアで紹介している求人情報です。掲載スペースの都合により最大５件まで掲載しています。
それ以外の求人や、同内容で雇用形態の異なる求人がある場合もありますので、ブースにてお問い合わせください。

Ｅ－ｍａｉｌ

今回のフェアで
紹介する求人の

応募に必要な資格

※当てはまるものに☑

　□ 資格不問　　□ 初任者研修　　□ 実務者研修　　☑ 介護福祉士　　☑ 介護支援専門員

　□ 看護師・准看護師　　□ 栄養士・管理栄養士　　　☑ 社会福祉士　　☑ 社会福祉主事

　□ 精神保健福祉士　　 ☑ 保育士　　☑ 理学療法士　　☑ 作業療法士　　☑ 言語聴覚士

　☑ その他の福祉系・医療系資格（　指導員　）

採用担当者から
あなたにメッセージ

（求める人材像など）

主な仕事内容は、放課後等に障がいのある子ども達とふれあい、遊びや宿題補助を通して療育支援
を行っております。福祉の仕事を経験したことのない方でも、働きながら研修へ参加することで、資格
取得できる安心の環境です！
一人ひとりの夢や目標を大切にしながら、共に歩み、共に成長していける職場です。また、来年度には
新しく3店舗目をオープンいたします！今回は採用数も広げていますので、詳細等につきましてお気軽

にご連絡ください📞📞

小学１年生から高校３年生までの就学している障がい児童が、

放課後や休校日に施設を利用して生活能力の向上に必要な

訓練や療育・社会との交流推進活動を実践する場所です！

児童一人ひとりの個性に合わせた支援を心がけています。

高知市本町３丁目 アイランドⅠビル 階

📞📞

高知市鴨部１丁目 いく代ビル 号

高知市 丁目 いく代ビル 号

高知店 階に 📞📞

年 月

個別療育型

スヌーズレン

日常生活基本動作訓練

構造化・個別訓練

集団・個別療育型

施設面積226㎡、四国最大規模

高知・プラッツ

両店舗の機能充実

集団療育型

集団生活への適応訓練

ソーシャルスキルトレーニング

学習訓練
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求人職種
求人番号

事業所名
事業種別

所在地
雇用形態
雇用期間

賃金
（一律手当含む）

福祉資格

（◎必須　○いずれか
　必須　△望む）

時間外勤務
夜勤
宿直

賞与
その他

保育士 SMILEPLUS高知 複数あり 正職員 月給 ○保育士 時間外勤務：なし 賞与：あり

放課後等デイサービス 随時 175,000～210,000 ○社会福祉士 夜勤：なし 退職金：なし

○児童指導員 宿直：なし 通勤手当：あり

○作業療法士 夜間：なし

ブース番号 事業種別 障害・児童

採用担当者
高知店≫近藤　真衣子
大橋通店≫小嶋　洋平

Ｔ　Ｅ　Ｌ
高知店≫088-843-7567
大橋通店≫088-826-6888

法人本部
所在地 高知県高知市鴨部一丁目19-12　いく代ビル201号

法人理念
◇　子ども達ひとりひとりの個性を大切にします
◇　ご家族の気持ちに寄り添った支援を大切にします
◇　ご家族・学校・施設と連携して支援の一貫性を大切にします

出　展　名 （株）SMILEPLUS

法　人　名 （株）SMILEPLUS

以下は、今回のフェアで紹介している求人情報です。掲載スペースの都合により最大５件まで掲載しています。
それ以外の求人や、同内容で雇用形態の異なる求人がある場合もありますので、ブースにてお問い合わせください。

Ｅ－ｍａｉｌ

今回のフェアで
紹介する求人の

応募に必要な資格

※当てはまるものに☑

　□ 資格不問　　□ 初任者研修　　□ 実務者研修　　☑ 介護福祉士　　☑ 介護支援専門員

　□ 看護師・准看護師　　□ 栄養士・管理栄養士　　　☑ 社会福祉士　　☑ 社会福祉主事

　□ 精神保健福祉士　　 ☑ 保育士　　☑ 理学療法士　　☑ 作業療法士　　☑ 言語聴覚士

　☑ その他の福祉系・医療系資格（　指導員　）

採用担当者から
あなたにメッセージ

（求める人材像など）

主な仕事内容は、放課後等に障がいのある子ども達とふれあい、遊びや宿題補助を通して療育支援
を行っております。福祉の仕事を経験したことのない方でも、働きながら研修へ参加することで、資格
取得できる安心の環境です！
一人ひとりの夢や目標を大切にしながら、共に歩み、共に成長していける職場です。また、来年度には
新しく3店舗目をオープンいたします！今回は採用数も広げていますので、詳細等につきましてお気軽

にご連絡ください📞📞

小学１年生から高校３年生までの就学している障がい児童が、

放課後や休校日に施設を利用して生活能力の向上に必要な

訓練や療育・社会との交流推進活動を実践する場所です！

児童一人ひとりの個性に合わせた支援を心がけています。

高知市本町３丁目 アイランドⅠビル 階

📞📞

高知市鴨部１丁目 いく代ビル 号

高知市 丁目 いく代ビル 号

高知店 階に 📞📞

年 月

個別療育型

スヌーズレン

日常生活基本動作訓練

構造化・個別訓練

集団・個別療育型

施設面積226㎡、四国最大規模

高知・プラッツ

両店舗の機能充実

集団療育型

集団生活への適応訓練

ソーシャルスキルトレーニング

学習訓練
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　　おでかけ、旅行の一コマ。私たちは常に、お客さまに「心（こころ）のリハビリ」をご提案しています。海外にだって行きますよ！

　”行きたいときに行きたいところへ”を実現する外出支援のプロフェッショナル、「旅のトタールサポーター　２級」の養成講座も開催しています。

求人職種
求人番号

事業所名
事業種別

所在地
雇用形態
雇用期間

賃金
（一律手当含む）

福祉資格

（◎必須　○いずれか
　必須　△望む）

時間外勤務
夜勤
宿直

賞与
その他

介護職 ヘルパーステーションきらめき潮江 高知市土居町 常勤（正職員以外） 月給 ○介護職員初任者研修修了見込 時間外勤務：あり 賞与：なし

訪問介護 12ヶ月間 140,800～176,000 ○介護職員初任者研修 夜勤：なし 退職金：なし

介護予防訪問介護 ○実務者研修修了見込 宿直：なし 通勤手当：あり

その他の老人福祉 ○実務者研修 夜間：なし

介護職 ヘルパーステーションきらめき潮江 高知市土居町 非常勤・パート 時給 ○介護職員初任者研修修了見込 時間外勤務：なし 賞与：なし

訪問介護 12ヶ月間 800～1,000 ○介護職員初任者研修 夜勤：なし 退職金：なし

介護予防訪問介護 ○実務者研修修了見込 宿直：なし 通勤手当：あり

その他の老人福祉 ○実務者研修 夜間：あり

採用担当者から
あなたにメッセージ

（求める人材像など）

自宅や施設に閉じこもっていては、お客さまの本当の笑顔を引き出すことは出来ないと思いま
す。お客さまの目線にたち、思いを形にし、そして笑顔あふれる日々を過ごしていただく。外出
をすることにより、心からお元気になっていただける「心のリハビリ」サービスを、共に一丸となっ
てつくり上げていきませんか？

外出支援に特化した講義内容。初任者研修や、実務者研修等では学べない内容が盛り沢山！　実際に、日帰り旅行のプランを作成して出かけます。

以下は、今回のフェアで紹介している求人情報です。掲載スペースの都合により最大５件まで掲載しています。
それ以外の求人や、同内容で雇用形態の異なる求人がある場合もありますので、ブースにてお問い合わせください。

出　展　名 （特非）きらめき

法　人　名 （特非）きらめき

今回のフェアで
紹介する求人の

応募に必要な資格

※当てはまるものに☑

　□ 資格不問　　☑ 初任者研修　　☑ 実務者研修　　☑ 介護福祉士　　□ 介護支援専門員

　□ 看護師・准看護師　　□ 栄養士・管理栄養士　　　□ 社会福祉士　　□ 社会福祉主事

　□ 精神保健福祉士　　□ 保育士　　□ 理学療法士　　□ 作業療法士　　□ 言語聴覚士

　□ その他の福祉系・医療系資格（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

Ｅ－ｍａｉｌ

法人理念

”行きたいときに　行きたいところへ”を実現できる社会をつくっていきます。
介護が必要だから･･･一人では危険だから･･･と外出をあきらめていた方の旅行やおでかけの
夢を実現いたします。
誰かの手を借りることで、自由に外出しておでかけや旅行を楽しみ、明るく元気に過ごすことが
できるのであれば、
それが私たちきらめきの役割であり、理念です。

特定非営利活動法人きらめき
　　〒780-8001　高知県高知市土居町14-3

ヘルパーステーションきらめき潮江
　　〒780-8001　高知県高知市土居町14-3

事業所一覧
（所在地）

採用担当者 石黒 Ｔ　Ｅ　Ｌ

ブース番号 事業種別 高齢

法人本部
所在地 〒780-8001　　高知県高知市土居町14-3
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　　おでかけ、旅行の一コマ。私たちは常に、お客さまに「心（こころ）のリハビリ」をご提案しています。海外にだって行きますよ！

　”行きたいときに行きたいところへ”を実現する外出支援のプロフェッショナル、「旅のトタールサポーター　２級」の養成講座も開催しています。

求人職種
求人番号

事業所名
事業種別

所在地
雇用形態
雇用期間

賃金
（一律手当含む）

福祉資格

（◎必須　○いずれか
　必須　△望む）

時間外勤務
夜勤
宿直

賞与
その他

介護職 ヘルパーステーションきらめき潮江 高知市土居町 常勤（正職員以外） 月給 ○介護職員初任者研修修了見込 時間外勤務：あり 賞与：なし

訪問介護 12ヶ月間 140,800～176,000 ○介護職員初任者研修 夜勤：なし 退職金：なし

介護予防訪問介護 ○実務者研修修了見込 宿直：なし 通勤手当：あり

その他の老人福祉 ○実務者研修 夜間：なし

介護職 ヘルパーステーションきらめき潮江 高知市土居町 非常勤・パート 時給 ○介護職員初任者研修修了見込 時間外勤務：なし 賞与：なし

訪問介護 12ヶ月間 800～1,000 ○介護職員初任者研修 夜勤：なし 退職金：なし

介護予防訪問介護 ○実務者研修修了見込 宿直：なし 通勤手当：あり

その他の老人福祉 ○実務者研修 夜間：あり

採用担当者から
あなたにメッセージ

（求める人材像など）

自宅や施設に閉じこもっていては、お客さまの本当の笑顔を引き出すことは出来ないと思いま
す。お客さまの目線にたち、思いを形にし、そして笑顔あふれる日々を過ごしていただく。外出
をすることにより、心からお元気になっていただける「心のリハビリ」サービスを、共に一丸となっ
てつくり上げていきませんか？

外出支援に特化した講義内容。初任者研修や、実務者研修等では学べない内容が盛り沢山！　実際に、日帰り旅行のプランを作成して出かけます。

以下は、今回のフェアで紹介している求人情報です。掲載スペースの都合により最大５件まで掲載しています。
それ以外の求人や、同内容で雇用形態の異なる求人がある場合もありますので、ブースにてお問い合わせください。

出　展　名 （特非）きらめき

法　人　名 （特非）きらめき

今回のフェアで
紹介する求人の

応募に必要な資格

※当てはまるものに☑

　□ 資格不問　　☑ 初任者研修　　☑ 実務者研修　　☑ 介護福祉士　　□ 介護支援専門員

　□ 看護師・准看護師　　□ 栄養士・管理栄養士　　　□ 社会福祉士　　□ 社会福祉主事

　□ 精神保健福祉士　　□ 保育士　　□ 理学療法士　　□ 作業療法士　　□ 言語聴覚士

　□ その他の福祉系・医療系資格（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

Ｅ－ｍａｉｌ

法人理念

”行きたいときに　行きたいところへ”を実現できる社会をつくっていきます。
介護が必要だから･･･一人では危険だから･･･と外出をあきらめていた方の旅行やおでかけの
夢を実現いたします。
誰かの手を借りることで、自由に外出しておでかけや旅行を楽しみ、明るく元気に過ごすことが
できるのであれば、
それが私たちきらめきの役割であり、理念です。

特定非営利活動法人きらめき
　　〒780-8001　高知県高知市土居町14-3

ヘルパーステーションきらめき潮江
　　〒780-8001　高知県高知市土居町14-3

事業所一覧
（所在地）

採用担当者 石黒 Ｔ　Ｅ　Ｌ

ブース番号 事業種別 高齢

法人本部
所在地 〒780-8001　　高知県高知市土居町14-3
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求人職種
求人番号

事業所名
事業種別

所在地
雇用形態
雇用期間

賃金
（一律手当含む）

福祉資格

（◎必須　○いずれか
　必須　△望む）

時間外勤務
夜勤
宿直

賞与
その他

介護職 株式会社美空 複数あり 正職員 月給 ◎介護福祉士 時間外勤務：なし 賞与：あり

小規模多機能型居宅介護 随時 159,500～234,000 夜勤：あり 退職金：なし

宿直：なし 通勤手当：あり

夜間：あり

介護職 株式会社美空 複数あり 正職員 月給 不問 時間外勤務：なし 賞与：あり

小規模多機能型居宅介護 随時 145,500～200,000 夜勤：あり 退職金：なし

宿直：なし 通勤手当：あり

夜間：あり

介護職 デイサービスみそら 複数あり 正職員 月給 ◎介護福祉士 時間外勤務：あり 賞与：あり

通所介護 随時 159,500～234,000 夜勤：なし 退職金：なし

宿直：なし 通勤手当：あり

夜間：なし

介護職 デイサービスみそら 複数あり 正職員 月給 不問 時間外勤務：あり 賞与：あり

通所介護 随時 145,500～200,000 夜勤：なし 退職金：なし

宿直：なし 通勤手当：あり

夜間：なし

法人本部
所在地  〒783-0085　高知県南国市十市1524番地

法人理念

感謝・成長・奉仕
　・…・…・…・…・…・…・…・…・…・…・…・…・…・…・…・…・…・…・…・…・…・…・…・…・…・…・…・…・…・…・…・…・…・…

１．感謝　日々感謝の気持ちで精進します
 ２．成長　現状よりもっともっと出来る事はないかと創意工夫し考える
　　　 　　　 豊かな仕事を心がけ、成長に喜びを感じ、真摯に学びます
 ３．奉仕　地域や社会に信頼され、奉仕できるよう努める （出来る事から少しずつ）

事業所一覧
（所在地）

出　展　名  （株）美空　 デイサービス／ 小規模多機能型居宅介護事業所

法　人　名  株式会社 美空

ブース番号 事業種別 高齢

採用担当者  津野 克久  Ｔ　Ｅ　Ｌ

以下は、今回のフェアで紹介している求人情報です。掲載スペースの都合により最大５件まで掲載しています。
それ以外の求人や、同内容で雇用形態の異なる求人がある場合もありますので、ブースにてお問い合わせください。

Ｅ－ｍａｉｌ

今回のフェアで
紹介する求人の

応募に必要な資格

※当てはまるものに☑

　☑ 資格不問　　□ 初任者研修　　□ 実務者研修　　☑ 介護福祉士　　□ 介護支援専門員

　☑ 看護師・准看護師　　□ 栄養士・管理栄養士　　　□ 社会福祉士　　□ 社会福祉主事

　□ 精神保健福祉士　　□ 保育士　　□ 理学療法士　　□ 作業療法士　　□ 言語聴覚士

　□ その他の福祉系・医療系資格（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

採用担当者から
あなたにメッセージ

（求める人材像など）

  私たちは、介護の仕事に情熱を持って取り組み、
  喜びも苦労も、共に分かち合える仲間を心からお待ちしております。



46

求人職種
求人番号

事業所名
事業種別

所在地
雇用形態
雇用期間

賃金
（一律手当含む）

福祉資格

（◎必須　○いずれか
　必須　△望む）

時間外勤務
夜勤
宿直

賞与
その他

介護職 株式会社美空 複数あり 正職員 月給 ◎介護福祉士 時間外勤務：なし 賞与：あり

小規模多機能型居宅介護 随時 159,500～234,000 夜勤：あり 退職金：なし

宿直：なし 通勤手当：あり

夜間：あり

介護職 株式会社美空 複数あり 正職員 月給 不問 時間外勤務：なし 賞与：あり

小規模多機能型居宅介護 随時 145,500～200,000 夜勤：あり 退職金：なし

宿直：なし 通勤手当：あり

夜間：あり

介護職 デイサービスみそら 複数あり 正職員 月給 ◎介護福祉士 時間外勤務：あり 賞与：あり

通所介護 随時 159,500～234,000 夜勤：なし 退職金：なし

宿直：なし 通勤手当：あり

夜間：なし

介護職 デイサービスみそら 複数あり 正職員 月給 不問 時間外勤務：あり 賞与：あり

通所介護 随時 145,500～200,000 夜勤：なし 退職金：なし

宿直：なし 通勤手当：あり

夜間：なし

法人本部
所在地  〒783-0085　高知県南国市十市1524番地

法人理念

感謝・成長・奉仕
　・…・…・…・…・…・…・…・…・…・…・…・…・…・…・…・…・…・…・…・…・…・…・…・…・…・…・…・…・…・…・…・…・…・…

１．感謝　日々感謝の気持ちで精進します
 ２．成長　現状よりもっともっと出来る事はないかと創意工夫し考える
　　　 　　　 豊かな仕事を心がけ、成長に喜びを感じ、真摯に学びます
 ３．奉仕　地域や社会に信頼され、奉仕できるよう努める （出来る事から少しずつ）

事業所一覧
（所在地）

出　展　名  （株）美空　 デイサービス／ 小規模多機能型居宅介護事業所

法　人　名  株式会社 美空

ブース番号 事業種別 高齢

採用担当者  津野 克久  Ｔ　Ｅ　Ｌ

以下は、今回のフェアで紹介している求人情報です。掲載スペースの都合により最大５件まで掲載しています。
それ以外の求人や、同内容で雇用形態の異なる求人がある場合もありますので、ブースにてお問い合わせください。

Ｅ－ｍａｉｌ

今回のフェアで
紹介する求人の

応募に必要な資格

※当てはまるものに☑

　☑ 資格不問　　□ 初任者研修　　□ 実務者研修　　☑ 介護福祉士　　□ 介護支援専門員

　☑ 看護師・准看護師　　□ 栄養士・管理栄養士　　　□ 社会福祉士　　□ 社会福祉主事

　□ 精神保健福祉士　　□ 保育士　　□ 理学療法士　　□ 作業療法士　　□ 言語聴覚士

　□ その他の福祉系・医療系資格（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

採用担当者から
あなたにメッセージ

（求める人材像など）

  私たちは、介護の仕事に情熱を持って取り組み、
  喜びも苦労も、共に分かち合える仲間を心からお待ちしております。
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求人職種
求人番号

事業所名
事業種別

所在地
雇用形態
雇用期間

賃金
（一律手当含む）

福祉資格

（◎必須　○いずれか
　必須　△望む）

時間外勤務
夜勤
宿直

賞与
その他

介護職 社会福祉法人伊野福祉会 吾川郡いの町天王南 正職員 月給 ○介護福祉士 時間外勤務：あり 賞与：あり　2.5ヶ月

小規模多機能型居宅介護 随時 150,000～214,000 ○介護職員基礎研修 夜勤：あり 退職金：あり

○介護職員初任者研修 宿直：なし 通勤手当：あり

夜間：なし

採用担当者 本部事務局 Ｔ　Ｅ　Ｌ

以下は、今回のフェアで紹介している求人情報です。掲載スペースの都合により最大５件まで掲載しています。
それ以外の求人や、同内容で雇用形態の異なる求人がある場合もありますので、ブースにてお問い合わせください。

Ｅ－ｍａｉｌ 採用担当者　（y-tsutsui@inofukushikai.com）

今回のフェアで
紹介する求人の

応募に必要な資格

※当てはまるものに☑

　☑ 資格不問　　☑ 初任者研修　　☑ 実務者研修　　☑ 介護福祉士　　□ 介護支援専門員

　□ 看護師・准看護師　　□ 栄養士・管理栄養士　　　□ 社会福祉士　　☑ 社会福祉主事

　□ 精神保健福祉士　　☑ 保育士　　□ 理学療法士　　□ 作業療法士　　□ 言語聴覚士

　□ その他の福祉系・医療系資格（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

採用担当者から
あなたにメッセージ

（求める人材像など）
福祉に興味のある方は、是非お待ちしています。まずは見学やお問い合わせをお願いします。

軽費老人ホーム　ケアハウスいの、ヘルパーステーションいの　（吾川郡いの町波川）

デイサービスセンター壽幸園　グループホーム壽幸園　小規模多機能型居宅介護事業所壽幸
園、居宅介護事業所ぼっちり（吾川郡いの町天王）

グループホームステラ（高知市）

出　展　名 （福）伊野福祉会

法　人　名 社会福祉法人伊野福祉会

ブース番号 事業種別 高齢・障害

事業所一覧
（所在地）

法人本部
所在地 高知県吾川郡いの町波川560番2

法人理念 いつでも、どこでも、誰とでも、ホスピタリティマインドで

いの町を中心に全 事業所を運営しています。

設立 年の若い法人ですが、地域のため利用して頂いて

いる皆さんのために全力で事業に取り組んでいます。

職員の構成も若い方は 歳から 歳代の方まで幅広い

人材が集まっています。

職員のケア向上に関してもアセッサー資格取得者を 名

配置し、日々向上に取り組みを行っています。
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求人職種
求人番号

事業所名
事業種別

所在地
雇用形態
雇用期間

賃金
（一律手当含む）

福祉資格

（◎必須　○いずれか
　必須　△望む）

時間外勤務
夜勤
宿直

賞与
その他

介護職 社会福祉法人伊野福祉会 吾川郡いの町天王南 正職員 月給 ○介護福祉士 時間外勤務：あり 賞与：あり　2.5ヶ月

小規模多機能型居宅介護 随時 150,000～214,000 ○介護職員基礎研修 夜勤：あり 退職金：あり

○介護職員初任者研修 宿直：なし 通勤手当：あり

夜間：なし

採用担当者 本部事務局 Ｔ　Ｅ　Ｌ

以下は、今回のフェアで紹介している求人情報です。掲載スペースの都合により最大５件まで掲載しています。
それ以外の求人や、同内容で雇用形態の異なる求人がある場合もありますので、ブースにてお問い合わせください。

Ｅ－ｍａｉｌ 採用担当者　（y-tsutsui@inofukushikai.com）

今回のフェアで
紹介する求人の

応募に必要な資格

※当てはまるものに☑

　☑ 資格不問　　☑ 初任者研修　　☑ 実務者研修　　☑ 介護福祉士　　□ 介護支援専門員

　□ 看護師・准看護師　　□ 栄養士・管理栄養士　　　□ 社会福祉士　　☑ 社会福祉主事

　□ 精神保健福祉士　　☑ 保育士　　□ 理学療法士　　□ 作業療法士　　□ 言語聴覚士

　□ その他の福祉系・医療系資格（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

採用担当者から
あなたにメッセージ

（求める人材像など）
福祉に興味のある方は、是非お待ちしています。まずは見学やお問い合わせをお願いします。

軽費老人ホーム　ケアハウスいの、ヘルパーステーションいの　（吾川郡いの町波川）

デイサービスセンター壽幸園　グループホーム壽幸園　小規模多機能型居宅介護事業所壽幸
園、居宅介護事業所ぼっちり（吾川郡いの町天王）

グループホームステラ（高知市）

出　展　名 （福）伊野福祉会

法　人　名 社会福祉法人伊野福祉会

ブース番号 事業種別 高齢・障害

事業所一覧
（所在地）

法人本部
所在地 高知県吾川郡いの町波川560番2

法人理念 いつでも、どこでも、誰とでも、ホスピタリティマインドで

いの町を中心に全 事業所を運営しています。

設立 年の若い法人ですが、地域のため利用して頂いて

いる皆さんのために全力で事業に取り組んでいます。

職員の構成も若い方は 歳から 歳代の方まで幅広い

人材が集まっています。

職員のケア向上に関してもアセッサー資格取得者を 名

配置し、日々向上に取り組みを行っています。
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大人用紙おむつを専門に製造しており、主に業務用として全国各地の病院や福祉施設へ向けて

営業販売を行っています。

営業活動の一つのツールとして、営業員に同行し、医療・介護現場での紙おむつのあて方や

商品の選定などのアドバイスを行う「ケアアドバイザー」を募集しています。

排泄に関する様々な課題の解決に務めるケアアドバイザーは、重要な役割を果たすやりがいある

職種です。

実際のオムツ交換に立ち会うことも多くあります。

これまでの介護現場での経験、知識やスキルを新しい形で活かしたいという方、

具体的な業務内容など詳しく聞きたいという方、ぜひ一度ご連絡ください。お待ちしています。

※資格手当、皆・精勤手当、家族手当、通勤手当、出張手当あり。
※旅費・宿泊費別途支給、賞与は業績等の状況による。

求人職種
求人番号

事業所名
事業種別

所在地
雇用形態
雇用期間

賃金
（一律手当含む）

福祉資格

（◎必須　○いずれか
　必須　△望む）

時間外勤務
夜勤
宿直

賞与
その他

その他 株式会社近澤製紙所 吾川郡いの町 正職員 月給 ◎介護福祉士 時間外勤務：あり 賞与：あり

その他 随時 184,800～184,800 夜勤：なし 退職金：あり

宿直：なし 通勤手当：あり

夜間：なし

※休日は弊社カレンダーによる。年末年始、ＧＷ、夏季休暇有り。
※販売エリアが全国となるため、宿泊を伴う出張が可能な方に限らせていただきます。

採用担当者 森野・田村 Ｔ　Ｅ　Ｌ

以下は、今回のフェアで紹介している求人情報です。掲載スペースの都合により最大５件まで掲載しています。
それ以外の求人や、同内容で雇用形態の異なる求人がある場合もありますので、ブースにてお問い合わせください。

Ｅ－ｍａｉｌ

今回のフェアで
紹介する求人の

応募に必要な資格

※当てはまるものに☑

　□ 資格不問　　□ 初任者研修　　□ 実務者研修　　☑ 介護福祉士　　□ 介護支援専門員

　□ 看護師・准看護師　　□ 栄養士・管理栄養士　　　□ 社会福祉士　　□ 社会福祉主事

　□ 精神保健福祉士　　□ 保育士　　□ 理学療法士　　□ 作業療法士　　□ 言語聴覚士

　□ その他の福祉系・医療系資格（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

採用担当者から
あなたにメッセージ

（求める人材像など）

今までの介護の経験を「ケアアドバイザー」という新しい形で活かしてみませんか？
ご連絡をお待ちしています。

神谷工場（高知県吾川郡いの町神谷１４３３－６）

出　展　名 （株）近澤製紙所

法　人　名 （株）近澤製紙所

ブース番号 事業種別 高齢

事業所一覧
（所在地）

法人本部
所在地 高知県吾川郡いの町４００３番地

法人理念
大人用紙おむつ専門メーカーとして、①最高品質を求める姿勢　②時代が求める
商品開発　③つかう人の気持ちが見える商品づくりを理念としています。
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大人用紙おむつを専門に製造しており、主に業務用として全国各地の病院や福祉施設へ向けて

営業販売を行っています。

営業活動の一つのツールとして、営業員に同行し、医療・介護現場での紙おむつのあて方や

商品の選定などのアドバイスを行う「ケアアドバイザー」を募集しています。

排泄に関する様々な課題の解決に務めるケアアドバイザーは、重要な役割を果たすやりがいある

職種です。

実際のオムツ交換に立ち会うことも多くあります。

これまでの介護現場での経験、知識やスキルを新しい形で活かしたいという方、

具体的な業務内容など詳しく聞きたいという方、ぜひ一度ご連絡ください。お待ちしています。

※資格手当、皆・精勤手当、家族手当、通勤手当、出張手当あり。
※旅費・宿泊費別途支給、賞与は業績等の状況による。

求人職種
求人番号

事業所名
事業種別

所在地
雇用形態
雇用期間

賃金
（一律手当含む）

福祉資格

（◎必須　○いずれか
　必須　△望む）

時間外勤務
夜勤
宿直

賞与
その他

その他 株式会社近澤製紙所 吾川郡いの町 正職員 月給 ◎介護福祉士 時間外勤務：あり 賞与：あり

その他 随時 184,800～184,800 夜勤：なし 退職金：あり

宿直：なし 通勤手当：あり

夜間：なし

※休日は弊社カレンダーによる。年末年始、ＧＷ、夏季休暇有り。
※販売エリアが全国となるため、宿泊を伴う出張が可能な方に限らせていただきます。

採用担当者 森野・田村 Ｔ　Ｅ　Ｌ

以下は、今回のフェアで紹介している求人情報です。掲載スペースの都合により最大５件まで掲載しています。
それ以外の求人や、同内容で雇用形態の異なる求人がある場合もありますので、ブースにてお問い合わせください。

Ｅ－ｍａｉｌ

今回のフェアで
紹介する求人の

応募に必要な資格

※当てはまるものに☑

　□ 資格不問　　□ 初任者研修　　□ 実務者研修　　☑ 介護福祉士　　□ 介護支援専門員

　□ 看護師・准看護師　　□ 栄養士・管理栄養士　　　□ 社会福祉士　　□ 社会福祉主事

　□ 精神保健福祉士　　□ 保育士　　□ 理学療法士　　□ 作業療法士　　□ 言語聴覚士

　□ その他の福祉系・医療系資格（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

採用担当者から
あなたにメッセージ

（求める人材像など）

今までの介護の経験を「ケアアドバイザー」という新しい形で活かしてみませんか？
ご連絡をお待ちしています。

神谷工場（高知県吾川郡いの町神谷１４３３－６）

出　展　名 （株）近澤製紙所

法　人　名 （株）近澤製紙所

ブース番号 事業種別 高齢

事業所一覧
（所在地）

法人本部
所在地 高知県吾川郡いの町４００３番地

法人理念
大人用紙おむつ専門メーカーとして、①最高品質を求める姿勢　②時代が求める
商品開発　③つかう人の気持ちが見える商品づくりを理念としています。
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求人職種
求人番号

事業所名
事業種別

所在地
雇用形態
雇用期間

賃金
（一律手当含む）

福祉資格

（◎必須　○いずれか
　必須　△望む）

時間外勤務
夜勤
宿直

賞与
その他

介護職 社会福祉法人土佐厚生会 複数あり 正職員 月給 ◎介護福祉士 時間外勤務：あり 賞与：あり　3ヶ月

（障）障害者支援施設（施設入所支援＋生活介護） 随時 146,500～209,900 夜勤：あり 退職金：あり

特別養護老人ホーム 宿直：なし 通勤手当：あり

夜間：あり

介護職 社会福祉法人土佐厚生会 複数あり 正職員 月給 不問 時間外勤務：あり 賞与：あり　3ヶ月

（障）障害者支援施設（施設入所支援＋生活介護） 2019/4/1～ 146,500～151,900 夜勤：あり 退職金：あり

特別養護老人ホーム 宿直：なし 通勤手当：あり

夜間：あり

　・障害者支援施設こくふ （南国市左右山）
　・特別養護老人ホーム八流荘 （安芸市赤野）
　・障害者支援施設あき （安芸市赤野）
　・障害者支援施設とさ （土佐市波介）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ほか　計20事業所

事業所一覧
（所在地）

社会福祉法人 土佐厚生会は
スタッフの成長と働きやすさを大切にしています

出　展　名 （福）土佐厚生会

法　人　名 （福）土佐厚生会

ブース番号 事業種別 高齢・障害

法人本部
所在地

　高知県南国市左右山290-2

法人理念

　土佐厚生会は「愛情・奉仕・連帯」を法人理念とし、福祉サービスを必要とする方が
　地域社会の一員として日常生活を営むための支援を行っています。制度だけでは
　対応しきれない地域の様々な生活課題に取り組みながら、地域社会に寄り添った
　福祉サービスの提供を目指しています。

　 抱えない介助
　　(ﾉｰﾘﾌﾄ)を推進

ご利用者にもスタッフにもやさしい介護
☞ ご利用者への負担軽減
☞ スタッフの腰痛予防にも◎

福祉機器の導入
☞ 移乗用リフト
　 吊上式リフト など

働きやすさ

働くフィールド、さまざま
☞ 障害者、高齢者、就労…
☞ 施設入所、在宅、
　 　　デイサービス…

目標に合わせてスキルアップ
☞ 生活相談員、ケアマネ、サビ管…

採用担当者 　奥堂　佐保 Ｔ　Ｅ　Ｌ 　088-862-3444

以下は、今回のフェアで紹介している求人情報です。掲載スペースの都合により最大５件まで掲載しています。
それ以外の求人や、同内容で雇用形態の異なる求人がある場合もありますので、ブースにてお問い合わせください。

Ｅ－ｍａｉｌ 　info@tosakouseikai.or.jp

今回のフェアで
紹介する求人の

応募に必要な資格

※当てはまるものに☑

　☑ 資格不問　　□ 初任者研修　　□ 実務者研修　　□ 介護福祉士　　□ 介護支援専門員

　□ 看護師・准看護師　　□ 栄養士・管理栄養士　　　□ 社会福祉士　　□ 社会福祉主事

　□ 精神保健福祉士　　□ 保育士　　□ 理学療法士　　□ 作業療法士　　□ 言語聴覚士

　□ その他の福祉系・医療系資格（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

採用担当者から
あなたにメッセージ

（求める人材像など）

　土佐厚生会は県内に20事業所を設置し、障害者支援から高齢者支援、施設での介護から
　在宅介護まで、様々な福祉サービスを行っています。スタッフ同士が意見を言い合える、相
　談のしやすい職場です。施設見学等も随時受け付けています。ぜひお気軽にお問い合わせ
　ください。

一人ひとりをしっかりサポート
☞ 段階に応じた研修制度、キャリアパス

ワークライフバランスの実現
☞ 出産・育児・介護に対応　休暇取得率100％
☞ 待遇向上へ取組み

仕事のやりがい
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求人職種
求人番号

事業所名
事業種別

所在地
雇用形態
雇用期間

賃金
（一律手当含む）

福祉資格

（◎必須　○いずれか
　必須　△望む）

時間外勤務
夜勤
宿直

賞与
その他

介護職 社会福祉法人土佐厚生会 複数あり 正職員 月給 ◎介護福祉士 時間外勤務：あり 賞与：あり　3ヶ月

（障）障害者支援施設（施設入所支援＋生活介護） 随時 146,500～209,900 夜勤：あり 退職金：あり

特別養護老人ホーム 宿直：なし 通勤手当：あり

夜間：あり

介護職 社会福祉法人土佐厚生会 複数あり 正職員 月給 不問 時間外勤務：あり 賞与：あり　3ヶ月

（障）障害者支援施設（施設入所支援＋生活介護） 2019/4/1～ 146,500～151,900 夜勤：あり 退職金：あり

特別養護老人ホーム 宿直：なし 通勤手当：あり

夜間：あり

　・障害者支援施設こくふ （南国市左右山）
　・特別養護老人ホーム八流荘 （安芸市赤野）
　・障害者支援施設あき （安芸市赤野）
　・障害者支援施設とさ （土佐市波介）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ほか　計20事業所

事業所一覧
（所在地）

社会福祉法人 土佐厚生会は
スタッフの成長と働きやすさを大切にしています

出　展　名 （福）土佐厚生会

法　人　名 （福）土佐厚生会

ブース番号 事業種別 高齢・障害

法人本部
所在地

　高知県南国市左右山290-2

法人理念

　土佐厚生会は「愛情・奉仕・連帯」を法人理念とし、福祉サービスを必要とする方が
　地域社会の一員として日常生活を営むための支援を行っています。制度だけでは
　対応しきれない地域の様々な生活課題に取り組みながら、地域社会に寄り添った
　福祉サービスの提供を目指しています。

　 抱えない介助
　　(ﾉｰﾘﾌﾄ)を推進

ご利用者にもスタッフにもやさしい介護
☞ ご利用者への負担軽減
☞ スタッフの腰痛予防にも◎

福祉機器の導入
☞ 移乗用リフト
　 吊上式リフト など

働きやすさ

働くフィールド、さまざま
☞ 障害者、高齢者、就労…
☞ 施設入所、在宅、
　 　　デイサービス…

目標に合わせてスキルアップ
☞ 生活相談員、ケアマネ、サビ管…

採用担当者 　奥堂　佐保 Ｔ　Ｅ　Ｌ 　088-862-3444

以下は、今回のフェアで紹介している求人情報です。掲載スペースの都合により最大５件まで掲載しています。
それ以外の求人や、同内容で雇用形態の異なる求人がある場合もありますので、ブースにてお問い合わせください。

Ｅ－ｍａｉｌ 　info@tosakouseikai.or.jp

今回のフェアで
紹介する求人の

応募に必要な資格

※当てはまるものに☑

　☑ 資格不問　　□ 初任者研修　　□ 実務者研修　　□ 介護福祉士　　□ 介護支援専門員

　□ 看護師・准看護師　　□ 栄養士・管理栄養士　　　□ 社会福祉士　　□ 社会福祉主事

　□ 精神保健福祉士　　□ 保育士　　□ 理学療法士　　□ 作業療法士　　□ 言語聴覚士

　□ その他の福祉系・医療系資格（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

採用担当者から
あなたにメッセージ

（求める人材像など）

　土佐厚生会は県内に20事業所を設置し、障害者支援から高齢者支援、施設での介護から
　在宅介護まで、様々な福祉サービスを行っています。スタッフ同士が意見を言い合える、相
　談のしやすい職場です。施設見学等も随時受け付けています。ぜひお気軽にお問い合わせ
　ください。

一人ひとりをしっかりサポート
☞ 段階に応じた研修制度、キャリアパス

ワークライフバランスの実現
☞ 出産・育児・介護に対応　休暇取得率100％
☞ 待遇向上へ取組み

仕事のやりがい
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求人職種
求人番号

事業所名
事業種別

所在地
雇用形態
雇用期間

賃金
（一律手当含む）

福祉資格

（◎必須　○いずれか
　必須　△望む）

時間外勤務
夜勤
宿直

賞与
その他

介護支援専門員 山村病院 複数あり 正職員 月給 ◎介護支援専門員 時間外勤務：なし 賞与：あり

介護療養型医療施設 随時 175,000～230,000 夜勤：なし 退職金：あり

認知症対応型共同生活介護 宿直：なし 通勤手当：あり

地域密着型特定施設入居者生活介護 夜間：なし

介護職 山村病院 複数あり 正職員 月給 ◎介護職員初任者研修 時間外勤務：あり 賞与：あり

介護療養型医療施設 随時 142,000～160,000 夜勤：あり 退職金：あり

認知症対応型共同生活介護 宿直：なし 通勤手当：あり

地域密着型特定施設入居者生活介護 夜間：なし

介護職 山村病院 複数あり 非常勤・パート 時給 △介護職員初任者研修 時間外勤務：なし 賞与：あり

介護療養型医療施設 12ヶ月間 800～900 夜勤：なし 退職金：なし

認知症対応型共同生活介護 宿直：なし 通勤手当：あり

地域密着型特定施設入居者生活介護 夜間：なし

　隣接地には、介護複合施設「輝（かがやき）」（住宅型有料老人ホーム「しもじま」・　介護付有料老人ホーム「やまむら」・グ
ループホーム「あさひ」）を併設しており、入居者様が安全、安心、信頼、満足できる環境づくりを心がけ、笑顔ある介護を提
供しています。

事業所一覧
（所在地）

法人本部
所在地 高知市下島町11番地

法人理念
医療法人山村会は患者様ひとりひとりに応じたぬくもりと笑顔のある医療と介護を提供し、健康
支援と豊かな地域づくりを目指しています。

山村病院　（高知市下島町11番地）

住宅型有料老人ホームしもじま　（高知市下島町11番地7-3階）

出　展　名 （医）山村会

法　人　名 （医）山村会

ブース番号 事業種別 高齢
介護付有料老人ホームやまむら　（高知市下島町11番地7－2階）

グループホームあさひ　（高知市下島町11番地7-1階）

採用担当者 藤村　三津子 Ｔ　Ｅ　Ｌ

以下は、今回のフェアで紹介している求人情報です。掲載スペースの都合により最大５件まで掲載しています。
それ以外の求人や、同内容で雇用形態の異なる求人がある場合もありますので、ブースにてお問い合わせください。

Ｅ－ｍａｉｌ

今回のフェアで
紹介する求人の

応募に必要な資格

※当てはまるものに☑

　☑ 資格不問　　☑ 初任者研修　　□ 実務者研修　　□ 介護福祉士　　□ 介護支援専門員

　□ 看護師・准看護師　　□ 栄養士・管理栄養士　　　□ 社会福祉士　　□ 社会福祉主事

　□ 精神保健福祉士　　□ 保育士　　□ 理学療法士　　□ 作業療法士　　□ 言語聴覚士

　□ その他の福祉系・医療系資格（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

採用担当者から
あなたにメッセージ

（求める人材像など）
お気軽にブースへお立ち寄りください。
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求人職種
求人番号

事業所名
事業種別

所在地
雇用形態
雇用期間

賃金
（一律手当含む）

福祉資格

（◎必須　○いずれか
　必須　△望む）

時間外勤務
夜勤
宿直

賞与
その他

介護支援専門員 山村病院 複数あり 正職員 月給 ◎介護支援専門員 時間外勤務：なし 賞与：あり

介護療養型医療施設 随時 175,000～230,000 夜勤：なし 退職金：あり

認知症対応型共同生活介護 宿直：なし 通勤手当：あり

地域密着型特定施設入居者生活介護 夜間：なし

介護職 山村病院 複数あり 正職員 月給 ◎介護職員初任者研修 時間外勤務：あり 賞与：あり

介護療養型医療施設 随時 142,000～160,000 夜勤：あり 退職金：あり

認知症対応型共同生活介護 宿直：なし 通勤手当：あり

地域密着型特定施設入居者生活介護 夜間：なし

介護職 山村病院 複数あり 非常勤・パート 時給 △介護職員初任者研修 時間外勤務：なし 賞与：あり

介護療養型医療施設 12ヶ月間 800～900 夜勤：なし 退職金：なし

認知症対応型共同生活介護 宿直：なし 通勤手当：あり

地域密着型特定施設入居者生活介護 夜間：なし

　隣接地には、介護複合施設「輝（かがやき）」（住宅型有料老人ホーム「しもじま」・　介護付有料老人ホーム「やまむら」・グ
ループホーム「あさひ」）を併設しており、入居者様が安全、安心、信頼、満足できる環境づくりを心がけ、笑顔ある介護を提
供しています。

事業所一覧
（所在地）

法人本部
所在地 高知市下島町11番地

法人理念
医療法人山村会は患者様ひとりひとりに応じたぬくもりと笑顔のある医療と介護を提供し、健康
支援と豊かな地域づくりを目指しています。

山村病院　（高知市下島町11番地）

住宅型有料老人ホームしもじま　（高知市下島町11番地7-3階）

出　展　名 （医）山村会

法　人　名 （医）山村会

ブース番号 事業種別 高齢
介護付有料老人ホームやまむら　（高知市下島町11番地7－2階）

グループホームあさひ　（高知市下島町11番地7-1階）

採用担当者 藤村　三津子 Ｔ　Ｅ　Ｌ

以下は、今回のフェアで紹介している求人情報です。掲載スペースの都合により最大５件まで掲載しています。
それ以外の求人や、同内容で雇用形態の異なる求人がある場合もありますので、ブースにてお問い合わせください。

Ｅ－ｍａｉｌ

今回のフェアで
紹介する求人の

応募に必要な資格

※当てはまるものに☑

　☑ 資格不問　　☑ 初任者研修　　□ 実務者研修　　□ 介護福祉士　　□ 介護支援専門員

　□ 看護師・准看護師　　□ 栄養士・管理栄養士　　　□ 社会福祉士　　□ 社会福祉主事

　□ 精神保健福祉士　　□ 保育士　　□ 理学療法士　　□ 作業療法士　　□ 言語聴覚士

　□ その他の福祉系・医療系資格（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

採用担当者から
あなたにメッセージ

（求める人材像など）
お気軽にブースへお立ち寄りください。
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求人職種
求人番号

事業所名
事業種別

所在地
雇用形態
雇用期間

賃金
（一律手当含む）

福祉資格

（◎必須　○いずれか
　必須　△望む）

時間外勤務
夜勤
宿直

賞与
その他

介護職 デイサービスこころ 高知市南元町 非常勤・パート 時給 ○介護福祉士 時間外勤務：なし 賞与：なし

通所介護 随時 800～900 ○実務者研修 夜勤：なし 退職金：なし

特定施設入居者生活介護 ○介護職員初任者研修 宿直：なし 通勤手当：あり

夜間：なし

調理員 バンガード元町 高知市南元町 非常勤・パート 時給 不問 時間外勤務：なし 賞与：あり　30,000～50,000

有料老人ホーム 随時 800～800 夜勤：なし 退職金：なし

通所介護 宿直：なし 通勤手当：あり

夜間：なし

介護職 バンガード元町 高知市南元町 正職員 月給 ○介護福祉士 時間外勤務：あり 賞与：あり　3.5ヶ月

特定施設入居者生活介護 随時 140,000～157,000 ○実務者研修 夜勤：あり 退職金：あり

通所介護 ○介護職員初任者研修 宿直：なし 通勤手当：あり

夜間：なし

職員数が少ない分、職員間の仲も良くてアットホームな
雰囲気です。

また、意見や提案を言いやすいことから、自分の思う理
想の介護の追求や、自分の力が試されるなどキャリア
アップも可能です。

実際、当事業所で初めて介護を始めて、介護福祉士や介
護支援専門員の資格を取得した職員もいます。

PRポイント！

ぜひ、一緒に働きましょう！！

食事も美味しくて、職員も食べる事が出来ますよ＾O^

採用担当者 尾﨑　倫明 Ｔ　Ｅ　Ｌ

以下は、今回のフェアで紹介している求人情報です。掲載スペースの都合により最大５件まで掲載しています。
それ以外の求人や、同内容で雇用形態の異なる求人がある場合もありますので、ブースにてお問い合わせください。

Ｅ－ｍａｉｌ

今回のフェアで
紹介する求人の

応募に必要な資格

※当てはまるものに☑

　□ 資格不問　　☑ 初任者研修　　☑ 実務者研修　　☑ 介護福祉士　　□ 介護支援専門員

　□ 看護師・准看護師　　□ 栄養士・管理栄養士　　　□ 社会福祉士　　□ 社会福祉主事

　□ 精神保健福祉士　　□ 保育士　　□ 理学療法士　　□ 作業療法士　　□ 言語聴覚士

　□ その他の福祉系・医療系資格（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

採用担当者から
あなたにメッセージ

（求める人材像など）

高知市旭地区で有料老人ホームのほか通所介護を運営しています。
職員間の仲も良くアットホームな雰囲気で働きやすい職場です。
始めて介護職をする方でもサポートするので大丈夫です。
一人でも多くの高齢者の方に、イキイキと自立した生活を送っていただくことが私達「バンガード元町」の強い
願いです。

「介護付き有料老人ホーム」と「デイサービス」
を運営しています。
高知市旭に事業所があります。
JR旭駅から徒歩3分にあります。

出　展　名 有料老人ホーム　バンガード元町

法　人　名 有限会社　栄大商事

ブース番号 事業種別 高齢

事業所一覧
（所在地）

法人本部
所在地

高知市下島町10番地

法人理念

入居者を敬愛し、自立（自律）支援にむけて心身機能を低下させることのない生活援助（介護）
を行い、個々の入居者に安心して充実した生活を送って頂くことを基本理念とします。
また、家族、地域等の結ぶつきを大切に家庭的で温かい雰囲気の中で、共に信頼し連携をとっ
ていきます。
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求人職種
求人番号

事業所名
事業種別

所在地
雇用形態
雇用期間

賃金
（一律手当含む）

福祉資格

（◎必須　○いずれか
　必須　△望む）

時間外勤務
夜勤
宿直

賞与
その他

介護職 デイサービスこころ 高知市南元町 非常勤・パート 時給 ○介護福祉士 時間外勤務：なし 賞与：なし

通所介護 随時 800～900 ○実務者研修 夜勤：なし 退職金：なし

特定施設入居者生活介護 ○介護職員初任者研修 宿直：なし 通勤手当：あり

夜間：なし

調理員 バンガード元町 高知市南元町 非常勤・パート 時給 不問 時間外勤務：なし 賞与：あり　30,000～50,000

有料老人ホーム 随時 800～800 夜勤：なし 退職金：なし

通所介護 宿直：なし 通勤手当：あり

夜間：なし

介護職 バンガード元町 高知市南元町 正職員 月給 ○介護福祉士 時間外勤務：あり 賞与：あり　3.5ヶ月

特定施設入居者生活介護 随時 140,000～157,000 ○実務者研修 夜勤：あり 退職金：あり

通所介護 ○介護職員初任者研修 宿直：なし 通勤手当：あり

夜間：なし

職員数が少ない分、職員間の仲も良くてアットホームな
雰囲気です。

また、意見や提案を言いやすいことから、自分の思う理
想の介護の追求や、自分の力が試されるなどキャリア
アップも可能です。

実際、当事業所で初めて介護を始めて、介護福祉士や介
護支援専門員の資格を取得した職員もいます。

PRポイント！

ぜひ、一緒に働きましょう！！

食事も美味しくて、職員も食べる事が出来ますよ＾O^

採用担当者 尾﨑　倫明 Ｔ　Ｅ　Ｌ

以下は、今回のフェアで紹介している求人情報です。掲載スペースの都合により最大５件まで掲載しています。
それ以外の求人や、同内容で雇用形態の異なる求人がある場合もありますので、ブースにてお問い合わせください。

Ｅ－ｍａｉｌ

今回のフェアで
紹介する求人の

応募に必要な資格

※当てはまるものに☑

　□ 資格不問　　☑ 初任者研修　　☑ 実務者研修　　☑ 介護福祉士　　□ 介護支援専門員

　□ 看護師・准看護師　　□ 栄養士・管理栄養士　　　□ 社会福祉士　　□ 社会福祉主事

　□ 精神保健福祉士　　□ 保育士　　□ 理学療法士　　□ 作業療法士　　□ 言語聴覚士

　□ その他の福祉系・医療系資格（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

採用担当者から
あなたにメッセージ

（求める人材像など）

高知市旭地区で有料老人ホームのほか通所介護を運営しています。
職員間の仲も良くアットホームな雰囲気で働きやすい職場です。
始めて介護職をする方でもサポートするので大丈夫です。
一人でも多くの高齢者の方に、イキイキと自立した生活を送っていただくことが私達「バンガード元町」の強い
願いです。

「介護付き有料老人ホーム」と「デイサービス」
を運営しています。
高知市旭に事業所があります。
JR旭駅から徒歩3分にあります。

出　展　名 有料老人ホーム　バンガード元町

法　人　名 有限会社　栄大商事

ブース番号 事業種別 高齢

事業所一覧
（所在地）

法人本部
所在地

高知市下島町10番地

法人理念

入居者を敬愛し、自立（自律）支援にむけて心身機能を低下させることのない生活援助（介護）
を行い、個々の入居者に安心して充実した生活を送って頂くことを基本理念とします。
また、家族、地域等の結ぶつきを大切に家庭的で温かい雰囲気の中で、共に信頼し連携をとっ
ていきます。
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求人職種
求人番号

事業所名
事業種別

所在地
雇用形態
雇用期間

賃金
（一律手当含む）

福祉資格

（◎必須　○いずれか
　必須　△望む）

時間外勤務
夜勤
宿直

賞与
その他

介護職 特別養護老人ホームやすらぎの家 高知市針木北 正職員 月給 不問 時間外勤務：あり 賞与：あり　1.5ヶ月

特別養護老人ホーム 随時 167,400～191,300 夜勤：あり 退職金：あり

宿直：なし 通勤手当：あり

夜間：あり

介護職 特別養護老人ホームうららか春陽荘 高知市春野町西分 正職員 月給 不問 時間外勤務：あり 賞与：あり　1.5ヶ月

通所介護 随時 167,400～191,300 夜勤：なし 退職金：あり

宿直：なし 通勤手当：あり

夜間：なし

介護職 特別養護老人ホームうららか春陽荘 高知市春野町西分 正職員 月給 △介護職員初任者研修 時間外勤務：あり 賞与：あり　1.5ヶ月

特別養護老人ホーム 随時 167,400～191,300 夜勤：あり 退職金：あり

宿直：なし 通勤手当：あり

夜間：なし

介護職 小規模多機能型居宅介護わかくさ 高知市若草南町 正職員 月給 不問 時間外勤務：あり 賞与：あり　1.5ヶ月

小規模多機能型居宅介護 随時 167,400～191,300 夜勤：あり 退職金：あり

宿直：なし 通勤手当：あり

夜間：あり

介護職 デイサービスセンターくつろぎの家 高知市若草南町 正職員 月給 不問 時間外勤務：あり 賞与：あり　1.5ヶ月

通所介護 随時 167,400～191,300 夜勤：なし 退職金：あり

宿直：なし 通勤手当：あり

夜間：なし

採用担当者 岡本　雅雄 Ｔ　Ｅ　Ｌ ０８８－８５６－６６０７

以下は、今回のフェアで紹介している求人情報です。掲載スペースの都合により最大５件まで掲載しています。
それ以外の求人や、同内容で雇用形態の異なる求人がある場合もありますので、ブースにてお問い合わせください。

Ｅ－ｍａｉｌ ０８８－８５６－６６０８

今回のフェアで
紹介する求人の

応募に必要な資格

※当てはまるものに☑

　☑ 資格不問　　☑ 初任者研修　　☑ 実務者研修　　☑ 介護福祉士　　□ 介護支援専門員

　□ 看護師・准看護師　　□ 栄養士・管理栄養士　　　□ 社会福祉士　　□ 社会福祉主事

　□ 精神保健福祉士　　□ 保育士　　□ 理学療法士　　□ 作業療法士　　□ 言語聴覚士

　□ その他の福祉系・医療系資格（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

採用担当者から
あなたにメッセージ

（求める人材像など）

介護未経験者の方でも、採用時研修や職場研修制度が充実しています。
やる気が何よりも大切です。

出　展　名 （福）長い坂の会

法　人　名 社会福祉法人　長い坂の会

ブース番号 事業種別 高齢

事業所一覧
（所在地）

法人本部
所在地 高知市針木北１丁目１４－３０

法人理念

・時代に適応した社会福祉法人の役割が担えるよう、社会福祉事業を適正かつ効果的に行
い、経営基盤の強化と透明性の確保を図ります。
・地域福祉向上のため、地域との連携を図り、地域貢献を実践します。
・社会福祉ニーズに的確に応えられ、誠心誠意のあるサービスを提供できる施設づくり及び人
材の養成を行います。

特別養護老人ホーム やすらぎの家

高知市針木北１丁目１４－３０

特別養護老人ホーム うららか春陽荘

高知市春野町西分４６６０

在宅介護センター わかくさ

高知市若草南町２２－２５

うららか保育園

高知市春野町南ヶ丘１－９－１
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求人職種
求人番号

事業所名
事業種別

所在地
雇用形態
雇用期間

賃金
（一律手当含む）

福祉資格

（◎必須　○いずれか
　必須　△望む）

時間外勤務
夜勤
宿直

賞与
その他

介護職 特別養護老人ホームやすらぎの家 高知市針木北 正職員 月給 不問 時間外勤務：あり 賞与：あり　1.5ヶ月

特別養護老人ホーム 随時 167,400～191,300 夜勤：あり 退職金：あり

宿直：なし 通勤手当：あり

夜間：あり

介護職 特別養護老人ホームうららか春陽荘 高知市春野町西分 正職員 月給 不問 時間外勤務：あり 賞与：あり　1.5ヶ月

通所介護 随時 167,400～191,300 夜勤：なし 退職金：あり

宿直：なし 通勤手当：あり

夜間：なし

介護職 特別養護老人ホームうららか春陽荘 高知市春野町西分 正職員 月給 △介護職員初任者研修 時間外勤務：あり 賞与：あり　1.5ヶ月

特別養護老人ホーム 随時 167,400～191,300 夜勤：あり 退職金：あり

宿直：なし 通勤手当：あり

夜間：なし

介護職 小規模多機能型居宅介護わかくさ 高知市若草南町 正職員 月給 不問 時間外勤務：あり 賞与：あり　1.5ヶ月

小規模多機能型居宅介護 随時 167,400～191,300 夜勤：あり 退職金：あり

宿直：なし 通勤手当：あり

夜間：あり

介護職 デイサービスセンターくつろぎの家 高知市若草南町 正職員 月給 不問 時間外勤務：あり 賞与：あり　1.5ヶ月

通所介護 随時 167,400～191,300 夜勤：なし 退職金：あり

宿直：なし 通勤手当：あり

夜間：なし

採用担当者 岡本　雅雄 Ｔ　Ｅ　Ｌ ０８８－８５６－６６０７

以下は、今回のフェアで紹介している求人情報です。掲載スペースの都合により最大５件まで掲載しています。
それ以外の求人や、同内容で雇用形態の異なる求人がある場合もありますので、ブースにてお問い合わせください。

Ｅ－ｍａｉｌ ０８８－８５６－６６０８

今回のフェアで
紹介する求人の

応募に必要な資格

※当てはまるものに☑

　☑ 資格不問　　☑ 初任者研修　　☑ 実務者研修　　☑ 介護福祉士　　□ 介護支援専門員

　□ 看護師・准看護師　　□ 栄養士・管理栄養士　　　□ 社会福祉士　　□ 社会福祉主事

　□ 精神保健福祉士　　□ 保育士　　□ 理学療法士　　□ 作業療法士　　□ 言語聴覚士

　□ その他の福祉系・医療系資格（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

採用担当者から
あなたにメッセージ

（求める人材像など）

介護未経験者の方でも、採用時研修や職場研修制度が充実しています。
やる気が何よりも大切です。

出　展　名 （福）長い坂の会

法　人　名 社会福祉法人　長い坂の会

ブース番号 事業種別 高齢

事業所一覧
（所在地）

法人本部
所在地 高知市針木北１丁目１４－３０

法人理念

・時代に適応した社会福祉法人の役割が担えるよう、社会福祉事業を適正かつ効果的に行
い、経営基盤の強化と透明性の確保を図ります。
・地域福祉向上のため、地域との連携を図り、地域貢献を実践します。
・社会福祉ニーズに的確に応えられ、誠心誠意のあるサービスを提供できる施設づくり及び人
材の養成を行います。

特別養護老人ホーム やすらぎの家

高知市針木北１丁目１４－３０

特別養護老人ホーム うららか春陽荘

高知市春野町西分４６６０

在宅介護センター わかくさ

高知市若草南町２２－２５

うららか保育園

高知市春野町南ヶ丘１－９－１
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求人職種
求人番号

事業所名
事業種別

所在地
雇用形態
雇用期間

賃金
（一律手当含む）

福祉資格

（◎必須　○いずれか
　必須　△望む）

時間外勤務
夜勤
宿直

賞与
その他

介護職 朝倉病院 高知市朝倉丙 正職員 月給 ◎介護福祉士 時間外勤務：あり 賞与：あり　5ヶ月

介護療養型医療施設 随時 137,600～180,100 夜勤：あり 退職金：あり

宿直：なし 通勤手当：あり

夜間：なし

採用担当者 宮本　富野 Ｔ　Ｅ　Ｌ

以下は、今回のフェアで紹介している求人情報です。掲載スペースの都合により最大５件まで掲載しています。
それ以外の求人や、同内容で雇用形態の異なる求人がある場合もありますので、ブースにてお問い合わせください。

Ｅ－ｍａｉｌ

今回のフェアで
紹介する求人の

応募に必要な資格

※当てはまるものに☑

　☑ 資格不問　　□ 初任者研修　　□ 実務者研修　　□ 介護福祉士　　□ 介護支援専門員

　□ 看護師・准看護師　　□ 栄養士・管理栄養士　　　□ 社会福祉士　　□ 社会福祉主事

　□ 精神保健福祉士　　□ 保育士　　□ 理学療法士　　□ 作業療法士　　□ 言語聴覚士

　□ その他の福祉系・医療系資格（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

採用担当者から
あなたにメッセージ

（求める人材像など）

院内・院外研修会への積極的な参加支援を行い、院内研修も活発に企画しています。
介護だけでなく医療も間近で学べます。
２０歳から幅広く働けるワークライフバランスに取り組んでいる職場です。
ぜひ、一度ブースへ話を聞きに来てください。スタッフ一同が歓迎し、親切丁寧に説明させていただきます。

在宅支援センター かもべ
〒780-8052 高知市鴨部3丁目4−27−7
　居宅介護支援事業所 朝倉
　　TEL 088-844-4734
　訪問看護ステーション あさくら
　　TEL 088-844-4736

春野うららかクリニック
〒781-0314 高知市春野町南ケ丘7丁目16
　　TEL 088-848-0086

事業所一覧
（所在地）

出　展　名 （特医）仁泉会　朝倉病院

法　人　名 特定医療法人仁泉会

ブース番号 事業種別 高齢

法人本部
所在地 〒780-8063 高知市朝倉丙1653-12

法人理念

地域に開かれた病院
ひとりひとりにやさしい病院
豊かな超高齢社会を目指す病院

当院は国内でも長い歴史を誇る高齢者専門病院です。

また、専門医師のもと認知症患者様も積極的に受け入れています。

高知市の西方に位置し山里で静かな環境の中、

春は桜の花が咲き誇り、秋は紅葉、四季折々の自然が目の前にみえます。

駐車場無料

ウチのウリはこれ！！

院外研修はすべて出張扱い
（研修費も施設負担）

職員給食あ
り

子育てや家族の介護
趣味や余暇を楽しむこと

ができます
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求人職種
求人番号

事業所名
事業種別

所在地
雇用形態
雇用期間

賃金
（一律手当含む）

福祉資格

（◎必須　○いずれか
　必須　△望む）

時間外勤務
夜勤
宿直

賞与
その他

介護職 朝倉病院 高知市朝倉丙 正職員 月給 ◎介護福祉士 時間外勤務：あり 賞与：あり　5ヶ月

介護療養型医療施設 随時 137,600～180,100 夜勤：あり 退職金：あり

宿直：なし 通勤手当：あり

夜間：なし

採用担当者 宮本　富野 Ｔ　Ｅ　Ｌ

以下は、今回のフェアで紹介している求人情報です。掲載スペースの都合により最大５件まで掲載しています。
それ以外の求人や、同内容で雇用形態の異なる求人がある場合もありますので、ブースにてお問い合わせください。

Ｅ－ｍａｉｌ

今回のフェアで
紹介する求人の

応募に必要な資格

※当てはまるものに☑

　☑ 資格不問　　□ 初任者研修　　□ 実務者研修　　□ 介護福祉士　　□ 介護支援専門員

　□ 看護師・准看護師　　□ 栄養士・管理栄養士　　　□ 社会福祉士　　□ 社会福祉主事

　□ 精神保健福祉士　　□ 保育士　　□ 理学療法士　　□ 作業療法士　　□ 言語聴覚士

　□ その他の福祉系・医療系資格（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

採用担当者から
あなたにメッセージ

（求める人材像など）

院内・院外研修会への積極的な参加支援を行い、院内研修も活発に企画しています。
介護だけでなく医療も間近で学べます。
２０歳から幅広く働けるワークライフバランスに取り組んでいる職場です。
ぜひ、一度ブースへ話を聞きに来てください。スタッフ一同が歓迎し、親切丁寧に説明させていただきます。

在宅支援センター かもべ
〒780-8052 高知市鴨部3丁目4−27−7
　居宅介護支援事業所 朝倉
　　TEL 088-844-4734
　訪問看護ステーション あさくら
　　TEL 088-844-4736

春野うららかクリニック
〒781-0314 高知市春野町南ケ丘7丁目16
　　TEL 088-848-0086

事業所一覧
（所在地）

出　展　名 （特医）仁泉会　朝倉病院

法　人　名 特定医療法人仁泉会

ブース番号 事業種別 高齢

法人本部
所在地 〒780-8063 高知市朝倉丙1653-12

法人理念

地域に開かれた病院
ひとりひとりにやさしい病院
豊かな超高齢社会を目指す病院

当院は国内でも長い歴史を誇る高齢者専門病院です。

また、専門医師のもと認知症患者様も積極的に受け入れています。

高知市の西方に位置し山里で静かな環境の中、

春は桜の花が咲き誇り、秋は紅葉、四季折々の自然が目の前にみえます。

駐車場無料

ウチのウリはこれ！！

院外研修はすべて出張扱い
（研修費も施設負担）

職員給食あ
り

子育てや家族の介護
趣味や余暇を楽しむこと

ができます
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求人職種
求人番号

事業所名
事業種別

所在地
雇用形態
雇用期間

賃金
（一律手当含む）

福祉資格

（◎必須　○いずれか
　必須　△望む）

時間外勤務
夜勤
宿直

賞与
その他

用務員 東山保育園 高知市一宮東町 非常勤・パート 時給 不問 時間外勤務：なし 賞与：あり

保育所 ～2020/3/31 940～940 夜勤：なし 退職金：あり

宿直：なし 通勤手当：あり

夜間：なし

看護職 東山保育園 高知市一宮東町 常勤（正職員以外） 月給 ◎看護師 時間外勤務：なし 賞与：あり

保育所 ～2020/3/31 161,160～240,720 ◎准看護師 夜勤：なし 退職金：あり

宿直：なし 通勤手当：あり

夜間：あり

保育士 東山保育園 高知市一宮東町 常勤（正職員以外） 日給 ◎保育士 時間外勤務：あり 賞与：あり

保育所 2019/4/1～2020/3/31 7,690～8,120 夜勤：なし 退職金：あり

宿直：なし 通勤手当：あり

夜間：なし

法人本部
所在地  高知市一宮東町２丁目２２ー２

法人理念

採用担当者

 社会福祉法人　土佐わらべ会

ブース番号 事業種別 保育

事業所一覧
（所在地） 高　知　市　一　宮　東　町　２　丁　目　22　ー　2

こんにちは！東山保育園です。

わたしたち東山保育園では、人の育ちの課程で最も大切な

「あいさつができる子」

「ひとの話が聞ける子」

「健康で元気に遊ぶ子」

を三本柱に、毎日子どもたちの成長のお手伝いをさせていただいています。

日々起こる小さなハプニング、季節が変わるごとの大きな行事、

いろいろなドキドキ・ワクワクを子どもたちと一緒に体験し、

一緒に成長しているように思います。

あなたも私たちの仲間に入りませんか？

子ども好きの方はもちろんのこと、子どもと関わるお仕事をしてみたい！

という方はぜひ東山保育園をのぞいてみてください。

 藤中　あつき Ｔ　Ｅ　Ｌ

以下は、今回のフェアで紹介している求人情報です。掲載スペースの都合により最大５件まで掲載しています。
それ以外の求人や、同内容で雇用形態の異なる求人がある場合もありますので、ブースにてお問い合わせください。

Ｅ－ｍａｉｌ

今回のフェアで
紹介する求人の

応募に必要な資格

※当てはまるものに☑

　□ 資格不問　　□ 初任者研修　　□ 実務者研修　　□ 介護福祉士　　□ 介護支援専門員

　☑看護師・准看護師　　□ 栄養士・管理栄養士　　　□ 社会福祉士　　□ 社会福祉主事

　□ 精神保健福祉士　　☑ 保育士　　□ 理学療法士　　□ 作業療法士　　□ 言語聴覚士

　□ その他の福祉系・医療系資格（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

採用担当者から
あなたにメッセージ

（求める人材像など）
やる気　　元気　　勇気のある方、求む！！

出　展　名  （福）土佐わらべ会　東山保育園

法　人　名
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求人職種
求人番号

事業所名
事業種別

所在地
雇用形態
雇用期間

賃金
（一律手当含む）

福祉資格

（◎必須　○いずれか
　必須　△望む）

時間外勤務
夜勤
宿直

賞与
その他

用務員 東山保育園 高知市一宮東町 非常勤・パート 時給 不問 時間外勤務：なし 賞与：あり

保育所 ～2020/3/31 940～940 夜勤：なし 退職金：あり

宿直：なし 通勤手当：あり

夜間：なし

看護職 東山保育園 高知市一宮東町 常勤（正職員以外） 月給 ◎看護師 時間外勤務：なし 賞与：あり

保育所 ～2020/3/31 161,160～240,720 ◎准看護師 夜勤：なし 退職金：あり

宿直：なし 通勤手当：あり

夜間：あり

保育士 東山保育園 高知市一宮東町 常勤（正職員以外） 日給 ◎保育士 時間外勤務：あり 賞与：あり

保育所 2019/4/1～2020/3/31 7,690～8,120 夜勤：なし 退職金：あり

宿直：なし 通勤手当：あり

夜間：なし

法人本部
所在地  高知市一宮東町２丁目２２ー２

法人理念

採用担当者

 社会福祉法人　土佐わらべ会

ブース番号 事業種別 保育

事業所一覧
（所在地） 高　知　市　一　宮　東　町　２　丁　目　22　ー　2

こんにちは！東山保育園です。

わたしたち東山保育園では、人の育ちの課程で最も大切な

「あいさつができる子」

「ひとの話が聞ける子」

「健康で元気に遊ぶ子」

を三本柱に、毎日子どもたちの成長のお手伝いをさせていただいています。

日々起こる小さなハプニング、季節が変わるごとの大きな行事、

いろいろなドキドキ・ワクワクを子どもたちと一緒に体験し、

一緒に成長しているように思います。

あなたも私たちの仲間に入りませんか？

子ども好きの方はもちろんのこと、子どもと関わるお仕事をしてみたい！

という方はぜひ東山保育園をのぞいてみてください。

 藤中　あつき Ｔ　Ｅ　Ｌ

以下は、今回のフェアで紹介している求人情報です。掲載スペースの都合により最大５件まで掲載しています。
それ以外の求人や、同内容で雇用形態の異なる求人がある場合もありますので、ブースにてお問い合わせください。

Ｅ－ｍａｉｌ

今回のフェアで
紹介する求人の

応募に必要な資格

※当てはまるものに☑

　□ 資格不問　　□ 初任者研修　　□ 実務者研修　　□ 介護福祉士　　□ 介護支援専門員

　☑看護師・准看護師　　□ 栄養士・管理栄養士　　　□ 社会福祉士　　□ 社会福祉主事

　□ 精神保健福祉士　　☑ 保育士　　□ 理学療法士　　□ 作業療法士　　□ 言語聴覚士

　□ その他の福祉系・医療系資格（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

採用担当者から
あなたにメッセージ

（求める人材像など）
やる気　　元気　　勇気のある方、求む！！

出　展　名  （福）土佐わらべ会　東山保育園

法　人　名
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求人職種
求人番号

事業所名
事業種別

所在地
雇用形態
雇用期間

賃金
（一律手当含む）

福祉資格

（◎必須　○いずれか
　必須　△望む）

時間外勤務
夜勤
宿直

賞与
その他

介護職 老人保健施設シルバーマリン 高知市仁井田 正職員 月給 不問 時間外勤務：あり 賞与：あり　4ヶ月

介護老人保健施設 随時 139,000～161,000 夜勤：あり 退職金：あり

宿直：なし 通勤手当：あり

夜間：なし

見学も随時受け付けております。お気軽にご連絡ください♪

出　展　名 老人保健施設シルバーマリン

法　人　名 医療法人緑風会

法人理念
入所生活から在宅生活までの切れ目ないケアと、利用者一人ひとりに寄り添い真心のこもった
ケアを提供し、笑顔を通じ地域に恩返しをして参りたいと考えております。

採用担当者 中谷  裕 Ｔ　Ｅ　Ｌ ０８８－８４７－０００２

以下は、今回のフェアで紹介している求人情報です。掲載スペースの都合により最大５件まで掲載しています。
それ以外の求人や、同内容で雇用形態の異なる求人がある場合もありますので、ブースにてお問い合わせください。

Ｅ－ｍａｉｌ

今回のフェアで
紹介する求人の

応募に必要な資格

※当てはまるものに☑

　☑ 資格不問　　☑ 初任者研修　　☑ 実務者研修　　☑ 介護福祉士　　□ 介護支援専門員

　□ 看護師・准看護師　　□ 栄養士・管理栄養士　　　□ 社会福祉士　　□ 社会福祉主事

　□ 精神保健福祉士　　□ 保育士　　□ 理学療法士　　□ 作業療法士　　□ 言語聴覚士

　□ その他の福祉系・医療系資格（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

採用担当者から
あなたにメッセージ

（求める人材像など）

【働きやすさ】
24時間施設内保育所完備・未経験でも正社員として勤務いただけます・研修会勉強会を通じステップアップ
【求める人材像】
私たちは「利用者一人ひとりに寄り添い真心のこもったケアを提供する」理念に基づき、老人介護にご興味のあ
る方・思いやりの心をもって介護を通じ社会貢献に資する人材を必要としています。

ブース番号 事業種別 高齢

法人本部
所在地 高知市仁井田１６１２－２１

外観 外観

デイルーム リハビリ室

介護浴室 居室

通所・送迎風景 レクリエーション
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求人職種
求人番号

事業所名
事業種別

所在地
雇用形態
雇用期間

賃金
（一律手当含む）

福祉資格

（◎必須　○いずれか
　必須　△望む）

時間外勤務
夜勤
宿直

賞与
その他

介護職 老人保健施設シルバーマリン 高知市仁井田 正職員 月給 不問 時間外勤務：あり 賞与：あり　4ヶ月

介護老人保健施設 随時 139,000～161,000 夜勤：あり 退職金：あり

宿直：なし 通勤手当：あり

夜間：なし

見学も随時受け付けております。お気軽にご連絡ください♪

出　展　名 老人保健施設シルバーマリン

法　人　名 医療法人緑風会

法人理念
入所生活から在宅生活までの切れ目ないケアと、利用者一人ひとりに寄り添い真心のこもった
ケアを提供し、笑顔を通じ地域に恩返しをして参りたいと考えております。

採用担当者 中谷  裕 Ｔ　Ｅ　Ｌ ０８８－８４７－０００２

以下は、今回のフェアで紹介している求人情報です。掲載スペースの都合により最大５件まで掲載しています。
それ以外の求人や、同内容で雇用形態の異なる求人がある場合もありますので、ブースにてお問い合わせください。

Ｅ－ｍａｉｌ

今回のフェアで
紹介する求人の

応募に必要な資格

※当てはまるものに☑

　☑ 資格不問　　☑ 初任者研修　　☑ 実務者研修　　☑ 介護福祉士　　□ 介護支援専門員

　□ 看護師・准看護師　　□ 栄養士・管理栄養士　　　□ 社会福祉士　　□ 社会福祉主事

　□ 精神保健福祉士　　□ 保育士　　□ 理学療法士　　□ 作業療法士　　□ 言語聴覚士

　□ その他の福祉系・医療系資格（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

採用担当者から
あなたにメッセージ

（求める人材像など）

【働きやすさ】
24時間施設内保育所完備・未経験でも正社員として勤務いただけます・研修会勉強会を通じステップアップ
【求める人材像】
私たちは「利用者一人ひとりに寄り添い真心のこもったケアを提供する」理念に基づき、老人介護にご興味のあ
る方・思いやりの心をもって介護を通じ社会貢献に資する人材を必要としています。

ブース番号 事業種別 高齢

法人本部
所在地 高知市仁井田１６１２－２１

外観 外観

デイルーム リハビリ室

介護浴室 居室

通所・送迎風景 レクリエーション
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求人職種
求人番号

事業所名
事業種別

所在地
雇用形態
雇用期間

賃金
（一律手当含む）

福祉資格

（◎必須　○いずれか
　必須　△望む）

時間外勤務
夜勤
宿直

賞与
その他

介護職 愛の家グループホーム土佐蓮池 複数あり 正職員 月給 不問 時間外勤務：あり 賞与：あり

認知症対応型共同生活介護 2019/4/1～ 144,000～149,000 夜勤：あり 退職金：あり

宿直：なし 通勤手当：あり

夜間：あり

◆グループホーム愛の家　土佐蓮池
住所：高知県土佐市蓮池1227-2

◆グループホーム愛の家　野市
住所：高知県香南市野市町西野651-6

出　展　名 （株）エム・シー・エス四国

法　人　名 株式会社エム・シー・エス・四国

ブース番号 事業種別 高齢

事業所一覧
（所在地）

法人本部
所在地 高知県土佐市蓮池１２２７−２

法人理念 人と人とのつながりを介護を超える

採用担当者 松川　由佳 Ｔ　Ｅ　Ｌ

以下は、今回のフェアで紹介している求人情報です。掲載スペースの都合により最大５件まで掲載しています。
それ以外の求人や、同内容で雇用形態の異なる求人がある場合もありますので、ブースにてお問い合わせください。

Ｅ－ｍａｉｌ

今回のフェアで
紹介する求人の

応募に必要な資格

※当てはまるものに☑

　☑ 資格不問　　□ 初任者研修　　□ 実務者研修　　□ 介護福祉士　　□ 介護支援専門員

　□ 看護師・准看護師　　□ 栄養士・管理栄養士　　　□ 社会福祉士　　□ 社会福祉主事

　□ 精神保健福祉士　　□ 保育士　　□ 理学療法士　　□ 作業療法士　　□ 言語聴覚士

　□ その他の福祉系・医療系資格（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

採用担当者から
あなたにメッセージ

（求める人材像など）

こんにちは！採用担当の松川です。
グループホームって知っていますか？！皆さんが思っているような介護とはひと味もふた味も違うんです！
介護＝体力仕事ではなく、介護＝頭をつかう仕事なんです。もちろん楽しく☆
是非、ブースにお越しください！一同お待ちしています(*^_^*)
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求人職種
求人番号

事業所名
事業種別

所在地
雇用形態
雇用期間

賃金
（一律手当含む）

福祉資格

（◎必須　○いずれか
　必須　△望む）

時間外勤務
夜勤
宿直

賞与
その他

介護職 愛の家グループホーム土佐蓮池 複数あり 正職員 月給 不問 時間外勤務：あり 賞与：あり

認知症対応型共同生活介護 2019/4/1～ 144,000～149,000 夜勤：あり 退職金：あり

宿直：なし 通勤手当：あり

夜間：あり

◆グループホーム愛の家　土佐蓮池
住所：高知県土佐市蓮池1227-2

◆グループホーム愛の家　野市
住所：高知県香南市野市町西野651-6

出　展　名 （株）エム・シー・エス四国

法　人　名 株式会社エム・シー・エス・四国

ブース番号 事業種別 高齢

事業所一覧
（所在地）

法人本部
所在地 高知県土佐市蓮池１２２７−２

法人理念 人と人とのつながりを介護を超える

採用担当者 松川　由佳 Ｔ　Ｅ　Ｌ

以下は、今回のフェアで紹介している求人情報です。掲載スペースの都合により最大５件まで掲載しています。
それ以外の求人や、同内容で雇用形態の異なる求人がある場合もありますので、ブースにてお問い合わせください。

Ｅ－ｍａｉｌ

今回のフェアで
紹介する求人の

応募に必要な資格

※当てはまるものに☑

　☑ 資格不問　　□ 初任者研修　　□ 実務者研修　　□ 介護福祉士　　□ 介護支援専門員

　□ 看護師・准看護師　　□ 栄養士・管理栄養士　　　□ 社会福祉士　　□ 社会福祉主事

　□ 精神保健福祉士　　□ 保育士　　□ 理学療法士　　□ 作業療法士　　□ 言語聴覚士

　□ その他の福祉系・医療系資格（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

採用担当者から
あなたにメッセージ

（求める人材像など）

こんにちは！採用担当の松川です。
グループホームって知っていますか？！皆さんが思っているような介護とはひと味もふた味も違うんです！
介護＝体力仕事ではなく、介護＝頭をつかう仕事なんです。もちろん楽しく☆
是非、ブースにお越しください！一同お待ちしています(*^_^*)
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介護の仕事が未経験であっても法人内・外の研修制度が充実していますので、ご安心下さい。あなた

にあったペースでのスキルアップを応援させて頂きます。法人理念である「誠実と信頼、希望と前進」を

共に実践する職場の仲間になって欲しいです。当法人は人と繋がりあえる暖かい職場です。職場見学

はいつでも大歓迎です。職員で一同お待ちしております。

求人職種
求人番号

事業所名
事業種別

所在地
雇用形態
雇用期間

賃金
（一律手当含む）

福祉資格

（◎必須　○いずれか
　必須　△望む）

時間外勤務
夜勤
宿直

賞与
その他

介護職 介護老人保健施設リゾートヒルやわらぎ 複数あり 正職員 月給 ◎介護福祉士 時間外勤務：あり 賞与：あり　3.5ヶ月

介護老人保健施設 随時 158,000～194,000 夜勤：あり 退職金：あり

認知症対応型共同生活介護 宿直：あり 通勤手当：あり

夜間：あり

介護職 介護老人保健施設リゾートヒルやわらぎ 複数あり 正職員 月給 不問 時間外勤務：あり 賞与：あり　50,000～100,000

介護老人保健施設 随時 140,000～140,000 夜勤：あり 退職金：あり

認知症対応型共同生活介護 宿直：あり 通勤手当：あり

夜間：あり

相談・支援・指導員 介護老人保健施設リゾートヒルやわらぎ 複数あり 正職員 月給 ○社会福祉士 時間外勤務：あり 賞与：あり　3.5ヶ月

介護老人保健施設 随時 175,000～250,000 ○精神保健福祉士 夜勤：なし 退職金：あり

認知症対応型共同生活介護 宿直：なし 通勤手当：あり

夜間：なし

調理員 介護老人保健施設リゾートヒルやわらぎ 安芸郡芸西村 正職員 月給 ◎調理師 時間外勤務：あり 賞与：あり　3.5ヶ月

介護老人保健施設 随時 143,000～158,000 夜勤：なし 退職金：あり

宿直：なし 通勤手当：あり

夜間：あり

介護職 グループホームげいせい 安芸郡芸西村 正職員 月給 不問 時間外勤務：あり 賞与：あり　50,000～100,000

その他 随時 140,000～140,000 夜勤：あり 退職金：あり

介護老人保健施設 宿直：あり 通勤手当：あり

認知症対応型共同生活介護 夜間：あり

　
・介護老人保健施設リゾートヒルやわらぎ　安芸郡芸西村和食甲４２４９
・グループホームげいせい
・芸西病院
・居宅介護支援事業所みずき　　　　　　　　安芸郡芸西村和食甲４２６８
・訪問看護ステーションげいせい
・院内保育施設チャイルドルームむつき
・藤戸病院
・グループホームすみれ
・訪問看護ステーションふじと　　　　　　　　（高知市）

・就労継続支援B型事業所めざめ

出　展　名
（医）おくら会げいせい　　介護老人保健施設リゾートヒルやわらぎ／
グループホームげいせい／芸西病院

法　人　名 医療法人おくら会（げいせい）

ブース番号 事業種別 高齢

事業所一覧
（所在地）

法人本部
所在地 高知市上町１丁目４－２４

法人理念 誠実と信頼、希望と前進

採用担当者 角谷広子（スミヤヒロコ） Ｔ　Ｅ　Ｌ ０８８７－３３－３８３３

以下は、今回のフェアで紹介している求人情報です。掲載スペースの都合により最大５件まで掲載しています。
それ以外の求人や、同内容で雇用形態の異なる求人がある場合もありますので、ブースにてお問い合わせください。

Ｅ－ｍａｉｌ

今回のフェアで
紹介する求人の

応募に必要な資格

※当てはまるものに☑

　☑ 資格不問　　□ 初任者研修　　□ 実務者研修　　□ 介護福祉士　　□ 介護支援専門員

　□ 看護師・准看護師　　□ 栄養士・管理栄養士　　　□ 社会福祉士　　□ 社会福祉主事

　□ 精神保健福祉士　　□ 保育士　　□ 理学療法士　　□ 作業療法士　　□ 言語聴覚士

　□ その他の福祉系・医療系資格（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

採用担当者から
あなたにメッセージ

（求める人材像など）

☆支援相談員（ソーシャルワーカー）も募集しております。（医療保険分野・介護保険分野共に募集）

医療法人おくら会（げいせい）福利厚生など

・有給休暇 ・夏季休暇（５日間） ・年末年始休暇（5日間） ・年末年始勤務手当 ・介護職員処遇改善加算

・介護未経験でも正規雇用（夏季・冬季一時金支給） ・結婚特別休暇（７日間） ・妻の出産休暇（３日間）

・産前産後休暇制度 ・育児休業制度 ・介護休業制度 ・法人内２４時間保育所 ・通勤手当

・職務手当 ・住宅手当 ・職員互助会制度 等各種あり

☆法人内研修は基礎研修会・ステップアップ研修会・老健研修会と大きく３つに分けて構成しており、

様々なカテゴリーの研修会を年間約50回開催しており、段階に応じたスキルアップが可能。

☆法人外の研修は認知症介護基礎研修、認知症介護実践者研修、認知症介護実践リーダー研修など

外部出張（業務扱い）として受講できる体制とし、スキルアップが可能。

当事業所は東部自動車道、野市 ＩＣより車で約 分。芸西村の丘の上、海・山・空を感じることが出来る環境で、各スタッフ

が助け合いながらより良いサービスの提供に努めています。昨年は芸西病院開院４０周年、介護老人保健施設リゾートヒル

やわらぎは開設２０周年を迎えました。当法人は和気あいあいと長く働ける職場です。毎年勤続４０年表彰・３０年表彰・２０年

表彰・１０年表彰の対象職員がおり、毎年一回表彰式（金一封と記念品贈呈）を開催しています。



68

介護の仕事が未経験であっても法人内・外の研修制度が充実していますので、ご安心下さい。あなた

にあったペースでのスキルアップを応援させて頂きます。法人理念である「誠実と信頼、希望と前進」を

共に実践する職場の仲間になって欲しいです。当法人は人と繋がりあえる暖かい職場です。職場見学

はいつでも大歓迎です。職員で一同お待ちしております。

求人職種
求人番号

事業所名
事業種別

所在地
雇用形態
雇用期間

賃金
（一律手当含む）

福祉資格

（◎必須　○いずれか
　必須　△望む）

時間外勤務
夜勤
宿直

賞与
その他

介護職 介護老人保健施設リゾートヒルやわらぎ 複数あり 正職員 月給 ◎介護福祉士 時間外勤務：あり 賞与：あり　3.5ヶ月

介護老人保健施設 随時 158,000～194,000 夜勤：あり 退職金：あり

認知症対応型共同生活介護 宿直：あり 通勤手当：あり

夜間：あり

介護職 介護老人保健施設リゾートヒルやわらぎ 複数あり 正職員 月給 不問 時間外勤務：あり 賞与：あり　50,000～100,000

介護老人保健施設 随時 140,000～140,000 夜勤：あり 退職金：あり

認知症対応型共同生活介護 宿直：あり 通勤手当：あり

夜間：あり

相談・支援・指導員 介護老人保健施設リゾートヒルやわらぎ 複数あり 正職員 月給 ○社会福祉士 時間外勤務：あり 賞与：あり　3.5ヶ月

介護老人保健施設 随時 175,000～250,000 ○精神保健福祉士 夜勤：なし 退職金：あり

認知症対応型共同生活介護 宿直：なし 通勤手当：あり

夜間：なし

調理員 介護老人保健施設リゾートヒルやわらぎ 安芸郡芸西村 正職員 月給 ◎調理師 時間外勤務：あり 賞与：あり　3.5ヶ月

介護老人保健施設 随時 143,000～158,000 夜勤：なし 退職金：あり

宿直：なし 通勤手当：あり

夜間：あり

介護職 グループホームげいせい 安芸郡芸西村 正職員 月給 不問 時間外勤務：あり 賞与：あり　50,000～100,000

その他 随時 140,000～140,000 夜勤：あり 退職金：あり

介護老人保健施設 宿直：あり 通勤手当：あり

認知症対応型共同生活介護 夜間：あり

　
・介護老人保健施設リゾートヒルやわらぎ　安芸郡芸西村和食甲４２４９
・グループホームげいせい
・芸西病院
・居宅介護支援事業所みずき　　　　　　　　安芸郡芸西村和食甲４２６８
・訪問看護ステーションげいせい
・院内保育施設チャイルドルームむつき
・藤戸病院
・グループホームすみれ
・訪問看護ステーションふじと　　　　　　　　（高知市）

・就労継続支援B型事業所めざめ

出　展　名
（医）おくら会げいせい　　介護老人保健施設リゾートヒルやわらぎ／
グループホームげいせい／芸西病院

法　人　名 医療法人おくら会（げいせい）

ブース番号 事業種別 高齢

事業所一覧
（所在地）

法人本部
所在地 高知市上町１丁目４－２４

法人理念 誠実と信頼、希望と前進

採用担当者 角谷広子（スミヤヒロコ） Ｔ　Ｅ　Ｌ ０８８７－３３－３８３３

以下は、今回のフェアで紹介している求人情報です。掲載スペースの都合により最大５件まで掲載しています。
それ以外の求人や、同内容で雇用形態の異なる求人がある場合もありますので、ブースにてお問い合わせください。

Ｅ－ｍａｉｌ

今回のフェアで
紹介する求人の

応募に必要な資格

※当てはまるものに☑

　☑ 資格不問　　□ 初任者研修　　□ 実務者研修　　□ 介護福祉士　　□ 介護支援専門員

　□ 看護師・准看護師　　□ 栄養士・管理栄養士　　　□ 社会福祉士　　□ 社会福祉主事

　□ 精神保健福祉士　　□ 保育士　　□ 理学療法士　　□ 作業療法士　　□ 言語聴覚士

　□ その他の福祉系・医療系資格（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

採用担当者から
あなたにメッセージ

（求める人材像など）

☆支援相談員（ソーシャルワーカー）も募集しております。（医療保険分野・介護保険分野共に募集）

医療法人おくら会（げいせい）福利厚生など

・有給休暇 ・夏季休暇（５日間） ・年末年始休暇（5日間） ・年末年始勤務手当 ・介護職員処遇改善加算

・介護未経験でも正規雇用（夏季・冬季一時金支給） ・結婚特別休暇（７日間） ・妻の出産休暇（３日間）

・産前産後休暇制度 ・育児休業制度 ・介護休業制度 ・法人内２４時間保育所 ・通勤手当

・職務手当 ・住宅手当 ・職員互助会制度 等各種あり

☆法人内研修は基礎研修会・ステップアップ研修会・老健研修会と大きく３つに分けて構成しており、

様々なカテゴリーの研修会を年間約50回開催しており、段階に応じたスキルアップが可能。

☆法人外の研修は認知症介護基礎研修、認知症介護実践者研修、認知症介護実践リーダー研修など

外部出張（業務扱い）として受講できる体制とし、スキルアップが可能。

当事業所は東部自動車道、野市 ＩＣより車で約 分。芸西村の丘の上、海・山・空を感じることが出来る環境で、各スタッフ

が助け合いながらより良いサービスの提供に努めています。昨年は芸西病院開院４０周年、介護老人保健施設リゾートヒル

やわらぎは開設２０周年を迎えました。当法人は和気あいあいと長く働ける職場です。毎年勤続４０年表彰・３０年表彰・２０年

表彰・１０年表彰の対象職員がおり、毎年一回表彰式（金一封と記念品贈呈）を開催しています。
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１つめは「地域」にやさしい法人であること。

２つめは「利用者やご家族」にやさしい法人であること。

３つめは、働く「職員」に対してやさしい法人であること。

・無料託児所完備

・介護、看護休暇有り（有給休暇）

・短時間勤務制度（小学校就学まで）

・No！残業デイの設定（月２回）

求人職種
求人番号

事業所名
事業種別

所在地
雇用形態
雇用期間

賃金
（一律手当含む）

福祉資格

（◎必須　○いずれか　必
須　△望む）

時間外勤務
夜勤　　宿直

賞与
その他

介護職 特別養護老人ホーム豊寿園 複数あり 正職員 月給 ○介護福祉士 時間外勤務：あり 賞与：あり　3ヶ月

特別養護老人ホーム 随時 169,800～193,000 ○介護福祉士取得見込 夜勤：あり 退職金：あり ・介護支援専門員実務研修受講料、旅費全額補助
特定施設入居者生活介護 宿直：なし 通勤手当：あり 　社会福祉法人愛生福祉会と併設の医療法人互生会（本部）

認知症対応型共同生活介護 夜間：あり ・受験日、受講日の特別休暇制度

・介護支援専門員更新研修受講料、旅費全額補助

・認知症介護実践研修の受講料、旅費全額補助

・海外研修有り（ヨーロッパ・オーストラリア・アメリカ）

・永年勤続功労賞金有り（5年～40年）
　5年毎（100,000円～200,000円）

 地域の医療・福祉の総合施設としての役割を担っています！

・看護職員（正職員）や調理員（正職員以外）の求人もあります。

　
　資格取得支援からスキルアップのための研修など、未経験者でも専門性のある職員を目指
せるよう支援していきます。また、職場の環境改善・向上に常に取り組んでいます。

　☑ 資格不問　　☑ 初任者研修　　☑ 実務者研修　　☑ 介護福祉士　　☑ 介護支援専門員

　☑ 看護師・准看護師　　□ 栄養士・管理栄養士　　　□ 社会福祉士　　□ 社会福祉主事

　□ 精神保健福祉士　　□ 保育士　　□ 理学療法士　　□ 作業療法士　　□ 言語聴覚士

　□ その他の福祉系・医療系資格（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

採用担当者 　上村　晃司 Ｔ　Ｅ　Ｌ 　０８８０－６６－１１８８

Ｅ－ｍａｉｌ 　hojuen@mb.gallery.ne.jp

・介護職員（正職員以外）やパート求人もあります。

「３つのやさしさを持つ法人運営」を心掛けています！

各種資格取得支援・各種研修制度・その他

高知県ワークライフバランス推進企業認証（次世代育成支援部門）

その他の求人

・介護実務者研修受講料の全額貸与（2年間勤務で全額免除）

・介護福祉士、社会福祉士、介護支援専門員の受験料の全額補助

以下は、今回のフェアで紹介している求人情報です。掲載スペースの都合により最大５件まで掲載しています。
それ以外の求人や、同内容で雇用形態の異なる求人がある場合もありますので、ブースにてお問い合わせください。

　高知県宿毛市平田町戸内１８１３番地１

特別養護老人ホーム豊寿園（高知県宿毛市平田町戸内1813番地1）「介護老人福祉施設」
ユニット型特別養護老人ホーム豊寿園（高知県宿毛市平田町戸内1813番地1）「ユニット型介護老人福祉施設」
豊寿園ショートステイサービス（高知県宿毛市平田町戸内1813番地1）「短期入所生活介護」
デイサービスセンターつどいの家（高知県宿毛市平田町戸内1813番地1）「通所介護」
ケアハウスすくも（高知県宿毛市平田町戸内1824番地）「特定施設入居者生活介護/一般」
豊寿園ホームヘルパーステーション（高知県宿毛市平田町戸内1824番地）「訪問介護」
宿毛市東部居宅介護支援事業所（高知県宿毛市平田町戸内1824番地）「居宅介護支援」
グループホームえやんばい（高知県宿毛市平田町戸内1822番地2）「認知症対応型共同生活介護」
グループホームほうばい（高知県幡多郡三原村宮ノ川1420番地5）「認知症対応型共同生活介護」

介護老人福祉施設横浜よさこいホーム（神奈川県横浜市緑区北八朔町1368番地1）「ユニット型介護老人福祉施設」
特別養護老人ホーム祝の郷（愛媛県宇和島市祝森甲2407番地）「介護老人福祉施設」
特別養護老人ホーム札掛の里（愛媛県大洲市野佐来479番地）「地域密着型ユニット型介護老人福祉施設」

出　展　名 　（福）　愛生福祉会

法　人　名 　（福）　愛生福祉会

ブース番号 事業種別 高齢

事業所一覧
（所在地）

法人本部
所在地

今回のフェアで
紹介する求人の

応募に必要な資格

※当てはまるものに☑

採用担当者から
あなたにメッセージ

（求める人材像など）

ｹｱﾊｳｽすくも

ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑえやんばい

ﾞ特別養護老人ホーム豊寿園

筒井病院

老人保健施設

ぎんなん荘

有料老人ホーム

やいとがわ
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１つめは「地域」にやさしい法人であること。

２つめは「利用者やご家族」にやさしい法人であること。

３つめは、働く「職員」に対してやさしい法人であること。

・無料託児所完備

・介護、看護休暇有り（有給休暇）

・短時間勤務制度（小学校就学まで）

・No！残業デイの設定（月２回）

求人職種
求人番号

事業所名
事業種別

所在地
雇用形態
雇用期間

賃金
（一律手当含む）

福祉資格

（◎必須　○いずれか　必
須　△望む）

時間外勤務
夜勤　　宿直

賞与
その他

介護職 特別養護老人ホーム豊寿園 複数あり 正職員 月給 ○介護福祉士 時間外勤務：あり 賞与：あり　3ヶ月

特別養護老人ホーム 随時 169,800～193,000 ○介護福祉士取得見込 夜勤：あり 退職金：あり ・介護支援専門員実務研修受講料、旅費全額補助
特定施設入居者生活介護 宿直：なし 通勤手当：あり 　社会福祉法人愛生福祉会と併設の医療法人互生会（本部）

認知症対応型共同生活介護 夜間：あり ・受験日、受講日の特別休暇制度

・介護支援専門員更新研修受講料、旅費全額補助

・認知症介護実践研修の受講料、旅費全額補助

・海外研修有り（ヨーロッパ・オーストラリア・アメリカ）

・永年勤続功労賞金有り（5年～40年）
　5年毎（100,000円～200,000円）

 地域の医療・福祉の総合施設としての役割を担っています！

・看護職員（正職員）や調理員（正職員以外）の求人もあります。

　
　資格取得支援からスキルアップのための研修など、未経験者でも専門性のある職員を目指
せるよう支援していきます。また、職場の環境改善・向上に常に取り組んでいます。

　☑ 資格不問　　☑ 初任者研修　　☑ 実務者研修　　☑ 介護福祉士　　☑ 介護支援専門員

　☑ 看護師・准看護師　　□ 栄養士・管理栄養士　　　□ 社会福祉士　　□ 社会福祉主事

　□ 精神保健福祉士　　□ 保育士　　□ 理学療法士　　□ 作業療法士　　□ 言語聴覚士

　□ その他の福祉系・医療系資格（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

採用担当者 　上村　晃司 Ｔ　Ｅ　Ｌ 　０８８０－６６－１１８８

Ｅ－ｍａｉｌ 　hojuen@mb.gallery.ne.jp

・介護職員（正職員以外）やパート求人もあります。

「３つのやさしさを持つ法人運営」を心掛けています！

各種資格取得支援・各種研修制度・その他

高知県ワークライフバランス推進企業認証（次世代育成支援部門）

その他の求人

・介護実務者研修受講料の全額貸与（2年間勤務で全額免除）

・介護福祉士、社会福祉士、介護支援専門員の受験料の全額補助

以下は、今回のフェアで紹介している求人情報です。掲載スペースの都合により最大５件まで掲載しています。
それ以外の求人や、同内容で雇用形態の異なる求人がある場合もありますので、ブースにてお問い合わせください。

　高知県宿毛市平田町戸内１８１３番地１

特別養護老人ホーム豊寿園（高知県宿毛市平田町戸内1813番地1）「介護老人福祉施設」
ユニット型特別養護老人ホーム豊寿園（高知県宿毛市平田町戸内1813番地1）「ユニット型介護老人福祉施設」
豊寿園ショートステイサービス（高知県宿毛市平田町戸内1813番地1）「短期入所生活介護」
デイサービスセンターつどいの家（高知県宿毛市平田町戸内1813番地1）「通所介護」
ケアハウスすくも（高知県宿毛市平田町戸内1824番地）「特定施設入居者生活介護/一般」
豊寿園ホームヘルパーステーション（高知県宿毛市平田町戸内1824番地）「訪問介護」
宿毛市東部居宅介護支援事業所（高知県宿毛市平田町戸内1824番地）「居宅介護支援」
グループホームえやんばい（高知県宿毛市平田町戸内1822番地2）「認知症対応型共同生活介護」
グループホームほうばい（高知県幡多郡三原村宮ノ川1420番地5）「認知症対応型共同生活介護」

介護老人福祉施設横浜よさこいホーム（神奈川県横浜市緑区北八朔町1368番地1）「ユニット型介護老人福祉施設」
特別養護老人ホーム祝の郷（愛媛県宇和島市祝森甲2407番地）「介護老人福祉施設」
特別養護老人ホーム札掛の里（愛媛県大洲市野佐来479番地）「地域密着型ユニット型介護老人福祉施設」

出　展　名 　（福）　愛生福祉会

法　人　名 　（福）　愛生福祉会

ブース番号 事業種別 高齢

事業所一覧
（所在地）

法人本部
所在地

今回のフェアで
紹介する求人の

応募に必要な資格

※当てはまるものに☑

採用担当者から
あなたにメッセージ

（求める人材像など）

ｹｱﾊｳｽすくも

ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑえやんばい

ﾞ特別養護老人ホーム豊寿園

筒井病院

老人保健施設

ぎんなん荘

有料老人ホーム

やいとがわ
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求人職種
求人番号

事業所名
事業種別

所在地
雇用形態
雇用期間

賃金
（一律手当含む）

福祉資格

（◎必須　○いずれか
　必須　△望む）

時間外勤務
夜勤
宿直

賞与
その他

セラピスト 幡多希望の家 宿毛市平田町中山 正職員 月給 ◎言語聴覚士 時間外勤務：あり 賞与：あり　4.2ヶ月

(障）療養介護 随時 211,000～249,000 夜勤：なし 退職金：あり

医療型障害児入所施設 宿直：なし 通勤手当：あり

夜間：なし

相談・支援・指導員 幡多希望の家 宿毛市平田町中山 常勤（正職員以外） 月給 ○社会福祉士 時間外勤務：あり 賞与：あり　1.5ヶ月

(障）療養介護 ～2020/3/31 151,500～162,500 ○精神保健福祉士 夜勤：なし 退職金：なし

医療型障害児入所施設 ○児童指導員 宿直：なし 通勤手当：あり

夜間：なし

介護職 幡多希望の家 宿毛市平田町中山 正職員 月給 ○社会福祉士 時間外勤務：あり 賞与：あり　4ヶ月

(障）療養介護 随時 171,000～189,000 ○介護福祉士 夜勤：あり 退職金：あり

医療型障害児入所施設 ○保育士 宿直：なし 通勤手当：あり

夜間：あり

井上　亮 Ｔ　Ｅ　Ｌ

以下は、今回のフェアで紹介している求人情報です。掲載スペースの都合により最大５件まで掲載しています。
それ以外の求人や、同内容で雇用形態の異なる求人がある場合もありますので、ブースにてお問い合わせください。

Ｅ－ｍａｉｌ

今回のフェアで
紹介する求人の

応募に必要な資格

※当てはまるものに☑

　□ 資格不問　　□ 初任者研修　　□ 実務者研修　　☑ 介護福祉士　　□ 介護支援専門員

　□ 看護師・准看護師　　□ 栄養士・管理栄養士　　　☑ 社会福祉士　　□ 社会福祉主事

　☑ 精神保健福祉士　　☑ 保育士　　□ 理学療法士　　□ 作業療法士　　☑ 言語聴覚士

　□ その他の福祉系・医療系資格（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

採用担当者から
あなたにメッセージ

（求める人材像など）

　当施設では、重度の障害を持たれた方々に「医療」と「福祉」の一体的な支援を行い、重症心
身障害児者の方の「生活」がより豊かなものとなることを目指した活動を行っております。
 　高知県西部のほっこりとした環境の中で、重い障害を持たれた方がたの「生活」を支えていく
お力添えをして頂ければと思います。

・医療型障害児入所施設・療養介護事業・短期入所事業
　幡多希望の家　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　高知県宿毛市平田町中山867

・生活介護事業
　幡多希望の家さくらんぼホーム　　　　　　　　　　　　　　　　　　高知県宿毛市山奈町芳奈3365番地

・障害児通所支援事業（多機能型）
　幡多希望の家通園センターさくらんぼ　　　　　　　　　　　　　 高知県宿毛市山奈町芳奈3365番地

・障害児通所支援事業（多機能型）
　幡多希望の家通園センターつくしんぼ　　　　　　　　　　　　　 高知県宿毛市平田町中山867

・相談支援事業
　幡多希望の家相談支援センター　　　　　　　　　　　　　　　　　高知県宿毛市山奈町芳奈3365番地

・重度訪問介護事業　居宅介護事業
　幡多希望の家ヘルパーステーション　　　　　　　　　　　　　　 高知県宿毛市山奈町芳奈3365番地

出　展　名 （福）幡多福祉会　幡多希望の家

法　人　名 社会福祉法人幡多福祉会

ブース番号 事業種別 障害・児童

事業所一覧
（所在地）

法人本部
所在地 宿毛市平田町中山867

法人理念

1.私たちは、利用者の人格を重んじ、如何に障害が重くとも、人としての成長・発達の可能性を信じ、その実現
に務めます。
2.私たちは、家族的雰囲気を大切にし、笑顔を絶やさず、日々明るい生活を利用者と共に送ります。
3.私たちは、第三者・利用者の心の声をいつも謙虚に耳を傾け、日々の業務改善と資質の向上に努めます。
4.私たちは、この施設を地域の福祉資源として活かし、地域の発展に努めます。 　「幡多希望の家」は高知県宿毛市に位置し、高知県西部幡多地域の方々の重症心身障害児者施設への熱

い想いの結晶として創設され、平成9年4月から福祉と医療（病院）の活動が始まりました。（医療）（看護）（療
育）（リハビリテーション）それぞれの専門職がチームとして関わり、職員一同「利用者様とともに生きるよろこ
びを共有する」を合い言葉に、明るく楽しい施設とその進歩を心掛けて、日々の仕事を続けています。

　「幡多希望の家」には、勤続15～20年になる職員が約30名も活躍していることが魅力の一つであり、職員の
皆さんに長く勤めていただけるよう永年勤続表彰などの福利厚生の充実を図っています。また、個々のライフ
ワークに合った勤務調整や年次有給休暇の取得率が毎年９割を超えていること、育児支援への配慮etc、と
ても働きやすい職場環境が自慢です。

　※職員数が多い入所病棟の生活支援科では、休みの調整がかなり自由度が高いので、個々のライフワー
クに合わせた働き方が出来ることが魅力です。

【福利厚生】
○夏季休暇1日　年末年始休暇　・・・　２日　　　　　○バースディ休暇　・・・　１日
○有給休暇　取得率（年間１０～２０日）　５年連続！　９０％以上！

【特徴】
電子カルテシステム！　フェースシート・個別支援計画etcはシステム化されており施設内LANで共有

採用担当者
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求人職種
求人番号

事業所名
事業種別

所在地
雇用形態
雇用期間

賃金
（一律手当含む）

福祉資格

（◎必須　○いずれか
　必須　△望む）

時間外勤務
夜勤
宿直

賞与
その他

セラピスト 幡多希望の家 宿毛市平田町中山 正職員 月給 ◎言語聴覚士 時間外勤務：あり 賞与：あり　4.2ヶ月

(障）療養介護 随時 211,000～249,000 夜勤：なし 退職金：あり

医療型障害児入所施設 宿直：なし 通勤手当：あり

夜間：なし

相談・支援・指導員 幡多希望の家 宿毛市平田町中山 常勤（正職員以外） 月給 ○社会福祉士 時間外勤務：あり 賞与：あり　1.5ヶ月

(障）療養介護 ～2020/3/31 151,500～162,500 ○精神保健福祉士 夜勤：なし 退職金：なし

医療型障害児入所施設 ○児童指導員 宿直：なし 通勤手当：あり

夜間：なし

介護職 幡多希望の家 宿毛市平田町中山 正職員 月給 ○社会福祉士 時間外勤務：あり 賞与：あり　4ヶ月

(障）療養介護 随時 171,000～189,000 ○介護福祉士 夜勤：あり 退職金：あり

医療型障害児入所施設 ○保育士 宿直：なし 通勤手当：あり

夜間：あり

井上　亮 Ｔ　Ｅ　Ｌ

以下は、今回のフェアで紹介している求人情報です。掲載スペースの都合により最大５件まで掲載しています。
それ以外の求人や、同内容で雇用形態の異なる求人がある場合もありますので、ブースにてお問い合わせください。

Ｅ－ｍａｉｌ

今回のフェアで
紹介する求人の

応募に必要な資格

※当てはまるものに☑

　□ 資格不問　　□ 初任者研修　　□ 実務者研修　　☑ 介護福祉士　　□ 介護支援専門員

　□ 看護師・准看護師　　□ 栄養士・管理栄養士　　　☑ 社会福祉士　　□ 社会福祉主事

　☑ 精神保健福祉士　　☑ 保育士　　□ 理学療法士　　□ 作業療法士　　☑ 言語聴覚士

　□ その他の福祉系・医療系資格（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

採用担当者から
あなたにメッセージ

（求める人材像など）

　当施設では、重度の障害を持たれた方々に「医療」と「福祉」の一体的な支援を行い、重症心
身障害児者の方の「生活」がより豊かなものとなることを目指した活動を行っております。
 　高知県西部のほっこりとした環境の中で、重い障害を持たれた方がたの「生活」を支えていく
お力添えをして頂ければと思います。

・医療型障害児入所施設・療養介護事業・短期入所事業
　幡多希望の家　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　高知県宿毛市平田町中山867

・生活介護事業
　幡多希望の家さくらんぼホーム　　　　　　　　　　　　　　　　　　高知県宿毛市山奈町芳奈3365番地

・障害児通所支援事業（多機能型）
　幡多希望の家通園センターさくらんぼ　　　　　　　　　　　　　 高知県宿毛市山奈町芳奈3365番地

・障害児通所支援事業（多機能型）
　幡多希望の家通園センターつくしんぼ　　　　　　　　　　　　　 高知県宿毛市平田町中山867

・相談支援事業
　幡多希望の家相談支援センター　　　　　　　　　　　　　　　　　高知県宿毛市山奈町芳奈3365番地

・重度訪問介護事業　居宅介護事業
　幡多希望の家ヘルパーステーション　　　　　　　　　　　　　　 高知県宿毛市山奈町芳奈3365番地

出　展　名 （福）幡多福祉会　幡多希望の家

法　人　名 社会福祉法人幡多福祉会

ブース番号 事業種別 障害・児童

事業所一覧
（所在地）

法人本部
所在地 宿毛市平田町中山867

法人理念

1.私たちは、利用者の人格を重んじ、如何に障害が重くとも、人としての成長・発達の可能性を信じ、その実現
に務めます。
2.私たちは、家族的雰囲気を大切にし、笑顔を絶やさず、日々明るい生活を利用者と共に送ります。
3.私たちは、第三者・利用者の心の声をいつも謙虚に耳を傾け、日々の業務改善と資質の向上に努めます。
4.私たちは、この施設を地域の福祉資源として活かし、地域の発展に努めます。 　「幡多希望の家」は高知県宿毛市に位置し、高知県西部幡多地域の方々の重症心身障害児者施設への熱

い想いの結晶として創設され、平成9年4月から福祉と医療（病院）の活動が始まりました。（医療）（看護）（療
育）（リハビリテーション）それぞれの専門職がチームとして関わり、職員一同「利用者様とともに生きるよろこ
びを共有する」を合い言葉に、明るく楽しい施設とその進歩を心掛けて、日々の仕事を続けています。

　「幡多希望の家」には、勤続15～20年になる職員が約30名も活躍していることが魅力の一つであり、職員の
皆さんに長く勤めていただけるよう永年勤続表彰などの福利厚生の充実を図っています。また、個々のライフ
ワークに合った勤務調整や年次有給休暇の取得率が毎年９割を超えていること、育児支援への配慮etc、と
ても働きやすい職場環境が自慢です。

　※職員数が多い入所病棟の生活支援科では、休みの調整がかなり自由度が高いので、個々のライフワー
クに合わせた働き方が出来ることが魅力です。

【福利厚生】
○夏季休暇1日　年末年始休暇　・・・　２日　　　　　○バースディ休暇　・・・　１日
○有給休暇　取得率（年間１０～２０日）　５年連続！　９０％以上！

【特徴】
電子カルテシステム！　フェースシート・個別支援計画etcはシステム化されており施設内LANで共有

採用担当者
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求人職種
求人番号

事業所名
事業種別

所在地
雇用形態
雇用期間

賃金
（一律手当含む）

福祉資格
（◎必須　○いずれか
　必須　△望む）

時間外勤務
夜勤
宿直

賞与
その他

介護職 社会福祉法人山寿会 複数あり 非常勤・パート 時給 不問 時間外勤務：なし 賞与：なし

特別養護老人ホーム ～2019/3/31 800～800 夜勤：なし 退職金：なし

通所介護 宿直：なし 通勤手当：あり

夜間：なし

介護職 社会福祉法人山寿会 複数あり 常勤（正職員以外） 時給 ◎介護職員初任者研修修了見込 時間外勤務：あり 賞与：なし

特別養護老人ホーム ～2019/3/31 800～800 夜勤：あり 退職金：なし

特定施設入居者生活介護 宿直：なし 通勤手当：あり

夜間：あり

介護職 社会福祉法人山寿会 複数あり 正職員 月給 ◎介護福祉士 時間外勤務：あり 賞与：あり

特別養護老人ホーム 随時 160,900～217,000 夜勤：あり 退職金：あり

特定施設入居者生活介護 宿直：なし 通勤手当：あり

夜間：あり

看護職 社会福祉法人山寿会 複数あり 正職員 月給 ○看護師 時間外勤務：あり 賞与：あり

特別養護老人ホーム 随時 162,600～272,000 ○准看護師 夜勤：なし 退職金：あり

特定施設入居者生活介護 宿直：なし 通勤手当：あり

夜間：なし

【高知県】
特別養護老人ホーム「湯の里」／デイサービスセンター「ゆづき」／
デイサービス「一ツ橋」「かねだ」／ヘルパーステーション「さつき」／

ケアハウス「集家」／在宅ケアセンター「みかづき」／
高知市西部地域高齢者支援センター「みかづき出張所」

【高知県以外】
特別養護老人ホーム「今川の郷」（神奈川県横浜市）

特別養護老人ホーム「島町花の郷」（埼玉県さいたま市)
川崎市認可保育園「有馬の杜コスモス保育園」（神奈川県川崎市）

出　展　名 （福）山寿会

法　人　名 （福）山寿会

ブース番号 事業種別 高齢

事業所一覧
（所在地）

法人本部
所在地 高知市円行寺52番10

法人理念
私たちは、地域に開かれた施設として、地域福祉に貢献し、地域から

愛され、信頼され、誇りにしていただける施設を目指します。

採用担当者 山田 ・ 高野
 こうの Ｔ　Ｅ　Ｌ

「山寿会」では、施設内新人研修、外部研修参加等、サポート・
フォロー体制を充実させ、「働きやすい職場」を目指しております。
個人別レベルにあわせたOJTの実践や、県外（神奈川県・埼玉県）

勤務を含め、幅広い業務経験の機会もあります。
都会で働くことに興味がある方もお気軽にお越しください。

以下は、今回のフェアで紹介している求人情報です。掲載スペースの都合により最大５件まで掲載しています。
それ以外の求人や、同内容で雇用形態の異なる求人がある場合もありますので、ブースにてお問い合わせください。

Ｅ－ｍａｉｌ

今回のフェアで
紹介する求人の

応募に必要な資格

※当てはまるものに☑

　□ 資格不問　　□ 初任者研修　　□ 実務者研修　　☑ 介護福祉士　　□ 介護支援専門員

　☑ 看護師・准看護師　　□ 栄養士・管理栄養士　　　□ 社会福祉士　　□ 社会福祉主事

　□ 精神保健福祉士　　□ 保育士　　□ 理学療法士　　□ 作業療法士　　□ 言語聴覚士

　□ その他の福祉系・医療系資格（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

採用担当者から
あなたにメッセージ

（求める人材像など）

★やりがいを感じられ長く働ける職場です★
優しく頼れる先輩や仲間が共に働く皆さんをお待ちしています。

都会（神奈川県横浜市、埼玉県さいたま市）で働きたい方も大歓迎です！

安定した給与体制！

昇給（年１回）

賞与（年２回）

安心の休暇体制！

有給休暇、産前産後育児休暇、

介護休暇取得制度あります。

マイカー通勤ＯＫ！各種手当あり！施設内親睦会あり！

湯の里

集 家 今川の郷 島町花の郷
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求人職種
求人番号

事業所名
事業種別

所在地
雇用形態
雇用期間

賃金
（一律手当含む）

福祉資格
（◎必須　○いずれか
　必須　△望む）

時間外勤務
夜勤
宿直

賞与
その他

介護職 社会福祉法人山寿会 複数あり 非常勤・パート 時給 不問 時間外勤務：なし 賞与：なし

特別養護老人ホーム ～2019/3/31 800～800 夜勤：なし 退職金：なし

通所介護 宿直：なし 通勤手当：あり

夜間：なし

介護職 社会福祉法人山寿会 複数あり 常勤（正職員以外） 時給 ◎介護職員初任者研修修了見込 時間外勤務：あり 賞与：なし

特別養護老人ホーム ～2019/3/31 800～800 夜勤：あり 退職金：なし

特定施設入居者生活介護 宿直：なし 通勤手当：あり

夜間：あり

介護職 社会福祉法人山寿会 複数あり 正職員 月給 ◎介護福祉士 時間外勤務：あり 賞与：あり

特別養護老人ホーム 随時 160,900～217,000 夜勤：あり 退職金：あり

特定施設入居者生活介護 宿直：なし 通勤手当：あり

夜間：あり

看護職 社会福祉法人山寿会 複数あり 正職員 月給 ○看護師 時間外勤務：あり 賞与：あり

特別養護老人ホーム 随時 162,600～272,000 ○准看護師 夜勤：なし 退職金：あり

特定施設入居者生活介護 宿直：なし 通勤手当：あり

夜間：なし

【高知県】
特別養護老人ホーム「湯の里」／デイサービスセンター「ゆづき」／
デイサービス「一ツ橋」「かねだ」／ヘルパーステーション「さつき」／

ケアハウス「集家」／在宅ケアセンター「みかづき」／
高知市西部地域高齢者支援センター「みかづき出張所」

【高知県以外】
特別養護老人ホーム「今川の郷」（神奈川県横浜市）

特別養護老人ホーム「島町花の郷」（埼玉県さいたま市)
川崎市認可保育園「有馬の杜コスモス保育園」（神奈川県川崎市）

出　展　名 （福）山寿会

法　人　名 （福）山寿会

ブース番号 事業種別 高齢

事業所一覧
（所在地）

法人本部
所在地 高知市円行寺52番10

法人理念
私たちは、地域に開かれた施設として、地域福祉に貢献し、地域から

愛され、信頼され、誇りにしていただける施設を目指します。

採用担当者 山田 ・ 高野
 こうの Ｔ　Ｅ　Ｌ

「山寿会」では、施設内新人研修、外部研修参加等、サポート・
フォロー体制を充実させ、「働きやすい職場」を目指しております。
個人別レベルにあわせたOJTの実践や、県外（神奈川県・埼玉県）

勤務を含め、幅広い業務経験の機会もあります。
都会で働くことに興味がある方もお気軽にお越しください。

以下は、今回のフェアで紹介している求人情報です。掲載スペースの都合により最大５件まで掲載しています。
それ以外の求人や、同内容で雇用形態の異なる求人がある場合もありますので、ブースにてお問い合わせください。

Ｅ－ｍａｉｌ

今回のフェアで
紹介する求人の

応募に必要な資格

※当てはまるものに☑

　□ 資格不問　　□ 初任者研修　　□ 実務者研修　　☑ 介護福祉士　　□ 介護支援専門員

　☑ 看護師・准看護師　　□ 栄養士・管理栄養士　　　□ 社会福祉士　　□ 社会福祉主事

　□ 精神保健福祉士　　□ 保育士　　□ 理学療法士　　□ 作業療法士　　□ 言語聴覚士

　□ その他の福祉系・医療系資格（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

採用担当者から
あなたにメッセージ

（求める人材像など）

★やりがいを感じられ長く働ける職場です★
優しく頼れる先輩や仲間が共に働く皆さんをお待ちしています。

都会（神奈川県横浜市、埼玉県さいたま市）で働きたい方も大歓迎です！

安定した給与体制！

昇給（年１回）

賞与（年２回）

安心の休暇体制！

有給休暇、産前産後育児休暇、

介護休暇取得制度あります。

マイカー通勤ＯＫ！各種手当あり！施設内親睦会あり！

湯の里

集 家 今川の郷 島町花の郷



75

求人職種
求人番号

事業所名
事業種別

所在地
雇用形態
雇用期間

賃金
（一律手当含む）

福祉資格

（◎必須　○いずれか
　必須　△望む）

時間外勤務
夜勤
宿直

賞与
その他

事務職 医療法人香美会 香南市香我美町岸本ルノ丸 正職員 月給 不問 時間外勤務：なし 賞与：あり　3.5ヶ月

介護老人保健施設 随時 130,000～140,000 夜勤：なし 退職金：あり

宿直：なし 通勤手当：あり

夜間：なし

相談・支援・指導員 医療法人香美会 香南市香我美町岸本ルノ丸 正職員 月給 △社会福祉士 時間外勤務：あり 賞与：あり　3.5ヶ月

介護老人保健施設 随時 135,000～195,000 △社会福祉主事 夜勤：なし 退職金：あり

宿直：なし 通勤手当：あり

夜間：なし

介護職 医療法人香美会 複数あり 正職員 月給 ○介護職員初任者研修 時間外勤務：あり 賞与：あり　3.5ヶ月

介護老人保健施設 随時 161,000～188,000 ○介護職員基礎研修 夜勤：あり 退職金：あり

通所介護 ○実務者研修 宿直：あり 通勤手当：あり

有料老人ホーム 夜間：あり

介護職 医療法人香美会 複数あり 正職員 月給 ◎介護福祉士 時間外勤務：あり 賞与：あり　3.5ヶ月

介護老人保健施設 随時 174,000～199,000 夜勤：あり 退職金：あり

通所介護 宿直：あり 通勤手当：あり

有料老人ホーム 夜間：あり

以下は、今回のフェアで紹介している求人情報です。掲載スペースの都合により最大５件まで掲載しています。
それ以外の求人や、同内容で雇用形態の異なる求人がある場合もありますので、ブースにてお問い合わせください。

事業所一覧
（所在地）

介護老人保健施設あいの里　　香南市香我美町岸本328-174
居宅介護支援事業所かがみ　　香南市香我美町岸本328-174
有料老人ホームかがみ　　　　   香南市香我美町岸本205-1
デイサービスセンターかがみ　  香南市香我美町岸本205-1
ヘルパーステーションかがみ　  香南市香我美町岸本205-1
有料老人ホームなはり　　　　    安芸郡奈半利町乙4597番1
デイサービスセンターなはり　    安芸郡奈半利町乙4597番1

Ｅ－ｍａｉｌ

今回のフェアで
紹介する求人の

応募に必要な資格

※当てはまるものに☑

　☑ 資格不問　　☑ 初任者研修　　☑ 実務者研修　　☑ 介護福祉士　　□ 介護支援専門員

　□ 看護師・准看護師　　□ 栄養士・管理栄養士　　　□ 社会福祉士　　□ 社会福祉主事

　□ 精神保健福祉士　　□ 保育士　　□ 理学療法士　　□ 作業療法士　　□ 言語聴覚士

　□ その他の福祉系・医療系資格（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

採用担当者から
あなたにメッセージ

（求める人材像など）

資格・経験・年齢は問いません。初めての介護であっても経験豊富な先輩職員が多数おります
ので、技術面だけでなく様々な悩み相談もサポートしてくれます。
人との交流が好きでやる気のある方、募集しています。

法人本部
所在地 香南市香我美町岸本328-174

法人理念
「地域に根ざした利用者様中心の医療と福祉の実践」
　　救急から在宅までを合言葉に総合福祉グループを目指します。
　　そのためには、職員一人一人が責任ある行動をとります。

採用担当者 穂積　慶成 Ｔ　Ｅ　Ｌ

ブース番号 事業種別 高齢

出　展　名 （医）香美会

法　人　名 医療法人　香美会

医療法人 香美会

介護職員のデスクワークが効率化されたので、利用

者様との関わる時間が増え、介護の質の向上に繋

がっています。パソコンが苦手な方でも大丈夫！先

輩が丁寧に教えてくれます。

国内はもちろん、海外旅行へも行けます。

今年は、シンガポール、台湾、韓国へ行ってきました。

東京ディズニーランドなどもあります。

介護ソフト導入

職員旅行

ワークライフバランス

教 育

給 料

・昇給（年 回）

・賞与（年２回）

・育児休暇の取得率は１００％、 歳までの保育手

当の支給

・介護休業制度の取得実績もあり

・希望休を優先した勤務シフト

・定時で終われる職場体制づくり

・アセッサー資格者による介護技術研修の実施

・外部研修への参加の支援（本人が希望する研修へ

も参加援助あり）

・資格取得をサポート
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求人職種
求人番号

事業所名
事業種別

所在地
雇用形態
雇用期間

賃金
（一律手当含む）

福祉資格

（◎必須　○いずれか
　必須　△望む）

時間外勤務
夜勤
宿直

賞与
その他

事務職 医療法人香美会 香南市香我美町岸本ルノ丸 正職員 月給 不問 時間外勤務：なし 賞与：あり　3.5ヶ月

介護老人保健施設 随時 130,000～140,000 夜勤：なし 退職金：あり

宿直：なし 通勤手当：あり

夜間：なし

相談・支援・指導員 医療法人香美会 香南市香我美町岸本ルノ丸 正職員 月給 △社会福祉士 時間外勤務：あり 賞与：あり　3.5ヶ月

介護老人保健施設 随時 135,000～195,000 △社会福祉主事 夜勤：なし 退職金：あり

宿直：なし 通勤手当：あり

夜間：なし

介護職 医療法人香美会 複数あり 正職員 月給 ○介護職員初任者研修 時間外勤務：あり 賞与：あり　3.5ヶ月

介護老人保健施設 随時 161,000～188,000 ○介護職員基礎研修 夜勤：あり 退職金：あり

通所介護 ○実務者研修 宿直：あり 通勤手当：あり

有料老人ホーム 夜間：あり

介護職 医療法人香美会 複数あり 正職員 月給 ◎介護福祉士 時間外勤務：あり 賞与：あり　3.5ヶ月

介護老人保健施設 随時 174,000～199,000 夜勤：あり 退職金：あり

通所介護 宿直：あり 通勤手当：あり

有料老人ホーム 夜間：あり

以下は、今回のフェアで紹介している求人情報です。掲載スペースの都合により最大５件まで掲載しています。
それ以外の求人や、同内容で雇用形態の異なる求人がある場合もありますので、ブースにてお問い合わせください。

事業所一覧
（所在地）

介護老人保健施設あいの里　　香南市香我美町岸本328-174
居宅介護支援事業所かがみ　　香南市香我美町岸本328-174
有料老人ホームかがみ　　　　   香南市香我美町岸本205-1
デイサービスセンターかがみ　  香南市香我美町岸本205-1
ヘルパーステーションかがみ　  香南市香我美町岸本205-1
有料老人ホームなはり　　　　    安芸郡奈半利町乙4597番1
デイサービスセンターなはり　    安芸郡奈半利町乙4597番1

Ｅ－ｍａｉｌ

今回のフェアで
紹介する求人の

応募に必要な資格

※当てはまるものに☑

　☑ 資格不問　　☑ 初任者研修　　☑ 実務者研修　　☑ 介護福祉士　　□ 介護支援専門員

　□ 看護師・准看護師　　□ 栄養士・管理栄養士　　　□ 社会福祉士　　□ 社会福祉主事

　□ 精神保健福祉士　　□ 保育士　　□ 理学療法士　　□ 作業療法士　　□ 言語聴覚士

　□ その他の福祉系・医療系資格（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

採用担当者から
あなたにメッセージ

（求める人材像など）

資格・経験・年齢は問いません。初めての介護であっても経験豊富な先輩職員が多数おります
ので、技術面だけでなく様々な悩み相談もサポートしてくれます。
人との交流が好きでやる気のある方、募集しています。

法人本部
所在地 香南市香我美町岸本328-174

法人理念
「地域に根ざした利用者様中心の医療と福祉の実践」
　　救急から在宅までを合言葉に総合福祉グループを目指します。
　　そのためには、職員一人一人が責任ある行動をとります。

採用担当者 穂積　慶成 Ｔ　Ｅ　Ｌ

ブース番号 事業種別 高齢

出　展　名 （医）香美会

法　人　名 医療法人　香美会

医療法人 香美会

介護職員のデスクワークが効率化されたので、利用

者様との関わる時間が増え、介護の質の向上に繋

がっています。パソコンが苦手な方でも大丈夫！先

輩が丁寧に教えてくれます。

国内はもちろん、海外旅行へも行けます。

今年は、シンガポール、台湾、韓国へ行ってきました。

東京ディズニーランドなどもあります。

介護ソフト導入

職員旅行

ワークライフバランス

教 育

給 料

・昇給（年 回）

・賞与（年２回）

・育児休暇の取得率は１００％、 歳までの保育手

当の支給

・介護休業制度の取得実績もあり

・希望休を優先した勤務シフト

・定時で終われる職場体制づくり

・アセッサー資格者による介護技術研修の実施

・外部研修への参加の支援（本人が希望する研修へ

も参加援助あり）

・資格取得をサポート
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　☆病院では病棟での入浴介助等患者様の身の回りの介護全般を！

　　「デイサービスのレクはちょっと苦手。。。」といった方で病院での勤務を望む方もいらっしゃいます。

　☆他職種と協働し、患者様の治療によりそった介護を！

　　介護職の視点を他の職種に伝えられるチーム医療の一員に。

　　地域の皆様に愛され、一人一人に心の通った介護を。

　　勤務を調整しています。送迎・入浴介助・レク・食事準備、様々な場面で

　　ご自身の得意なところを活かして働けます。

　　職員もご利用者様と共に食事作りも楽しみます。

　　病院長、副院長も参加するなど法人全体で取り組んでいきます。

求人職種
求人番号

事業所名
事業種別

所在地
雇用形態
雇用期間

賃金
（一律手当含む）

福祉資格

（◎必須　○いずれか
　必須　△望む）

時間外勤務
夜勤
宿直

賞与
その他

介護職 川村病院 高知市上町 非常勤・パート 時給 ◎介護福祉士 時間外勤務：なし 賞与：なし

その他の老人福祉 随時 1,000～1,000 夜勤：なし 退職金：なし

宿直：なし 通勤手当：あり

夜間：なし

介護職 川村病院 高知市上町 正職員 月給 ◎介護福祉士 時間外勤務：なし 賞与：あり　3.6ヶ月

その他の老人福祉 随時 174,000～220,000 夜勤：あり 退職金：あり

宿直：なし 通勤手当：あり

夜間：あり

　

　

　

採用担当者

Ｅ－ｍａｉｌ

今回のフェアで
紹介する求人の

応募に必要な資格

※当てはまるものに☑

以下は、今回のフェアで紹介している求人情報です。掲載スペースの都合により最大５件まで掲載しています。
それ以外の求人や、同内容で雇用形態の異なる求人がある場合もありますので、ブースにてお問い合わせください。

○看護職・介護職の皆さんがあらゆる場面で活躍できる法人を目指します

　☆デイサービスではご利用者様と楽しい時間を共有！

採用担当者から
あなたにメッセージ

（求める人材像など）

松本　充夫 Ｔ　Ｅ　Ｌ

　☆ご家庭の事情等勤務時間に制限がある方でもお仕事できるように

　☆イベントも利用者と共に楽しみます！

法人理念

法人本部
所在地

　医療法人川村会の
ホームページQRコード

高知市上町5-6-20

　　　○訪問看護師（現時点で勤務可能です）

　　　○介護職員（経験、資格は問いません）

　　　　　　　※勤務時間等についても相談ください。

☆募集職種☆

施設詳細は当日のブースでお話しいたします！

川村会では看護小規模多機能型居宅介護の開所（2020.2月予定）や、病
院の新築（2019.12月着工予定）を計画しています。新たな事業や仕組み
づくりに前向きに取り組める方、少しでも長く勤められる方を求めていま
す。勤務時間や労働条件、パートのご希望などあらゆる相談に乗ります
ので、ぜひ当日ブースにお越しください！

　☑ 資格不問　　☑ 初任者研修　　☑ 実務者研修　　☑ 介護福祉士　　☑ 介護支援専門員

　☑ 看護師・准看護師　　□ 栄養士・管理栄養士　　　□ 社会福祉士　　□ 社会福祉主事

　□ 精神保健福祉士　　□ 保育士　　□ 理学療法士　　□ 作業療法士　　□ 言語聴覚士

　□ その他の福祉系・医療系資格（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

事業所一覧
（所在地）

①川村病院（一般病棟・医療療養病棟）
②デイサービスはるかぜ
③訪問看護ステーションかがみ川
④居宅介護支援センターかがみ川
⑤看護小規模多機能型居宅介護事業所かがみ川（H32.2開所予定）

看護小規模多機能型居宅介護事業所を開所します！（2020.2月開所予定）

川村病院の理念
地域の人々に愛され、信頼と安心感を持っていただける病院
心のかよった質の高い病院であることを目指します。
基本方針
私たちは、患者様を中心に、奉仕の精神に基づいた医療・介護サービスを提供します。
私たちは、地域社会から信頼され、安心できる病院となるよう努力します。
私たちは、患者様の権利を尊重し、患者様の心に響くあたたかいふれあいを大切にします。
私たちは、自分の仕事に誇りを持ち、常に自己研鑽に努めます。
私たちは、チームワークを大切にし、安全で質の高い医療・介護のサービスを提供します。

（医）川村会　看多機かがみ川

高齢

医療法人川村会

事業種別ブース番号

出　展　名

法　人　名
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　☆病院では病棟での入浴介助等患者様の身の回りの介護全般を！

　　「デイサービスのレクはちょっと苦手。。。」といった方で病院での勤務を望む方もいらっしゃいます。

　☆他職種と協働し、患者様の治療によりそった介護を！

　　介護職の視点を他の職種に伝えられるチーム医療の一員に。

　　地域の皆様に愛され、一人一人に心の通った介護を。

　　勤務を調整しています。送迎・入浴介助・レク・食事準備、様々な場面で

　　ご自身の得意なところを活かして働けます。

　　職員もご利用者様と共に食事作りも楽しみます。

　　病院長、副院長も参加するなど法人全体で取り組んでいきます。

求人職種
求人番号

事業所名
事業種別

所在地
雇用形態
雇用期間

賃金
（一律手当含む）

福祉資格

（◎必須　○いずれか
　必須　△望む）

時間外勤務
夜勤
宿直

賞与
その他

介護職 川村病院 高知市上町 非常勤・パート 時給 ◎介護福祉士 時間外勤務：なし 賞与：なし

その他の老人福祉 随時 1,000～1,000 夜勤：なし 退職金：なし

宿直：なし 通勤手当：あり

夜間：なし

介護職 川村病院 高知市上町 正職員 月給 ◎介護福祉士 時間外勤務：なし 賞与：あり　3.6ヶ月

その他の老人福祉 随時 174,000～220,000 夜勤：あり 退職金：あり

宿直：なし 通勤手当：あり

夜間：あり

　

　

　

採用担当者

Ｅ－ｍａｉｌ

今回のフェアで
紹介する求人の

応募に必要な資格

※当てはまるものに☑

以下は、今回のフェアで紹介している求人情報です。掲載スペースの都合により最大５件まで掲載しています。
それ以外の求人や、同内容で雇用形態の異なる求人がある場合もありますので、ブースにてお問い合わせください。

○看護職・介護職の皆さんがあらゆる場面で活躍できる法人を目指します

　☆デイサービスではご利用者様と楽しい時間を共有！

採用担当者から
あなたにメッセージ

（求める人材像など）

松本　充夫 Ｔ　Ｅ　Ｌ

　☆ご家庭の事情等勤務時間に制限がある方でもお仕事できるように

　☆イベントも利用者と共に楽しみます！

法人理念

法人本部
所在地

　医療法人川村会の
ホームページQRコード

高知市上町5-6-20

　　　○訪問看護師（現時点で勤務可能です）

　　　○介護職員（経験、資格は問いません）

　　　　　　　※勤務時間等についても相談ください。

☆募集職種☆

施設詳細は当日のブースでお話しいたします！

川村会では看護小規模多機能型居宅介護の開所（2020.2月予定）や、病
院の新築（2019.12月着工予定）を計画しています。新たな事業や仕組み
づくりに前向きに取り組める方、少しでも長く勤められる方を求めていま
す。勤務時間や労働条件、パートのご希望などあらゆる相談に乗ります
ので、ぜひ当日ブースにお越しください！

　☑ 資格不問　　☑ 初任者研修　　☑ 実務者研修　　☑ 介護福祉士　　☑ 介護支援専門員

　☑ 看護師・准看護師　　□ 栄養士・管理栄養士　　　□ 社会福祉士　　□ 社会福祉主事

　□ 精神保健福祉士　　□ 保育士　　□ 理学療法士　　□ 作業療法士　　□ 言語聴覚士

　□ その他の福祉系・医療系資格（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

事業所一覧
（所在地）

①川村病院（一般病棟・医療療養病棟）
②デイサービスはるかぜ
③訪問看護ステーションかがみ川
④居宅介護支援センターかがみ川
⑤看護小規模多機能型居宅介護事業所かがみ川（H32.2開所予定）

看護小規模多機能型居宅介護事業所を開所します！（2020.2月開所予定）

川村病院の理念
地域の人々に愛され、信頼と安心感を持っていただける病院
心のかよった質の高い病院であることを目指します。
基本方針
私たちは、患者様を中心に、奉仕の精神に基づいた医療・介護サービスを提供します。
私たちは、地域社会から信頼され、安心できる病院となるよう努力します。
私たちは、患者様の権利を尊重し、患者様の心に響くあたたかいふれあいを大切にします。
私たちは、自分の仕事に誇りを持ち、常に自己研鑽に努めます。
私たちは、チームワークを大切にし、安全で質の高い医療・介護のサービスを提供します。

（医）川村会　看多機かがみ川

高齢

医療法人川村会

事業種別ブース番号

出　展　名

法　人　名
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①児童養護施設　高知聖園天使園
　住所：高知市新本町１丁目７－３０　　電話：０８８－８７２－１９９６

②乳児院　高知聖園ベビーホーム
　住所：高知市新本町１丁目７－３０　　電話：０８８－８７２－１９９０

③保育所　高知聖園マリア園
　住所：高知市新本町１丁目７－２５　　電話：０８８－８２３－７２５８

求人職種
求人番号

事業所名
事業種別

所在地
雇用形態
雇用期間

賃金
（一律手当含む）

福祉資格

（◎必須　○いずれか
　必須　△望む）

時間外勤務
夜勤
宿直

賞与
その他

保育士 高知聖園マリア園 高知市新本町 常勤（正職員以外） 日給 ◎保育士 時間外勤務：あり 賞与：あり　2ヶ月

保育所 2019/4/1～2019年度末 7,530～7,950 夜勤：なし 退職金：あり

宿直：なし 通勤手当：あり

夜間：なし

栄養士 高知聖園ベビーホーム 高知市新本町 常勤（正職員以外） 時給 ○栄養士 時間外勤務：あり 賞与：あり　2ヶ月

乳児院 ～2019/3/31 1,100～1,100 ○栄養士取得見込 夜勤：なし 退職金：あり

宿直：なし 通勤手当：あり

夜間：あり

看護職 高知聖園ベビーホーム 高知市新本町 常勤（正職員以外） 時給 ○看護師 時間外勤務：あり 賞与：あり　2ヶ月

乳児院 ～2019/3/31 1,240～1,240 ○准看護師 夜勤：あり 退職金：あり

宿直：なし 通勤手当：あり

夜間：あり

保育士 高知聖園天使園 高知市新本町１丁目 常勤（正職員以外） 月給 ◎保育士 時間外勤務：なし 賞与：あり　2ヶ月

児童養護施設 2019/4/1～2020/3/31 174,720～191,360 夜勤：なし 退職金：あり

宿直：あり 通勤手当：あり

夜間：なし

保育士 高知聖園ベビーホーム 高知市新本町 常勤（正職員以外） 時給 ○保育士 時間外勤務：あり 賞与：あり　1ヶ月

乳児院 ～2019/3/31 1,100～1,100 ○児童指導員 夜勤：あり 退職金：あり

○社会福祉主事 宿直：なし 通勤手当：あり

○小・中・高教諭 夜間：あり

採用担当者
（天使園）谷本
（ベビーホーム）武樋
（マリア園）竹内

Ｔ　Ｅ　Ｌ
（天使園）０８８－８７２－１９９６
（ベビーホーム）０８８－８７２－１９９０
（マリア園）０８８－８２３－７２５８

以下は、今回のフェアで紹介している求人情報です。掲載スペースの都合により最大５件まで掲載しています。
それ以外の求人や、同内容で雇用形態の異なる求人がある場合もありますので、ブースにてお問い合わせください。

Ｅ－ｍａｉｌ
(天使園）kochi-tenshien@opal.ocn.ne.jp
（ベビーホーム）mikokoro@athena.ocn.ne.jp
(マリア園）kochimisono.mariaen@voice.ocn.ne.jp

今回のフェアで
紹介する求人の

応募に必要な資格

※当てはまるものに☑

　□ 資格不問　　□ 初任者研修　　□ 実務者研修　　□ 介護福祉士　　□ 介護支援専門員

　☑ 看護師・准看護師　　☑ 栄養士・管理栄養士　　　☑ 社会福祉士　　☑ 社会福祉主事

　□ 精神保健福祉士　　☑ 保育士　　□ 理学療法士　　□ 作業療法士　　□ 言語聴覚士

　☑ その他の福祉系・医療系資格（教員免許）

採用担当者から
あなたにメッセージ

（求める人材像など）

３施設で、０歳～１９歳の子ども達をお預かりしています。それぞれの施設において
業務の内容は異なりますが、どの施設も子ども達の成長を日々感じられるお仕事
です。子ども達と、ともに楽しみ、ともに育ち合っていきませんか？是非、ブースへ
お越しください。

事業所一覧
（所在地）

法人本部
所在地 岡山県岡山市北区天神町６－３４

法人理念

【一人ひとりを愛し慈しむ心で接する】

１．感謝する心を育てる

２．自己肯定感を育む

３．目に見えないものを大切にする

出　展　名 （福）みその児童福祉会　高知聖園天使園

法　人　名 （福）みその児童福祉会

ブース番号 事業種別 児童
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①児童養護施設　高知聖園天使園
　住所：高知市新本町１丁目７－３０　　電話：０８８－８７２－１９９６

②乳児院　高知聖園ベビーホーム
　住所：高知市新本町１丁目７－３０　　電話：０８８－８７２－１９９０

③保育所　高知聖園マリア園
　住所：高知市新本町１丁目７－２５　　電話：０８８－８２３－７２５８

求人職種
求人番号

事業所名
事業種別

所在地
雇用形態
雇用期間

賃金
（一律手当含む）

福祉資格

（◎必須　○いずれか
　必須　△望む）

時間外勤務
夜勤
宿直

賞与
その他

保育士 高知聖園マリア園 高知市新本町 常勤（正職員以外） 日給 ◎保育士 時間外勤務：あり 賞与：あり　2ヶ月

保育所 2019/4/1～2019年度末 7,530～7,950 夜勤：なし 退職金：あり

宿直：なし 通勤手当：あり

夜間：なし

栄養士 高知聖園ベビーホーム 高知市新本町 常勤（正職員以外） 時給 ○栄養士 時間外勤務：あり 賞与：あり　2ヶ月

乳児院 ～2019/3/31 1,100～1,100 ○栄養士取得見込 夜勤：なし 退職金：あり

宿直：なし 通勤手当：あり

夜間：あり

看護職 高知聖園ベビーホーム 高知市新本町 常勤（正職員以外） 時給 ○看護師 時間外勤務：あり 賞与：あり　2ヶ月

乳児院 ～2019/3/31 1,240～1,240 ○准看護師 夜勤：あり 退職金：あり

宿直：なし 通勤手当：あり

夜間：あり

保育士 高知聖園天使園 高知市新本町１丁目 常勤（正職員以外） 月給 ◎保育士 時間外勤務：なし 賞与：あり　2ヶ月

児童養護施設 2019/4/1～2020/3/31 174,720～191,360 夜勤：なし 退職金：あり

宿直：あり 通勤手当：あり

夜間：なし

保育士 高知聖園ベビーホーム 高知市新本町 常勤（正職員以外） 時給 ○保育士 時間外勤務：あり 賞与：あり　1ヶ月

乳児院 ～2019/3/31 1,100～1,100 ○児童指導員 夜勤：あり 退職金：あり

○社会福祉主事 宿直：なし 通勤手当：あり

○小・中・高教諭 夜間：あり

採用担当者
（天使園）谷本
（ベビーホーム）武樋
（マリア園）竹内

Ｔ　Ｅ　Ｌ
（天使園）０８８－８７２－１９９６
（ベビーホーム）０８８－８７２－１９９０
（マリア園）０８８－８２３－７２５８

以下は、今回のフェアで紹介している求人情報です。掲載スペースの都合により最大５件まで掲載しています。
それ以外の求人や、同内容で雇用形態の異なる求人がある場合もありますので、ブースにてお問い合わせください。

Ｅ－ｍａｉｌ
(天使園）kochi-tenshien@opal.ocn.ne.jp
（ベビーホーム）mikokoro@athena.ocn.ne.jp
(マリア園）kochimisono.mariaen@voice.ocn.ne.jp

今回のフェアで
紹介する求人の

応募に必要な資格

※当てはまるものに☑

　□ 資格不問　　□ 初任者研修　　□ 実務者研修　　□ 介護福祉士　　□ 介護支援専門員

　☑ 看護師・准看護師　　☑ 栄養士・管理栄養士　　　☑ 社会福祉士　　☑ 社会福祉主事

　□ 精神保健福祉士　　☑ 保育士　　□ 理学療法士　　□ 作業療法士　　□ 言語聴覚士

　☑ その他の福祉系・医療系資格（教員免許）

採用担当者から
あなたにメッセージ

（求める人材像など）

３施設で、０歳～１９歳の子ども達をお預かりしています。それぞれの施設において
業務の内容は異なりますが、どの施設も子ども達の成長を日々感じられるお仕事
です。子ども達と、ともに楽しみ、ともに育ち合っていきませんか？是非、ブースへ
お越しください。

事業所一覧
（所在地）

法人本部
所在地 岡山県岡山市北区天神町６－３４

法人理念

【一人ひとりを愛し慈しむ心で接する】

１．感謝する心を育てる

２．自己肯定感を育む

３．目に見えないものを大切にする

出　展　名 （福）みその児童福祉会　高知聖園天使園

法　人　名 （福）みその児童福祉会

ブース番号 事業種別 児童
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求人職種
求人番号

事業所名
事業種別

所在地
雇用形態
雇用期間

賃金
（一律手当含む）

福祉資格

（◎必須　○いずれか
　必須　△望む）

時間外勤務
夜勤
宿直

賞与
その他

看護職 細木病院 高知市大膳町 正職員 月給 ◎看護師 時間外勤務：なし 賞与：あり　4ヶ月

介護療養型医療施設 随時 200,800～268,500 夜勤：あり 退職金：あり

宿直：なし 通勤手当：あり

夜間：あり

介護職 細木病院 高知市大膳町 正職員 月給 不問 時間外勤務：なし 賞与：あり　4ヶ月

介護療養型医療施設 随時 132,000～148,000 夜勤：あり 退職金：あり

宿直：なし 通勤手当：あり

夜間：あり

介護職 あうん高知 高知市一宮西町 正職員 月給 ○介護福祉士 時間外勤務：あり 賞与：あり　4ヶ月

介護老人保健施設 随時 136,500～198,500 ○実務者研修 夜勤：あり 退職金：あり

○介護職員初任者研修 宿直：なし 通勤手当：あり

夜間：あり

介護職 グループホームさくらんぼ 複数あり 常勤（正職員以外） 時給 △介護福祉士 時間外勤務：あり 賞与：なし

認知症対応型共同生活介護 12ヶ月間 950～1,000 △介護職員初任者研修 夜勤：あり 退職金：なし

△実務者研修 宿直：なし 通勤手当：あり

夜間：あり

介護職 三愛病院 高知市一宮西町 正職員 月給 不問 時間外勤務：なし 賞与：あり　4ヶ月

介護療養型医療施設 随時 124,500～156,500 夜勤：あり 退職金：あり

宿直：なし 通勤手当：あり

夜間：あり

　○細木病院グループは、年間を通じてグループ全体を対象とした研修会や施設ごとの各種勉強会

　　を活発に行っています。（新採用者・中途採用者研修／5年目職員研修／10年目職員研修／

　　医療安全研修／院内感染対策研修／ハラスメント研修／連携セミナー／安全運転講習会等

　○左記求人以外に、グループホームいろは丸（三愛病院）等の常勤（正職員以外）求人もあります。

採用担当者
人事部
  金子(ｶﾈｺ)・濱田(ﾊﾏﾀﾞ)

Ｔ　Ｅ　Ｌ 088-822-7211（代表）

以下は、今回のフェアで紹介している求人情報です。掲載スペースの都合により最大５件まで掲載しています。
それ以外の求人や、同内容で雇用形態の異なる求人がある場合もありますので、ブースにてお問い合わせください。

Ｅ－ｍａｉｌ

今回のフェアで
紹介する求人の

応募に必要な資格

※当てはまるものに☑

　☑ 資格不問　　☑ 初任者研修　　☑ 実務者研修　　☑ 介護福祉士　　□ 介護支援専門員

　☑ 看護師・准看護師　　□ 栄養士・管理栄養士　　　□ 社会福祉士　　□ 社会福祉主事

　□ 精神保健福祉士　　□ 保育士　　□ 理学療法士　　□ 作業療法士　　□ 言語聴覚士

　□ その他の福祉系・医療系資格（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

採用担当者から
あなたにメッセージ

（求める人材像など）

社会医療法人仁生会 細木病院グループは、高知市の西部と東部に施設があります。また、院内保育所
や高知市委託の病後児保育もあり、職員の子育て支援もしています。
私たちは、『小児から成人・高齢者までの方の入院から在宅までのライフステージと病気を問わず、
寄り添える医療法人』を目指して、一緒に働いていただける方を募集しています。

【介護老人保健施設 あうん高知】／【三愛病院】
　高知市一宮西町1丁目7-25

【細木病院】　高知市大膳町37

【グループホーム西町】　高知市大膳町50-2
【グループホームハッピー万々】　高知市万々484-1
【グループホーム赤とんぼ】　高知市万々397
【グループホームさくらんぼ】　高知市上町3丁目4-24

出　展　名 細木病院グループ（社医）仁生会 細木病院／三愛病院／あうん高知

法　人　名 （社医）仁生会

ブース番号 事業種別 高齢

事業所一覧
（所在地）

法人本部
所在地

〒780-0928　高知市越前町1-10-17

法人理念

当法人の理念は、「常に仁生会憲章に基づいて行動し、患者様には何が
ベストなのかを考える」ことです。
患者さんには「かかって良かった病院」、地域には「あって良かった
病院」、職員には「働いて良かった病院」を目指しています。
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求人職種
求人番号

事業所名
事業種別

所在地
雇用形態
雇用期間

賃金
（一律手当含む）

福祉資格

（◎必須　○いずれか
　必須　△望む）

時間外勤務
夜勤
宿直

賞与
その他

看護職 細木病院 高知市大膳町 正職員 月給 ◎看護師 時間外勤務：なし 賞与：あり　4ヶ月

介護療養型医療施設 随時 200,800～268,500 夜勤：あり 退職金：あり

宿直：なし 通勤手当：あり

夜間：あり

介護職 細木病院 高知市大膳町 正職員 月給 不問 時間外勤務：なし 賞与：あり　4ヶ月

介護療養型医療施設 随時 132,000～148,000 夜勤：あり 退職金：あり

宿直：なし 通勤手当：あり

夜間：あり

介護職 あうん高知 高知市一宮西町 正職員 月給 ○介護福祉士 時間外勤務：あり 賞与：あり　4ヶ月

介護老人保健施設 随時 136,500～198,500 ○実務者研修 夜勤：あり 退職金：あり

○介護職員初任者研修 宿直：なし 通勤手当：あり

夜間：あり

介護職 グループホームさくらんぼ 複数あり 常勤（正職員以外） 時給 △介護福祉士 時間外勤務：あり 賞与：なし

認知症対応型共同生活介護 12ヶ月間 950～1,000 △介護職員初任者研修 夜勤：あり 退職金：なし

△実務者研修 宿直：なし 通勤手当：あり

夜間：あり

介護職 三愛病院 高知市一宮西町 正職員 月給 不問 時間外勤務：なし 賞与：あり　4ヶ月

介護療養型医療施設 随時 124,500～156,500 夜勤：あり 退職金：あり

宿直：なし 通勤手当：あり

夜間：あり

　○細木病院グループは、年間を通じてグループ全体を対象とした研修会や施設ごとの各種勉強会

　　を活発に行っています。（新採用者・中途採用者研修／5年目職員研修／10年目職員研修／

　　医療安全研修／院内感染対策研修／ハラスメント研修／連携セミナー／安全運転講習会等

　○左記求人以外に、グループホームいろは丸（三愛病院）等の常勤（正職員以外）求人もあります。

採用担当者
人事部
  金子(ｶﾈｺ)・濱田(ﾊﾏﾀﾞ)

Ｔ　Ｅ　Ｌ 088-822-7211（代表）

以下は、今回のフェアで紹介している求人情報です。掲載スペースの都合により最大５件まで掲載しています。
それ以外の求人や、同内容で雇用形態の異なる求人がある場合もありますので、ブースにてお問い合わせください。

Ｅ－ｍａｉｌ

今回のフェアで
紹介する求人の

応募に必要な資格

※当てはまるものに☑

　☑ 資格不問　　☑ 初任者研修　　☑ 実務者研修　　☑ 介護福祉士　　□ 介護支援専門員

　☑ 看護師・准看護師　　□ 栄養士・管理栄養士　　　□ 社会福祉士　　□ 社会福祉主事

　□ 精神保健福祉士　　□ 保育士　　□ 理学療法士　　□ 作業療法士　　□ 言語聴覚士

　□ その他の福祉系・医療系資格（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

採用担当者から
あなたにメッセージ

（求める人材像など）

社会医療法人仁生会 細木病院グループは、高知市の西部と東部に施設があります。また、院内保育所
や高知市委託の病後児保育もあり、職員の子育て支援もしています。
私たちは、『小児から成人・高齢者までの方の入院から在宅までのライフステージと病気を問わず、
寄り添える医療法人』を目指して、一緒に働いていただける方を募集しています。

【介護老人保健施設 あうん高知】／【三愛病院】
　高知市一宮西町1丁目7-25

【細木病院】　高知市大膳町37

【グループホーム西町】　高知市大膳町50-2
【グループホームハッピー万々】　高知市万々484-1
【グループホーム赤とんぼ】　高知市万々397
【グループホームさくらんぼ】　高知市上町3丁目4-24

出　展　名 細木病院グループ（社医）仁生会 細木病院／三愛病院／あうん高知

法　人　名 （社医）仁生会

ブース番号 事業種別 高齢

事業所一覧
（所在地）

法人本部
所在地

〒780-0928　高知市越前町1-10-17

法人理念

当法人の理念は、「常に仁生会憲章に基づいて行動し、患者様には何が
ベストなのかを考える」ことです。
患者さんには「かかって良かった病院」、地域には「あって良かった
病院」、職員には「働いて良かった病院」を目指しています。
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求人職種
求人番号

事業所名
事業種別

所在地
雇用形態
雇用期間

賃金
（一律手当含む）

福祉資格

（◎必須　○いずれか
　必須　△望む）

時間外勤務
夜勤
宿直

賞与
その他

保育士 高知城東病院 高知市大津乙719番地 非常勤・パート 時給 ◎保育士 時間外勤務：なし 賞与：なし

保育所 12ヶ月間 900～900 夜勤：なし 退職金：なし

宿直：なし 通勤手当：あり

夜間：あり

介護職 高知城東病院 高知市大津乙 正職員 月給 ◎介護福祉士 時間外勤務：なし 賞与：あり　200,000～200,000

介護療養型医療施設 随時 192,500～192,500 夜勤：あり 退職金：あり

宿直：なし 通勤手当：あり

夜間：あり

介護職 高知城東病院 高知市大津乙 正職員 月給 △実務者研修 時間外勤務：なし 賞与：あり　200,000～200,000

介護療養型医療施設 随時 176,800～176,800 △介護職員基礎研修 夜勤：あり 退職金：あり

△介護職員初任者研修 宿直：なし 通勤手当：あり

夜間：あり

看護職 高知城東病院 高知市大津乙 正職員 月給 ◎看護師 時間外勤務：なし 賞与：あり　4.4ヶ月

介護療養型医療施設 随時 160,000～280,000 ◎准看護師 夜勤：あり 退職金：あり

宿直：なし 通勤手当：あり

夜間：あり

出　展　名 （医）厚愛会　高知城東病院

法　人　名 医療法人厚愛会

ブース番号 事業種別 高齢

事業所一覧
（所在地）

法人本部
所在地

高知県高知市大津乙719番地

法人理念 私たちは、患者様に必要な医療・看護・介護を総合的に提供し、地域社会に貢献していきます。
当院は長期的に医療、介護を必要とされる高齢者の方に安心してご利用いただけるよう、療養病床に特化した病院です。
ベッド数は、243床（医療療養病床46床・介護療養病床197床）です。

院内には、デイサービス・通所リハビリテーション・認知症対応型デイサービス、院外には小規模多機能型居宅介護事業所
を開設しております。

また、職員の資質向上を図るため、採用時研修の他、継続して年２回以上の講習・研修・勉強会を行っています。

職員の交流の場として、毎年ビアガーデンや忘年会を実施しております。

採用担当者 下村 Ｔ　Ｅ　Ｌ

以下は、今回のフェアで紹介している求人情報です。掲載スペースの都合により最大５件まで掲載しています。
それ以外の求人や、同内容で雇用形態の異なる求人がある場合もありますので、ブースにてお問い合わせください。

Ｅ－ｍａｉｌ

今回のフェアで
紹介する求人の

応募に必要な資格

※当てはまるものに☑

　☑ 資格不問　　☑ 初任者研修　　☑ 実務者研修　　☑ 介護福祉士　　□ 介護支援専門員

　☑ 看護師・准看護師　　□ 栄養士・管理栄養士　　　□ 社会福祉士　　□ 社会福祉主事

　□ 精神保健福祉士　　☑ 保育士　　□ 理学療法士　　□ 作業療法士　　□ 言語聴覚士

　□ その他の福祉系・医療系資格（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

採用担当者から
あなたにメッセージ

（求める人材像など）
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求人職種
求人番号

事業所名
事業種別

所在地
雇用形態
雇用期間

賃金
（一律手当含む）

福祉資格

（◎必須　○いずれか
　必須　△望む）

時間外勤務
夜勤
宿直

賞与
その他

保育士 高知城東病院 高知市大津乙719番地 非常勤・パート 時給 ◎保育士 時間外勤務：なし 賞与：なし

保育所 12ヶ月間 900～900 夜勤：なし 退職金：なし

宿直：なし 通勤手当：あり

夜間：あり

介護職 高知城東病院 高知市大津乙 正職員 月給 ◎介護福祉士 時間外勤務：なし 賞与：あり　200,000～200,000

介護療養型医療施設 随時 192,500～192,500 夜勤：あり 退職金：あり

宿直：なし 通勤手当：あり

夜間：あり

介護職 高知城東病院 高知市大津乙 正職員 月給 △実務者研修 時間外勤務：なし 賞与：あり　200,000～200,000

介護療養型医療施設 随時 176,800～176,800 △介護職員基礎研修 夜勤：あり 退職金：あり

△介護職員初任者研修 宿直：なし 通勤手当：あり

夜間：あり

看護職 高知城東病院 高知市大津乙 正職員 月給 ◎看護師 時間外勤務：なし 賞与：あり　4.4ヶ月

介護療養型医療施設 随時 160,000～280,000 ◎准看護師 夜勤：あり 退職金：あり

宿直：なし 通勤手当：あり

夜間：あり

出　展　名 （医）厚愛会　高知城東病院

法　人　名 医療法人厚愛会

ブース番号 事業種別 高齢

事業所一覧
（所在地）

法人本部
所在地

高知県高知市大津乙719番地

法人理念 私たちは、患者様に必要な医療・看護・介護を総合的に提供し、地域社会に貢献していきます。
当院は長期的に医療、介護を必要とされる高齢者の方に安心してご利用いただけるよう、療養病床に特化した病院です。
ベッド数は、243床（医療療養病床46床・介護療養病床197床）です。

院内には、デイサービス・通所リハビリテーション・認知症対応型デイサービス、院外には小規模多機能型居宅介護事業所
を開設しております。

また、職員の資質向上を図るため、採用時研修の他、継続して年２回以上の講習・研修・勉強会を行っています。

職員の交流の場として、毎年ビアガーデンや忘年会を実施しております。

採用担当者 下村 Ｔ　Ｅ　Ｌ

以下は、今回のフェアで紹介している求人情報です。掲載スペースの都合により最大５件まで掲載しています。
それ以外の求人や、同内容で雇用形態の異なる求人がある場合もありますので、ブースにてお問い合わせください。

Ｅ－ｍａｉｌ

今回のフェアで
紹介する求人の

応募に必要な資格

※当てはまるものに☑

　☑ 資格不問　　☑ 初任者研修　　☑ 実務者研修　　☑ 介護福祉士　　□ 介護支援専門員

　☑ 看護師・准看護師　　□ 栄養士・管理栄養士　　　□ 社会福祉士　　□ 社会福祉主事

　□ 精神保健福祉士　　☑ 保育士　　□ 理学療法士　　□ 作業療法士　　□ 言語聴覚士

　□ その他の福祉系・医療系資格（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

採用担当者から
あなたにメッセージ

（求める人材像など）
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求人職種
求人番号

事業所名
事業種別

所在地
雇用形態
雇用期間

賃金
（一律手当含む）

福祉資格

（◎必須　○いずれか
　必須　△望む）

時間外勤務
夜勤
宿直

賞与
その他

介護職 株式会社アイ・エム・シーライフステージ 複数あり 正職員 月給 ○介護福祉士 時間外勤務：あり 賞与：あり　2ヶ月

認知症対応型共同生活介護 随時 163,000～163,000 ○介護福祉士取得見込 夜勤：あり 退職金：あり

通所介護 ○社会福祉主事 宿直：なし 通勤手当：あり

小規模多機能型居宅介護 ○社会福祉士取得見込 夜間：あり

介護職 株式会社アイ・エム・シーライフステージ 複数あり 常勤（正職員以外） 時給 不問 時間外勤務：あり 賞与：なし

認知症対応型共同生活介護 ～2019/3/31 880～880 夜勤：あり 退職金：なし

通所介護 宿直：あり 通勤手当：あり

小規模多機能型居宅介護 夜間：あり

介護職 株式会社アイ・エム・シーライフステージ 複数あり 正職員 月給 ◎介護福祉士 時間外勤務：あり 賞与：あり　2ヶ月

認知症対応型共同生活介護 随時 153,000～232,500 夜勤：あり 退職金：なし

通所介護 宿直：なし 通勤手当：あり

小規模多機能型居宅介護 夜間：あり

介護職 株式会社アイ・エム・シーライフステージ 複数あり 非常勤・パート 時給 不問 時間外勤務：あり 賞与：なし

認知症対応型共同生活介護 ～2019/3/31 880～880 夜勤：あり 退職金：なし

通所介護 宿直：なし 通勤手当：あり

小規模多機能型居宅介護 夜間：あり

IMCグループホーム札場ハウス　　 高知市札場１４番３号
IMCグループホームセゾン薊野　　　高知市薊野東町２番１０号
IMCグループホームうぐるすの家　  高知市鵜来巣１１番３８－７号
IMCデイサービスうぐるす　　　　　　 高知市鵜来巣１１番３８－７号
IMCデイサービスうぐるすぷらす　　 高知市鵜来巣１１番３８－８号
IMCグループホーム高須　　　　　　 高知市高須２－１４－７
IMCデイサービス高須　　　　　　     高知市高須２－１４－７
IMCグループホーム大原　　　　　　 高知市大原町８８－２
小規模多機能型施設大原　　        高知市大原町８８－２
居宅介護支援事業所おおはら　　　高知市大原町８８－２

出　展　名 （株）アイ・エム・シーライフステージ

法　人　名 （株）アイ・エム・シーライフステージ

ブース番号 事業種別 高齢

事業所一覧
（所在地）

法人本部
所在地 高知市竹島町13-1うしおえメディカルビル・イーア

法人理念 「お客様満足と全社員の幸せの追求」

採用担当者 黒岩 Ｔ　Ｅ　Ｌ

以下は、今回のフェアで紹介している求人情報です。掲載スペースの都合により最大５件まで掲載しています。
それ以外の求人や、同内容で雇用形態の異なる求人がある場合もありますので、ブースにてお問い合わせください。

Ｅ－ｍａｉｌ

今回のフェアで
紹介する求人の

応募に必要な資格

※当てはまるものに☑

　☑ 資格不問　　□ 初任者研修　　□ 実務者研修　　□ 介護福祉士　　□ 介護支援専門員

　□ 看護師・准看護師　　□ 栄養士・管理栄養士　　　□ 社会福祉士　　□ 社会福祉主事

　□ 精神保健福祉士　　□ 保育士　　□ 理学療法士　　□ 作業療法士　　□ 言語聴覚士

　□ その他の福祉系・医療系資格（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

採用担当者から
あなたにメッセージ

（求める人材像など）

未経験者、無資格者、様々な年齢層の個性ある職員が活躍している職場です（＾＾）
あなたの　``個性``　も私たちの会社で発揮してみませんか？
様々なライフスタイルに合わせ、勤務時間や勤務形態のご相談も応じる事ができます。
まずは気軽にご相談ください♪

☀サークル活動（フットサル・パパママ会など）

やボーリング大会や、家族で参加できるバー

ベキューやビアガーデンなど、仕事以外の楽

しみが盛りだくさん!!
☀社内研修や勉強会職員同士で意見交換をす

る場もあり、困った事を相談し合えます。

未経験 OK

☀フェイスブックも見てね♪♪

子育て応援短時間 OK
無資格 OK

☀常勤職員の方は就職後６ヶ月を経過すると

現場責任者の推薦のもと資格がなくても正規

職員になれるチャンス！! 

ＩＭＣライフステージ
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求人職種
求人番号

事業所名
事業種別

所在地
雇用形態
雇用期間

賃金
（一律手当含む）

福祉資格

（◎必須　○いずれか
　必須　△望む）

時間外勤務
夜勤
宿直

賞与
その他

介護職 株式会社アイ・エム・シーライフステージ 複数あり 正職員 月給 ○介護福祉士 時間外勤務：あり 賞与：あり　2ヶ月

認知症対応型共同生活介護 随時 163,000～163,000 ○介護福祉士取得見込 夜勤：あり 退職金：あり

通所介護 ○社会福祉主事 宿直：なし 通勤手当：あり

小規模多機能型居宅介護 ○社会福祉士取得見込 夜間：あり

介護職 株式会社アイ・エム・シーライフステージ 複数あり 常勤（正職員以外） 時給 不問 時間外勤務：あり 賞与：なし

認知症対応型共同生活介護 ～2019/3/31 880～880 夜勤：あり 退職金：なし

通所介護 宿直：あり 通勤手当：あり

小規模多機能型居宅介護 夜間：あり

介護職 株式会社アイ・エム・シーライフステージ 複数あり 正職員 月給 ◎介護福祉士 時間外勤務：あり 賞与：あり　2ヶ月

認知症対応型共同生活介護 随時 153,000～232,500 夜勤：あり 退職金：なし

通所介護 宿直：なし 通勤手当：あり

小規模多機能型居宅介護 夜間：あり

介護職 株式会社アイ・エム・シーライフステージ 複数あり 非常勤・パート 時給 不問 時間外勤務：あり 賞与：なし

認知症対応型共同生活介護 ～2019/3/31 880～880 夜勤：あり 退職金：なし

通所介護 宿直：なし 通勤手当：あり

小規模多機能型居宅介護 夜間：あり

IMCグループホーム札場ハウス　　 高知市札場１４番３号
IMCグループホームセゾン薊野　　　高知市薊野東町２番１０号
IMCグループホームうぐるすの家　  高知市鵜来巣１１番３８－７号
IMCデイサービスうぐるす　　　　　　 高知市鵜来巣１１番３８－７号
IMCデイサービスうぐるすぷらす　　 高知市鵜来巣１１番３８－８号
IMCグループホーム高須　　　　　　 高知市高須２－１４－７
IMCデイサービス高須　　　　　　     高知市高須２－１４－７
IMCグループホーム大原　　　　　　 高知市大原町８８－２
小規模多機能型施設大原　　        高知市大原町８８－２
居宅介護支援事業所おおはら　　　高知市大原町８８－２

出　展　名 （株）アイ・エム・シーライフステージ

法　人　名 （株）アイ・エム・シーライフステージ

ブース番号 事業種別 高齢

事業所一覧
（所在地）

法人本部
所在地 高知市竹島町13-1うしおえメディカルビル・イーア

法人理念 「お客様満足と全社員の幸せの追求」

採用担当者 黒岩 Ｔ　Ｅ　Ｌ

以下は、今回のフェアで紹介している求人情報です。掲載スペースの都合により最大５件まで掲載しています。
それ以外の求人や、同内容で雇用形態の異なる求人がある場合もありますので、ブースにてお問い合わせください。

Ｅ－ｍａｉｌ

今回のフェアで
紹介する求人の

応募に必要な資格

※当てはまるものに☑

　☑ 資格不問　　□ 初任者研修　　□ 実務者研修　　□ 介護福祉士　　□ 介護支援専門員

　□ 看護師・准看護師　　□ 栄養士・管理栄養士　　　□ 社会福祉士　　□ 社会福祉主事

　□ 精神保健福祉士　　□ 保育士　　□ 理学療法士　　□ 作業療法士　　□ 言語聴覚士

　□ その他の福祉系・医療系資格（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

採用担当者から
あなたにメッセージ

（求める人材像など）

未経験者、無資格者、様々な年齢層の個性ある職員が活躍している職場です（＾＾）
あなたの　``個性``　も私たちの会社で発揮してみませんか？
様々なライフスタイルに合わせ、勤務時間や勤務形態のご相談も応じる事ができます。
まずは気軽にご相談ください♪

☀サークル活動（フットサル・パパママ会など）

やボーリング大会や、家族で参加できるバー

ベキューやビアガーデンなど、仕事以外の楽

しみが盛りだくさん!!
☀社内研修や勉強会職員同士で意見交換をす

る場もあり、困った事を相談し合えます。

未経験 OK

☀フェイスブックも見てね♪♪

子育て応援短時間 OK
無資格 OK

☀常勤職員の方は就職後６ヶ月を経過すると

現場責任者の推薦のもと資格がなくても正規

職員になれるチャンス！! 

ＩＭＣライフステージ
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求人職種
求人番号

事業所名
事業種別

所在地
雇用形態
雇用期間

賃金
（一律手当含む）

福祉資格

（◎必須　○いずれか
　必須　△望む）

時間外勤務
夜勤
宿直

賞与
その他

相談・支援・指導員 社会福祉法人ファミーユ高知 複数あり 常勤（正職員以外） 月給 不問 時間外勤務：あり 賞与：あり　2ヶ月

（障）障害者支援施設（施設入所支援＋自立訓練（機能）） 随時 152,000～152,000 夜勤：あり 退職金：あり

(障）就労継続支援(B型) 宿直：あり 通勤手当：あり

(障）就労移行支援 夜間：あり

採用担当者 竹内　淳哉 Ｔ　Ｅ　Ｌ 080-6380-5754

以下は、今回のフェアで紹介している求人情報です。掲載スペースの都合により最大５件まで掲載しています。
それ以外の求人や、同内容で雇用形態の異なる求人がある場合もありますので、ブースにてお問い合わせください。

Ｅ－ｍａｉｌ famille_kochi@chikamori.com

今回のフェアで
紹介する求人の

応募に必要な資格

※当てはまるものに☑

　☑ 資格不問　　□ 初任者研修　　□ 実務者研修　　☑ 介護福祉士　　□ 介護支援専門員

　□ 看護師・准看護師　　□ 栄養士・管理栄養士　　　☑ 社会福祉士　　□ 社会福祉主事

　☑ 精神保健福祉士　　☑ 保育士　　□ 理学療法士　　□ 作業療法士　　□ 言語聴覚士

　□ その他の福祉系・医療系資格（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

採用担当者から
あなたにメッセージ

（求める人材像など）

○しごと・生活サポートセンターウェーブは今年５月、新しくリニューアルしました。
○高知ハビリテーリングセンターは開設１０周年を迎えることができました。
○支援員ってどんな仕事なのか知りたい方、自分の専門性を活かしたい方、未経験の方も、
　まずは職場見学してみませんか。ご連絡をお待ちしております。

〒781-0313　高知市春野町内ノ谷63番地6
○高知ハビリテーリングセンター （施設入所、生活介護、自立訓練）

　・アルベーテ　　　　　　　　　（就労継続支援B型、就労移行支援）
　・はるのハビリホーム　　　　　（共同生活援助）
　・キュール　　　　　　　　　　（放課後等デイサービス）
　・相談支援事業所

〒780-0056　高知市北本町1丁目8-7
○しごと・生活サポートセンターウェーブ

　・オウンパス　　　　　　　　　（就労継続支援A型）

　・スウェル　　　　　　　　　　（就労継続支援B型）
　・相談支援事業所

出　展　名 （福）ファミーユ高知

法　人　名 （福）ファミーユ高知

ブース番号 事業種別 障害

事業所一覧
（所在地）

法人本部
所在地 高知市春野町内ノ谷63番地6

法人理念

１．社会福祉法人ファミーユ高知はノーマライゼーションの理念に基づき、
   「自立生活」を支援する施設として利用者の意向と人権を最大限尊重します。
２．利用者が社会を構成する一員として、社会復帰・社会参加できるよう、
　　他機関との連携をとりながら必要な支援をしていきます。
３．地域に開放し、地域住民との交流を行いつつ、地域に必要とされるような
　　社会福祉事業を展開します。

ファミーユ高知では、介護支援員、就労支援員、訓練支援員、相談支援員、児童指導員など、

幅広く職員を募集しております。利用者のみなさんの【自分らしさ】を職員みんなで応援してい

ます。 さまざまなフィールドで活躍する支援員と連携しながら、【あなたらしさ】を発揮できるしご

とがきっと見つかります。
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求人職種
求人番号

事業所名
事業種別

所在地
雇用形態
雇用期間

賃金
（一律手当含む）

福祉資格

（◎必須　○いずれか
　必須　△望む）

時間外勤務
夜勤
宿直

賞与
その他

相談・支援・指導員 社会福祉法人ファミーユ高知 複数あり 常勤（正職員以外） 月給 不問 時間外勤務：あり 賞与：あり　2ヶ月

（障）障害者支援施設（施設入所支援＋自立訓練（機能）） 随時 152,000～152,000 夜勤：あり 退職金：あり

(障）就労継続支援(B型) 宿直：あり 通勤手当：あり

(障）就労移行支援 夜間：あり

採用担当者 竹内　淳哉 Ｔ　Ｅ　Ｌ 080-6380-5754

以下は、今回のフェアで紹介している求人情報です。掲載スペースの都合により最大５件まで掲載しています。
それ以外の求人や、同内容で雇用形態の異なる求人がある場合もありますので、ブースにてお問い合わせください。

Ｅ－ｍａｉｌ famille_kochi@chikamori.com

今回のフェアで
紹介する求人の

応募に必要な資格

※当てはまるものに☑

　☑ 資格不問　　□ 初任者研修　　□ 実務者研修　　☑ 介護福祉士　　□ 介護支援専門員

　□ 看護師・准看護師　　□ 栄養士・管理栄養士　　　☑ 社会福祉士　　□ 社会福祉主事

　☑ 精神保健福祉士　　☑ 保育士　　□ 理学療法士　　□ 作業療法士　　□ 言語聴覚士

　□ その他の福祉系・医療系資格（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

採用担当者から
あなたにメッセージ

（求める人材像など）

○しごと・生活サポートセンターウェーブは今年５月、新しくリニューアルしました。
○高知ハビリテーリングセンターは開設１０周年を迎えることができました。
○支援員ってどんな仕事なのか知りたい方、自分の専門性を活かしたい方、未経験の方も、
　まずは職場見学してみませんか。ご連絡をお待ちしております。

〒781-0313　高知市春野町内ノ谷63番地6
○高知ハビリテーリングセンター （施設入所、生活介護、自立訓練）

　・アルベーテ　　　　　　　　　（就労継続支援B型、就労移行支援）
　・はるのハビリホーム　　　　　（共同生活援助）
　・キュール　　　　　　　　　　（放課後等デイサービス）
　・相談支援事業所

〒780-0056　高知市北本町1丁目8-7
○しごと・生活サポートセンターウェーブ

　・オウンパス　　　　　　　　　（就労継続支援A型）

　・スウェル　　　　　　　　　　（就労継続支援B型）
　・相談支援事業所

出　展　名 （福）ファミーユ高知

法　人　名 （福）ファミーユ高知

ブース番号 事業種別 障害

事業所一覧
（所在地）

法人本部
所在地 高知市春野町内ノ谷63番地6

法人理念

１．社会福祉法人ファミーユ高知はノーマライゼーションの理念に基づき、
   「自立生活」を支援する施設として利用者の意向と人権を最大限尊重します。
２．利用者が社会を構成する一員として、社会復帰・社会参加できるよう、
　　他機関との連携をとりながら必要な支援をしていきます。
３．地域に開放し、地域住民との交流を行いつつ、地域に必要とされるような
　　社会福祉事業を展開します。

ファミーユ高知では、介護支援員、就労支援員、訓練支援員、相談支援員、児童指導員など、

幅広く職員を募集しております。利用者のみなさんの【自分らしさ】を職員みんなで応援してい

ます。 さまざまなフィールドで活躍する支援員と連携しながら、【あなたらしさ】を発揮できるしご

とがきっと見つかります。
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求人職種
求人番号

事業所名
事業種別

所在地
雇用形態
雇用期間

賃金
（一律手当含む）

福祉資格

（◎必須　○いずれか
　必須　△望む）

時間外勤務
夜勤
宿直

賞与
その他

ホームヘルパー 訪問介護支援事業所よこはま 高知市横浜東町 非常勤・パート 時給 ◎介護職員初任者研修 時間外勤務：なし 賞与：なし

訪問介護 随時 900～1,800 夜勤：なし 退職金：なし

宿直：なし 通勤手当：あり

夜間：あり

調理員 ロイヤルパレス横浜 高知市横浜東町 正職員 月給 不問 時間外勤務：あり 賞与：あり

有料老人ホーム 随時 140,000～150,000 夜勤：なし 退職金：あり

宿直：なし 通勤手当：あり

夜間：あり

看護職 ロイヤルパレス横浜 高知市横浜東町 正職員 月給 ◎准看護師 時間外勤務：なし 賞与：あり

有料老人ホーム 随時 165,000～235,000 夜勤：なし 退職金：あり

宿直：なし 通勤手当：あり

夜間：なし

採用担当者 本山 Ｔ　Ｅ　Ｌ 088－841－3232

以下は、今回のフェアで紹介している求人情報です。掲載スペースの都合により最大５件まで掲載しています。
それ以外の求人や、同内容で雇用形態の異なる求人がある場合もありますので、ブースにてお問い合わせください。

Ｅ－ｍａｉｌ

今回のフェアで
紹介する求人の

応募に必要な資格

※当てはまるものに☑

　□ 資格不問　　□ 初任者研修　　□ 実務者研修　　☑介護福祉士　　□ 介護支援専門員

　☑ 看護師・准看護師　　□ 栄養士・管理栄養士　　　□ 社会福祉士　　□ 社会福祉主事

　□ 精神保健福祉士　　□ 保育士　　□ 理学療法士　　□ 作業療法士　　□ 言語聴覚士

　□ その他の福祉系・医療系資格（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

採用担当者から
あなたにメッセージ

（求める人材像など）

明るく元気な職場です！明るく元気な方を募集！
未経験者の方でも安心して働ける環境を整えています。
職場見学も、いつでもお待ちしております。

出　展　名 （医）博愛会　有料老人ホーム　ロイヤルパレス横浜

法　人　名 （医）博愛会

ブース番号 事業種別 高齢

事業所一覧
（所在地）

法人本部
所在地 高知市横浜東町10番1号

法人理念

・愛情をもって医療、看護、介護をします
・人間性を尊重します
・質の高い医療、ケアとサービスを提供します
・確かな判断力と技術を研鑽する
・医療と看護、介護はサービス業である

一面に広がる浦戸湾でリフレッシュ！
全客室から浦戸湾を一望でき、

刻々と移り変わる雄大な景色は

入居者様だけでなく、

来所される方々にも好評です。

女性に優しい職場づくり
産休・育休の他に、６歳までのお子様を
お持ちの全ての職員に育児手当がつく等、

家庭と仕事の両立をサポートします。
※その他、各種手当がございます

共に学び、高め合う
介護技術や感染症対策、ヒヤリ・ハットの報告、

改善など、各職種の職員が集まり

話し合う場を週に２、３回

開催しています。

アットホームな職場で
笑顔のあふれる生活、
ぜひ私たちと一緒に
働きませんか？
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求人職種
求人番号

事業所名
事業種別

所在地
雇用形態
雇用期間

賃金
（一律手当含む）

福祉資格

（◎必須　○いずれか
　必須　△望む）

時間外勤務
夜勤
宿直

賞与
その他

ホームヘルパー 訪問介護支援事業所よこはま 高知市横浜東町 非常勤・パート 時給 ◎介護職員初任者研修 時間外勤務：なし 賞与：なし

訪問介護 随時 900～1,800 夜勤：なし 退職金：なし

宿直：なし 通勤手当：あり

夜間：あり

調理員 ロイヤルパレス横浜 高知市横浜東町 正職員 月給 不問 時間外勤務：あり 賞与：あり

有料老人ホーム 随時 140,000～150,000 夜勤：なし 退職金：あり

宿直：なし 通勤手当：あり

夜間：あり

看護職 ロイヤルパレス横浜 高知市横浜東町 正職員 月給 ◎准看護師 時間外勤務：なし 賞与：あり

有料老人ホーム 随時 165,000～235,000 夜勤：なし 退職金：あり

宿直：なし 通勤手当：あり

夜間：なし

採用担当者 本山 Ｔ　Ｅ　Ｌ 088－841－3232

以下は、今回のフェアで紹介している求人情報です。掲載スペースの都合により最大５件まで掲載しています。
それ以外の求人や、同内容で雇用形態の異なる求人がある場合もありますので、ブースにてお問い合わせください。

Ｅ－ｍａｉｌ

今回のフェアで
紹介する求人の

応募に必要な資格

※当てはまるものに☑

　□ 資格不問　　□ 初任者研修　　□ 実務者研修　　☑介護福祉士　　□ 介護支援専門員

　☑ 看護師・准看護師　　□ 栄養士・管理栄養士　　　□ 社会福祉士　　□ 社会福祉主事

　□ 精神保健福祉士　　□ 保育士　　□ 理学療法士　　□ 作業療法士　　□ 言語聴覚士

　□ その他の福祉系・医療系資格（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

採用担当者から
あなたにメッセージ

（求める人材像など）

明るく元気な職場です！明るく元気な方を募集！
未経験者の方でも安心して働ける環境を整えています。
職場見学も、いつでもお待ちしております。

出　展　名 （医）博愛会　有料老人ホーム　ロイヤルパレス横浜

法　人　名 （医）博愛会

ブース番号 事業種別 高齢

事業所一覧
（所在地）

法人本部
所在地 高知市横浜東町10番1号

法人理念

・愛情をもって医療、看護、介護をします
・人間性を尊重します
・質の高い医療、ケアとサービスを提供します
・確かな判断力と技術を研鑽する
・医療と看護、介護はサービス業である

一面に広がる浦戸湾でリフレッシュ！
全客室から浦戸湾を一望でき、

刻々と移り変わる雄大な景色は

入居者様だけでなく、

来所される方々にも好評です。

女性に優しい職場づくり
産休・育休の他に、６歳までのお子様を
お持ちの全ての職員に育児手当がつく等、

家庭と仕事の両立をサポートします。
※その他、各種手当がございます

共に学び、高め合う
介護技術や感染症対策、ヒヤリ・ハットの報告、

改善など、各職種の職員が集まり

話し合う場を週に２、３回

開催しています。

アットホームな職場で
笑顔のあふれる生活、
ぜひ私たちと一緒に
働きませんか？
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・ 風車の丘あけぼの ： 香南市野市町大谷　1444-46　　

・ 地域活動支援センターあけぼの ： 香南市香我美町下分６８４－１

・ みかんの丘あけぼの ： 香南市香我美町下分６８４－１

・ 野いちごの場所 ： 高知市高須本町５番３２号

・ サポートぴあ ： 高知市桟橋通3丁目１０－１４　

求人職種
求人番号

事業所名
事業種別

所在地
雇用形態
雇用期間

賃金
（一律手当含む）

福祉資格

（◎必須　○いずれか
　必須　△望む）

時間外勤務
夜勤
宿直

賞与
その他

相談・支援・指導員 みかんの丘あけぼの 香南市香我美町下分 正職員 月給 不問 時間外勤務：なし 賞与：あり　3ヶ月

(障）就労継続支援(A型)（主に精神） 2019/4/1～ 145,000～165,000 夜勤：なし 退職金：あり

宿直：なし 通勤手当：あり

夜間：なし

相談・支援・指導員 地域活動支援センターあけぼの 香南市香我美町下分 正職員 月給 ◎社会福祉士取得見込 時間外勤務：なし 賞与：あり　3ヶ月

(障）地域活動支援センター（主に精神） 2019/4/1～ 161,000～165,000 ◎精神保健福祉士取得見込 夜勤：なし 退職金：あり

宿直：なし 通勤手当：あり

夜間：なし

法人本部
所在地 香南市野市町大谷1444-46

法人理念 支え合う心

出　展　名 （福）土佐あけぼの会

法　人　名 （福）土佐あけぼの会

ブース番号 事業種別 障害
事業所一覧
（所在地）

Ｔ　Ｅ　Ｌ

以下は、今回のフェアで紹介している求人情報です。掲載スペースの都合により最大５件まで掲載しています。
それ以外の求人や、同内容で雇用形態の異なる求人がある場合もありますので、ブースにてお問い合わせください。

Ｅ－ｍａｉｌ

今回のフェアで
紹介する求人の

応募に必要な資格

※当てはまるものに☑

　□ 資格不問　　□ 初任者研修　　□ 実務者研修　　□ 介護福祉士　　□ 介護支援専門員

　□ 看護師・准看護師　　□ 栄養士・管理栄養士　　　☑ 社会福祉士　　□ 社会福祉主事

　☑ 精神保健福祉士　　□ 保育士　　□ 理学療法士　　□ 作業療法士　　□ 言語聴覚士

　□ その他の福祉系・医療系資格（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

採用担当者から
あなたにメッセージ

（求める人材像など）

採用担当者 武田

アットホームな雰囲気の職場です。産休育休等休みを取りやすく、所内外研修にも積極的に参
加してもらっています。利用者さんの思いを大切に支援をし、職員同士、利用者さんとも一緒に
勉強し、成長していくことを目指しています。資格取得を目指している人、勉強しようと思う人、
利用者さんと共に働きたいと思う人、一緒に働きませんか？

こんにちは！社会福祉法人土佐あけぼの会です。

私たちは、障害のある人の地域生活支援領域の仕事に情熱のあるスタッフが

働いています。研修参加や資格取得に向けて応援します！！

土佐あけぼの会の事をもっと知りたい方は

ＱＲコードを読み取って、ホームページを

チェック♪

～私たちが大切にしていること～

『障害のある人もない人もその人らしく生きていけるように
みんなで支えあっていく場を作ること』

菓子製造、卵、乳製品を使用しないこだわりのクッキーづくりに特化した事業所や、

清掃、パソコンを使っての仕事中心の事業所等々いろいろな仕事の選択ができます。

障害のある方との相談を大切に、地域と連携を図りながらニーズに沿った支援

（日中活動の場、夏休み等長期休暇障害児支援等）をしています。
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・ 風車の丘あけぼの ： 香南市野市町大谷　1444-46　　

・ 地域活動支援センターあけぼの ： 香南市香我美町下分６８４－１

・ みかんの丘あけぼの ： 香南市香我美町下分６８４－１

・ 野いちごの場所 ： 高知市高須本町５番３２号

・ サポートぴあ ： 高知市桟橋通3丁目１０－１４　

求人職種
求人番号

事業所名
事業種別

所在地
雇用形態
雇用期間

賃金
（一律手当含む）

福祉資格

（◎必須　○いずれか
　必須　△望む）

時間外勤務
夜勤
宿直

賞与
その他

相談・支援・指導員 みかんの丘あけぼの 香南市香我美町下分 正職員 月給 不問 時間外勤務：なし 賞与：あり　3ヶ月

(障）就労継続支援(A型)（主に精神） 2019/4/1～ 145,000～165,000 夜勤：なし 退職金：あり

宿直：なし 通勤手当：あり

夜間：なし

相談・支援・指導員 地域活動支援センターあけぼの 香南市香我美町下分 正職員 月給 ◎社会福祉士取得見込 時間外勤務：なし 賞与：あり　3ヶ月

(障）地域活動支援センター（主に精神） 2019/4/1～ 161,000～165,000 ◎精神保健福祉士取得見込 夜勤：なし 退職金：あり

宿直：なし 通勤手当：あり

夜間：なし

法人本部
所在地 香南市野市町大谷1444-46

法人理念 支え合う心

出　展　名 （福）土佐あけぼの会

法　人　名 （福）土佐あけぼの会

ブース番号 事業種別 障害
事業所一覧
（所在地）

Ｔ　Ｅ　Ｌ

以下は、今回のフェアで紹介している求人情報です。掲載スペースの都合により最大５件まで掲載しています。
それ以外の求人や、同内容で雇用形態の異なる求人がある場合もありますので、ブースにてお問い合わせください。

Ｅ－ｍａｉｌ

今回のフェアで
紹介する求人の

応募に必要な資格

※当てはまるものに☑

　□ 資格不問　　□ 初任者研修　　□ 実務者研修　　□ 介護福祉士　　□ 介護支援専門員

　□ 看護師・准看護師　　□ 栄養士・管理栄養士　　　☑ 社会福祉士　　□ 社会福祉主事

　☑ 精神保健福祉士　　□ 保育士　　□ 理学療法士　　□ 作業療法士　　□ 言語聴覚士

　□ その他の福祉系・医療系資格（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

採用担当者から
あなたにメッセージ

（求める人材像など）

採用担当者 武田

アットホームな雰囲気の職場です。産休育休等休みを取りやすく、所内外研修にも積極的に参
加してもらっています。利用者さんの思いを大切に支援をし、職員同士、利用者さんとも一緒に
勉強し、成長していくことを目指しています。資格取得を目指している人、勉強しようと思う人、
利用者さんと共に働きたいと思う人、一緒に働きませんか？

こんにちは！社会福祉法人土佐あけぼの会です。

私たちは、障害のある人の地域生活支援領域の仕事に情熱のあるスタッフが

働いています。研修参加や資格取得に向けて応援します！！

土佐あけぼの会の事をもっと知りたい方は

ＱＲコードを読み取って、ホームページを

チェック♪

～私たちが大切にしていること～

『障害のある人もない人もその人らしく生きていけるように
みんなで支えあっていく場を作ること』

菓子製造、卵、乳製品を使用しないこだわりのクッキーづくりに特化した事業所や、

清掃、パソコンを使っての仕事中心の事業所等々いろいろな仕事の選択ができます。

障害のある方との相談を大切に、地域と連携を図りながらニーズに沿った支援

（日中活動の場、夏休み等長期休暇障害児支援等）をしています。
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求人職種
求人番号

事業所名
事業種別

所在地
雇用形態
雇用期間

賃金
（一律手当含む）

福祉資格

（◎必須　○いずれか
　必須　△望む）

時間外勤務
夜勤
宿直

賞与
その他

介護職 介護老人保健施設ヘルシーケアなはり 安芸郡奈半利町乙 正職員 月給 ○介護福祉士 時間外勤務：なし 賞与：あり　3ヶ月

介護老人保健施設 随時 194,800～212,400 ○介護福祉士取得見込 夜勤：あり 退職金：あり

宿直：なし 通勤手当：あり

夜間：あり

介護職 介護老人保健施設ヘルシーケアなはり 安芸郡奈半利町乙 常勤（正職員以外） 月給 不問 時間外勤務：なし 賞与：あり

介護老人保健施設 随時 166,000～174,800 夜勤：あり 退職金：あり

宿直：なし 通勤手当：あり

夜間：あり

栄養士 介護老人保健施設ヘルシーケアなはり 安芸郡奈半利町乙 正職員 月給 ◎管理栄養士 時間外勤務：なし 賞与：あり　3ヶ月

介護老人保健施設 随時 172,000～192,000 夜勤：なし 退職金：あり

宿直：なし 通勤手当：あり

夜間：なし

ホームヘルパー 介護老人保健施設ヘルシーケアなはり 安芸郡奈半利町乙 非常勤・パート 時給 ◎介護職員初任者研修 時間外勤務：なし 賞与：なし

介護老人保健施設 随時 1,333～1,600 夜勤：なし 退職金：なし

宿直：なし 通勤手当：あり

夜間：あり

介護職 介護老人保健施設ヘルシーケアなはり 安芸郡奈半利町乙 非常勤・パート 時給 不問 時間外勤務：なし 賞与：なし

介護老人保健施設 随時 1,000～1,200 夜勤：なし 退職金：なし

宿直：なし 通勤手当：あり

夜間：なし

工石山へ山登りにいってきました。

採用担当者 岡﨑　昌毅 Ｔ　Ｅ　Ｌ

以下は、今回のフェアで紹介している求人情報です。掲載スペースの都合により最大５件まで掲載しています。
それ以外の求人や、同内容で雇用形態の異なる求人がある場合もありますので、ブースにてお問い合わせください。

Ｅ－ｍａｉｌ

今回のフェアで
紹介する求人の

応募に必要な資格

※当てはまるものに☑

　□ 資格不問　　☑ 初任者研修　　☑ 実務者研修　　☑ 介護福祉士　　□ 介護支援専門員

　□ 看護師・准看護師　　☑ 栄養士・管理栄養士　　　□ 社会福祉士　　□ 社会福祉主事

　□ 精神保健福祉士　　□ 保育士　　□ 理学療法士　　□ 作業療法士　　□ 言語聴覚士

　□ その他の福祉系・医療系資格（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

採用担当者から
あなたにメッセージ

（求める人材像など）

私たちと同じ職場で、達成感のある仕事を一緒に出来るパートナーとなれる人材を募集してお
ります。介護経験がある方、または興味はあるが経験がないという方も気軽に声をかけてくださ
い。

出　展　名 （医）仁智会　ヘルシーケアなはり

法　人　名 （医）仁智会

ブース番号 事業種別 高齢

事業所一覧
（所在地）

法人本部
所在地 高知県安芸郡奈半利町乙3740-1

法人理念
私たちは4Cの基本理念：Clean（清潔な）、Careful（大切にする）、Comfortable(心地よい)、
Communication(共感する)のもと、明るい雰囲気の中で暖かい介護と今後の老人・地域福祉に
少しでも役立てるよう前向きに取り組み、努力、支援することを目指しています。 ウチのウリはこれ！！

　こんにちは！私たちは、医療法人仁智会、ヘルシーケアなはりです！介護施設
など介護事業や診療所、高齢者向けの住宅を運営し、地域の医療・介護など地域
のために頑張っている施設です。

　私たちの理念は「４Ｃ」です。
「４Ｃ」とは、［clean・清潔］［careful・気遣い］［comfortable・心地よ
さ］［communication・共感する］です。

心地よい環境、心地よいケア、心地よい接遇に留まらず、一人一人が心地よさを
感じられるアットホームな施設を目指しています！

私たちの施設は、資格が無くても、経験が無くても、ベテランの職員が手厚くサ
ポートしてくれるので、分からないことはどんどん聞けるし、介護の経験もたく
さんできます。

　ぜひ一度、ブースへお越しください！
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求人職種
求人番号

事業所名
事業種別

所在地
雇用形態
雇用期間

賃金
（一律手当含む）

福祉資格

（◎必須　○いずれか
　必須　△望む）

時間外勤務
夜勤
宿直

賞与
その他

介護職 介護老人保健施設ヘルシーケアなはり 安芸郡奈半利町乙 正職員 月給 ○介護福祉士 時間外勤務：なし 賞与：あり　3ヶ月

介護老人保健施設 随時 194,800～212,400 ○介護福祉士取得見込 夜勤：あり 退職金：あり

宿直：なし 通勤手当：あり

夜間：あり

介護職 介護老人保健施設ヘルシーケアなはり 安芸郡奈半利町乙 常勤（正職員以外） 月給 不問 時間外勤務：なし 賞与：あり

介護老人保健施設 随時 166,000～174,800 夜勤：あり 退職金：あり

宿直：なし 通勤手当：あり

夜間：あり

栄養士 介護老人保健施設ヘルシーケアなはり 安芸郡奈半利町乙 正職員 月給 ◎管理栄養士 時間外勤務：なし 賞与：あり　3ヶ月

介護老人保健施設 随時 172,000～192,000 夜勤：なし 退職金：あり

宿直：なし 通勤手当：あり

夜間：なし

ホームヘルパー 介護老人保健施設ヘルシーケアなはり 安芸郡奈半利町乙 非常勤・パート 時給 ◎介護職員初任者研修 時間外勤務：なし 賞与：なし

介護老人保健施設 随時 1,333～1,600 夜勤：なし 退職金：なし

宿直：なし 通勤手当：あり

夜間：あり

介護職 介護老人保健施設ヘルシーケアなはり 安芸郡奈半利町乙 非常勤・パート 時給 不問 時間外勤務：なし 賞与：なし

介護老人保健施設 随時 1,000～1,200 夜勤：なし 退職金：なし

宿直：なし 通勤手当：あり

夜間：なし

工石山へ山登りにいってきました。

採用担当者 岡﨑　昌毅 Ｔ　Ｅ　Ｌ

以下は、今回のフェアで紹介している求人情報です。掲載スペースの都合により最大５件まで掲載しています。
それ以外の求人や、同内容で雇用形態の異なる求人がある場合もありますので、ブースにてお問い合わせください。

Ｅ－ｍａｉｌ

今回のフェアで
紹介する求人の

応募に必要な資格

※当てはまるものに☑

　□ 資格不問　　☑ 初任者研修　　☑ 実務者研修　　☑ 介護福祉士　　□ 介護支援専門員

　□ 看護師・准看護師　　☑ 栄養士・管理栄養士　　　□ 社会福祉士　　□ 社会福祉主事

　□ 精神保健福祉士　　□ 保育士　　□ 理学療法士　　□ 作業療法士　　□ 言語聴覚士

　□ その他の福祉系・医療系資格（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

採用担当者から
あなたにメッセージ

（求める人材像など）

私たちと同じ職場で、達成感のある仕事を一緒に出来るパートナーとなれる人材を募集してお
ります。介護経験がある方、または興味はあるが経験がないという方も気軽に声をかけてくださ
い。

出　展　名 （医）仁智会　ヘルシーケアなはり

法　人　名 （医）仁智会

ブース番号 事業種別 高齢

事業所一覧
（所在地）

法人本部
所在地 高知県安芸郡奈半利町乙3740-1

法人理念
私たちは4Cの基本理念：Clean（清潔な）、Careful（大切にする）、Comfortable(心地よい)、
Communication(共感する)のもと、明るい雰囲気の中で暖かい介護と今後の老人・地域福祉に
少しでも役立てるよう前向きに取り組み、努力、支援することを目指しています。 ウチのウリはこれ！！

　こんにちは！私たちは、医療法人仁智会、ヘルシーケアなはりです！介護施設
など介護事業や診療所、高齢者向けの住宅を運営し、地域の医療・介護など地域
のために頑張っている施設です。

　私たちの理念は「４Ｃ」です。
「４Ｃ」とは、［clean・清潔］［careful・気遣い］［comfortable・心地よ
さ］［communication・共感する］です。

心地よい環境、心地よいケア、心地よい接遇に留まらず、一人一人が心地よさを
感じられるアットホームな施設を目指しています！

私たちの施設は、資格が無くても、経験が無くても、ベテランの職員が手厚くサ
ポートしてくれるので、分からないことはどんどん聞けるし、介護の経験もたく
さんできます。

　ぜひ一度、ブースへお越しください！
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（高知県高岡郡日高村本村字土橋5-5）

（高知県高岡郡日高村本村442-2）

（高知県高岡郡日高村本村字土橋5-5）

（高知県高岡郡日高村本村字土橋5-5）

（高知県高岡郡日高村本村字土橋5-5）

（高知県高岡郡日高村本村字流神2-2）

求人職種
求人番号

事業所名
事業種別

所在地
雇用形態
雇用期間

賃金
（一律手当含む）

福祉資格

（◎必須　○いずれか
　必須　△望む）

時間外勤務
夜勤
宿直

賞与
その他

介護職 視覚障害者養護老人ホーム土佐くすのき荘 高岡郡日高村本村 正職員 月給 ○介護福祉士 時間外勤務：あり 賞与：あり　3.5ヶ月

養護老人ホーム（盲） 随時 127,000～238,576 ○社会福祉士 夜勤：あり 退職金：あり

宿直：なし 通勤手当：あり

夜間：あり

介護職 聴覚障害者養護老人ホーム静幸苑 高岡郡日高村本村 正職員 月給 ○介護福祉士 時間外勤務：あり 賞与：あり　3.5ヶ月

その他の老人福祉 随時 127,000～238,576 ○社会福祉士 夜勤：あり 退職金：あり

宿直：なし 通勤手当：あり

夜間：あり

介護職 デイサービスセンター能津喜楽園 高岡郡日高村本村 正職員 月給 ○社会福祉士 時間外勤務：あり 賞与：あり　3.5ヶ月

通所介護 随時 127,000～238,576 ○介護福祉士 夜勤：なし 退職金：あり

宿直：なし 通勤手当：あり

夜間：なし

⑥ヘルパーステーション能津

事業所一覧
（所在地）

①視覚障害者養護老人ホーム土佐くすのき荘

②聴覚障害者養護老人ホーム静幸苑

③短期入所生活介護土佐くすのき

④デイサービスセンター能津喜楽園

⑤居宅介護支援センター能津

以下は、今回のフェアで紹介している求人情報です。掲載スペースの都合により最大５件まで掲載しています。
それ以外の求人や、同内容で雇用形態の異なる求人がある場合もありますので、ブースにてお問い合わせください。

Ｅ－ｍａｉｌ

今回のフェアで
紹介する求人の

応募に必要な資格

※当てはまるものに☑

　☑ 資格不問　　☑ 初任者研修　　☑ 実務者研修　　☑ 介護福祉士　　□ 介護支援専門員

　□ 看護師・准看護師　　□ 栄養士・管理栄養士　　　□ 社会福祉士　　☑ 社会福祉主事

　□ 精神保健福祉士　　□ 保育士　　□ 理学療法士　　□ 作業療法士　　□ 言語聴覚士

　□ その他の福祉系・医療系資格（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

採用担当者から
あなたにメッセージ

（求める人材像など）

当法人は、四国内唯一の聴覚障害者養護老人ホームと高知県内唯一の視覚障害者養護老人ホームを運営し
ています。
視覚障害者養護老人ホームと聴覚障害者養護老人ホームを併設した日本初の法人です。
職員同士のコミュニケーションも良好です。資格をお持ちの方だけではなく、未経験者も大歓迎いたします。

ブース番号 事業種別 高齢

採用担当者 吉川　尚秀
キッカワ

Ｔ　Ｅ　Ｌ ０８８９－２４－７４１１

法人本部
所在地

〒781-2164
高知県高岡郡日高村本村字土橋5-5

法人理念 「あんしん・えがお・おもいやり」

出　展　名 （福）土佐平成福祉会

法　人　名 （福）土佐平成福祉会

★★ 社員旅行２０１７ ★★ イベント ★★

＜未経験者でも安心の体制＞

・各種研修制度（施設内・施設外）

・資格取得をバックアップ

＜左記求人以外にも契約職員求人あり＞
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（高知県高岡郡日高村本村字土橋5-5）

（高知県高岡郡日高村本村442-2）

（高知県高岡郡日高村本村字土橋5-5）

（高知県高岡郡日高村本村字土橋5-5）

（高知県高岡郡日高村本村字土橋5-5）

（高知県高岡郡日高村本村字流神2-2）

求人職種
求人番号

事業所名
事業種別

所在地
雇用形態
雇用期間

賃金
（一律手当含む）

福祉資格

（◎必須　○いずれか
　必須　△望む）

時間外勤務
夜勤
宿直

賞与
その他

介護職 視覚障害者養護老人ホーム土佐くすのき荘 高岡郡日高村本村 正職員 月給 ○介護福祉士 時間外勤務：あり 賞与：あり　3.5ヶ月

養護老人ホーム（盲） 随時 127,000～238,576 ○社会福祉士 夜勤：あり 退職金：あり

宿直：なし 通勤手当：あり

夜間：あり

介護職 聴覚障害者養護老人ホーム静幸苑 高岡郡日高村本村 正職員 月給 ○介護福祉士 時間外勤務：あり 賞与：あり　3.5ヶ月

その他の老人福祉 随時 127,000～238,576 ○社会福祉士 夜勤：あり 退職金：あり

宿直：なし 通勤手当：あり

夜間：あり

介護職 デイサービスセンター能津喜楽園 高岡郡日高村本村 正職員 月給 ○社会福祉士 時間外勤務：あり 賞与：あり　3.5ヶ月

通所介護 随時 127,000～238,576 ○介護福祉士 夜勤：なし 退職金：あり

宿直：なし 通勤手当：あり

夜間：なし

⑥ヘルパーステーション能津

事業所一覧
（所在地）

①視覚障害者養護老人ホーム土佐くすのき荘

②聴覚障害者養護老人ホーム静幸苑

③短期入所生活介護土佐くすのき

④デイサービスセンター能津喜楽園

⑤居宅介護支援センター能津

以下は、今回のフェアで紹介している求人情報です。掲載スペースの都合により最大５件まで掲載しています。
それ以外の求人や、同内容で雇用形態の異なる求人がある場合もありますので、ブースにてお問い合わせください。

Ｅ－ｍａｉｌ

今回のフェアで
紹介する求人の

応募に必要な資格

※当てはまるものに☑

　☑ 資格不問　　☑ 初任者研修　　☑ 実務者研修　　☑ 介護福祉士　　□ 介護支援専門員

　□ 看護師・准看護師　　□ 栄養士・管理栄養士　　　□ 社会福祉士　　☑ 社会福祉主事

　□ 精神保健福祉士　　□ 保育士　　□ 理学療法士　　□ 作業療法士　　□ 言語聴覚士

　□ その他の福祉系・医療系資格（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

採用担当者から
あなたにメッセージ

（求める人材像など）

当法人は、四国内唯一の聴覚障害者養護老人ホームと高知県内唯一の視覚障害者養護老人ホームを運営し
ています。
視覚障害者養護老人ホームと聴覚障害者養護老人ホームを併設した日本初の法人です。
職員同士のコミュニケーションも良好です。資格をお持ちの方だけではなく、未経験者も大歓迎いたします。

ブース番号 事業種別 高齢

採用担当者 吉川　尚秀
キッカワ

Ｔ　Ｅ　Ｌ ０８８９－２４－７４１１

法人本部
所在地

〒781-2164
高知県高岡郡日高村本村字土橋5-5

法人理念 「あんしん・えがお・おもいやり」

出　展　名 （福）土佐平成福祉会

法　人　名 （福）土佐平成福祉会

★★ 社員旅行２０１７ ★★ イベント ★★

＜未経験者でも安心の体制＞

・各種研修制度（施設内・施設外）

・資格取得をバックアップ

＜左記求人以外にも契約職員求人あり＞
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求人職種
求人番号

事業所名
事業種別

所在地
雇用形態
雇用期間

賃金
（一律手当含む）

福祉資格

（◎必須　○いずれか
　必須　△望む）

時間外勤務
夜勤
宿直

賞与
その他

保育士 児童養護さくら園 高岡郡佐川町甲 正職員 月給 ◎保育士 時間外勤務：あり 賞与：あり　4ヶ月

児童養護施設 随時 162,700～185,800 夜勤：なし 退職金：あり

宿直：あり 通勤手当：あり

夜間：あり

相談・支援・指導員 児童養護さくら園 高岡郡佐川町甲 正職員 月給 ○児童指導員 時間外勤務：あり 賞与：あり　4ヶ月

児童養護施設 随時 162,700～185,800 ○保育士 夜勤：なし 退職金：あり

○社会福祉士 宿直：あり 通勤手当：あり

○社会福祉士取得見込 夜間：あり

相談・支援・指導員 さくらの森学園 高岡郡佐川町甲 正職員 月給 ○社会福祉士 時間外勤務：あり 賞与：あり　4ヶ月

情緒障害児短期治療施設 随時 162,700～185,800 ○社会福祉士取得見込 夜勤：あり 退職金：あり

○保育士 宿直：なし 通勤手当：あり

○児童指導員 夜間：あり

さくらの森学園

　　　　ひだまり法人本部
所在地 高岡郡佐川町甲１１１０－１

法人理念
１　私たちは最も弱い立場にある子どもたちの人権を守ります
１　私たちは子どもたちの傷付いた人格の回復をはかります
１　私たちは子どもたちが心身ともに成長していくことを支援します

　さくら園

・　児童心理治療施設さくらの森学園　　（高岡郡佐川町甲１１１５番地３）
・　児童養護施設さくら園　　（高岡郡佐川町甲１１１０番地１）
・　児童家庭支援センターひだまり　（高岡郡佐川町甲１１１０番地１）

事業所一覧
（所在地）出　展　名 （福）同朋会

法　人　名 （福）同朋会

ブース番号 事業種別 児童

社会福祉法人同朋会の３つの施設

採用担当者
中村　久美　（さくらの森学園）
篠原　志津　（さくら園）

Ｔ　Ｅ　Ｌ
０８８９－２２－４３３３　（さくらの森学園）
０８８９－２２－１２３６　（さくら園）

以下は、今回のフェアで紹介している求人情報です。掲載スペースの都合により最大５件まで掲載しています。
それ以外の求人や、同内容で雇用形態の異なる求人がある場合もありますので、ブースにてお問い合わせください。

Ｅ－ｍａｉｌ
sakuranomori@douhoukai.or.jp　（さくらの森学園）
sakuraen@douhoukai.or.jp　（さくら園）

今回のフェアで
紹介する求人の

応募に必要な資格

※当てはまるものに☑

　□ 資格不問　　□ 初任者研修　　□ 実務者研修　　□ 介護福祉士　　□ 介護支援専門員

　□ 看護師・准看護師　　□ 栄養士・管理栄養士　　　☑ 社会福祉士　　☑ 社会福祉主事

　☑ 精神保健福祉士　　☑ 保育士　　□ 理学療法士　　□ 作業療法士　　□ 言語聴覚士

　☑ その他の福祉系・医療系資格（　児童指導員として認められる学位を修めた者　　）

採用担当者から
あなたにメッセージ

（求める人材像など）

当法人は資格手当はもちろんのこと、資格取得手当もあり国家資格取得等を目指し、長く福祉
職場で活躍できる人材を育て、そして、応援していくことに力を入れています。

　　　　　 　児童指導員・保育士・心理担当職員・相談員・看護師など多職種の職員が、

　　　　　
　　　　　　・それぞれの施設の全国協議会、中国四国地区協議会、県協議会などが企画運営する研修会に参加していま

　　　Q　どのような職種の人が働いているの？

　　　　　　　協力して子どもたちの支援にあたっています。

　　　Q　研修はどのようなものを受けられるの？

　　　　　　・テーマ別研修会（障害、発達、人権、養育、心理など多数）に参加しています。

　　　　　　・高知県社会福祉協議会等の習熟別（ステップアップ）研修会に参加。その他、多くの研修が受けられます。

　　　　　　・平成２９年度から処遇改善手当が支給されるようになりました。
　　　　　　　（特に直接子どもたちと関わる職種の職員には研修要件のもと手当の加算があります。）

　　　　　　・賞与は年２回、年間約４カ月支給（初年度は在職期間率を乗じます。）

　　　　　　・昇給は年１回（人事考課制度を導入し、個人のがんばりを評価します。）

　　　　　　　（取得しようとする資格の種類や金額の上限がありますので、個人ごとの金額は異なってきます。）
　　　　　　・職務に関係する資格を取得する場合は、資格取得手当が支給される場合があります。

　　　　　　・社会福祉士、精神保健福祉士、臨床心理士、公認心理師の資格がある職員には資格手当が支給されます。

　　　Q　労働条件はどうなっているの？

　　　Q　福利厚生はどうなっているの？

　　　　　
　　　　　　・職員の節目の年齢（４０才・４５才・５０才・５５才・６０才）で人間ドックの健康診断料金を法人が負担しています。

　　　　　　・福利厚生センター（ソウェルクラブ）に平成３１年度から加入します。（特典がたくさんあります。）
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求人職種
求人番号

事業所名
事業種別

所在地
雇用形態
雇用期間

賃金
（一律手当含む）

福祉資格

（◎必須　○いずれか
　必須　△望む）

時間外勤務
夜勤
宿直

賞与
その他

保育士 児童養護さくら園 高岡郡佐川町甲 正職員 月給 ◎保育士 時間外勤務：あり 賞与：あり　4ヶ月

児童養護施設 随時 162,700～185,800 夜勤：なし 退職金：あり

宿直：あり 通勤手当：あり

夜間：あり

相談・支援・指導員 児童養護さくら園 高岡郡佐川町甲 正職員 月給 ○児童指導員 時間外勤務：あり 賞与：あり　4ヶ月

児童養護施設 随時 162,700～185,800 ○保育士 夜勤：なし 退職金：あり

○社会福祉士 宿直：あり 通勤手当：あり

○社会福祉士取得見込 夜間：あり

相談・支援・指導員 さくらの森学園 高岡郡佐川町甲 正職員 月給 ○社会福祉士 時間外勤務：あり 賞与：あり　4ヶ月

情緒障害児短期治療施設 随時 162,700～185,800 ○社会福祉士取得見込 夜勤：あり 退職金：あり

○保育士 宿直：なし 通勤手当：あり

○児童指導員 夜間：あり

さくらの森学園

　　　　ひだまり法人本部
所在地 高岡郡佐川町甲１１１０－１

法人理念
１　私たちは最も弱い立場にある子どもたちの人権を守ります
１　私たちは子どもたちの傷付いた人格の回復をはかります
１　私たちは子どもたちが心身ともに成長していくことを支援します

　さくら園

・　児童心理治療施設さくらの森学園　　（高岡郡佐川町甲１１１５番地３）
・　児童養護施設さくら園　　（高岡郡佐川町甲１１１０番地１）
・　児童家庭支援センターひだまり　（高岡郡佐川町甲１１１０番地１）

事業所一覧
（所在地）出　展　名 （福）同朋会

法　人　名 （福）同朋会

ブース番号 事業種別 児童

社会福祉法人同朋会の３つの施設

採用担当者
中村　久美　（さくらの森学園）
篠原　志津　（さくら園）

Ｔ　Ｅ　Ｌ
０８８９－２２－４３３３　（さくらの森学園）
０８８９－２２－１２３６　（さくら園）

以下は、今回のフェアで紹介している求人情報です。掲載スペースの都合により最大５件まで掲載しています。
それ以外の求人や、同内容で雇用形態の異なる求人がある場合もありますので、ブースにてお問い合わせください。

Ｅ－ｍａｉｌ
sakuranomori@douhoukai.or.jp　（さくらの森学園）
sakuraen@douhoukai.or.jp　（さくら園）

今回のフェアで
紹介する求人の

応募に必要な資格

※当てはまるものに☑

　□ 資格不問　　□ 初任者研修　　□ 実務者研修　　□ 介護福祉士　　□ 介護支援専門員

　□ 看護師・准看護師　　□ 栄養士・管理栄養士　　　☑ 社会福祉士　　☑ 社会福祉主事

　☑ 精神保健福祉士　　☑ 保育士　　□ 理学療法士　　□ 作業療法士　　□ 言語聴覚士

　☑ その他の福祉系・医療系資格（　児童指導員として認められる学位を修めた者　　）

採用担当者から
あなたにメッセージ

（求める人材像など）

当法人は資格手当はもちろんのこと、資格取得手当もあり国家資格取得等を目指し、長く福祉
職場で活躍できる人材を育て、そして、応援していくことに力を入れています。

　　　　　 　児童指導員・保育士・心理担当職員・相談員・看護師など多職種の職員が、

　　　　　
　　　　　　・それぞれの施設の全国協議会、中国四国地区協議会、県協議会などが企画運営する研修会に参加していま

　　　Q　どのような職種の人が働いているの？

　　　　　　　協力して子どもたちの支援にあたっています。

　　　Q　研修はどのようなものを受けられるの？

　　　　　　・テーマ別研修会（障害、発達、人権、養育、心理など多数）に参加しています。

　　　　　　・高知県社会福祉協議会等の習熟別（ステップアップ）研修会に参加。その他、多くの研修が受けられます。

　　　　　　・平成２９年度から処遇改善手当が支給されるようになりました。
　　　　　　　（特に直接子どもたちと関わる職種の職員には研修要件のもと手当の加算があります。）

　　　　　　・賞与は年２回、年間約４カ月支給（初年度は在職期間率を乗じます。）

　　　　　　・昇給は年１回（人事考課制度を導入し、個人のがんばりを評価します。）

　　　　　　　（取得しようとする資格の種類や金額の上限がありますので、個人ごとの金額は異なってきます。）
　　　　　　・職務に関係する資格を取得する場合は、資格取得手当が支給される場合があります。

　　　　　　・社会福祉士、精神保健福祉士、臨床心理士、公認心理師の資格がある職員には資格手当が支給されます。

　　　Q　労働条件はどうなっているの？

　　　Q　福利厚生はどうなっているの？

　　　　　
　　　　　　・職員の節目の年齢（４０才・４５才・５０才・５５才・６０才）で人間ドックの健康診断料金を法人が負担しています。

　　　　　　・福利厚生センター（ソウェルクラブ）に平成３１年度から加入します。（特典がたくさんあります。）
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求人職種
求人番号

事業所名
事業種別

所在地
雇用形態
雇用期間

賃金
（一律手当含む）

福祉資格

（◎必須　○いずれか
　必須　△望む）

時間外勤務
夜勤
宿直

賞与
その他

看護職 リハデイソレイユ・ショートステイソレイユ 高知市東城山町 正職員 月給 ○看護師 時間外勤務：なし 賞与：あり　3.5ヶ月

通所介護 随時 184,000～324,000 ○准看護師 夜勤：なし 退職金：あり

短期入所生活介護 宿直：なし 通勤手当：あり

夜間：なし

相談・支援・指導員 リハデイソレイユ・ショートステイソレイユ 高知市東城山町 正職員 月給 ○介護福祉士 時間外勤務：なし 賞与：あり　3.5ヶ月

通所介護 随時 170,000～202,000 ○介護支援専門員 夜勤：あり 退職金：あり

短期入所生活介護 ○社会福祉士 宿直：なし 通勤手当：あり

○社会福祉主事 夜間：あり

介護職 リハデイソレイユ・ショートステイソレイユ 高知市東城山町 正職員 月給 ◎介護職員初任者研修 時間外勤務：なし 賞与：あり　3.5ヶ月

通所介護 随時 140,000～185,000 夜勤：あり 退職金：あり

短期入所生活介護 宿直：なし 通勤手当：あり

夜間：なし

採用担当者 白石　章 Ｔ　Ｅ　Ｌ

以下は、今回のフェアで紹介している求人情報です。掲載スペースの都合により最大５件まで掲載しています。
それ以外の求人や、同内容で雇用形態の異なる求人がある場合もありますので、ブースにてお問い合わせください。

Ｅ－ｍａｉｌ

今回のフェアで
紹介する求人の

応募に必要な資格

※当てはまるものに☑

　□ 資格不問　　☑ 初任者研修　　☑ 実務者研修　　☑介護福祉士　　□ 介護支援専門員

　☑ 看護師・准看護師　　□ 栄養士・管理栄養士　　　☑ 社会福祉士　　☑ 社会福祉主事

　□ 精神保健福祉士　　□ 保育士　　□ 理学療法士　　□ 作業療法士　　□ 言語聴覚士

　□ その他の福祉系・医療系資格（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

採用担当者から
あなたにメッセージ

（求める人材像など）

介護職としての専門性をもって利用者様本位のサービスを提供することに尽力してい
ただける方を募集します。
無資格・未経験でも意欲のある方は歓迎します。

法人本部
所在地 高知市神田660-7

法人理念

【基本理念】 病人を愛し、病院を愛し、勤労を愛し、向上を愛す

【リハデイソレイユ・ショートステイソレイユ理念】
１．利用者本位のサービスを提供すること
２．己の専門性を高めること
３．謙虚であること

事業所一覧
（所在地）

住宅型有料老人ホーム　ソレイユこうち ・ リハデイソレイユ ・ ショートステイソ
レイユ ・ ヘルパーステーションソレイユ
〒780-8036　高知市東城山町　163-1

出　展　名 （医）弘仁会　ソレイユこうち

法　人　名 （医）弘仁会

ブース番号 事業種別 高齢

安定の正職員採用！！！

賞与3.5か月（前年度実績）

※年俸制も選べます

職員用無料駐車場完備

夜勤手当10,000円

希望休も取りやすく残業もほとんどなし

ワークライフバランスのとりやすい職場です。

子育て中の職員も多数います。

（保育手当支給5000円～7000円）

夏はビヤガーデン

冬は忘年会で

盛り上がる！

バレンタインデー、

ホワイトデーには
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求人職種
求人番号

事業所名
事業種別

所在地
雇用形態
雇用期間

賃金
（一律手当含む）

福祉資格

（◎必須　○いずれか
　必須　△望む）

時間外勤務
夜勤
宿直

賞与
その他

看護職 リハデイソレイユ・ショートステイソレイユ 高知市東城山町 正職員 月給 ○看護師 時間外勤務：なし 賞与：あり　3.5ヶ月

通所介護 随時 184,000～324,000 ○准看護師 夜勤：なし 退職金：あり

短期入所生活介護 宿直：なし 通勤手当：あり

夜間：なし

相談・支援・指導員 リハデイソレイユ・ショートステイソレイユ 高知市東城山町 正職員 月給 ○介護福祉士 時間外勤務：なし 賞与：あり　3.5ヶ月

通所介護 随時 170,000～202,000 ○介護支援専門員 夜勤：あり 退職金：あり

短期入所生活介護 ○社会福祉士 宿直：なし 通勤手当：あり

○社会福祉主事 夜間：あり

介護職 リハデイソレイユ・ショートステイソレイユ 高知市東城山町 正職員 月給 ◎介護職員初任者研修 時間外勤務：なし 賞与：あり　3.5ヶ月

通所介護 随時 140,000～185,000 夜勤：あり 退職金：あり

短期入所生活介護 宿直：なし 通勤手当：あり

夜間：なし

採用担当者 白石　章 Ｔ　Ｅ　Ｌ

以下は、今回のフェアで紹介している求人情報です。掲載スペースの都合により最大５件まで掲載しています。
それ以外の求人や、同内容で雇用形態の異なる求人がある場合もありますので、ブースにてお問い合わせください。

Ｅ－ｍａｉｌ

今回のフェアで
紹介する求人の

応募に必要な資格

※当てはまるものに☑

　□ 資格不問　　☑ 初任者研修　　☑ 実務者研修　　☑介護福祉士　　□ 介護支援専門員

　☑ 看護師・准看護師　　□ 栄養士・管理栄養士　　　☑ 社会福祉士　　☑ 社会福祉主事

　□ 精神保健福祉士　　□ 保育士　　□ 理学療法士　　□ 作業療法士　　□ 言語聴覚士

　□ その他の福祉系・医療系資格（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

採用担当者から
あなたにメッセージ

（求める人材像など）

介護職としての専門性をもって利用者様本位のサービスを提供することに尽力してい
ただける方を募集します。
無資格・未経験でも意欲のある方は歓迎します。

法人本部
所在地 高知市神田660-7

法人理念

【基本理念】 病人を愛し、病院を愛し、勤労を愛し、向上を愛す

【リハデイソレイユ・ショートステイソレイユ理念】
１．利用者本位のサービスを提供すること
２．己の専門性を高めること
３．謙虚であること

事業所一覧
（所在地）

住宅型有料老人ホーム　ソレイユこうち ・ リハデイソレイユ ・ ショートステイソ
レイユ ・ ヘルパーステーションソレイユ
〒780-8036　高知市東城山町　163-1

出　展　名 （医）弘仁会　ソレイユこうち

法　人　名 （医）弘仁会

ブース番号 事業種別 高齢

安定の正職員採用！！！

賞与3.5か月（前年度実績）

※年俸制も選べます

職員用無料駐車場完備

夜勤手当10,000円

希望休も取りやすく残業もほとんどなし

ワークライフバランスのとりやすい職場です。

子育て中の職員も多数います。

（保育手当支給5000円～7000円）

夏はビヤガーデン

冬は忘年会で

盛り上がる！

バレンタインデー、

ホワイトデーには
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地域で頼られ、患者さんが増え、職員も増えました。
(職員数が10年で約2倍になりました。）

保育手当・育児手当、結婚特別休暇、時間単位の有給休暇など

地域で高齢者を支えて行こうと熱い思いの職員が多いです。

求人職種
求人番号

事業所名
事業種別

所在地
雇用形態
雇用期間

賃金
（一律手当含む）

福祉資格

（◎必須　○いずれか
　必須　△望む）

時間外勤務
夜勤
宿直

賞与
その他 幅広い年齢層の職員構成です。

介護職 永井病院 高知市春野町西分 正職員 月給 ◎介護福祉士 時間外勤務：なし 賞与：あり　3.5ヶ月 若い職員も多いですし、定年を過ぎた職員も活躍しています。
介護療養型医療施設 随時 151,500～191,500 夜勤：あり 退職金：あり

宿直：なし 通勤手当：あり

夜間：あり

介護支援専門員 永井病院 高知市春野町西分 正職員 月給 ◎介護支援専門員 時間外勤務：なし 賞与：あり　3.5ヶ月

介護療養型医療施設 随時 160,500～220,500 夜勤：なし 退職金：あり

宿直：なし 通勤手当：あり

夜間：なし

※看護師・准看護師も募集しています。ご相談下さい。

🌱🌱

高知市中心から車で 分の春野で働こう🎶🎶

結婚・子育て支援が充実しています。

在宅支援に力を注いでいます。

🌱🌱

🌱🌱

～多職種で、地域包括ケアを実践しています。～

🌱🌱 地域の方に頼られてます。

法人理念
私たち職員は、患者様との心のふれあいを大切にし、地域の方々から信頼されるよう、人間愛
にあるれる癒しの場となる医療を実践いたします。

以下は、今回のフェアで紹介している求人情報です。掲載スペースの都合により最大５件まで掲載しています。
それ以外の求人や、同内容で雇用形態の異なる求人がある場合もありますので、ブースにてお問い合わせください。

Ｅ－ｍａｉｌ

今回のフェアで
紹介する求人の

応募に必要な資格

※当てはまるものに☑

　□ 資格不問　　☑ 初任者研修　　☑ 実務者研修　　☑ 介護福祉士　　☑ 介護支援専門員

　□ 看護師・准看護師　　□ 栄養士・管理栄養士　　　□ 社会福祉士　　□ 社会福祉主事

　□ 精神保健福祉士　　□ 保育士　　□ 理学療法士　　□ 作業療法士　　□ 言語聴覚士

　□ その他の福祉系・医療系資格（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

採用担当者から
あなたにメッセージ

（求める人材像など）
見学に来て、活気あるれる職場を、是非見てほしいです。

事業所一覧
（所在地） 高知市春野町西分2027-3

採用担当者 山田　理絵 Ｔ　Ｅ　Ｌ

ブース番号 事業種別 高齢

法人本部
所在地 高知県高知市春野町西分2027-3

出　展　名 （医）永島会 永井病院

法　人　名 （医）永島会
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地域で頼られ、患者さんが増え、職員も増えました。
(職員数が10年で約2倍になりました。）

保育手当・育児手当、結婚特別休暇、時間単位の有給休暇など

地域で高齢者を支えて行こうと熱い思いの職員が多いです。

求人職種
求人番号

事業所名
事業種別

所在地
雇用形態
雇用期間

賃金
（一律手当含む）

福祉資格

（◎必須　○いずれか
　必須　△望む）

時間外勤務
夜勤
宿直

賞与
その他 幅広い年齢層の職員構成です。

介護職 永井病院 高知市春野町西分 正職員 月給 ◎介護福祉士 時間外勤務：なし 賞与：あり　3.5ヶ月 若い職員も多いですし、定年を過ぎた職員も活躍しています。
介護療養型医療施設 随時 151,500～191,500 夜勤：あり 退職金：あり

宿直：なし 通勤手当：あり

夜間：あり

介護支援専門員 永井病院 高知市春野町西分 正職員 月給 ◎介護支援専門員 時間外勤務：なし 賞与：あり　3.5ヶ月

介護療養型医療施設 随時 160,500～220,500 夜勤：なし 退職金：あり

宿直：なし 通勤手当：あり

夜間：なし

※看護師・准看護師も募集しています。ご相談下さい。

🌱🌱

高知市中心から車で 分の春野で働こう🎶🎶

結婚・子育て支援が充実しています。

在宅支援に力を注いでいます。

🌱🌱

🌱🌱

～多職種で、地域包括ケアを実践しています。～

🌱🌱 地域の方に頼られてます。

法人理念
私たち職員は、患者様との心のふれあいを大切にし、地域の方々から信頼されるよう、人間愛
にあるれる癒しの場となる医療を実践いたします。

以下は、今回のフェアで紹介している求人情報です。掲載スペースの都合により最大５件まで掲載しています。
それ以外の求人や、同内容で雇用形態の異なる求人がある場合もありますので、ブースにてお問い合わせください。

Ｅ－ｍａｉｌ

今回のフェアで
紹介する求人の

応募に必要な資格

※当てはまるものに☑

　□ 資格不問　　☑ 初任者研修　　☑ 実務者研修　　☑ 介護福祉士　　☑ 介護支援専門員

　□ 看護師・准看護師　　□ 栄養士・管理栄養士　　　□ 社会福祉士　　□ 社会福祉主事

　□ 精神保健福祉士　　□ 保育士　　□ 理学療法士　　□ 作業療法士　　□ 言語聴覚士

　□ その他の福祉系・医療系資格（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

採用担当者から
あなたにメッセージ

（求める人材像など）
見学に来て、活気あるれる職場を、是非見てほしいです。

事業所一覧
（所在地） 高知市春野町西分2027-3

採用担当者 山田　理絵 Ｔ　Ｅ　Ｌ

ブース番号 事業種別 高齢

法人本部
所在地 高知県高知市春野町西分2027-3

出　展　名 （医）永島会 永井病院

法　人　名 （医）永島会
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求人職種
求人番号

事業所名
事業種別

所在地
雇用形態
雇用期間

賃金
（一律手当含む）

福祉資格

（◎必須　○いずれか
　必須　△望む）

時間外勤務
夜勤
宿直

賞与
その他

相談・支援・指導員 大井田病院 宿毛市中央 正職員 月給 ◎社会福祉士 時間外勤務：あり 賞与：あり　3ヶ月

介護療養型医療施設 ～2019/3/31 174,300～237,850 夜勤：なし 退職金：あり

宿直：なし 通勤手当：あり

夜間：なし

介護職 大井田病院 宿毛市中央 常勤（正職員以外） 月給 ◎介護福祉士 時間外勤務：あり 賞与：なし

介護療養型医療施設 3ヶ月間 168,400～207,700 夜勤：あり 退職金：なし

宿直：なし 通勤手当：あり

夜間：あり

採用担当者 和田 Ｔ　Ｅ　Ｌ

以下は、今回のフェアで紹介している求人情報です。掲載スペースの都合により最大５件まで掲載しています。
それ以外の求人や、同内容で雇用形態の異なる求人がある場合もありますので、ブースにてお問い合わせください。

Ｅ－ｍａｉｌ

今回のフェアで
紹介する求人の

応募に必要な資格

※当てはまるものに☑

　□ 資格不問　　□ 初任者研修　　□ 実務者研修　　☑ 介護福祉士　　□ 介護支援専門員

　□ 看護師・准看護師　　□ 栄養士・管理栄養士　　　☑ 社会福祉士　　□ 社会福祉主事

　□ 精神保健福祉士　　□ 保育士　　□ 理学療法士　　□ 作業療法士　　□ 言語聴覚士

　□ その他の福祉系・医療系資格（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

採用担当者から
あなたにメッセージ

（求める人材像など）

職員のコミュニケーションが活発に行われる明るい職場です。
福利厚生も充実しており、忘年会や10年勤続者対象の海外研修をはじめ、大井田BBQや新人
歓迎さくら会などイベントが盛りだくさんです。
ぜひ、ブースにお立ち寄りくださいませ。職場見学やご応募お待ちしております。

訪問看護ステーションすくも（法人本部所在地に同じ）
訪問リハビリテーション事業所（法人本部所在地に同じ）
通所リハビリテーション事業所（法人本部所在地に同じ）

出　展　名 （特医）長生会　大井田病院

法　人　名 （特医）長生会

ブース番号 事業種別 高齢

事業所一覧
（所在地）

法人本部
所在地 高知県宿毛市中央8-3-6

法人理念

私たちは、地域の皆様に
良質で、安全、安心の医療を

継続して提供します。
～ノーリフト宣言～

ノーリフティングとは、押す・引く・持ち上げる・運ぶ

といった介助する上で欠かせない動作を

人力のみで行わないことです。抱え上げの介助は、

介助者に腰痛を引き起こすだけでなく、介助され

た人は不快で筋肉をこわばらせ、体が硬くなって

いきます。職員にもやさしく、患者さんにもやさしい

ケア現場を目指し、床走行式のリフトと、入浴用リフト

を導入しました。

～1人1人にあった教育システムとキャリアアップ支援制度～

社会人1年目の方や他院で経験を積まれた方、別の業種から転職

された方など1人1人の資格や知識、経験年数に合わせて先輩職員

が指導します。また職員の知識向上やスキルアップに力を入れてお

り、院内の勉強会・研修会、院外の研修受講支援やキャリアアップ

支援制度が充実しています。
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求人職種
求人番号

事業所名
事業種別

所在地
雇用形態
雇用期間

賃金
（一律手当含む）

福祉資格

（◎必須　○いずれか
　必須　△望む）

時間外勤務
夜勤
宿直

賞与
その他

相談・支援・指導員 大井田病院 宿毛市中央 正職員 月給 ◎社会福祉士 時間外勤務：あり 賞与：あり　3ヶ月

介護療養型医療施設 ～2019/3/31 174,300～237,850 夜勤：なし 退職金：あり

宿直：なし 通勤手当：あり

夜間：なし

介護職 大井田病院 宿毛市中央 常勤（正職員以外） 月給 ◎介護福祉士 時間外勤務：あり 賞与：なし

介護療養型医療施設 3ヶ月間 168,400～207,700 夜勤：あり 退職金：なし

宿直：なし 通勤手当：あり

夜間：あり

採用担当者 和田 Ｔ　Ｅ　Ｌ

以下は、今回のフェアで紹介している求人情報です。掲載スペースの都合により最大５件まで掲載しています。
それ以外の求人や、同内容で雇用形態の異なる求人がある場合もありますので、ブースにてお問い合わせください。

Ｅ－ｍａｉｌ

今回のフェアで
紹介する求人の

応募に必要な資格

※当てはまるものに☑

　□ 資格不問　　□ 初任者研修　　□ 実務者研修　　☑ 介護福祉士　　□ 介護支援専門員

　□ 看護師・准看護師　　□ 栄養士・管理栄養士　　　☑ 社会福祉士　　□ 社会福祉主事

　□ 精神保健福祉士　　□ 保育士　　□ 理学療法士　　□ 作業療法士　　□ 言語聴覚士

　□ その他の福祉系・医療系資格（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

採用担当者から
あなたにメッセージ

（求める人材像など）

職員のコミュニケーションが活発に行われる明るい職場です。
福利厚生も充実しており、忘年会や10年勤続者対象の海外研修をはじめ、大井田BBQや新人
歓迎さくら会などイベントが盛りだくさんです。
ぜひ、ブースにお立ち寄りくださいませ。職場見学やご応募お待ちしております。

訪問看護ステーションすくも（法人本部所在地に同じ）
訪問リハビリテーション事業所（法人本部所在地に同じ）
通所リハビリテーション事業所（法人本部所在地に同じ）

出　展　名 （特医）長生会　大井田病院

法　人　名 （特医）長生会

ブース番号 事業種別 高齢

事業所一覧
（所在地）

法人本部
所在地 高知県宿毛市中央8-3-6

法人理念

私たちは、地域の皆様に
良質で、安全、安心の医療を

継続して提供します。
～ノーリフト宣言～

ノーリフティングとは、押す・引く・持ち上げる・運ぶ

といった介助する上で欠かせない動作を

人力のみで行わないことです。抱え上げの介助は、

介助者に腰痛を引き起こすだけでなく、介助され

た人は不快で筋肉をこわばらせ、体が硬くなって

いきます。職員にもやさしく、患者さんにもやさしい

ケア現場を目指し、床走行式のリフトと、入浴用リフト

を導入しました。

～1人1人にあった教育システムとキャリアアップ支援制度～

社会人1年目の方や他院で経験を積まれた方、別の業種から転職

された方など1人1人の資格や知識、経験年数に合わせて先輩職員

が指導します。また職員の知識向上やスキルアップに力を入れてお

り、院内の勉強会・研修会、院外の研修受講支援やキャリアアップ

支援制度が充実しています。
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求人職種
求人番号

事業所名
事業種別

所在地
雇用形態
雇用期間

賃金
（一律手当含む）

福祉資格

（◎必須　○いずれか
　必須　△望む）

時間外勤務
夜勤
宿直

賞与
その他

ホームヘルパー 朝日サービス株式会社 高知市長浜 非常勤・パート 時給 ◎実務者研修修了見込 時間外勤務：なし 賞与：なし

訪問介護 随時 800～2,000 夜勤：なし 退職金：なし

宿直：なし 通勤手当：表記なし

夜間：なし

介護職 小規模多機能型居宅介護事業所かすみ草 高知市長浜 正職員 月給 不問 時間外勤務：なし 賞与：あり

小規模多機能型居宅介護 随時 130,000～200,000 夜勤：あり 退職金：あり

宿直：なし 通勤手当：あり

夜間：あり

介護支援専門員 小規模多機能型居宅介護事業所かすみ草 高知市長浜 正職員 月給 ◎介護支援専門員 時間外勤務：なし 賞与：あり

小規模多機能型居宅介護 随時 175,000～220,000 夜勤：なし 退職金：あり

宿直：なし 通勤手当：あり

夜間：あり

介護職 通所介護さくら草 高知市長浜 常勤（正職員以外） 時給 不問 時間外勤務：なし 賞与：なし

通所介護 随時 800～800 夜勤：なし 退職金：なし

宿直：なし 通勤手当：なし

夜間：なし

朝日サービス（株）

ブース番号

以下は、今回のフェアで紹介している求人情報です。掲載スペースの都合により最大５件まで掲載しています。
それ以外の求人や、同内容で雇用形態の異なる求人がある場合もありますので、ブースにてお問い合わせください。

岩越　鈴香 Ｔ　Ｅ　Ｌ

事業種別 高齢・障害

やる気のある方なら年齢は問いません。未経験の方も大歓迎!!

私たちと一緒に働いてみませんか？

興味がある方は、見学対応もしていますのでお気軽にお問合せください

まずはぜひ!!　ブースにお越しください。あなたを待っています!!

Ｅ－ｍａｉｌ

今回のフェアで
紹介する求人の

応募に必要な資格

※当てはまるものに☑

　☑資格不問　　☑ 初任者研修　　☑ 実務者研修　　☑ 介護福祉士　　　☑介護支援専門員

　□ 看護師・准看護師　　□ 栄養士・管理栄養士　　　□ 社会福祉士　　□ 社会福祉主事

　□ 精神保健福祉士　　□ 保育士　　□ 理学療法士　　□ 作業療法士　　□ 言語聴覚士

　□ その他の福祉系・医療系資格（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

事業所一覧
（所在地）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　訪問介護・デイサービス・小規模

採用担当者から
あなたにメッセージ

（求める人材像など）

　　

朝日サービス㈱指定訪問介護事業所　高知市長浜666
通所介護　さくら草　　　　　　　　　　　　　高知市長浜6557-111
小規模多機能型居宅介護　かすみ草　高知市長浜6557-9　　1F
有料老人ホーム　あかり　　　　　　　　　高知市長浜6557-9　　2F

出　展　名 朝日サービス（株）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　多機能型居宅介護・有料老人ホーム
採用担当者

法人本部
所在地 高知市長浜1292-17

法人理念
朝日サービス株式会社は、すべての人に対し暖かく接し、人権を尊重し相手の立場に立って
考えられる信頼できるサービスを行い、明るく笑顔の絶えない健康で豊かな社会の実現に貢
献します。

あなたにあった職場があると思います。

法　人　名

年後、 年後の自分は？
介護福祉士＆ケアマネージャー？

憎たらしいことを言うあの人が、にっこり笑って「ありがとう」

する側、される側、お互いに必要とされる喜びがあると思います。

福祉に興味があり、心熱く仕事に意欲のあるあなた！

朝日サービスで一緒にお仕事しましょう！
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求人職種
求人番号

事業所名
事業種別

所在地
雇用形態
雇用期間

賃金
（一律手当含む）

福祉資格

（◎必須　○いずれか
　必須　△望む）

時間外勤務
夜勤
宿直

賞与
その他

ホームヘルパー 朝日サービス株式会社 高知市長浜 非常勤・パート 時給 ◎実務者研修修了見込 時間外勤務：なし 賞与：なし

訪問介護 随時 800～2,000 夜勤：なし 退職金：なし

宿直：なし 通勤手当：表記なし

夜間：なし

介護職 小規模多機能型居宅介護事業所かすみ草 高知市長浜 正職員 月給 不問 時間外勤務：なし 賞与：あり

小規模多機能型居宅介護 随時 130,000～200,000 夜勤：あり 退職金：あり

宿直：なし 通勤手当：あり

夜間：あり

介護支援専門員 小規模多機能型居宅介護事業所かすみ草 高知市長浜 正職員 月給 ◎介護支援専門員 時間外勤務：なし 賞与：あり

小規模多機能型居宅介護 随時 175,000～220,000 夜勤：なし 退職金：あり

宿直：なし 通勤手当：あり

夜間：あり

介護職 通所介護さくら草 高知市長浜 常勤（正職員以外） 時給 不問 時間外勤務：なし 賞与：なし

通所介護 随時 800～800 夜勤：なし 退職金：なし

宿直：なし 通勤手当：なし

夜間：なし

朝日サービス（株）

ブース番号

以下は、今回のフェアで紹介している求人情報です。掲載スペースの都合により最大５件まで掲載しています。
それ以外の求人や、同内容で雇用形態の異なる求人がある場合もありますので、ブースにてお問い合わせください。

岩越　鈴香 Ｔ　Ｅ　Ｌ

事業種別 高齢・障害

やる気のある方なら年齢は問いません。未経験の方も大歓迎!!

私たちと一緒に働いてみませんか？

興味がある方は、見学対応もしていますのでお気軽にお問合せください

まずはぜひ!!　ブースにお越しください。あなたを待っています!!

Ｅ－ｍａｉｌ

今回のフェアで
紹介する求人の

応募に必要な資格

※当てはまるものに☑

　☑資格不問　　☑ 初任者研修　　☑ 実務者研修　　☑ 介護福祉士　　　☑介護支援専門員

　□ 看護師・准看護師　　□ 栄養士・管理栄養士　　　□ 社会福祉士　　□ 社会福祉主事

　□ 精神保健福祉士　　□ 保育士　　□ 理学療法士　　□ 作業療法士　　□ 言語聴覚士

　□ その他の福祉系・医療系資格（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

事業所一覧
（所在地）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　訪問介護・デイサービス・小規模

採用担当者から
あなたにメッセージ

（求める人材像など）

　　

朝日サービス㈱指定訪問介護事業所　高知市長浜666
通所介護　さくら草　　　　　　　　　　　　　高知市長浜6557-111
小規模多機能型居宅介護　かすみ草　高知市長浜6557-9　　1F
有料老人ホーム　あかり　　　　　　　　　高知市長浜6557-9　　2F

出　展　名 朝日サービス（株）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　多機能型居宅介護・有料老人ホーム
採用担当者

法人本部
所在地 高知市長浜1292-17

法人理念
朝日サービス株式会社は、すべての人に対し暖かく接し、人権を尊重し相手の立場に立って
考えられる信頼できるサービスを行い、明るく笑顔の絶えない健康で豊かな社会の実現に貢
献します。

あなたにあった職場があると思います。

法　人　名

年後、 年後の自分は？
介護福祉士＆ケアマネージャー？

憎たらしいことを言うあの人が、にっこり笑って「ありがとう」

する側、される側、お互いに必要とされる喜びがあると思います。

福祉に興味があり、心熱く仕事に意欲のあるあなた！

朝日サービスで一緒にお仕事しましょう！
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求人職種
求人番号

事業所名
事業種別

所在地
雇用形態
雇用期間

賃金
（一律手当含む）

福祉資格

（◎必須　○いずれか
　必須　△望む）

時間外勤務
夜勤
宿直

賞与
その他

相談・支援・指導員 障害者支援施設あじさい園 高知市春野町秋山 正職員 月給 △社会福祉士 時間外勤務：あり 賞与：あり

（障）障害者支援施設（施設入所支援＋生活介護）（主に知的） 随時 147,100～162,700 △精神保健福祉士 夜勤：あり 退職金：あり

△介護福祉士 宿直：なし 通勤手当：あり

△実務者研修 夜間：あり

採用担当者 楠瀬・谷本 Ｔ　Ｅ　Ｌ

以下は、今回のフェアで紹介している求人情報です。掲載スペースの都合により最大５件まで掲載しています。
それ以外の求人や、同内容で雇用形態の異なる求人がある場合もありますので、ブースにてお問い合わせください。

Ｅ－ｍａｉｌ

今回のフェアで
紹介する求人の

応募に必要な資格

※当てはまるものに☑

　☑ 資格不問　　□ 初任者研修　　□ 実務者研修　　□ 介護福祉士　　□ 介護支援専門員

　□ 看護師・准看護師　　□ 栄養士・管理栄養士　　　□ 社会福祉士　　□ 社会福祉主事

　□ 精神保健福祉士　　□ 保育士　　□ 理学療法士　　□ 作業療法士　　□ 言語聴覚士

　□ その他の福祉系・医療系資格（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

採用担当者から
あなたにメッセージ

（求める人材像など）

＊私たちの職場は、知的障害者のお世話をさせていただく仕事です。どんな仕事って不安が
あっても大丈夫・・・。
先輩職員が親切、丁寧に指導致します。まずは見学から初めて見ませんか？

〒781-0321　高知県高知市春野町秋山2801-15

障害者支援施設　あじさい園

生活介護事業所　第二あじさい園

生活介護事業所　こばと作業所

出　展　名 障害者支援施設　あじさい園

法　人　名 （福）高知小鳩会

ブース番号 事業種別 障害

事業所一覧
（所在地）

法人本部
所在地 高知市春野町秋山2801-15

法人理念
・「出来る限り普通に、可能な限り特別に」を支援の基本とします。
・利用者に心地良い援助技術の習得に努め、心は常にアマチュアであろうとします。



108

求人職種
求人番号

事業所名
事業種別

所在地
雇用形態
雇用期間

賃金
（一律手当含む）

福祉資格

（◎必須　○いずれか
　必須　△望む）

時間外勤務
夜勤
宿直

賞与
その他

相談・支援・指導員 障害者支援施設あじさい園 高知市春野町秋山 正職員 月給 △社会福祉士 時間外勤務：あり 賞与：あり

（障）障害者支援施設（施設入所支援＋生活介護）（主に知的） 随時 147,100～162,700 △精神保健福祉士 夜勤：あり 退職金：あり

△介護福祉士 宿直：なし 通勤手当：あり

△実務者研修 夜間：あり

採用担当者 楠瀬・谷本 Ｔ　Ｅ　Ｌ

以下は、今回のフェアで紹介している求人情報です。掲載スペースの都合により最大５件まで掲載しています。
それ以外の求人や、同内容で雇用形態の異なる求人がある場合もありますので、ブースにてお問い合わせください。

Ｅ－ｍａｉｌ

今回のフェアで
紹介する求人の

応募に必要な資格

※当てはまるものに☑

　☑ 資格不問　　□ 初任者研修　　□ 実務者研修　　□ 介護福祉士　　□ 介護支援専門員

　□ 看護師・准看護師　　□ 栄養士・管理栄養士　　　□ 社会福祉士　　□ 社会福祉主事

　□ 精神保健福祉士　　□ 保育士　　□ 理学療法士　　□ 作業療法士　　□ 言語聴覚士

　□ その他の福祉系・医療系資格（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

採用担当者から
あなたにメッセージ

（求める人材像など）

＊私たちの職場は、知的障害者のお世話をさせていただく仕事です。どんな仕事って不安が
あっても大丈夫・・・。
先輩職員が親切、丁寧に指導致します。まずは見学から初めて見ませんか？

〒781-0321　高知県高知市春野町秋山2801-15

障害者支援施設　あじさい園

生活介護事業所　第二あじさい園

生活介護事業所　こばと作業所

出　展　名 障害者支援施設　あじさい園

法　人　名 （福）高知小鳩会

ブース番号 事業種別 障害

事業所一覧
（所在地）

法人本部
所在地 高知市春野町秋山2801-15

法人理念
・「出来る限り普通に、可能な限り特別に」を支援の基本とします。
・利用者に心地良い援助技術の習得に努め、心は常にアマチュアであろうとします。
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求人職種
求人番号

事業所名
事業種別

所在地
雇用形態
雇用期間

賃金
（一律手当含む）

福祉資格

（◎必須　○いずれか
　必須　△望む）

時間外勤務
夜勤
宿直

賞与
その他

介護職 グループホームあさくら 高知市朝倉丙 常勤（正職員以外） 時給 不問 時間外勤務：あり 賞与：なし

認知症対応型共同生活介護 12ヶ月間 800～1,000 夜勤：あり 退職金：なし

宿直：なし 通勤手当：あり

夜間：あり

介護職 ケアビレッジたかおか 土佐市高岡町乙 常勤（正職員以外） 時給 不問 時間外勤務：あり 賞与：なし

特定施設入居者生活介護 12ヶ月間 800～1,000 夜勤：あり 退職金：なし

介護予防特定施設入居者生活介護 宿直：なし 通勤手当：あり

夜間：なし

看護職 ケアビレッジたかおか 土佐市高岡町乙 正職員 月給 ◎看護師 時間外勤務：あり 賞与：あり　3ヶ月

特定施設入居者生活介護 随時 190,000～260,000 夜勤：なし 退職金：あり

介護予防特定施設入居者生活介護 宿直：なし 通勤手当：あり

夜間：なし

介護職 ケアビレッジあさくらデイサービスセンター 高知市朝倉丙 正職員 月給 ◎介護福祉士 時間外勤務：あり 賞与：あり　3ヶ月

通所介護 随時 156,000～198,000 夜勤：なし 退職金：あり

宿直：なし 通勤手当：あり

夜間：なし

介護職 ケアビレッジあさくらデイサービスセンター 高知市朝倉丙 常勤（正職員以外） 時給 不問 時間外勤務：あり 賞与：なし

通所介護 12ヶ月間 800～1,000 夜勤：なし 退職金：なし

宿直：なし 通勤手当：あり

夜間：なし

西本、松井 Ｔ　Ｅ　Ｌ

以下は、今回のフェアで紹介している求人情報です。掲載スペースの都合により最大５件まで掲載しています。
それ以外の求人や、同内容で雇用形態の異なる求人がある場合もありますので、ブースにてお問い合わせください。

Ｅ－ｍａｉｌ

今回のフェアで
紹介する求人の

応募に必要な資格

※当てはまるものに☑

　☑ 資格不問　　☑ 初任者研修　　☑ 実務者研修　　☑ 介護福祉士　　□ 介護支援専門員

　☑ 看護師・准看護師　　□ 栄養士・管理栄養士　　　□ 社会福祉士　　□ 社会福祉主事

　□ 精神保健福祉士　　□ 保育士　　□ 理学療法士　　□ 作業療法士　　□ 言語聴覚士

　□ その他の福祉系・医療系資格（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

採用担当者から
あなたにメッセージ

（求める人材像など）

私たちの仕事は、利用者さま一人一人に寄り添い、耳を傾け、一緒に考え、より近い場所でサポートすることで
す。そのために、あなたの笑顔、優しさ、力を求めています。
人と関わることが好きなら、少しでもご興味があるなら、お気軽にお越しください。
資格がない方でも、丁寧に指導させて頂きます
ご利用者の方の自立の援助という大切な使命のお手伝いをしていただける方、ご応募をお待ちしております。

「みずほ会グループ」

①高知県内、千葉県で事業展開しており、管理者ポスト、役職等も多くあり「将来の管
理者候補」を待っています！

②多種多様な事業所で、あなたの「キャリアアップ」を図ることができます！

③職員の教育にも力を入れており、内部研修はもちろん、外部研修参加等への優遇措
置があります。

④無資格の方も、関連法人「みずほ介護スクール」で初任者研修受講費用の支援いた
します。

⑤常勤に限らず、短時間勤務の方も幅広く募集しており、ご自身にあった、無理のない
時間帯での勤務が相談可能です。

朝倉医療クリニック（高知市朝倉）
ケアビレッジあさくら（高知市朝倉）
ヘルパーステーションケアビレッジ（高知市朝倉）
ケアビレッジとさ（土佐市蓮池）
ケアビレッジたかおか（土佐市高岡）
グループホームたかおか（土佐市高岡）
須崎医療クリニック（須崎市多ノ郷）
ケアビレッジすさき（須崎市多ノ郷）
シルバーホームおおの郷（須崎市多ノ郷）
グループホームなかとさ（中土佐町上ノ加江）
ケアビレッジごうぶ（千葉県）
ケアビレッジさんりづか（千葉県）

出　展　名 （医）みずほ会

法　人　名 （医）みずほ会

ブース番号 事業種別 高齢

事業所一覧
（所在地）

法人本部
所在地 高知市北久保9-15

法人理念

私たちは「みずほ」を合言葉に地域社会に貢献することを目指します
（み）未来に続く笑顔のために
（ず）ずっと寄り添い愛される法人となり
（ほ）誇りを持って医療と福祉サービスを提供します

採用担当者
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求人職種
求人番号

事業所名
事業種別

所在地
雇用形態
雇用期間

賃金
（一律手当含む）

福祉資格

（◎必須　○いずれか
　必須　△望む）

時間外勤務
夜勤
宿直

賞与
その他

介護職 グループホームあさくら 高知市朝倉丙 常勤（正職員以外） 時給 不問 時間外勤務：あり 賞与：なし

認知症対応型共同生活介護 12ヶ月間 800～1,000 夜勤：あり 退職金：なし

宿直：なし 通勤手当：あり

夜間：あり

介護職 ケアビレッジたかおか 土佐市高岡町乙 常勤（正職員以外） 時給 不問 時間外勤務：あり 賞与：なし

特定施設入居者生活介護 12ヶ月間 800～1,000 夜勤：あり 退職金：なし

介護予防特定施設入居者生活介護 宿直：なし 通勤手当：あり

夜間：なし

看護職 ケアビレッジたかおか 土佐市高岡町乙 正職員 月給 ◎看護師 時間外勤務：あり 賞与：あり　3ヶ月

特定施設入居者生活介護 随時 190,000～260,000 夜勤：なし 退職金：あり

介護予防特定施設入居者生活介護 宿直：なし 通勤手当：あり

夜間：なし

介護職 ケアビレッジあさくらデイサービスセンター 高知市朝倉丙 正職員 月給 ◎介護福祉士 時間外勤務：あり 賞与：あり　3ヶ月

通所介護 随時 156,000～198,000 夜勤：なし 退職金：あり

宿直：なし 通勤手当：あり

夜間：なし

介護職 ケアビレッジあさくらデイサービスセンター 高知市朝倉丙 常勤（正職員以外） 時給 不問 時間外勤務：あり 賞与：なし

通所介護 12ヶ月間 800～1,000 夜勤：なし 退職金：なし

宿直：なし 通勤手当：あり

夜間：なし

西本、松井 Ｔ　Ｅ　Ｌ

以下は、今回のフェアで紹介している求人情報です。掲載スペースの都合により最大５件まで掲載しています。
それ以外の求人や、同内容で雇用形態の異なる求人がある場合もありますので、ブースにてお問い合わせください。

Ｅ－ｍａｉｌ

今回のフェアで
紹介する求人の

応募に必要な資格

※当てはまるものに☑

　☑ 資格不問　　☑ 初任者研修　　☑ 実務者研修　　☑ 介護福祉士　　□ 介護支援専門員

　☑ 看護師・准看護師　　□ 栄養士・管理栄養士　　　□ 社会福祉士　　□ 社会福祉主事

　□ 精神保健福祉士　　□ 保育士　　□ 理学療法士　　□ 作業療法士　　□ 言語聴覚士

　□ その他の福祉系・医療系資格（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

採用担当者から
あなたにメッセージ

（求める人材像など）

私たちの仕事は、利用者さま一人一人に寄り添い、耳を傾け、一緒に考え、より近い場所でサポートすることで
す。そのために、あなたの笑顔、優しさ、力を求めています。
人と関わることが好きなら、少しでもご興味があるなら、お気軽にお越しください。
資格がない方でも、丁寧に指導させて頂きます
ご利用者の方の自立の援助という大切な使命のお手伝いをしていただける方、ご応募をお待ちしております。

「みずほ会グループ」

①高知県内、千葉県で事業展開しており、管理者ポスト、役職等も多くあり「将来の管
理者候補」を待っています！

②多種多様な事業所で、あなたの「キャリアアップ」を図ることができます！

③職員の教育にも力を入れており、内部研修はもちろん、外部研修参加等への優遇措
置があります。

④無資格の方も、関連法人「みずほ介護スクール」で初任者研修受講費用の支援いた
します。

⑤常勤に限らず、短時間勤務の方も幅広く募集しており、ご自身にあった、無理のない
時間帯での勤務が相談可能です。

朝倉医療クリニック（高知市朝倉）
ケアビレッジあさくら（高知市朝倉）
ヘルパーステーションケアビレッジ（高知市朝倉）
ケアビレッジとさ（土佐市蓮池）
ケアビレッジたかおか（土佐市高岡）
グループホームたかおか（土佐市高岡）
須崎医療クリニック（須崎市多ノ郷）
ケアビレッジすさき（須崎市多ノ郷）
シルバーホームおおの郷（須崎市多ノ郷）
グループホームなかとさ（中土佐町上ノ加江）
ケアビレッジごうぶ（千葉県）
ケアビレッジさんりづか（千葉県）

出　展　名 （医）みずほ会

法　人　名 （医）みずほ会

ブース番号 事業種別 高齢

事業所一覧
（所在地）

法人本部
所在地 高知市北久保9-15

法人理念

私たちは「みずほ」を合言葉に地域社会に貢献することを目指します
（み）未来に続く笑顔のために
（ず）ずっと寄り添い愛される法人となり
（ほ）誇りを持って医療と福祉サービスを提供します

採用担当者
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求人職種
求人番号

事業所名
事業種別

所在地
雇用形態
雇用期間

賃金
（一律手当含む）

福祉資格

（◎必須　○いずれか
　必須　△望む）

時間外勤務
夜勤
宿直

賞与
その他

介護職 総合福祉ゾーンオークの里 香南市吉川町古川 正職員 月給 ◎介護福祉士 時間外勤務：あり 賞与：あり　4.4ヶ月

（障）障害者支援施設（施設入所支援＋生活介護） 随時 166,100～240,000 夜勤：あり 退職金：なし

宿直：なし 通勤手当：あり

夜間：なし

介護職 総合福祉ゾーンもとちかの里 高知市長浜 正職員 月給 ◎介護福祉士 時間外勤務：あり 賞与：あり　4.4ヶ月

特別養護老人ホーム 随時 166,100～240,000 夜勤：あり 退職金：あり

宿直：なし 通勤手当：あり

夜間：あり

介護職 総合福祉ゾーン天空の里 高知県長岡郡本山町 正職員 月給 不問 時間外勤務：あり 賞与：なし

通所介護 随時 129,200～240,000 夜勤：なし 退職金：なし

宿直：なし 通勤手当：あり

夜間：なし

介護職 総合福祉ゾーン天空の里 高知県長岡郡本山町 正職員 月給 ◎介護福祉士 時間外勤務：あり 賞与：あり　4.4ヶ月

特別養護老人ホーム 随時 166,100～240,000 夜勤：あり 退職金：あり

宿直：なし 通勤手当：あり

夜間：あり

介護職 総合福祉ゾーンもとちかの里 高知市長浜 正職員 月給 不問 時間外勤務：あり 賞与：なし

特別養護老人ホーム 随時 129,200～212,000 夜勤：あり 退職金：なし

宿直：なし 通勤手当：あり

夜間：あり

出　展　名 （福）香南会

法　人　名 （福）香南会

ブース番号 事業種別 高齢・障害・保育

事業所一覧
（所在地）

法人本部
所在地 香南市赤岡町1160-1

法人理念 「すべての人々に　希望と光　心の安らぎを」

＜募集職種＞介護員（介護福祉士）、生活相談員、介護支援専門員、看護師、管理栄養士、介護補助員

　　　　　※パートで勤務希望の方もご相談下さい　※上記職種新卒者採用も行っています

採用担当者 岡村/安井 Ｔ　Ｅ　Ｌ

以下は、今回のフェアで紹介している求人情報です。掲載スペースの都合により最大５件まで掲載しています。
それ以外の求人や、同内容で雇用形態の異なる求人がある場合もありますので、ブースにてお問い合わせください。

Ｅ－ｍａｉｌ

今回のフェアで
紹介する求人の

応募に必要な資格

※当てはまるものに☑

　☑ 資格不問　　☑ 初任者研修　　☑ 実務者研修　　☑ 介護福祉士　　☑ 介護支援専門員

　☑ 看護師・准看護師　　☑ 栄養士・管理栄養士　　　☑ 社会福祉士　　☑ 社会福祉主事

　□ 精神保健福祉士　　□ 保育士　　□ 理学療法士　　□ 作業療法士　　□ 言語聴覚士

　□ その他の福祉系・医療系資格（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

採用担当者から
あなたにメッセージ

（求める人材像など）

新たな資格取得にチャレンジし、スキル・キャリアアップを目指せる方
チームワークを大切にし、明るく元気な方

総合福祉ゾーン

やだけの里
広島県広島市

ﾕﾆｯﾄ型特別養護老人ﾎｰﾑ

もとちか
高知市
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求人職種
求人番号

事業所名
事業種別

所在地
雇用形態
雇用期間

賃金
（一律手当含む）

福祉資格

（◎必須　○いずれか
　必須　△望む）

時間外勤務
夜勤
宿直

賞与
その他

介護職 総合福祉ゾーンオークの里 香南市吉川町古川 正職員 月給 ◎介護福祉士 時間外勤務：あり 賞与：あり　4.4ヶ月

（障）障害者支援施設（施設入所支援＋生活介護） 随時 166,100～240,000 夜勤：あり 退職金：なし

宿直：なし 通勤手当：あり

夜間：なし

介護職 総合福祉ゾーンもとちかの里 高知市長浜 正職員 月給 ◎介護福祉士 時間外勤務：あり 賞与：あり　4.4ヶ月

特別養護老人ホーム 随時 166,100～240,000 夜勤：あり 退職金：あり

宿直：なし 通勤手当：あり

夜間：あり

介護職 総合福祉ゾーン天空の里 高知県長岡郡本山町 正職員 月給 不問 時間外勤務：あり 賞与：なし

通所介護 随時 129,200～240,000 夜勤：なし 退職金：なし

宿直：なし 通勤手当：あり

夜間：なし

介護職 総合福祉ゾーン天空の里 高知県長岡郡本山町 正職員 月給 ◎介護福祉士 時間外勤務：あり 賞与：あり　4.4ヶ月

特別養護老人ホーム 随時 166,100～240,000 夜勤：あり 退職金：あり

宿直：なし 通勤手当：あり

夜間：あり

介護職 総合福祉ゾーンもとちかの里 高知市長浜 正職員 月給 不問 時間外勤務：あり 賞与：なし

特別養護老人ホーム 随時 129,200～212,000 夜勤：あり 退職金：なし

宿直：なし 通勤手当：あり

夜間：あり

出　展　名 （福）香南会

法　人　名 （福）香南会

ブース番号 事業種別 高齢・障害・保育

事業所一覧
（所在地）

法人本部
所在地 香南市赤岡町1160-1

法人理念 「すべての人々に　希望と光　心の安らぎを」

＜募集職種＞介護員（介護福祉士）、生活相談員、介護支援専門員、看護師、管理栄養士、介護補助員

　　　　　※パートで勤務希望の方もご相談下さい　※上記職種新卒者採用も行っています

採用担当者 岡村/安井 Ｔ　Ｅ　Ｌ

以下は、今回のフェアで紹介している求人情報です。掲載スペースの都合により最大５件まで掲載しています。
それ以外の求人や、同内容で雇用形態の異なる求人がある場合もありますので、ブースにてお問い合わせください。

Ｅ－ｍａｉｌ

今回のフェアで
紹介する求人の

応募に必要な資格

※当てはまるものに☑

　☑ 資格不問　　☑ 初任者研修　　☑ 実務者研修　　☑ 介護福祉士　　☑ 介護支援専門員

　☑ 看護師・准看護師　　☑ 栄養士・管理栄養士　　　☑ 社会福祉士　　☑ 社会福祉主事

　□ 精神保健福祉士　　□ 保育士　　□ 理学療法士　　□ 作業療法士　　□ 言語聴覚士

　□ その他の福祉系・医療系資格（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

採用担当者から
あなたにメッセージ

（求める人材像など）

新たな資格取得にチャレンジし、スキル・キャリアアップを目指せる方
チームワークを大切にし、明るく元気な方

総合福祉ゾーン

やだけの里
広島県広島市

ﾕﾆｯﾄ型特別養護老人ﾎｰﾑ

もとちか
高知市
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求人職種
求人番号

事業所名
事業種別

所在地
雇用形態
雇用期間

賃金
（一律手当含む）

福祉資格

（◎必須　○いずれか
　必須　△望む）

時間外勤務
夜勤
宿直

賞与
その他

介護職 介護老人保健施設とさやまだファミリア 香美市土佐山田町 非常勤・パート 時給 不問 時間外勤務：あり 賞与：なし

介護老人保健施設 6ヶ月間 800～900 夜勤：なし 退職金：なし

宿直：なし 通勤手当：あり

夜間：あり

介護職 介護老人保健施設とさやまだファミリア 香美市土佐山田町 正職員 月給 ◎介護福祉士 時間外勤務：あり 賞与：あり　3.5ヶ月

介護老人保健施設 随時 162,900～215,000 夜勤：あり 退職金：あり

宿直：なし 通勤手当：あり

夜間：あり

介護職 介護老人保健施設とさやまだファミリア 香美市土佐山田町 常勤（正職員以外） 時給 不問 時間外勤務：あり 賞与：なし

介護老人保健施設 12ヶ月間 800～900 夜勤：あり 退職金：あり

宿直：なし 通勤手当：あり

夜間：あり

介護職 介護老人保健施設とさやまだファミリア 香美市土佐山田町 非常勤・パート 時給 不問 時間外勤務：あり 賞与：なし

介護老人保健施設 6ヶ月間 800～900 夜勤：なし 退職金：なし

宿直：なし 通勤手当：あり

夜間：なし

介護職 介護老人保健施設とさやまだファミリア 香美市土佐山田町 正職員 月給 ◎介護福祉士 時間外勤務：あり 賞与：あり　3.5ヶ月

介護老人保健施設 2019/4/1～ 162,400～162,400 夜勤：あり 退職金：あり

宿直：なし 通勤手当：あり

夜間：あり

施設見学・職場体験
大歓迎！！

（いつでもご連絡下さい）

　　　介護職員処遇改善加算については、毎年5月に一括支給しています。
（昨年度実績　３００，０００円程度）

短時間勤務希望者も歓迎します。

事業所一覧
（所在地）

〇　介護老人保健施設　とさやまだファミリア　　　（香美市土佐山田町548）
〇　介護老人保健施設　とさやまだファミリア　通所リハビリテーション　（香美市土佐山田町548）
〇　居宅介護支援事業所　相談センターファミリア　　（香美市土佐山田町548）
〇　高齢者グループホーム　シルバーハウス寿楽　　（香美市土佐山田町百石町1-11-15）
〇　サービス付き高齢者向け住宅　フルハウスうぶすな　　（香美市土佐山田町百石町1丁目12番1号）

　　　資格要件等を満たした場合には、正規職員への登用を積極的に行っています。

出　展　名 （医）土佐楠目会　

法　人　名 （医）土佐楠目会　

ブース番号 事業種別 高齢

法人本部
所在地 高知県香美市土佐山田町百石町1丁目12番1号

法人理念
１．地域から信頼と安心そして理解をよせられる法人となります。
２．介護施設＝利用者の生活の場であることへの責務を負います。
３．職員の願い、利用者の期待に応えられる経営をします。

採用担当者 総務部　岡林　哲 Ｔ　Ｅ　Ｌ

以下は、今回のフェアで紹介している求人情報です。掲載スペースの都合により最大５件まで掲載しています。
それ以外の求人や、同内容で雇用形態の異なる求人がある場合もありますので、ブースにてお問い合わせください。

Ｅ－ｍａｉｌ

今回のフェアで
紹介する求人の

応募に必要な資格

※当てはまるものに☑

　☑ 資格不問　　□ 初任者研修　　□ 実務者研修　　☑ 介護福祉士　　□ 介護支援専門員

　□ 看護師・准看護師　　□ 栄養士・管理栄養士　　　□ 社会福祉士　　□ 社会福祉主事

　□ 精神保健福祉士　　□ 保育士　　□ 理学療法士　　□ 作業療法士　　□ 言語聴覚士

　□ その他の福祉系・医療系資格（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

採用担当者から
あなたにメッセージ

（求める人材像など）

資格・経験は問いません。介護の仕事をやりたい・やってみたいというやる気のある方を待って
います。介護の仕事は決して楽な仕事ではありませんが、介護の仕事に興味を持って働くこと
を希望される方が、長く仕事を続けてもらえるように職員一同心がけています。
是非、いっしょに働きましょう！！

ワークライフバランスの実現

・時間で終われる職場体制づくり

・メンタルヘルスチェックの実施

・有給休暇の計画的取得

（年間5日以上）

・ノーリフトケアの定着

・育児休暇１００％取得

長く介護の仕事をしてもらいたいを

第一に取り組みを行っています。

未経験者・無資格者にやさしい職場

・中途採用者の職員はほとんどが

未経験・資格での入職しています。

・教育プログラムの充実

・個々の能力にあった指導

焦らずゆっくり・確実に仕事を

教えていきます。

認知症ケアの実践

・認知症介護実践研修（実践者研修）

（実践リーダー研修）の受講

・認知症研修への参加

（内部・外部研修）

・認知症に対する知識、意識向上

認知症ケアの知識を向上し、利用者

に寄り添ったケアを実践しています。

接遇意識の向上

・明るい施設を目指し挨拶の徹底

・コミュニケーション技術の向上

・社会人として恥ずかしくない

言葉使いの徹底

職員・ご利用者・ご家族が

いごこちの良い空間を目指

しています。
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求人職種
求人番号

事業所名
事業種別

所在地
雇用形態
雇用期間

賃金
（一律手当含む）

福祉資格

（◎必須　○いずれか
　必須　△望む）

時間外勤務
夜勤
宿直

賞与
その他

介護職 介護老人保健施設とさやまだファミリア 香美市土佐山田町 非常勤・パート 時給 不問 時間外勤務：あり 賞与：なし

介護老人保健施設 6ヶ月間 800～900 夜勤：なし 退職金：なし

宿直：なし 通勤手当：あり

夜間：あり

介護職 介護老人保健施設とさやまだファミリア 香美市土佐山田町 正職員 月給 ◎介護福祉士 時間外勤務：あり 賞与：あり　3.5ヶ月

介護老人保健施設 随時 162,900～215,000 夜勤：あり 退職金：あり

宿直：なし 通勤手当：あり

夜間：あり

介護職 介護老人保健施設とさやまだファミリア 香美市土佐山田町 常勤（正職員以外） 時給 不問 時間外勤務：あり 賞与：なし

介護老人保健施設 12ヶ月間 800～900 夜勤：あり 退職金：あり

宿直：なし 通勤手当：あり

夜間：あり

介護職 介護老人保健施設とさやまだファミリア 香美市土佐山田町 非常勤・パート 時給 不問 時間外勤務：あり 賞与：なし

介護老人保健施設 6ヶ月間 800～900 夜勤：なし 退職金：なし

宿直：なし 通勤手当：あり

夜間：なし

介護職 介護老人保健施設とさやまだファミリア 香美市土佐山田町 正職員 月給 ◎介護福祉士 時間外勤務：あり 賞与：あり　3.5ヶ月

介護老人保健施設 2019/4/1～ 162,400～162,400 夜勤：あり 退職金：あり

宿直：なし 通勤手当：あり

夜間：あり

施設見学・職場体験
大歓迎！！

（いつでもご連絡下さい）

　　　介護職員処遇改善加算については、毎年5月に一括支給しています。
（昨年度実績　３００，０００円程度）

短時間勤務希望者も歓迎します。

事業所一覧
（所在地）

〇　介護老人保健施設　とさやまだファミリア　　　（香美市土佐山田町548）
〇　介護老人保健施設　とさやまだファミリア　通所リハビリテーション　（香美市土佐山田町548）
〇　居宅介護支援事業所　相談センターファミリア　　（香美市土佐山田町548）
〇　高齢者グループホーム　シルバーハウス寿楽　　（香美市土佐山田町百石町1-11-15）
〇　サービス付き高齢者向け住宅　フルハウスうぶすな　　（香美市土佐山田町百石町1丁目12番1号）

　　　資格要件等を満たした場合には、正規職員への登用を積極的に行っています。

出　展　名 （医）土佐楠目会　

法　人　名 （医）土佐楠目会　

ブース番号 事業種別 高齢

法人本部
所在地 高知県香美市土佐山田町百石町1丁目12番1号

法人理念
１．地域から信頼と安心そして理解をよせられる法人となります。
２．介護施設＝利用者の生活の場であることへの責務を負います。
３．職員の願い、利用者の期待に応えられる経営をします。

採用担当者 総務部　岡林　哲 Ｔ　Ｅ　Ｌ

以下は、今回のフェアで紹介している求人情報です。掲載スペースの都合により最大５件まで掲載しています。
それ以外の求人や、同内容で雇用形態の異なる求人がある場合もありますので、ブースにてお問い合わせください。

Ｅ－ｍａｉｌ

今回のフェアで
紹介する求人の

応募に必要な資格

※当てはまるものに☑

　☑ 資格不問　　□ 初任者研修　　□ 実務者研修　　☑ 介護福祉士　　□ 介護支援専門員

　□ 看護師・准看護師　　□ 栄養士・管理栄養士　　　□ 社会福祉士　　□ 社会福祉主事

　□ 精神保健福祉士　　□ 保育士　　□ 理学療法士　　□ 作業療法士　　□ 言語聴覚士

　□ その他の福祉系・医療系資格（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

採用担当者から
あなたにメッセージ

（求める人材像など）

資格・経験は問いません。介護の仕事をやりたい・やってみたいというやる気のある方を待って
います。介護の仕事は決して楽な仕事ではありませんが、介護の仕事に興味を持って働くこと
を希望される方が、長く仕事を続けてもらえるように職員一同心がけています。
是非、いっしょに働きましょう！！

ワークライフバランスの実現

・時間で終われる職場体制づくり

・メンタルヘルスチェックの実施

・有給休暇の計画的取得

（年間5日以上）

・ノーリフトケアの定着

・育児休暇１００％取得

長く介護の仕事をしてもらいたいを

第一に取り組みを行っています。

未経験者・無資格者にやさしい職場

・中途採用者の職員はほとんどが

未経験・資格での入職しています。

・教育プログラムの充実

・個々の能力にあった指導

焦らずゆっくり・確実に仕事を

教えていきます。

認知症ケアの実践

・認知症介護実践研修（実践者研修）

（実践リーダー研修）の受講

・認知症研修への参加

（内部・外部研修）

・認知症に対する知識、意識向上

認知症ケアの知識を向上し、利用者

に寄り添ったケアを実践しています。

接遇意識の向上

・明るい施設を目指し挨拶の徹底

・コミュニケーション技術の向上

・社会人として恥ずかしくない

言葉使いの徹底

職員・ご利用者・ご家族が

いごこちの良い空間を目指

しています。
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求人職種
求人番号

事業所名
事業種別

所在地
雇用形態
雇用期間

賃金
（一律手当含む）

福祉資格

（◎必須　○いずれか
　必須　△望む）

時間外勤務
夜勤
宿直

賞与
その他

事務職 社会福祉法人ふるさと自然村 複数あり 常勤（正職員以外） 月給 不問 時間外勤務：あり 賞与：あり　3.62ヶ月

特別養護老人ホーム 12ヶ月間 129,000～134,000 夜勤：なし 退職金：あり

ケアハウス 宿直：なし 通勤手当：あり

有料老人ホーム 夜間：なし

調理員 社会福祉法人ふるさと自然村 複数あり 常勤（正職員以外） 月給 不問 時間外勤務：あり 賞与：あり　3.62ヶ月

特別養護老人ホーム 12ヶ月間 140,000～140,000 夜勤：なし 退職金：あり

ケアハウス 宿直：なし 通勤手当：あり

有料老人ホーム 夜間：なし

介護支援専門員 社会福祉法人ふるさと自然村 複数あり 常勤（正職員以外） 月給 ◎介護支援専門員 時間外勤務：あり 賞与：あり　3.62ヶ月

特別養護老人ホーム 12ヶ月間 168,000～210,000 △介護福祉士 夜勤：なし 退職金：あり

ケアハウス 宿直：なし 通勤手当：あり

居宅介護支援事業 夜間：なし

介護職 社会福祉法人ふるさと自然村 複数あり 常勤（正職員以外） 月給 ○実務者研修 時間外勤務：あり 賞与：あり　3.62ヶ月

特別養護老人ホーム 12ヶ月間 153,000～153,000 ○介護職員初任者研修 夜勤：あり 退職金：あり

ケアハウス 宿直：なし 通勤手当：あり

有料老人ホーム 夜間：あり

介護職 社会福祉法人ふるさと自然村 複数あり 正職員 月給 ◎介護福祉士 時間外勤務：あり 賞与：あり　3.62ヶ月

特別養護老人ホーム 随時 166,000～166,000 夜勤：あり 退職金：あり

ケアハウス 宿直：なし 通勤手当：あり

有料老人ホーム 夜間：あり

採用担当者 島本　知明 Ｔ　Ｅ　Ｌ

以下は、今回のフェアで紹介している求人情報です。掲載スペースの都合により最大５件まで掲載しています。
それ以外の求人や、同内容で雇用形態の異なる求人がある場合もありますので、ブースにてお問い合わせください。

Ｅ－ｍａｉｌ

今回のフェアで
紹介する求人の

応募に必要な資格

※当てはまるものに☑

　☑ 資格不問　　☑ 初任者研修　　☑ 実務者研修　　☑ 介護福祉士　　☑ 介護支援専門員

　☑ 看護師・准看護師　　☑ 栄養士・管理栄養士　　　☑ 社会福祉士　　☑ 社会福祉主事

　□ 精神保健福祉士　　☑ 保育士　　□ 理学療法士　　□ 作業療法士　　□ 言語聴覚士

　□ その他の福祉系・医療系資格（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

採用担当者から
あなたにメッセージ

（求める人材像など）

　ふるさと自然村は、人の「生きる」を支える という理念のもと運営をしております。利用者様はもとより、共に働
く職員も含めた、法人に関わる全ての方々の「生きる」＝「生活」を法人全体で支えようという思いです。
　資格や経験は問いません。ふるさと自然村の夢・理念に共感して下さる方、生きがいを持ってともに成長し、歩
んで下さる方を求めています。ぜひブースにお立ち寄りください！

事業所一覧
（所在地）

・特別養護老人ホーム陽だまりの里　（南国市）
・特別養護老人ホームふるさとの丘　（高知市）
・特別養護老人ホームたちばなの里　（南国市）
・特別養護老人ホーム磯子自然村　（神奈川県横浜市）
・ケアハウスたんぽぽ　（南国市）
・ケアハウスつくしんぼ　（南国市）
・ケアハウス菜の花　（香南市）
・ケアハウス安芸　（安芸市）
・養護老人ホーム双名園　（中土佐町）
・有料老人ホームあっとホーム　（高知市）
・有料老人ホームさかわ　（佐川町）
・介護付有料老人ホーム夕やけ小やけ　（高知市）
・保育園　（南国市、安芸市）

・グループホーム　（10　事業所）
・デイサービスセンター　（7　事業所）
・ヘルパーステーション　（6　事業所）
・居宅苦介護支援事業所　（5　事業所）
・その他　（5　事業所）

【高知県 45事業所　　神奈川県 2事業所】
●高知市、南国市、香南市、安芸市、室戸市、佐川町、中土佐町、神奈川県横浜市

出　展　名 社会福祉法人ふるさと自然村

法　人　名 同上

ブース番号 事業種別 高齢・障害・保育

法人本部
所在地 高知県南国市岡豊町常通寺島３３５番地３

法人理念
人の「生きる」を支える
第二の我が家

私たちふるさと自然村は、利用者様に住み慣れた地域で、いつまでも安心して暮らして

いただくために「地域に根ざした利用者様中心の保健・福祉の総合的サービス」の提供に

努めます。

地域の子供たちが個々の発達段階に応じて成長し、「自分を大切にし、また他者への

思いやりのある心」を育成するよう保育事業にも取り組みます。

●当法人が大切にしていること、それは「育成」と「職員の生活」です。

育成

● 研修環境の充実

● 資格取得をサポート

資格がなくても

大丈夫！

職員の生活

● ４７事業所を運営

● ライフワークに合わせた働き方

あなたに合った

働き方がきっとある

あなたの頑張りをしっかりと評価します
チャンスは無限大！

評価基準は・・・ズバリ！「力量評価」です！

２０代で 管理者 や 介護長 を任される職員も在籍！

「その他の求人」も多数ございます。 どうぞお気軽にお問合せ下さい！
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求人職種
求人番号

事業所名
事業種別

所在地
雇用形態
雇用期間

賃金
（一律手当含む）

福祉資格

（◎必須　○いずれか
　必須　△望む）

時間外勤務
夜勤
宿直

賞与
その他

事務職 社会福祉法人ふるさと自然村 複数あり 常勤（正職員以外） 月給 不問 時間外勤務：あり 賞与：あり　3.62ヶ月

特別養護老人ホーム 12ヶ月間 129,000～134,000 夜勤：なし 退職金：あり

ケアハウス 宿直：なし 通勤手当：あり

有料老人ホーム 夜間：なし

調理員 社会福祉法人ふるさと自然村 複数あり 常勤（正職員以外） 月給 不問 時間外勤務：あり 賞与：あり　3.62ヶ月

特別養護老人ホーム 12ヶ月間 140,000～140,000 夜勤：なし 退職金：あり

ケアハウス 宿直：なし 通勤手当：あり

有料老人ホーム 夜間：なし

介護支援専門員 社会福祉法人ふるさと自然村 複数あり 常勤（正職員以外） 月給 ◎介護支援専門員 時間外勤務：あり 賞与：あり　3.62ヶ月

特別養護老人ホーム 12ヶ月間 168,000～210,000 △介護福祉士 夜勤：なし 退職金：あり

ケアハウス 宿直：なし 通勤手当：あり

居宅介護支援事業 夜間：なし

介護職 社会福祉法人ふるさと自然村 複数あり 常勤（正職員以外） 月給 ○実務者研修 時間外勤務：あり 賞与：あり　3.62ヶ月

特別養護老人ホーム 12ヶ月間 153,000～153,000 ○介護職員初任者研修 夜勤：あり 退職金：あり

ケアハウス 宿直：なし 通勤手当：あり

有料老人ホーム 夜間：あり

介護職 社会福祉法人ふるさと自然村 複数あり 正職員 月給 ◎介護福祉士 時間外勤務：あり 賞与：あり　3.62ヶ月

特別養護老人ホーム 随時 166,000～166,000 夜勤：あり 退職金：あり

ケアハウス 宿直：なし 通勤手当：あり

有料老人ホーム 夜間：あり

採用担当者 島本　知明 Ｔ　Ｅ　Ｌ

以下は、今回のフェアで紹介している求人情報です。掲載スペースの都合により最大５件まで掲載しています。
それ以外の求人や、同内容で雇用形態の異なる求人がある場合もありますので、ブースにてお問い合わせください。

Ｅ－ｍａｉｌ

今回のフェアで
紹介する求人の

応募に必要な資格

※当てはまるものに☑

　☑ 資格不問　　☑ 初任者研修　　☑ 実務者研修　　☑ 介護福祉士　　☑ 介護支援専門員

　☑ 看護師・准看護師　　☑ 栄養士・管理栄養士　　　☑ 社会福祉士　　☑ 社会福祉主事

　□ 精神保健福祉士　　☑ 保育士　　□ 理学療法士　　□ 作業療法士　　□ 言語聴覚士

　□ その他の福祉系・医療系資格（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

採用担当者から
あなたにメッセージ

（求める人材像など）

　ふるさと自然村は、人の「生きる」を支える という理念のもと運営をしております。利用者様はもとより、共に働
く職員も含めた、法人に関わる全ての方々の「生きる」＝「生活」を法人全体で支えようという思いです。
　資格や経験は問いません。ふるさと自然村の夢・理念に共感して下さる方、生きがいを持ってともに成長し、歩
んで下さる方を求めています。ぜひブースにお立ち寄りください！

事業所一覧
（所在地）

・特別養護老人ホーム陽だまりの里　（南国市）
・特別養護老人ホームふるさとの丘　（高知市）
・特別養護老人ホームたちばなの里　（南国市）
・特別養護老人ホーム磯子自然村　（神奈川県横浜市）
・ケアハウスたんぽぽ　（南国市）
・ケアハウスつくしんぼ　（南国市）
・ケアハウス菜の花　（香南市）
・ケアハウス安芸　（安芸市）
・養護老人ホーム双名園　（中土佐町）
・有料老人ホームあっとホーム　（高知市）
・有料老人ホームさかわ　（佐川町）
・介護付有料老人ホーム夕やけ小やけ　（高知市）
・保育園　（南国市、安芸市）

・グループホーム　（10　事業所）
・デイサービスセンター　（7　事業所）
・ヘルパーステーション　（6　事業所）
・居宅苦介護支援事業所　（5　事業所）
・その他　（5　事業所）

【高知県 45事業所　　神奈川県 2事業所】
●高知市、南国市、香南市、安芸市、室戸市、佐川町、中土佐町、神奈川県横浜市

出　展　名 社会福祉法人ふるさと自然村

法　人　名 同上

ブース番号 事業種別 高齢・障害・保育

法人本部
所在地 高知県南国市岡豊町常通寺島３３５番地３

法人理念
人の「生きる」を支える
第二の我が家

私たちふるさと自然村は、利用者様に住み慣れた地域で、いつまでも安心して暮らして

いただくために「地域に根ざした利用者様中心の保健・福祉の総合的サービス」の提供に

努めます。

地域の子供たちが個々の発達段階に応じて成長し、「自分を大切にし、また他者への

思いやりのある心」を育成するよう保育事業にも取り組みます。

●当法人が大切にしていること、それは「育成」と「職員の生活」です。

育成

● 研修環境の充実

● 資格取得をサポート

資格がなくても

大丈夫！

職員の生活

● ４７事業所を運営

● ライフワークに合わせた働き方

あなたに合った

働き方がきっとある

あなたの頑張りをしっかりと評価します
チャンスは無限大！

評価基準は・・・ズバリ！「力量評価」です！

２０代で 管理者 や 介護長 を任される職員も在籍！

「その他の求人」も多数ございます。 どうぞお気軽にお問合せ下さい！
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求人職種
求人番号

事業所名
事業種別

所在地
雇用形態
雇用期間

賃金
（一律手当含む）

福祉資格

（◎必須　○いずれか
　必須　△望む）

時間外勤務
夜勤
宿直

賞与
その他

◆平成３２年度に共生型小規模多機能型居宅介護事業、認知症対応型共同生活介護事業を開始予定◆

法人本部　〒789-1202　高知県高岡郡佐川町乙2310　佐川町健康福祉センターかわせみ内
予定事業　〒789-1201　高知県高岡郡佐川町甲377ｲ・377ﾛ・378

出　展　名 （福）佐川町社会福祉協議会

法　人　名 （福）佐川町社会福祉協議会

ブース番号 事業種別 高齢・障害・児童

事業所一覧
（所在地）

法人本部
所在地 高知県高岡郡佐川町乙2310

法人理念

【使命】
　佐川町社会福祉協議会は、地域福祉を推進する中核的な団体として、誰もが安心して暮らすことができる福祉のまちづくりを推進することを使命と
する。
【経営理念】
佐川町社会福祉協議会は、この使命を達成するために、以下の理念に基づき事業を展開する。
① 住民参加・協働による福祉社会の実現
② 地域における利用者本位の福祉サービスの実現
③ 地域に根ざした総合的な支援体制の実現
④ 地域の福祉ニーズに基づく先駆的な取り組みへのたゆみない挑戦

採用担当者

以下は、今回のフェアで紹介している求人情報です。掲載スペースの都合により最大５件まで掲載しています。
それ以外の求人や、同内容で雇用形態の異なる求人がある場合もありますので、ブースにてお問い合わせください。

Ｅ－ｍａｉｌ

今回のフェアで
紹介する求人の

応募に必要な資格

※当てはまるものに☑

　☑ 資格不問　　☑ 初任者研修　　□ 実務者研修　　☑ 介護福祉士　　☑ 介護支援専門員

　☑ 看護師・准看護師　　□ 栄養士・管理栄養士　　　☑ 社会福祉士　　□ 社会福祉主事

　□ 精神保健福祉士　　☑ 保育士　　□ 理学療法士　　□ 作業療法士　　□ 言語聴覚士

　□ その他の福祉系・医療系資格（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

採用担当者から
あなたにメッセージ

（求める人材像など）

共生型小規模多機能型居宅介護事業と認知症対応型共同生活介護事業の新規事業の立上
となります。笑顔、元気、チームワーク、チャレンジ精神を持った方を切望しています。高齢者も
障害者も子ども、家族のように我が家のように暮らせる事業を目指しています。

佐川町社会福祉協議会について

社会福祉協議会とは、社会福祉法に基づいて市町村ごとに組織されている民間の非営利団体です。みんなのしあわせづく
りを目的に、地域の生活課題解決に向けて地域住民とともに取り組む組織です。多様な取り組みを行なっており、市町村ご
とに特色があります。

佐川町社会福祉協議会では、相談や介護などの個別支援から、ボランティア、自治会、住民組織、NPO、企業など様々な団
体と連携した地域福祉活動を展開しており、下の写真はさまざまな取り組みの一部を掲載しております。ニーズの高い共生
型小規模多機能型居宅介護事業と認知症対応型共同生活介護事業を実施することを通し、地域社会へ貢献できる組織を
たゆみなく目指します。

田村佳久 Ｔ　Ｅ　Ｌ

当該ブースの求人は平成32年４月１日採用のものになります。

そのため、当該スペースに掲載できる求人はありません。

お手数をおかけしますが、求人職種や雇用形態、賃金等の詳細は、

ブース来訪時にご質問くださいますようお願い申し上げます。
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求人職種
求人番号

事業所名
事業種別

所在地
雇用形態
雇用期間

賃金
（一律手当含む）

福祉資格

（◎必須　○いずれか
　必須　△望む）

時間外勤務
夜勤
宿直

賞与
その他

◆平成３２年度に共生型小規模多機能型居宅介護事業、認知症対応型共同生活介護事業を開始予定◆

法人本部　〒789-1202　高知県高岡郡佐川町乙2310　佐川町健康福祉センターかわせみ内
予定事業　〒789-1201　高知県高岡郡佐川町甲377ｲ・377ﾛ・378

出　展　名 （福）佐川町社会福祉協議会

法　人　名 （福）佐川町社会福祉協議会

ブース番号 事業種別 高齢・障害・児童

事業所一覧
（所在地）

法人本部
所在地 高知県高岡郡佐川町乙2310

法人理念

【使命】
　佐川町社会福祉協議会は、地域福祉を推進する中核的な団体として、誰もが安心して暮らすことができる福祉のまちづくりを推進することを使命と
する。
【経営理念】
佐川町社会福祉協議会は、この使命を達成するために、以下の理念に基づき事業を展開する。
① 住民参加・協働による福祉社会の実現
② 地域における利用者本位の福祉サービスの実現
③ 地域に根ざした総合的な支援体制の実現
④ 地域の福祉ニーズに基づく先駆的な取り組みへのたゆみない挑戦

採用担当者

以下は、今回のフェアで紹介している求人情報です。掲載スペースの都合により最大５件まで掲載しています。
それ以外の求人や、同内容で雇用形態の異なる求人がある場合もありますので、ブースにてお問い合わせください。

Ｅ－ｍａｉｌ

今回のフェアで
紹介する求人の

応募に必要な資格

※当てはまるものに☑

　☑ 資格不問　　☑ 初任者研修　　□ 実務者研修　　☑ 介護福祉士　　☑ 介護支援専門員

　☑ 看護師・准看護師　　□ 栄養士・管理栄養士　　　☑ 社会福祉士　　□ 社会福祉主事

　□ 精神保健福祉士　　☑ 保育士　　□ 理学療法士　　□ 作業療法士　　□ 言語聴覚士

　□ その他の福祉系・医療系資格（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

採用担当者から
あなたにメッセージ

（求める人材像など）

共生型小規模多機能型居宅介護事業と認知症対応型共同生活介護事業の新規事業の立上
となります。笑顔、元気、チームワーク、チャレンジ精神を持った方を切望しています。高齢者も
障害者も子ども、家族のように我が家のように暮らせる事業を目指しています。

佐川町社会福祉協議会について

社会福祉協議会とは、社会福祉法に基づいて市町村ごとに組織されている民間の非営利団体です。みんなのしあわせづく
りを目的に、地域の生活課題解決に向けて地域住民とともに取り組む組織です。多様な取り組みを行なっており、市町村ご
とに特色があります。

佐川町社会福祉協議会では、相談や介護などの個別支援から、ボランティア、自治会、住民組織、NPO、企業など様々な団
体と連携した地域福祉活動を展開しており、下の写真はさまざまな取り組みの一部を掲載しております。ニーズの高い共生
型小規模多機能型居宅介護事業と認知症対応型共同生活介護事業を実施することを通し、地域社会へ貢献できる組織を
たゆみなく目指します。

田村佳久 Ｔ　Ｅ　Ｌ

当該ブースの求人は平成32年４月１日採用のものになります。

そのため、当該スペースに掲載できる求人はありません。

お手数をおかけしますが、求人職種や雇用形態、賃金等の詳細は、

ブース来訪時にご質問くださいますようお願い申し上げます。
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求人職種
求人番号

事業所名
事業種別

所在地
雇用形態
雇用期間

賃金
（一律手当含む）

福祉資格

（◎必須　○いずれか
　必須　△望む）

時間外勤務
夜勤
宿直

賞与
その他

介護職 通所介護事業所なぎさ 高知市仁井田 正職員 月給 ◎介護職員初任者研修 時間外勤務：あり 賞与：あり　2ヶ月

通所介護 随時 150,700～197,000 夜勤：なし 退職金：あり

宿直：なし 通勤手当：あり

夜間：なし

介護職 特別養護老人ホーム海の里 高知市仁井田 正職員 月給 ◎介護職員初任者研修 時間外勤務：あり 賞与：あり　2ヶ月

特別養護老人ホーム 随時 150,700～197,000 夜勤：あり 退職金：あり

宿直：なし 通勤手当：あり

夜間：あり

介護職 ケアハウスパールマリン 高知市仁井田 正職員 月給 △介護職員初任者研修 時間外勤務：あり 賞与：あり　2ヶ月

ケアハウス 随時 145,000～193,000 △社会福祉主事 夜勤：なし 退職金：あり

宿直：なし 通勤手当：あり

夜間：あり

介護職 救護施設浦戸園 高知市十津 正職員 月給 不問 時間外勤務：あり 賞与：あり　3ヶ月

救護施設 随時 142,000～192,000 夜勤：あり 退職金：あり

宿直：なし 通勤手当：あり

夜間：なし

介護職 養護老人ホーム千松園 高知市十津２丁目 正職員 月給 不問 時間外勤務：あり 賞与：あり　3ヶ月

養護老人ホーム（一般） 随時 142,000～192,000 夜勤：あり 退職金：あり

特定施設入居者生活介護 宿直：なし 通勤手当：あり

夜間：なし

以下は、今回のフェアで紹介している求人情報です。掲載スペースの都合により最大５件まで掲載しています。
それ以外の求人や、同内容で雇用形態の異なる求人がある場合もありますので、ブースにてお問い合わせください。

Ｅ－ｍａｉｌ
uminosato@dream.ocn.ne.jp（仁井田）
sensyou@car.ocn.ne.jp（十津）

今回のフェアで
紹介する求人の

応募に必要な資格

※当てはまるものに☑

　☑ 資格不問　　☑ 初任者研修　　□ 実務者研修　　□ 介護福祉士　　□ 介護支援専門員

　□ 看護師・准看護師　　□ 栄養士・管理栄養士　　　□ 社会福祉士　　□ 社会福祉主事

　□ 精神保健福祉士　　□ 保育士　　□ 理学療法士　　□ 作業療法士　　□ 言語聴覚士

　□ その他の福祉系・医療系資格（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

採用担当者から
あなたにメッセージ

（求める人材像など）

◎ スキルアップやチャレンジに協力・応援します。
◎ 誠実・努力・思いやりの心で利用者の皆様と向き合える方大歓迎です。
◎ グループ共同の託児所あり。
　 出産後、育児中も安心して働ける職場を目指しています。

法人理念 愛され・信頼され・期待される施設づくりで、福祉文化を創造する

出　展　名 （福）海の里

採用担当者
真田優一（仁井田）
山本尚哉（十津）

Ｔ　Ｅ　Ｌ
０８８－８４７－７８７８（仁井田）
０８８－８４７－０６０９（十津）

法　人　名 （福）海の里

・特別養護老人ホーム　海の里
・ケアハウス　パールマリン
・通所介護事業所　なぎさ
・居宅介護支援事業所　海の里
　〒７８１－０１１２　高知市仁井田１６１８番地１８

・養護老人ホーム　千松園
・救護施設　浦戸園
　〒７８１－０１１４　高知市十津２丁目１２番地１号

事業所一覧
（所在地）

ブース番号 事業種別 高齢・障害

法人本部
所在地 〒７８１－０１１２　高知市仁井田１６１８番地１８

○ 笑 顔 あ ふ れ る 明 る い 職 場

○ 助 け 合 え る 仲 間

○ 風 通 し の い い 職 場 環 境

○ 正 当 な 評 価 を 得 ら れ る

○ 充 実 の 社 員 教 育

◎ パート求人あります。未経験の方でも安心して

働くことが出来ますよ。（勤務時間の調整も可能です）

◎ 調理職員の求人もあります。

◎ 職場見学いつでも大歓迎！

◎ 施設の様子はホームページでも確認できます。
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求人職種
求人番号

事業所名
事業種別

所在地
雇用形態
雇用期間

賃金
（一律手当含む）

福祉資格

（◎必須　○いずれか
　必須　△望む）

時間外勤務
夜勤
宿直

賞与
その他

介護職 通所介護事業所なぎさ 高知市仁井田 正職員 月給 ◎介護職員初任者研修 時間外勤務：あり 賞与：あり　2ヶ月

通所介護 随時 150,700～197,000 夜勤：なし 退職金：あり

宿直：なし 通勤手当：あり

夜間：なし

介護職 特別養護老人ホーム海の里 高知市仁井田 正職員 月給 ◎介護職員初任者研修 時間外勤務：あり 賞与：あり　2ヶ月

特別養護老人ホーム 随時 150,700～197,000 夜勤：あり 退職金：あり

宿直：なし 通勤手当：あり

夜間：あり

介護職 ケアハウスパールマリン 高知市仁井田 正職員 月給 △介護職員初任者研修 時間外勤務：あり 賞与：あり　2ヶ月

ケアハウス 随時 145,000～193,000 △社会福祉主事 夜勤：なし 退職金：あり

宿直：なし 通勤手当：あり

夜間：あり

介護職 救護施設浦戸園 高知市十津 正職員 月給 不問 時間外勤務：あり 賞与：あり　3ヶ月

救護施設 随時 142,000～192,000 夜勤：あり 退職金：あり

宿直：なし 通勤手当：あり

夜間：なし

介護職 養護老人ホーム千松園 高知市十津２丁目 正職員 月給 不問 時間外勤務：あり 賞与：あり　3ヶ月

養護老人ホーム（一般） 随時 142,000～192,000 夜勤：あり 退職金：あり

特定施設入居者生活介護 宿直：なし 通勤手当：あり

夜間：なし

以下は、今回のフェアで紹介している求人情報です。掲載スペースの都合により最大５件まで掲載しています。
それ以外の求人や、同内容で雇用形態の異なる求人がある場合もありますので、ブースにてお問い合わせください。

Ｅ－ｍａｉｌ
uminosato@dream.ocn.ne.jp（仁井田）
sensyou@car.ocn.ne.jp（十津）

今回のフェアで
紹介する求人の

応募に必要な資格

※当てはまるものに☑

　☑ 資格不問　　☑ 初任者研修　　□ 実務者研修　　□ 介護福祉士　　□ 介護支援専門員

　□ 看護師・准看護師　　□ 栄養士・管理栄養士　　　□ 社会福祉士　　□ 社会福祉主事

　□ 精神保健福祉士　　□ 保育士　　□ 理学療法士　　□ 作業療法士　　□ 言語聴覚士

　□ その他の福祉系・医療系資格（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

採用担当者から
あなたにメッセージ

（求める人材像など）

◎ スキルアップやチャレンジに協力・応援します。
◎ 誠実・努力・思いやりの心で利用者の皆様と向き合える方大歓迎です。
◎ グループ共同の託児所あり。
　 出産後、育児中も安心して働ける職場を目指しています。

法人理念 愛され・信頼され・期待される施設づくりで、福祉文化を創造する

出　展　名 （福）海の里

採用担当者
真田優一（仁井田）
山本尚哉（十津）

Ｔ　Ｅ　Ｌ
０８８－８４７－７８７８（仁井田）
０８８－８４７－０６０９（十津）

法　人　名 （福）海の里

・特別養護老人ホーム　海の里
・ケアハウス　パールマリン
・通所介護事業所　なぎさ
・居宅介護支援事業所　海の里
　〒７８１－０１１２　高知市仁井田１６１８番地１８

・養護老人ホーム　千松園
・救護施設　浦戸園
　〒７８１－０１１４　高知市十津２丁目１２番地１号

事業所一覧
（所在地）

ブース番号 事業種別 高齢・障害

法人本部
所在地 〒７８１－０１１２　高知市仁井田１６１８番地１８

○ 笑 顔 あ ふ れ る 明 る い 職 場

○ 助 け 合 え る 仲 間

○ 風 通 し の い い 職 場 環 境

○ 正 当 な 評 価 を 得 ら れ る

○ 充 実 の 社 員 教 育

◎ パート求人あります。未経験の方でも安心して

働くことが出来ますよ。（勤務時間の調整も可能です）

◎ 調理職員の求人もあります。

◎ 職場見学いつでも大歓迎！

◎ 施設の様子はホームページでも確認できます。
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求人職種
求人番号

事業所名
事業種別

所在地
雇用形態
雇用期間

賃金
（一律手当含む）

福祉資格

（◎必須　○いずれか
　必須　△望む）

時間外勤務
夜勤
宿直

賞与
その他

保育士 デイサービスセンター幸のつどい 複数あり 正職員 月給 ◎保育士 時間外勤務：あり 賞与：あり

通所介護 随時 200,036～282,596 夜勤：なし 退職金：なし

(障）生活介護 宿直：なし 通勤手当：なし

放課後等デイサービス 夜間：あり

セラピスト デイサービスセンター幸のつどい 複数あり 正職員 月給 ○理学療法士 時間外勤務：あり 賞与：あり

通所介護 随時 230,824～313,384 ○作業療法士 夜勤：なし 退職金：なし

(障）生活介護 宿直：なし 通勤手当：なし

放課後等デイサービス 夜間：あり

介護職 デイサービスセンター幸のつどい 複数あり 正職員 月給 ◎介護福祉士 時間外勤務：あり 賞与：あり

通所介護 随時 190,060～272,620 夜勤：なし 退職金：なし

(障）生活介護 宿直：なし 通勤手当：なし

放課後等デイサービス 夜間：あり

看護職 デイサービスセンター幸のつどい 複数あり 正職員 月給 ◎准看護師 時間外勤務：あり 賞与：あり

通所介護 随時 221,192～303,752 夜勤：なし 退職金：なし

(障）生活介護 宿直：なし 通勤手当：なし

放課後等デイサービス 夜間：あり

看護職 デイサービスセンター幸のつどい 複数あり 正職員 月給 ◎看護師 時間外勤務：あり 賞与：あり

通所介護 随時 230,824～313,384 夜勤：なし 退職金：なし

(障）生活介護 宿直：なし 通勤手当：なし

放課後等デイサービス 夜間：あり

以下は、今回のフェアで紹介している求人情報です。掲載スペースの都合により最大５件まで掲載しています。
それ以外の求人や、同内容で雇用形態の異なる求人がある場合もありますので、ブースにてお問い合わせください。

Ｅ－ｍａｉｌ

今回のフェアで
紹介する求人の

応募に必要な資格

※当てはまるものに☑

　□ 資格不問　　□ 初任者研修　　□ 実務者研修　　☑ 介護福祉士　　□ 介護支援専門員

　☑ 看護師・准看護師　　□ 栄養士・管理栄養士　　　□ 社会福祉士　　□ 社会福祉主事

　□ 精神保健福祉士　　☑ 保育士　　☑ 理学療法士　　☑ 作業療法士　　□ 言語聴覚士

　□ その他の福祉系・医療系資格（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

採用担当者から
あなたにメッセージ

（求める人材像など）

現在職員の男女比は(３：７)で、年齢層は20歳から６８歳。毎月会社負担で懇親会
も開催しており、職員間の交流を図っています(^^♪
サービス残業は一切ありません。有給休暇取得率は３年連続「１００％」です！

ーデイサービスセンター幸のつどいー
所在地：高知市大津乙１２１２－７　　開所：平成２１年９月３０日
定員：１８名   対象者：高齢者、障がい者

ー重症心身障がい児通園事業所　幸のつどいー
所在地：高知市布師田１６６４－２１　　開所：平成２６年１２月５日
定員：１０名　　対象者：重症心身障がい児

ー生活介護事業所　デイサービスセンター幸のつどいー
所在地：高知市春野芳原６１５－１　　開所：平成３０年７月１８日
定員：２０名    対象者：肢体不自由のある障がい者の方(主たる対象が区分５、区分６の方)

採用担当者 宮田・酒井 Ｔ　Ｅ　Ｌ ０８８－８５５－４１６３

法人本部
所在地 高知県高知市大津乙１２１２番地７号

法人理念

当社ではご利用者様の希望と職員の希望の両立をコンセプトとしています。
この介護・福祉の世界で、全ての利用者様とそのご家族に希望のあるサービスの
提供を行うとともに、それに携わる職員が自分や家族の生活を守り、輝ける仕組み
を確立していきたいと思っております。

事業所一覧
（所在地）

出　展　名 (株)幸　

法　人　名 (株)幸　

ブース番号 事業種別 高齢・障害・児童

また、最初の半年は、常勤・非常勤の有無にかかわらずパート勤務となりますので、

正社員になる前に会社のことをじっくりと見定めていただいてから

昇格試験を受けることになります。

―入社後―
内部・外部研修が各種ありますし、技術や知識面以外でも、業界の置かれている状況等も月一回の懇親会の中で検討し、

今後の課題・対策をみんなで共有しています。

―採用選考―
・書類選考(履歴書)

・適性検査(一部外部機関審査)

・簡単な知能テスト

―入社前～正社員になるまで―
当社では、面接試験の前に職場見学、面接試験の後に１日職場体験をしていただき、お互いに納得してからの採用となります。

実際に賃金が発生する前に職場の雰囲気もわかるため、採用後の離職率も低いです。

※左記求人以外にもパート求人あります！！（扶養内で勤務されたい方も大歓迎です）

・保育士　時給1200円～　・介護福祉士　時給1150円～　・正看護師　時給1500円～　・准看護師　時給1300円～　等

・実技試験（ビジネスマナー・介護等ではありません）

http://sachi-kochi.jp   「幸のつどい」で検索♪
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求人職種
求人番号

事業所名
事業種別

所在地
雇用形態
雇用期間

賃金
（一律手当含む）

福祉資格

（◎必須　○いずれか
　必須　△望む）

時間外勤務
夜勤
宿直

賞与
その他

保育士 デイサービスセンター幸のつどい 複数あり 正職員 月給 ◎保育士 時間外勤務：あり 賞与：あり

通所介護 随時 200,036～282,596 夜勤：なし 退職金：なし

(障）生活介護 宿直：なし 通勤手当：なし

放課後等デイサービス 夜間：あり

セラピスト デイサービスセンター幸のつどい 複数あり 正職員 月給 ○理学療法士 時間外勤務：あり 賞与：あり

通所介護 随時 230,824～313,384 ○作業療法士 夜勤：なし 退職金：なし

(障）生活介護 宿直：なし 通勤手当：なし

放課後等デイサービス 夜間：あり

介護職 デイサービスセンター幸のつどい 複数あり 正職員 月給 ◎介護福祉士 時間外勤務：あり 賞与：あり

通所介護 随時 190,060～272,620 夜勤：なし 退職金：なし

(障）生活介護 宿直：なし 通勤手当：なし

放課後等デイサービス 夜間：あり

看護職 デイサービスセンター幸のつどい 複数あり 正職員 月給 ◎准看護師 時間外勤務：あり 賞与：あり

通所介護 随時 221,192～303,752 夜勤：なし 退職金：なし

(障）生活介護 宿直：なし 通勤手当：なし

放課後等デイサービス 夜間：あり

看護職 デイサービスセンター幸のつどい 複数あり 正職員 月給 ◎看護師 時間外勤務：あり 賞与：あり

通所介護 随時 230,824～313,384 夜勤：なし 退職金：なし

(障）生活介護 宿直：なし 通勤手当：なし

放課後等デイサービス 夜間：あり

以下は、今回のフェアで紹介している求人情報です。掲載スペースの都合により最大５件まで掲載しています。
それ以外の求人や、同内容で雇用形態の異なる求人がある場合もありますので、ブースにてお問い合わせください。

Ｅ－ｍａｉｌ

今回のフェアで
紹介する求人の

応募に必要な資格

※当てはまるものに☑

　□ 資格不問　　□ 初任者研修　　□ 実務者研修　　☑ 介護福祉士　　□ 介護支援専門員

　☑ 看護師・准看護師　　□ 栄養士・管理栄養士　　　□ 社会福祉士　　□ 社会福祉主事

　□ 精神保健福祉士　　☑ 保育士　　☑ 理学療法士　　☑ 作業療法士　　□ 言語聴覚士

　□ その他の福祉系・医療系資格（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

採用担当者から
あなたにメッセージ

（求める人材像など）

現在職員の男女比は(３：７)で、年齢層は20歳から６８歳。毎月会社負担で懇親会
も開催しており、職員間の交流を図っています(^^♪
サービス残業は一切ありません。有給休暇取得率は３年連続「１００％」です！

ーデイサービスセンター幸のつどいー
所在地：高知市大津乙１２１２－７　　開所：平成２１年９月３０日
定員：１８名   対象者：高齢者、障がい者

ー重症心身障がい児通園事業所　幸のつどいー
所在地：高知市布師田１６６４－２１　　開所：平成２６年１２月５日
定員：１０名　　対象者：重症心身障がい児

ー生活介護事業所　デイサービスセンター幸のつどいー
所在地：高知市春野芳原６１５－１　　開所：平成３０年７月１８日
定員：２０名    対象者：肢体不自由のある障がい者の方(主たる対象が区分５、区分６の方)

採用担当者 宮田・酒井 Ｔ　Ｅ　Ｌ ０８８－８５５－４１６３

法人本部
所在地 高知県高知市大津乙１２１２番地７号

法人理念

当社ではご利用者様の希望と職員の希望の両立をコンセプトとしています。
この介護・福祉の世界で、全ての利用者様とそのご家族に希望のあるサービスの
提供を行うとともに、それに携わる職員が自分や家族の生活を守り、輝ける仕組み
を確立していきたいと思っております。

事業所一覧
（所在地）

出　展　名 (株)幸　

法　人　名 (株)幸　

ブース番号 事業種別 高齢・障害・児童

また、最初の半年は、常勤・非常勤の有無にかかわらずパート勤務となりますので、

正社員になる前に会社のことをじっくりと見定めていただいてから

昇格試験を受けることになります。

―入社後―
内部・外部研修が各種ありますし、技術や知識面以外でも、業界の置かれている状況等も月一回の懇親会の中で検討し、

今後の課題・対策をみんなで共有しています。

―採用選考―
・書類選考(履歴書)

・適性検査(一部外部機関審査)

・簡単な知能テスト

―入社前～正社員になるまで―
当社では、面接試験の前に職場見学、面接試験の後に１日職場体験をしていただき、お互いに納得してからの採用となります。

実際に賃金が発生する前に職場の雰囲気もわかるため、採用後の離職率も低いです。

※左記求人以外にもパート求人あります！！（扶養内で勤務されたい方も大歓迎です）

・保育士　時給1200円～　・介護福祉士　時給1150円～　・正看護師　時給1500円～　・准看護師　時給1300円～　等

・実技試験（ビジネスマナー・介護等ではありません）

http://sachi-kochi.jp   「幸のつどい」で検索♪
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　昭和会は、主に知的に障害のある方々・発達に遅れや障害のある児童に対する事業（支援）を高知市内６拠点で展開しています。

　利用者の皆さんのことばや思いに耳を傾け、寄り添い、一緒に喜び、笑い、時に泣きながら生きがいを共に見出していく…

そんな職場でありたいと日々奮闘しています。

　”未経験の方 大歓迎です。”　　資格や年齢・経験は問いません。「初めて」からスタートした職員が多く働いています。

　私たちと一緒に新しい昭和会を作り上げていきませんか？　　あなたの初めての一歩を待っています。

求人職種
求人番号

事業所名
事業種別

所在地
雇用形態
雇用期間

賃金
（一律手当含む）

福祉資格

（◎必須　○いずれか
　必須　△望む）

時間外勤務
夜勤
宿直

賞与
その他

相談・支援・指導員 社会福祉法人昭和会 高知市新本町 非常勤・パート 時給 不問 時間外勤務：なし 賞与：なし

(障）共同生活援助（主に知的） 6ヶ月間 1,066～1,066 夜勤：なし 退職金：あり

宿直：なし 通勤手当：あり

夜間：なし

相談・支援・指導員 社会福祉法人昭和会 高知市葛島4丁目3-3 非常勤・パート 時給 不問 時間外勤務：なし 賞与：なし

母子家庭等日常生活支援事業 2019/4/1から6ヶ月間 870～890 夜勤：なし 退職金：なし

宿直：なし 通勤手当：あり

夜間：なし

相談・支援・指導員 社会福祉法人昭和会 複数あり 常勤（正職員以外） 月給 不問 時間外勤務：あり 賞与：あり

(障）生活介護（主に知的） 2019/4/1～2019/9/30 168,000～168,000 夜勤：あり 退職金：あり

（障）障害者支援施設（施設入所支援＋生活介護）（主に知的） 宿直：あり 通勤手当：あり

放課後等デイサービス 夜間：あり

相談・支援・指導員 社会福祉法人昭和会 高知市神田 常勤（正職員以外） 月給 不問 時間外勤務：あり 賞与：あり

(障）共同生活援助（主に知的） ～2019/3/31 168,000～168,000 夜勤：あり 退職金：あり

宿直：なし 通勤手当：あり

夜間：あり

その他 福祉牧場おおなろ園 高知市神田 常勤（正職員以外） 月給 不問 時間外勤務：あり 賞与：あり

（障）障害者支援施設（施設入所支援＋生活介護） 2019/4/1～2019/9/30 171,200～180,200 夜勤：なし 退職金：あり

宿直：なし 通勤手当：あり

夜間：なし

「採用情報」には、

　職員募集に関すること（基本給や各種手当・待遇等の詳細），職員年齢分布 や
職員男女比率，その他 働きやすさに関すること（年休取得率等々）をアップして
います。

採用担当者 小笠原 Ｔ　Ｅ　Ｌ ０８８－８８４－７０３０

以下は、今回のフェアで紹介している求人情報です。掲載スペースの都合により最大５件まで掲載しています。
それ以外の求人や、同内容で雇用形態の異なる求人がある場合もありますので、ブースにてお問い合わせください。

Ｅ－ｍａｉｌ

今回のフェアで
紹介する求人の

応募に必要な資格

※当てはまるものに☑

　☑ 資格不問　　□ 初任者研修　　□ 実務者研修　　□ 介護福祉士　　□ 介護支援専門員

　□ 看護師・准看護師　　□ 栄養士・管理栄養士　　　□ 社会福祉士　　□ 社会福祉主事

　□ 精神保健福祉士　　□ 保育士　　□ 理学療法士　　□ 作業療法士　　□ 言語聴覚士

　□ その他の福祉系・医療系資格（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

採用担当者から
あなたにメッセージ

（求める人材像など）

当法人の理念や想いに共感し、「やってみたい」と思ってくださる熱意を
持った方を募集しています。

・昭光園（高知市北本町４－２－４９）

・福祉牧場　おおなろ園（高知市神田２４８５－２）

・東部障害者福祉センター（高知市葛島４－３－３）

・児童発達支援センターしんほんまち（高知市新本町２－１５－２２）

・昭和会グループホームしんほんまち（高知市新本町２－１５－２０）

・福祉事業所　えぼし（高知市神田１６３７－４）

事業所一覧
（所在地）

昭 和 会 の ホ ー ム ペ ー ジ を ぜ ひ の ぞ い て く だ さ い ！

出　展　名 （福）昭和会

法　人　名 （福）昭和会

ブース番号 事業種別 障害

法人本部
所在地 高知市北本町４ー２－４９

法人理念
誰もがその人らしく暮らせ　かつ権利が守られ
　
さらにその尊厳がいささかも損なわれることのない社会づくり

法人職員研修会 （課長会主催）

職員や職員家族が集まってのバーベキュー大会（主任会主催）

法人職員研修後は、

職員交流タイム…
業務で研修に参加できな

かった職員も参加し、

毎回大盛り上がり！
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　昭和会は、主に知的に障害のある方々・発達に遅れや障害のある児童に対する事業（支援）を高知市内６拠点で展開しています。

　利用者の皆さんのことばや思いに耳を傾け、寄り添い、一緒に喜び、笑い、時に泣きながら生きがいを共に見出していく…

そんな職場でありたいと日々奮闘しています。

　”未経験の方 大歓迎です。”　　資格や年齢・経験は問いません。「初めて」からスタートした職員が多く働いています。

　私たちと一緒に新しい昭和会を作り上げていきませんか？　　あなたの初めての一歩を待っています。

求人職種
求人番号

事業所名
事業種別

所在地
雇用形態
雇用期間

賃金
（一律手当含む）

福祉資格

（◎必須　○いずれか
　必須　△望む）

時間外勤務
夜勤
宿直

賞与
その他

相談・支援・指導員 社会福祉法人昭和会 高知市新本町 非常勤・パート 時給 不問 時間外勤務：なし 賞与：なし

(障）共同生活援助（主に知的） 6ヶ月間 1,066～1,066 夜勤：なし 退職金：あり

宿直：なし 通勤手当：あり

夜間：なし

相談・支援・指導員 社会福祉法人昭和会 高知市葛島4丁目3-3 非常勤・パート 時給 不問 時間外勤務：なし 賞与：なし

母子家庭等日常生活支援事業 2019/4/1から6ヶ月間 870～890 夜勤：なし 退職金：なし

宿直：なし 通勤手当：あり

夜間：なし

相談・支援・指導員 社会福祉法人昭和会 複数あり 常勤（正職員以外） 月給 不問 時間外勤務：あり 賞与：あり

(障）生活介護（主に知的） 2019/4/1～2019/9/30 168,000～168,000 夜勤：あり 退職金：あり

（障）障害者支援施設（施設入所支援＋生活介護）（主に知的） 宿直：あり 通勤手当：あり

放課後等デイサービス 夜間：あり

相談・支援・指導員 社会福祉法人昭和会 高知市神田 常勤（正職員以外） 月給 不問 時間外勤務：あり 賞与：あり

(障）共同生活援助（主に知的） ～2019/3/31 168,000～168,000 夜勤：あり 退職金：あり

宿直：なし 通勤手当：あり

夜間：あり

その他 福祉牧場おおなろ園 高知市神田 常勤（正職員以外） 月給 不問 時間外勤務：あり 賞与：あり

（障）障害者支援施設（施設入所支援＋生活介護） 2019/4/1～2019/9/30 171,200～180,200 夜勤：なし 退職金：あり

宿直：なし 通勤手当：あり

夜間：なし

「採用情報」には、

　職員募集に関すること（基本給や各種手当・待遇等の詳細），職員年齢分布 や
職員男女比率，その他 働きやすさに関すること（年休取得率等々）をアップして
います。

採用担当者 小笠原 Ｔ　Ｅ　Ｌ ０８８－８８４－７０３０

以下は、今回のフェアで紹介している求人情報です。掲載スペースの都合により最大５件まで掲載しています。
それ以外の求人や、同内容で雇用形態の異なる求人がある場合もありますので、ブースにてお問い合わせください。

Ｅ－ｍａｉｌ

今回のフェアで
紹介する求人の

応募に必要な資格

※当てはまるものに☑

　☑ 資格不問　　□ 初任者研修　　□ 実務者研修　　□ 介護福祉士　　□ 介護支援専門員

　□ 看護師・准看護師　　□ 栄養士・管理栄養士　　　□ 社会福祉士　　□ 社会福祉主事

　□ 精神保健福祉士　　□ 保育士　　□ 理学療法士　　□ 作業療法士　　□ 言語聴覚士

　□ その他の福祉系・医療系資格（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

採用担当者から
あなたにメッセージ

（求める人材像など）

当法人の理念や想いに共感し、「やってみたい」と思ってくださる熱意を
持った方を募集しています。

・昭光園（高知市北本町４－２－４９）

・福祉牧場　おおなろ園（高知市神田２４８５－２）

・東部障害者福祉センター（高知市葛島４－３－３）

・児童発達支援センターしんほんまち（高知市新本町２－１５－２２）

・昭和会グループホームしんほんまち（高知市新本町２－１５－２０）

・福祉事業所　えぼし（高知市神田１６３７－４）

事業所一覧
（所在地）

昭 和 会 の ホ ー ム ペ ー ジ を ぜ ひ の ぞ い て く だ さ い ！

出　展　名 （福）昭和会

法　人　名 （福）昭和会

ブース番号 事業種別 障害

法人本部
所在地 高知市北本町４ー２－４９

法人理念
誰もがその人らしく暮らせ　かつ権利が守られ
　
さらにその尊厳がいささかも損なわれることのない社会づくり

法人職員研修会 （課長会主催）

職員や職員家族が集まってのバーベキュー大会（主任会主催）

法人職員研修後は、

職員交流タイム…
業務で研修に参加できな

かった職員も参加し、

毎回大盛り上がり！
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施設外観

求人職種
求人番号

事業所名
事業種別

所在地
雇用形態
雇用期間

賃金
（一律手当含む）

福祉資格

（◎必須　○いずれか
　必須　△望む）

時間外勤務
夜勤
宿直

賞与
その他

介護職 老人保健施設優 高知市長浜 正職員 月給 不問 時間外勤務：あり 賞与：あり

介護老人保健施設 随時 146,000～172,000 夜勤：あり 退職金：あり

宿直：なし 通勤手当：あり

夜間：あり

介護職 老人保健施設優 高知市長浜小日出 非常勤・パート 時給 不問 時間外勤務：あり 賞与：なし ・創立140年の地域に根差した法人です。
介護老人保健施設 ～2019/3/31 770～900 夜勤：なし 退職金：なし

宿直：なし 通勤手当：なし ・明るく開放的な施設です。職員にも利用者様にも好評です。
夜間：なし

介護職 老人保健施設優 高知市長浜 正職員 月給 ◎介護福祉士 時間外勤務：あり 賞与：あり ・ノーリフトケアの導入を進めています。
介護老人保健施設 随時 162,000～192,000 夜勤：あり 退職金：あり

宿直：なし 通勤手当：あり ・各職種間の風通しの良いコミュニ―ケーションのとれている職場です。
夜間：あり

介護職 老人保健施設優 高知市長浜小日出 非常勤・パート 時給 不問 時間外勤務：なし 賞与：なし ・施設内託児所あり、子育て世代応援中。
通所リハビリテーション ～2019/3/31 770～900 夜勤：なし 退職金：なし

宿直：なし 通勤手当：なし ・敷地内無料駐車場完備
夜間：なし

・異動もほとんどなく、スキルアップに専念できる環境

・実力を発揮しやすい施設規模

採用担当者 事務次長　久保　浩児 Ｔ　Ｅ　Ｌ

以下は、今回のフェアで紹介している求人情報です。掲載スペースの都合により最大５件まで掲載しています。
それ以外の求人や、同内容で雇用形態の異なる求人がある場合もありますので、ブースにてお問い合わせください。

Ｅ－ｍａｉｌ

今回のフェアで
紹介する求人の

応募に必要な資格

※当てはまるものに☑

　☑ 資格不問　　☑ 初任者研修　　☑ 実務者研修　　☑ 介護福祉士　　□ 介護支援専門員

　□ 看護師・准看護師　　□ 栄養士・管理栄養士　　　□ 社会福祉士　　□ 社会福祉主事

　□ 精神保健福祉士　　□ 保育士　　□ 理学療法士　　□ 作業療法士　　□ 言語聴覚士

　□ その他の福祉系・医療系資格（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

採用担当者から
あなたにメッセージ

（求める人材像など）

やさしい所作と言葉使いのできる方で、
協調性、向上心、改善意欲を持った方をお待ちしています。

医療法人 互光会　老人保健施設　優
　高知市長浜小日出1681-1

出　展　名 （医）互光会　老人保健施設　優

法　人　名 （医）互光会　

ブース番号 事業種別 高齢・保育

事業所一覧
（所在地）

法人本部
所在地 高知市長浜801

法人理念

地域に根ざした施設として、利用者様の意思を尊重し
状態に応じたサービスが提供できるよう、
地域や御家族と連携しながら、
気配りと思いやりを持って取り組んでいきます。
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施設外観

求人職種
求人番号

事業所名
事業種別

所在地
雇用形態
雇用期間

賃金
（一律手当含む）

福祉資格

（◎必須　○いずれか
　必須　△望む）

時間外勤務
夜勤
宿直

賞与
その他

介護職 老人保健施設優 高知市長浜 正職員 月給 不問 時間外勤務：あり 賞与：あり

介護老人保健施設 随時 146,000～172,000 夜勤：あり 退職金：あり

宿直：なし 通勤手当：あり

夜間：あり

介護職 老人保健施設優 高知市長浜小日出 非常勤・パート 時給 不問 時間外勤務：あり 賞与：なし ・創立140年の地域に根差した法人です。
介護老人保健施設 ～2019/3/31 770～900 夜勤：なし 退職金：なし

宿直：なし 通勤手当：なし ・明るく開放的な施設です。職員にも利用者様にも好評です。
夜間：なし

介護職 老人保健施設優 高知市長浜 正職員 月給 ◎介護福祉士 時間外勤務：あり 賞与：あり ・ノーリフトケアの導入を進めています。
介護老人保健施設 随時 162,000～192,000 夜勤：あり 退職金：あり

宿直：なし 通勤手当：あり ・各職種間の風通しの良いコミュニ―ケーションのとれている職場です。
夜間：あり

介護職 老人保健施設優 高知市長浜小日出 非常勤・パート 時給 不問 時間外勤務：なし 賞与：なし ・施設内託児所あり、子育て世代応援中。
通所リハビリテーション ～2019/3/31 770～900 夜勤：なし 退職金：なし

宿直：なし 通勤手当：なし ・敷地内無料駐車場完備
夜間：なし

・異動もほとんどなく、スキルアップに専念できる環境

・実力を発揮しやすい施設規模

採用担当者 事務次長　久保　浩児 Ｔ　Ｅ　Ｌ

以下は、今回のフェアで紹介している求人情報です。掲載スペースの都合により最大５件まで掲載しています。
それ以外の求人や、同内容で雇用形態の異なる求人がある場合もありますので、ブースにてお問い合わせください。

Ｅ－ｍａｉｌ

今回のフェアで
紹介する求人の

応募に必要な資格

※当てはまるものに☑

　☑ 資格不問　　☑ 初任者研修　　☑ 実務者研修　　☑ 介護福祉士　　□ 介護支援専門員

　□ 看護師・准看護師　　□ 栄養士・管理栄養士　　　□ 社会福祉士　　□ 社会福祉主事

　□ 精神保健福祉士　　□ 保育士　　□ 理学療法士　　□ 作業療法士　　□ 言語聴覚士

　□ その他の福祉系・医療系資格（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

採用担当者から
あなたにメッセージ

（求める人材像など）

やさしい所作と言葉使いのできる方で、
協調性、向上心、改善意欲を持った方をお待ちしています。

医療法人 互光会　老人保健施設　優
　高知市長浜小日出1681-1

出　展　名 （医）互光会　老人保健施設　優

法　人　名 （医）互光会　

ブース番号 事業種別 高齢・保育

事業所一覧
（所在地）

法人本部
所在地 高知市長浜801

法人理念

地域に根ざした施設として、利用者様の意思を尊重し
状態に応じたサービスが提供できるよう、
地域や御家族と連携しながら、
気配りと思いやりを持って取り組んでいきます。
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求人職種
求人番号

事業所名
事業種別

所在地
雇用形態
雇用期間

賃金
（一律手当含む）

福祉資格

（◎必須　○いずれか
　必須　△望む）

時間外勤務
夜勤
宿直

賞与
その他

相談・支援・指導員 多機能型就労支援事業所虹の夢 高知市長浜 正職員 月給 不問 時間外勤務：あり 賞与：あり　2.5ヶ月

(障）就労継続支援(A型) 随時 140,000～205,950 夜勤：なし 退職金：なし

(障）就労継続支援(B型) 宿直：なし 通勤手当：あり

(障）就労移行支援 夜間：なし

介護職 にじいろホーム介良 高知市介良乙 非常勤・パート 時給 不問 時間外勤務：あり 賞与：なし

(障）共同生活援助 12ヶ月間 885～885 夜勤：あり 退職金：なし

(障）共同生活介護 宿直：なし 通勤手当：なし

夜間：あり

介護職 にじいろホーム介良 高知市介良乙 非常勤・パート 時給 不問 時間外勤務：なし 賞与：なし

(障）共同生活援助 12ヶ月間 800～900 夜勤：なし 退職金：なし

(障）共同生活介護 宿直：なし 通勤手当：なし

夜間：あり

介護職 にじいろホーム介良 高知市介良乙 正職員 月給 不問 時間外勤務：あり 賞与：あり　2.5ヶ月

(障）共同生活援助 随時 140,000～205,950 夜勤：あり 退職金：なし

(障）共同生活介護 宿直：なし 通勤手当：あり

夜間：あり

ホームヘルパー ヘルパーステーションゆずりは 高知市長浜 正職員 月給 ◎介護職員初任者研修 時間外勤務：あり 賞与：あり　2.5ヶ月

訪問介護 随時 140,000～205,950 △介護福祉士 夜勤：なし 退職金：なし

宿直：なし 通勤手当：あり

夜間：あり

西岡・十河 Ｔ　Ｅ　Ｌ

以下は、今回のフェアで紹介している求人情報です。掲載スペースの都合により最大５件まで掲載しています。
それ以外の求人や、同内容で雇用形態の異なる求人がある場合もありますので、ブースにてお問い合わせください。

Ｅ－ｍａｉｌ

今回のフェアで
紹介する求人の

応募に必要な資格

※当てはまるものに☑

　☑ 資格不問　　☑ 初任者研修　　☑ 実務者研修　　☑ 介護福祉士　　☑ 介護支援専門員

　☑ 看護師・准看護師　　□ 栄養士・管理栄養士　　　□ 社会福祉士　　□ 社会福祉主事

　□ 精神保健福祉士　　□ 保育士　　□ 理学療法士　　□ 作業療法士　　□ 言語聴覚士

　□ その他の福祉系・医療系資格（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

採用担当者から
あなたにメッセージ

（求める人材像など）

職種や勤務地、勤務方法のご希望など、ぜひ相談ください。虹の夢グループでは介護や障が
い福祉の現場経験を積みながら、資格取得や事業所管理者を目指す職員もいます。
若手の職員さんも活躍しています。
私たちと一緒に頑張ってくださる方をお待ちしています。

有料老人ホーム 瀬戸虹の夢/多機能型就労支援事業所 虹の夢
（高知市長浜1440-1）

訪問介護事業所 瀬戸虹の夢/居宅介護　瀬戸　虹の夢
（高知市横浜新町4丁目2205）

共同生活援助事業所 虹の夢/訪問介護事業所 ゆずりは
（高知市長浜1349-1）

グループホーム針木 虹の夢/デイサービス針木 虹の夢/居宅介護針木 虹の夢
(高知市針木東町7-23)

他

出　展　名
虹の夢グループ
（株）四国ライフケア／（株）ＫＣＣマネージメント／（有）タオ

法人名
虹の夢グループ
（株）四国ライフケア／（株）ＫＣＣマネージメント／（有）タオ

ブース番号 事業種別 高齢・障害

事業所一覧
（所在地）

法人本部
所在地 高知市横浜新町4丁目2205　黒潮ハイツ

法人理念

虹の夢グループでは介護保険による在宅サービスを基幹に、様々な福祉事業を展開しており
ます。皆さまのより良いライフスタイルのために、最良のサービス提供に努めております。
　一人ひとりを大切にし、共に社会の一員として普通に生きていくことが、私たちの願いです。 【高齢者介護と障がい者福祉、両方の視点から社会福祉を見つめることが出来ます】

　高知県から「高知型福祉事業モデル」として認定を頂いた「高齢者介護」と「障がい者
の自立支援」を根幹として事業を展開しております。
職員のサポートのもとで、ご入居の高齢の方と障がいのある方が共に生きる、いきいき
と暮らせる環境を創り出していきます。

【職員さん一人一人が、ライフスタイルに合わせた多様な働き方が出来ます】
若手の職員からベテランの職員、小さいお子さんをお持ちのお母さんから家族を支える
お父さんまで、みなさんいきいきとお仕事をしています。
介護ヘルパーや就労支援事業所の指導員、居宅介護支援事業所のケアマネジャーや
事業所の管理者まで、それぞれの職員が専門性を活かした仕事をしながら、協力して
会社を運営しています。

採用担当者
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求人職種
求人番号

事業所名
事業種別

所在地
雇用形態
雇用期間

賃金
（一律手当含む）

福祉資格

（◎必須　○いずれか
　必須　△望む）

時間外勤務
夜勤
宿直

賞与
その他

相談・支援・指導員 多機能型就労支援事業所虹の夢 高知市長浜 正職員 月給 不問 時間外勤務：あり 賞与：あり　2.5ヶ月

(障）就労継続支援(A型) 随時 140,000～205,950 夜勤：なし 退職金：なし

(障）就労継続支援(B型) 宿直：なし 通勤手当：あり

(障）就労移行支援 夜間：なし

介護職 にじいろホーム介良 高知市介良乙 非常勤・パート 時給 不問 時間外勤務：あり 賞与：なし

(障）共同生活援助 12ヶ月間 885～885 夜勤：あり 退職金：なし

(障）共同生活介護 宿直：なし 通勤手当：なし

夜間：あり

介護職 にじいろホーム介良 高知市介良乙 非常勤・パート 時給 不問 時間外勤務：なし 賞与：なし

(障）共同生活援助 12ヶ月間 800～900 夜勤：なし 退職金：なし

(障）共同生活介護 宿直：なし 通勤手当：なし

夜間：あり

介護職 にじいろホーム介良 高知市介良乙 正職員 月給 不問 時間外勤務：あり 賞与：あり　2.5ヶ月

(障）共同生活援助 随時 140,000～205,950 夜勤：あり 退職金：なし

(障）共同生活介護 宿直：なし 通勤手当：あり

夜間：あり

ホームヘルパー ヘルパーステーションゆずりは 高知市長浜 正職員 月給 ◎介護職員初任者研修 時間外勤務：あり 賞与：あり　2.5ヶ月

訪問介護 随時 140,000～205,950 △介護福祉士 夜勤：なし 退職金：なし

宿直：なし 通勤手当：あり

夜間：あり

西岡・十河 Ｔ　Ｅ　Ｌ

以下は、今回のフェアで紹介している求人情報です。掲載スペースの都合により最大５件まで掲載しています。
それ以外の求人や、同内容で雇用形態の異なる求人がある場合もありますので、ブースにてお問い合わせください。

Ｅ－ｍａｉｌ

今回のフェアで
紹介する求人の

応募に必要な資格

※当てはまるものに☑

　☑ 資格不問　　☑ 初任者研修　　☑ 実務者研修　　☑ 介護福祉士　　☑ 介護支援専門員

　☑ 看護師・准看護師　　□ 栄養士・管理栄養士　　　□ 社会福祉士　　□ 社会福祉主事

　□ 精神保健福祉士　　□ 保育士　　□ 理学療法士　　□ 作業療法士　　□ 言語聴覚士

　□ その他の福祉系・医療系資格（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

採用担当者から
あなたにメッセージ

（求める人材像など）

職種や勤務地、勤務方法のご希望など、ぜひ相談ください。虹の夢グループでは介護や障が
い福祉の現場経験を積みながら、資格取得や事業所管理者を目指す職員もいます。
若手の職員さんも活躍しています。
私たちと一緒に頑張ってくださる方をお待ちしています。

有料老人ホーム 瀬戸虹の夢/多機能型就労支援事業所 虹の夢
（高知市長浜1440-1）

訪問介護事業所 瀬戸虹の夢/居宅介護　瀬戸　虹の夢
（高知市横浜新町4丁目2205）

共同生活援助事業所 虹の夢/訪問介護事業所 ゆずりは
（高知市長浜1349-1）

グループホーム針木 虹の夢/デイサービス針木 虹の夢/居宅介護針木 虹の夢
(高知市針木東町7-23)

他

出　展　名
虹の夢グループ
（株）四国ライフケア／（株）ＫＣＣマネージメント／（有）タオ

法人名
虹の夢グループ
（株）四国ライフケア／（株）ＫＣＣマネージメント／（有）タオ

ブース番号 事業種別 高齢・障害

事業所一覧
（所在地）

法人本部
所在地 高知市横浜新町4丁目2205　黒潮ハイツ

法人理念

虹の夢グループでは介護保険による在宅サービスを基幹に、様々な福祉事業を展開しており
ます。皆さまのより良いライフスタイルのために、最良のサービス提供に努めております。
　一人ひとりを大切にし、共に社会の一員として普通に生きていくことが、私たちの願いです。 【高齢者介護と障がい者福祉、両方の視点から社会福祉を見つめることが出来ます】

　高知県から「高知型福祉事業モデル」として認定を頂いた「高齢者介護」と「障がい者
の自立支援」を根幹として事業を展開しております。
職員のサポートのもとで、ご入居の高齢の方と障がいのある方が共に生きる、いきいき
と暮らせる環境を創り出していきます。

【職員さん一人一人が、ライフスタイルに合わせた多様な働き方が出来ます】
若手の職員からベテランの職員、小さいお子さんをお持ちのお母さんから家族を支える
お父さんまで、みなさんいきいきとお仕事をしています。
介護ヘルパーや就労支援事業所の指導員、居宅介護支援事業所のケアマネジャーや
事業所の管理者まで、それぞれの職員が専門性を活かした仕事をしながら、協力して
会社を運営しています。

採用担当者
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求人職種
求人番号

事業所名
事業種別

所在地
雇用形態
雇用期間

賃金
（一律手当含む）

福祉資格

（◎必須　○いずれか
　必須　△望む）

時間外勤務
夜勤
宿直

賞与
その他

介護職 小規模多機能型居宅介護しおた 高知市塩田町 正職員 月給 ◎介護福祉士 時間外勤務：あり 賞与：あり　3ヶ月

小規模多機能型居宅介護 随時 176,000～200,000 夜勤：あり 退職金：あり

介護予防小規模多機能型居宅介護 宿直：なし 通勤手当：あり

夜間：あり

介護職 特定施設みやびの里 高知市比島町 正職員 月給 ◎介護福祉士 時間外勤務：あり 賞与：あり　3ヶ月

地域密着型特定施設入居者生活介護 随時 176,000～200,000 夜勤：あり 退職金：あり

宿直：なし 通勤手当：あり

夜間：あり

介護職 小規模多機能型居宅介護ひじま 高知市比島町 正職員 月給 ◎介護福祉士 時間外勤務：あり 賞与：あり　3ヶ月

小規模多機能型居宅介護 随時 176,000～200,000 夜勤：あり 退職金：あり

介護予防小規模多機能型居宅介護 宿直：なし 通勤手当：あり

夜間：あり

介護職 グループホームやすらぎ 高知市塩田町 正職員 月給 ◎介護福祉士 時間外勤務：あり 賞与：あり　3ヶ月

認知症対応型共同生活介護 随時 176,000～200,000 夜勤：あり 退職金：あり

介護予防認知症対応型共同生活介護 宿直：なし 通勤手当：あり

夜間：あり

採用担当者 瀑布川（たきがわ） Ｔ　Ｅ　Ｌ

以下は、今回のフェアで紹介している求人情報です。掲載スペースの都合により最大５件まで掲載しています。
それ以外の求人や、同内容で雇用形態の異なる求人がある場合もありますので、ブースにてお問い合わせください。

Ｅ－ｍａｉｌ

今回のフェアで
紹介する求人の

応募に必要な資格

※当てはまるものに☑

　☑ 資格不問　　☑ 初任者研修　　☑ 実務者研修　　☑ 介護福祉士　　□ 介護支援専門員

　□ 看護師・准看護師　　□ 栄養士・管理栄養士　　　□ 社会福祉士　　□ 社会福祉主事

　□ 精神保健福祉士　　□ 保育士　　□ 理学療法士　　□ 作業療法士　　□ 言語聴覚士

　□ その他の福祉系・医療系資格（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

採用担当者から
あなたにメッセージ

（求める人材像など）

当法人は病院（島津病院）を母体とした法人で、福利厚生（24時間の託児所、慰安旅行、保養施設な
ど）が充実しています。また資格取得や研修への参加を応援しますので、スキルアップしたい方、大歓
迎！それに経験のない方でも大丈夫！先輩が丁寧に教えますので安心してください！ノーリフトケアも
実践しており、安全衛生面も充実です。私たちと一緒に働いてみませんか！

・グループホームやすらぎ（高知市塩田町19番26号）

・特定施設みやびの里（高知市比島町4丁目6番9号）

・小規模多機能型居宅介護ひじま（ 高知市比島町2丁目10番31号）

・小規模多機能型居宅介護しおた（高知市塩田町19番26号）

・通所リハビリテーション（高知市比島町4丁目5番27号）

※上記事業所内で転勤の可能性があります

出　展　名 （医）仁栄会　島津病院

法　人　名 （医）仁栄会

ブース番号 事業種別 高齢

事業所一覧
（所在地）

法人本部
所在地 高知市比島町4丁目6番22号

法人理念

一．その人がその人らしく自由で穏やかな、尊厳ある暮らしが送れるように支援していきます。
一．きちんと向き合った姿勢で心が揺れているときは寄り添い、共に感じる心を大切にしていき
ます。
一．ご家族や住み慣れた地域への、架け橋となるように心掛けていきます。
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求人職種
求人番号

事業所名
事業種別

所在地
雇用形態
雇用期間

賃金
（一律手当含む）

福祉資格

（◎必須　○いずれか
　必須　△望む）

時間外勤務
夜勤
宿直

賞与
その他

介護職 小規模多機能型居宅介護しおた 高知市塩田町 正職員 月給 ◎介護福祉士 時間外勤務：あり 賞与：あり　3ヶ月

小規模多機能型居宅介護 随時 176,000～200,000 夜勤：あり 退職金：あり

介護予防小規模多機能型居宅介護 宿直：なし 通勤手当：あり

夜間：あり

介護職 特定施設みやびの里 高知市比島町 正職員 月給 ◎介護福祉士 時間外勤務：あり 賞与：あり　3ヶ月

地域密着型特定施設入居者生活介護 随時 176,000～200,000 夜勤：あり 退職金：あり

宿直：なし 通勤手当：あり

夜間：あり

介護職 小規模多機能型居宅介護ひじま 高知市比島町 正職員 月給 ◎介護福祉士 時間外勤務：あり 賞与：あり　3ヶ月

小規模多機能型居宅介護 随時 176,000～200,000 夜勤：あり 退職金：あり

介護予防小規模多機能型居宅介護 宿直：なし 通勤手当：あり

夜間：あり

介護職 グループホームやすらぎ 高知市塩田町 正職員 月給 ◎介護福祉士 時間外勤務：あり 賞与：あり　3ヶ月

認知症対応型共同生活介護 随時 176,000～200,000 夜勤：あり 退職金：あり

介護予防認知症対応型共同生活介護 宿直：なし 通勤手当：あり

夜間：あり

採用担当者 瀑布川（たきがわ） Ｔ　Ｅ　Ｌ

以下は、今回のフェアで紹介している求人情報です。掲載スペースの都合により最大５件まで掲載しています。
それ以外の求人や、同内容で雇用形態の異なる求人がある場合もありますので、ブースにてお問い合わせください。

Ｅ－ｍａｉｌ

今回のフェアで
紹介する求人の

応募に必要な資格

※当てはまるものに☑

　☑ 資格不問　　☑ 初任者研修　　☑ 実務者研修　　☑ 介護福祉士　　□ 介護支援専門員

　□ 看護師・准看護師　　□ 栄養士・管理栄養士　　　□ 社会福祉士　　□ 社会福祉主事

　□ 精神保健福祉士　　□ 保育士　　□ 理学療法士　　□ 作業療法士　　□ 言語聴覚士

　□ その他の福祉系・医療系資格（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

採用担当者から
あなたにメッセージ

（求める人材像など）

当法人は病院（島津病院）を母体とした法人で、福利厚生（24時間の託児所、慰安旅行、保養施設な
ど）が充実しています。また資格取得や研修への参加を応援しますので、スキルアップしたい方、大歓
迎！それに経験のない方でも大丈夫！先輩が丁寧に教えますので安心してください！ノーリフトケアも
実践しており、安全衛生面も充実です。私たちと一緒に働いてみませんか！

・グループホームやすらぎ（高知市塩田町19番26号）

・特定施設みやびの里（高知市比島町4丁目6番9号）

・小規模多機能型居宅介護ひじま（ 高知市比島町2丁目10番31号）

・小規模多機能型居宅介護しおた（高知市塩田町19番26号）

・通所リハビリテーション（高知市比島町4丁目5番27号）

※上記事業所内で転勤の可能性があります

出　展　名 （医）仁栄会　島津病院

法　人　名 （医）仁栄会

ブース番号 事業種別 高齢

事業所一覧
（所在地）

法人本部
所在地 高知市比島町4丁目6番22号

法人理念

一．その人がその人らしく自由で穏やかな、尊厳ある暮らしが送れるように支援していきます。
一．きちんと向き合った姿勢で心が揺れているときは寄り添い、共に感じる心を大切にしていき
ます。
一．ご家族や住み慣れた地域への、架け橋となるように心掛けていきます。
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求人職種
求人番号

事業所名
事業種別

所在地
雇用形態
雇用期間

賃金
（一律手当含む）

福祉資格

（◎必須　○いずれか
　必須　△望む）

時間外勤務
夜勤
宿直

賞与
その他

保育士 もみのき幼稚園・めだか園 高知市鳥越 正職員 月給 ◎保育士 時間外勤務：あり 賞与：あり　3.5ヶ月

認定こども園 2019/4/1～ 177,600～185,200 ◎幼稚園教諭 夜勤：なし 退職金：あり

宿直：なし 通勤手当：表記なし

夜間：なし

認定こども園　もみのき幼稚園 ・めだか園　高知市鳥越40-15
高知市認定事業所内保育施設すこやか園　高知市口細山224-20

出　展　名 （学）日吉学園　　もみのき幼稚園／めだか園

法　人　名 （学）日吉学園

ブース番号 事業種別 保 育

事業所一覧
（所在地）

法人本部
所在地 〒780-0949　高知市鳥越40-15

法人理念
　　・体を十分使って活動することを通して体力、気力、知力を養う
　　・豊かな感性や表現力を養い創造力を豊かにする
　　・自立心を育て人とかかわる力を養う

　子どもたちは、人生の大切な初めの6年間を「森のようちえん」活動を中心に過ごします。遊びを考え、探求心をもち、体験
を積み重ね、人として成長していく手助けができれば、保育者の喜びです。雨をものともせず出かけます。田植えや稲刈りも
体験します。友だちとのいたわり合いも生まれます。一緒に楽しい職場にしましょう。子どもたちから学ぶこともたくさんあるの
でしょう。目と目を合わせて、さあハイタッチしましょう！内田

う ち だ

　悦行
よ し ゆ き

Ｔ　Ｅ　Ｌ

以下は、今回のフェアで紹介している求人情報です。掲載スペースの都合により最大５件まで掲載しています。
それ以外の求人や、同内容で雇用形態の異なる求人がある場合もありますので、ブースにてお問い合わせください。

Ｅ－ｍａｉｌ

今回のフェアで
紹介する求人の

応募に必要な資格

※当てはまるものに☑

　□ 資格不問　　□ 初任者研修　　□ 実務者研修　　□ 介護福祉士　　□ 介護支援専門員

　□ 看護師・准看護師　　□ 栄養士・管理栄養士　　　□ 社会福祉士　　□ 社会福祉主事

　□ 精神保健福祉士　　☑ 保育士　　□ 理学療法士　　□ 作業療法士　　□ 言語聴覚士

　□ その他の福祉系・医療系資格（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

採用担当者から
あなたにメッセージ

（求める人材像など）

子どもは未来へ向かって大きくはばたいていきます。笑顔でその成長を見守ってあげましょう。
ホームページをぜひご覧ください。

採用担当者

稲刈り

水遊び

もっち ＆ みっち
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求人職種
求人番号

事業所名
事業種別

所在地
雇用形態
雇用期間

賃金
（一律手当含む）

福祉資格

（◎必須　○いずれか
　必須　△望む）

時間外勤務
夜勤
宿直

賞与
その他

保育士 もみのき幼稚園・めだか園 高知市鳥越 正職員 月給 ◎保育士 時間外勤務：あり 賞与：あり　3.5ヶ月

認定こども園 2019/4/1～ 177,600～185,200 ◎幼稚園教諭 夜勤：なし 退職金：あり

宿直：なし 通勤手当：表記なし

夜間：なし

認定こども園　もみのき幼稚園 ・めだか園　高知市鳥越40-15
高知市認定事業所内保育施設すこやか園　高知市口細山224-20

出　展　名 （学）日吉学園　　もみのき幼稚園／めだか園

法　人　名 （学）日吉学園

ブース番号 事業種別 保 育

事業所一覧
（所在地）

法人本部
所在地 〒780-0949　高知市鳥越40-15

法人理念
　　・体を十分使って活動することを通して体力、気力、知力を養う
　　・豊かな感性や表現力を養い創造力を豊かにする
　　・自立心を育て人とかかわる力を養う

　子どもたちは、人生の大切な初めの6年間を「森のようちえん」活動を中心に過ごします。遊びを考え、探求心をもち、体験
を積み重ね、人として成長していく手助けができれば、保育者の喜びです。雨をものともせず出かけます。田植えや稲刈りも
体験します。友だちとのいたわり合いも生まれます。一緒に楽しい職場にしましょう。子どもたちから学ぶこともたくさんあるの
でしょう。目と目を合わせて、さあハイタッチしましょう！内田

う ち だ

　悦行
よ し ゆ き

Ｔ　Ｅ　Ｌ

以下は、今回のフェアで紹介している求人情報です。掲載スペースの都合により最大５件まで掲載しています。
それ以外の求人や、同内容で雇用形態の異なる求人がある場合もありますので、ブースにてお問い合わせください。

Ｅ－ｍａｉｌ

今回のフェアで
紹介する求人の

応募に必要な資格

※当てはまるものに☑

　□ 資格不問　　□ 初任者研修　　□ 実務者研修　　□ 介護福祉士　　□ 介護支援専門員

　□ 看護師・准看護師　　□ 栄養士・管理栄養士　　　□ 社会福祉士　　□ 社会福祉主事

　□ 精神保健福祉士　　☑ 保育士　　□ 理学療法士　　□ 作業療法士　　□ 言語聴覚士

　□ その他の福祉系・医療系資格（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

採用担当者から
あなたにメッセージ

（求める人材像など）

子どもは未来へ向かって大きくはばたいていきます。笑顔でその成長を見守ってあげましょう。
ホームページをぜひご覧ください。

採用担当者

稲刈り

水遊び

もっち ＆ みっち



133

求人職種
求人番号

事業所名
事業種別

所在地
雇用形態
雇用期間

賃金
（一律手当含む）

福祉資格

（◎必須　○いずれか
　必須　△望む）

時間外勤務
夜勤
宿直

賞与
その他

相談・支援・指導員 高知障害者就業・生活支援センターシャイン 複数あり 正職員 月給 △社会福祉士 時間外勤務：あり 賞与：あり　3ヶ月

(障）相談支援 随時 162,300～173,800 △精神保健福祉士 夜勤：なし 退職金：あり

宿直：なし 通勤手当：あり

夜間：なし

相談・支援・指導員 第２太陽福祉園 土佐市波介 常勤（正職員以外） 月給 不問 時間外勤務：あり 賞与：あり　2ヶ月

(障）就労継続支援(B型)（主に知的） ～2019/3/31 155,000～172,000 夜勤：なし 退職金：なし

宿直：なし 通勤手当：あり

夜間：なし

採用担当者 山下　友子 Ｔ　Ｅ　Ｌ

以下は、今回のフェアで紹介している求人情報です。掲載スペースの都合により最大５件まで掲載しています。
それ以外の求人や、同内容で雇用形態の異なる求人がある場合もありますので、ブースにてお問い合わせください。

Ｅ－ｍａｉｌ

今回のフェアで
紹介する求人の

応募に必要な資格

※当てはまるものに☑

　☑ 資格不問　　□ 初任者研修　　□ 実務者研修　　□ 介護福祉士　　□ 介護支援専門員

　□ 看護師・准看護師　　□ 栄養士・管理栄養士　　　□ 社会福祉士　　□ 社会福祉主事

　□ 精神保健福祉士　　□ 保育士　　□ 理学療法士　　□ 作業療法士　　□ 言語聴覚士

　□ その他の福祉系・医療系資格（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

採用担当者から
あなたにメッセージ

（求める人材像など）

自分自身が楽しく働く事で、利用者も職員も皆が豊かな人生を過ごせることを目指しています。
私たちと一緒にまずは、「楽しく働く」を実現してみませんか？

          第１太陽福祉園     　生活介護事業           　　　　　　　　　　　　　　 土佐市波介
          第２太陽福祉園       就労継続支援B型事業  　　　　　　　　　　　　　 土佐市波介
          ワークセンター太陽　.就労移行支援事業/就労継続支援B型事業   高知市弘化台
          .シャイン                就業・生活支援センター事業  　　                      高知市大原町
　　　　    こうばん                就業・生活支援センター事業  　                　須崎市桐間
  　　　　相談支援事業所「ひまわり」　地域活動支援センター(Ⅲ型)  　 　　　土佐市中島
　　　　　指定短期入所事業 「た・い・よ・う」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　土佐市波介
          共同生活援助事業 「太陽ホーム」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　土佐市波介

出　展　名 （福）太陽福祉会

法　人　名 （福）太陽福祉会

ブース番号 事業種別 障害

事業所一覧
（所在地）

法人本部
所在地 土佐市波介1276-4

法人理念 「人として豊かに生きる」

就労支援員
武田 智昌 さん

櫻木 幸子 さん

求めます。明るくて活発な方。

加地 味春 さん
生活支援員就職というはっきりと

した目的があるので、

利用者様と共に達成感

を感じることができる

仕事。

就日々利用者さんの成

長を感じることがこの

仕事のやりがいです。

障害者の方の就労相談

から職場定着へのトー

タル的なサポートで、

就職先を探したり、働

き続ける為に必要な事

を対象者の方と一緒に

考えています。

生活支援ワーカー
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求人職種
求人番号

事業所名
事業種別

所在地
雇用形態
雇用期間

賃金
（一律手当含む）

福祉資格

（◎必須　○いずれか
　必須　△望む）

時間外勤務
夜勤
宿直

賞与
その他

相談・支援・指導員 高知障害者就業・生活支援センターシャイン 複数あり 正職員 月給 △社会福祉士 時間外勤務：あり 賞与：あり　3ヶ月

(障）相談支援 随時 162,300～173,800 △精神保健福祉士 夜勤：なし 退職金：あり

宿直：なし 通勤手当：あり

夜間：なし

相談・支援・指導員 第２太陽福祉園 土佐市波介 常勤（正職員以外） 月給 不問 時間外勤務：あり 賞与：あり　2ヶ月

(障）就労継続支援(B型)（主に知的） ～2019/3/31 155,000～172,000 夜勤：なし 退職金：なし

宿直：なし 通勤手当：あり

夜間：なし

採用担当者 山下　友子 Ｔ　Ｅ　Ｌ

以下は、今回のフェアで紹介している求人情報です。掲載スペースの都合により最大５件まで掲載しています。
それ以外の求人や、同内容で雇用形態の異なる求人がある場合もありますので、ブースにてお問い合わせください。

Ｅ－ｍａｉｌ

今回のフェアで
紹介する求人の

応募に必要な資格

※当てはまるものに☑

　☑ 資格不問　　□ 初任者研修　　□ 実務者研修　　□ 介護福祉士　　□ 介護支援専門員

　□ 看護師・准看護師　　□ 栄養士・管理栄養士　　　□ 社会福祉士　　□ 社会福祉主事

　□ 精神保健福祉士　　□ 保育士　　□ 理学療法士　　□ 作業療法士　　□ 言語聴覚士

　□ その他の福祉系・医療系資格（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

採用担当者から
あなたにメッセージ

（求める人材像など）

自分自身が楽しく働く事で、利用者も職員も皆が豊かな人生を過ごせることを目指しています。
私たちと一緒にまずは、「楽しく働く」を実現してみませんか？

          第１太陽福祉園     　生活介護事業           　　　　　　　　　　　　　　 土佐市波介
          第２太陽福祉園       就労継続支援B型事業  　　　　　　　　　　　　　 土佐市波介
          ワークセンター太陽　.就労移行支援事業/就労継続支援B型事業   高知市弘化台
          .シャイン                就業・生活支援センター事業  　　                      高知市大原町
　　　　    こうばん                就業・生活支援センター事業  　                　須崎市桐間
  　　　　相談支援事業所「ひまわり」　地域活動支援センター(Ⅲ型)  　 　　　土佐市中島
　　　　　指定短期入所事業 「た・い・よ・う」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　土佐市波介
          共同生活援助事業 「太陽ホーム」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　土佐市波介

出　展　名 （福）太陽福祉会

法　人　名 （福）太陽福祉会

ブース番号 事業種別 障害

事業所一覧
（所在地）

法人本部
所在地 土佐市波介1276-4

法人理念 「人として豊かに生きる」

就労支援員
武田 智昌 さん

櫻木 幸子 さん

求めます。明るくて活発な方。

加地 味春 さん
生活支援員就職というはっきりと

した目的があるので、

利用者様と共に達成感

を感じることができる

仕事。

就日々利用者さんの成

長を感じることがこの

仕事のやりがいです。

障害者の方の就労相談

から職場定着へのトー

タル的なサポートで、

就職先を探したり、働

き続ける為に必要な事

を対象者の方と一緒に

考えています。

生活支援ワーカー
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求人職種
求人番号

事業所名
事業種別

所在地
雇用形態
雇用期間

賃金
（一律手当含む）

福祉資格

（◎必須　○いずれか
　必須　△望む）

時間外勤務
夜勤
宿直

賞与
その他

介護職 障害者支援施設オイコニア 複数あり 常勤（正職員以外） 日給 不問 時間外勤務：あり 賞与：あり

（障）障害者支援施設（施設入所支援＋生活介護） ～2018/3/31 7,000～8,500 夜勤：あり 退職金：あり

通所介護 宿直：なし 通勤手当：あり

夜間：あり

介護職 障害者支援施設オイコニア 高岡郡四万十町 正職員 月給 不問 時間外勤務：あり 賞与：あり　3.8ヶ月

（障）障害者支援施設（施設入所支援＋生活介護） 随時 180,000～205,000 夜勤：あり 退職金：あり

宿直：なし 通勤手当：あり

夜間：あり

事業所一覧
（所在地）

障害者支援施設オイコニア 　　　 　（高岡郡四万十町仁井田字倉木４６２番地）
老人デイサービスセンター緑林荘　（高岡郡四万十町仕出原４９６番地１）
居宅介護支援事業所りょくりん
老人デイサービスセンターさくら貝　（高岡郡四万十町興津２５２０番地１）
グループホーム笑和　　 　　　　　　　（高岡郡四万十町東町４番１０号）
相談支援事業所わらわ

採用担当者 　矢野　敏裕 Ｔ　Ｅ　Ｌ 　０８８０－２２－８３８２

出　展　名 　（福）明成会　　障害者支援施設オイコニア

法　人　名 　（福）明成会

ブース番号 事業種別 高齢・障害

法人本部
所在地 　高知県高岡郡四万十町仁井田字倉木４６２番地

法人理念

　経営理念　：　笑顔で暮らす明るい未来

　経営方針　①笑顔のサービス　　　　　　②ご利用者の夢の実現
　　　　　　　　③地域貢献　　　　　　　　　　④成長の実感

以下は、今回のフェアで紹介している求人情報です。掲載スペースの都合により最大５件まで掲載しています。
それ以外の求人や、同内容で雇用形態の異なる求人がある場合もありますので、ブースにてお問い合わせください。

Ｅ－ｍａｉｌ

今回のフェアで
紹介する求人の

応募に必要な資格

※当てはまるものに☑

　☑ 資格不問　　□ 初任者研修　　□ 実務者研修　　□ 介護福祉士　　□ 介護支援専門員

　□ 看護師・准看護師　　□ 栄養士・管理栄養士　　　□ 社会福祉士　　□ 社会福祉主事

　□ 精神保健福祉士　　□ 保育士　　□ 理学療法士　　□ 作業療法士　　□ 言語聴覚士

　□ その他の福祉系・医療系資格（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

採用担当者から
あなたにメッセージ

（求める人材像など）

“働きやすい・働きがいがある”職場です。
私たちと共に働き、共に楽しく、共に歩みましょう。
未経験者でも安心して働くことができます。是非ブースにお越しください。

➀自信と誇りを持って働いています

②しっかりした研修体制が魅力の一つです

③地域から信頼される職場です

☆私たちは、

ノーリフティングケアに積極的に取組み、

職種間の壁がなく、何でも話せる風土があります。

リフレッシュ研修（陶芸）

ノーリフト研修

高知ふくし福祉機器展ポスター発表にて１位獲得

クリスマス・年忘れ会
毎年ご利用者・ご家族と共に

楽しんでいます
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求人職種
求人番号

事業所名
事業種別

所在地
雇用形態
雇用期間

賃金
（一律手当含む）

福祉資格

（◎必須　○いずれか
　必須　△望む）

時間外勤務
夜勤
宿直

賞与
その他

介護職 障害者支援施設オイコニア 複数あり 常勤（正職員以外） 日給 不問 時間外勤務：あり 賞与：あり

（障）障害者支援施設（施設入所支援＋生活介護） ～2018/3/31 7,000～8,500 夜勤：あり 退職金：あり

通所介護 宿直：なし 通勤手当：あり

夜間：あり

介護職 障害者支援施設オイコニア 高岡郡四万十町 正職員 月給 不問 時間外勤務：あり 賞与：あり　3.8ヶ月

（障）障害者支援施設（施設入所支援＋生活介護） 随時 180,000～205,000 夜勤：あり 退職金：あり

宿直：なし 通勤手当：あり

夜間：あり

事業所一覧
（所在地）

障害者支援施設オイコニア 　　　 　（高岡郡四万十町仁井田字倉木４６２番地）
老人デイサービスセンター緑林荘　（高岡郡四万十町仕出原４９６番地１）
居宅介護支援事業所りょくりん
老人デイサービスセンターさくら貝　（高岡郡四万十町興津２５２０番地１）
グループホーム笑和　　 　　　　　　　（高岡郡四万十町東町４番１０号）
相談支援事業所わらわ

採用担当者 　矢野　敏裕 Ｔ　Ｅ　Ｌ 　０８８０－２２－８３８２

出　展　名 　（福）明成会　　障害者支援施設オイコニア

法　人　名 　（福）明成会

ブース番号 事業種別 高齢・障害

法人本部
所在地 　高知県高岡郡四万十町仁井田字倉木４６２番地

法人理念

　経営理念　：　笑顔で暮らす明るい未来

　経営方針　①笑顔のサービス　　　　　　②ご利用者の夢の実現
　　　　　　　　③地域貢献　　　　　　　　　　④成長の実感

以下は、今回のフェアで紹介している求人情報です。掲載スペースの都合により最大５件まで掲載しています。
それ以外の求人や、同内容で雇用形態の異なる求人がある場合もありますので、ブースにてお問い合わせください。

Ｅ－ｍａｉｌ

今回のフェアで
紹介する求人の

応募に必要な資格

※当てはまるものに☑

　☑ 資格不問　　□ 初任者研修　　□ 実務者研修　　□ 介護福祉士　　□ 介護支援専門員

　□ 看護師・准看護師　　□ 栄養士・管理栄養士　　　□ 社会福祉士　　□ 社会福祉主事

　□ 精神保健福祉士　　□ 保育士　　□ 理学療法士　　□ 作業療法士　　□ 言語聴覚士

　□ その他の福祉系・医療系資格（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

採用担当者から
あなたにメッセージ

（求める人材像など）

“働きやすい・働きがいがある”職場です。
私たちと共に働き、共に楽しく、共に歩みましょう。
未経験者でも安心して働くことができます。是非ブースにお越しください。

➀自信と誇りを持って働いています

②しっかりした研修体制が魅力の一つです

③地域から信頼される職場です

☆私たちは、

ノーリフティングケアに積極的に取組み、

職種間の壁がなく、何でも話せる風土があります。

リフレッシュ研修（陶芸）

ノーリフト研修

高知ふくし福祉機器展ポスター発表にて１位獲得

クリスマス・年忘れ会
毎年ご利用者・ご家族と共に

楽しんでいます
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代表：ニチイ学館　高知支店 〒780-0870　高知県高知市本町2丁目2-34　明治安田生命高知ビル6階

　ニチイキッズ愛宕保育園 〒780-0051　高知県高知市愛宕町2丁目20-2

〒780-0084　高知県高知市南御座7-36

あなたにぴったりの働き方が、きっと見つかります。
日本全国に事業所がたくさんあります。／幅広いサービスを提供しています。

仕事に就く前、就いた後に研修があります。／ミーティングでスキルアップ！

基準を達成すると30～70円の時給がアップします。

各種講座を優待割引価格で受講できます。

福利厚生の充実
休暇制度の充実　ゆっくり休んで働きやすい職場です。

子育て支援制度があり子育てと仕事の両立がらくらく！

求人職種
求人番号

事業所名
事業種別

所在地
雇用形態
雇用期間

賃金
（一律手当含む）

福祉資格

（◎必須　○いずれか
　必須　△望む）

時間外勤務
夜勤
宿直

賞与
その他

ホームヘルパー 株式会社ニチイ学館高知支店 複数あり 非常勤・パート 時給 ○介護福祉士 時間外勤務：なし 賞与：なし

訪問介護 ～2020/3/31 1,265～1,485 ○介護職員初任者研修 夜勤：なし 退職金：なし

○実務者研修 宿直：なし 通勤手当：なし

夜間：なし

保育士 株式会社ニチイ学館高知支店 高知県高知市南御座7-36 正職員 月給 ◎保育士 時間外勤務：あり 賞与：あり　2.75ヶ月

保育所 随時 152,000～152,000 夜勤：なし 退職金：あり

宿直：なし 通勤手当：あり

夜間：あり

介護職 ニチイケアセンター愛宕 高知市愛宕町 非常勤・パート 時給 不問 時間外勤務：なし 賞与：なし

通所介護 ～2019/3/31 845～945 夜勤：なし 退職金：なし

宿直：なし 通勤手当：あり

夜間：なし

その他 ニチイケアセンター愛宕 高知市愛宕町 正職員 月給 ○介護福祉士 時間外勤務：なし 賞与：あり　3.75ヶ月

訪問介護 随時 174,850～174,850 ○その他 夜勤：なし 退職金：あり

宿直：なし 通勤手当：表記なし

夜間：なし

介護職 ニチイケアセンター高知桂浜 高知市長浜 非常勤・パート 時給 不問 時間外勤務：なし 賞与：なし

認知症対応型共同生活介護 ～2019/3/31 810～910 夜勤：あり 退職金：なし

宿直：なし 通勤手当：あり

夜間：あり

現場から始めたスタッフが現場リーダーに！　毎日が充実！

以下は、今回のフェアで紹介している求人情報です。掲載スペースの都合により最大５件まで掲載しています。
それ以外の求人や、同内容で雇用形態の異なる求人がある場合もありますので、ブースにてお問い合わせください。

Ｅ－ｍａｉｌ （介護）hc753j@nichiigakkan.co.jp　／　（保育）　ec753j@nichiigakkan.co.jp

今回のフェアで
紹介する求人の

応募に必要な資格

※当てはまるものに☑

　☑ 資格不問　　☑ 初任者研修　　☑ 実務者研修　　☑ 介護福祉士　　☑ 介護支援専門員

　□ 看護師・准看護師　　□ 栄養士・管理栄養士　　　□ 社会福祉士　　□ 社会福祉主事

　□ 精神保健福祉士　　☑ 保育士　　□ 理学療法士　　□ 作業療法士　　□ 言語聴覚士

　□ その他の福祉系・医療系資格（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

採用担当者から
あなたにメッセージ

（求める人材像など）

〈介護〉 高知県内に11拠点あり、訪問介護・デイサービス・グループホーム・福祉用具・居宅等様々なサービスが揃っています。
やりたい介護はニチイにあるをモットーにより働きやすい環境を目指し福利厚生もますます充実しています。一緒に働きましょう！

〈保育〉　ニチイ学館が運営する保育園です。経験者はもちろん未経験者、ブランクのある方も大歓迎です。
　　　　 　みんなが笑顔になれる「保育」の仕事にチャレンジしませんか！

高齢・保育

出　展　名 （株）ニチイ学館　高知支店

あなたが始めやすい「お仕事」から、まずはスタート！

訪問介護　グループホーム　デイサービス　福祉用具専門相談員　居宅介護支援　

法人理念

ニチイ学館は、明るく豊かな社会生活への貢献を通して、「医療関連事業」・「ヘルスケア・介護
事業」・「教育事業」・「保育事業」の各事業が社会生活との関わりの深い分野において、社会の
進歩・発展に貢献できる企業、社会から信頼される企業を目指しています。 “人が本来持って
いる、人を心から想うやさしさを、社会を支える誠意ある強さにそだてること”それが、私たちニ
チイが誇りとしている仕事です。すぐそばに頼れる医療、安心の介護、そして、生涯成長できる
学びのある暮らしを、誠意ある強さと情熱で、私たちニチイが支えていきます。

採用担当者 上田（介護）／塹江
ほりえ

（保育） （介護）088-873-9683　／　（保育）088-825-1038Ｔ　Ｅ　Ｌ

法　人　名 （株）ニチイ学館　高知支店

4　資格取得も応援！

1　職場・職種がえらべます！

2　就業前後のフォローアップが充実！

3　キャリアアップを支援！

法人本部
所在地 高知県高知市本町2丁目2-34　明治安田生命高知ビル6Ｆ

事業所一覧
（所在地）

保育事業
　ニチイキッズニッセイみらい
　　　　　　　  南御座保育園

介護事業 介護の各拠点：ニチイケアセンター高知（訪、ディ、居）・ＮＣ旭（訪、居）・ＮＣ百石（訪、居）・ＮＣくま（訪）・ＮＣ愛宕（訪、
ディ、居、福用具）・ＮＣ瀬戸南（訪、居）・ＮＣ南国（訪、居）・ＮＣ土佐（訪、居）・ＮＣいの（訪、居）・ＮＣ四万十（訪、居）Ｎ
Ｃ高知桂浜（グループホーム）

ブース番号 事業種別

すくすく

わくわく

いきいき

ニチイの保育理 ニチイの

遊びから始まる様々な活動を通して “自分”というカラーを

見つけていく。心と身体の成長を促し 「やさしく、つよく生き

抜く力」を育むこと。それが私たちのテーマです！

『おもいっきり遊ぶ。おもいっきり学ぶ。』という基本理念を基に、質の高い保育と遊びな

がら学べるアクティビティを取り入れた保育園です。自園調理を行い食育にも取り組ん

でいます。小規模というメリットを活かし、園児・保護者が気軽にコミュニケーションが図

れる家庭的な施設です。（ニチイキッズ愛宕保育園/園長）

当園では、0～2歳児まで定員18名のアットホームな保育園です。園舎内は子ども達全

員を見渡せ、家庭のような安心感があります。子ども達が「おもいっきり遊び」「思いっき

り学べる」よう、子ども達にとっても大人にとっても「居心地の良い保育園」にしていきた

いと思っています。（ニチイキッズニッセイみらい南御座保育園/園長）

保育事業の紹介

介護事業の紹介

ニチイなら

笑顔の仲間が待ってい

ます
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代表：ニチイ学館　高知支店 〒780-0870　高知県高知市本町2丁目2-34　明治安田生命高知ビル6階

　ニチイキッズ愛宕保育園 〒780-0051　高知県高知市愛宕町2丁目20-2

〒780-0084　高知県高知市南御座7-36

あなたにぴったりの働き方が、きっと見つかります。
日本全国に事業所がたくさんあります。／幅広いサービスを提供しています。

仕事に就く前、就いた後に研修があります。／ミーティングでスキルアップ！

基準を達成すると30～70円の時給がアップします。

各種講座を優待割引価格で受講できます。

福利厚生の充実
休暇制度の充実　ゆっくり休んで働きやすい職場です。

子育て支援制度があり子育てと仕事の両立がらくらく！

求人職種
求人番号

事業所名
事業種別

所在地
雇用形態
雇用期間

賃金
（一律手当含む）

福祉資格

（◎必須　○いずれか
　必須　△望む）

時間外勤務
夜勤
宿直

賞与
その他

ホームヘルパー 株式会社ニチイ学館高知支店 複数あり 非常勤・パート 時給 ○介護福祉士 時間外勤務：なし 賞与：なし

訪問介護 ～2020/3/31 1,265～1,485 ○介護職員初任者研修 夜勤：なし 退職金：なし

○実務者研修 宿直：なし 通勤手当：なし

夜間：なし

保育士 株式会社ニチイ学館高知支店 高知県高知市南御座7-36 正職員 月給 ◎保育士 時間外勤務：あり 賞与：あり　2.75ヶ月

保育所 随時 152,000～152,000 夜勤：なし 退職金：あり

宿直：なし 通勤手当：あり

夜間：あり

介護職 ニチイケアセンター愛宕 高知市愛宕町 非常勤・パート 時給 不問 時間外勤務：なし 賞与：なし

通所介護 ～2019/3/31 845～945 夜勤：なし 退職金：なし

宿直：なし 通勤手当：あり

夜間：なし

その他 ニチイケアセンター愛宕 高知市愛宕町 正職員 月給 ○介護福祉士 時間外勤務：なし 賞与：あり　3.75ヶ月

訪問介護 随時 174,850～174,850 ○その他 夜勤：なし 退職金：あり

宿直：なし 通勤手当：表記なし

夜間：なし

介護職 ニチイケアセンター高知桂浜 高知市長浜 非常勤・パート 時給 不問 時間外勤務：なし 賞与：なし

認知症対応型共同生活介護 ～2019/3/31 810～910 夜勤：あり 退職金：なし

宿直：なし 通勤手当：あり

夜間：あり

現場から始めたスタッフが現場リーダーに！　毎日が充実！

以下は、今回のフェアで紹介している求人情報です。掲載スペースの都合により最大５件まで掲載しています。
それ以外の求人や、同内容で雇用形態の異なる求人がある場合もありますので、ブースにてお問い合わせください。

Ｅ－ｍａｉｌ （介護）hc753j@nichiigakkan.co.jp　／　（保育）　ec753j@nichiigakkan.co.jp

今回のフェアで
紹介する求人の

応募に必要な資格

※当てはまるものに☑

　☑ 資格不問　　☑ 初任者研修　　☑ 実務者研修　　☑ 介護福祉士　　☑ 介護支援専門員

　□ 看護師・准看護師　　□ 栄養士・管理栄養士　　　□ 社会福祉士　　□ 社会福祉主事

　□ 精神保健福祉士　　☑ 保育士　　□ 理学療法士　　□ 作業療法士　　□ 言語聴覚士

　□ その他の福祉系・医療系資格（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

採用担当者から
あなたにメッセージ

（求める人材像など）

〈介護〉 高知県内に11拠点あり、訪問介護・デイサービス・グループホーム・福祉用具・居宅等様々なサービスが揃っています。
やりたい介護はニチイにあるをモットーにより働きやすい環境を目指し福利厚生もますます充実しています。一緒に働きましょう！

〈保育〉　ニチイ学館が運営する保育園です。経験者はもちろん未経験者、ブランクのある方も大歓迎です。
　　　　 　みんなが笑顔になれる「保育」の仕事にチャレンジしませんか！

高齢・保育

出　展　名 （株）ニチイ学館　高知支店

あなたが始めやすい「お仕事」から、まずはスタート！

訪問介護　グループホーム　デイサービス　福祉用具専門相談員　居宅介護支援　

法人理念

ニチイ学館は、明るく豊かな社会生活への貢献を通して、「医療関連事業」・「ヘルスケア・介護
事業」・「教育事業」・「保育事業」の各事業が社会生活との関わりの深い分野において、社会の
進歩・発展に貢献できる企業、社会から信頼される企業を目指しています。 “人が本来持って
いる、人を心から想うやさしさを、社会を支える誠意ある強さにそだてること”それが、私たちニ
チイが誇りとしている仕事です。すぐそばに頼れる医療、安心の介護、そして、生涯成長できる
学びのある暮らしを、誠意ある強さと情熱で、私たちニチイが支えていきます。

採用担当者 上田（介護）／塹江
ほりえ

（保育） （介護）088-873-9683　／　（保育）088-825-1038Ｔ　Ｅ　Ｌ

法　人　名 （株）ニチイ学館　高知支店

4　資格取得も応援！

1　職場・職種がえらべます！

2　就業前後のフォローアップが充実！

3　キャリアアップを支援！

法人本部
所在地 高知県高知市本町2丁目2-34　明治安田生命高知ビル6Ｆ

事業所一覧
（所在地）

保育事業
　ニチイキッズニッセイみらい
　　　　　　　  南御座保育園

介護事業 介護の各拠点：ニチイケアセンター高知（訪、ディ、居）・ＮＣ旭（訪、居）・ＮＣ百石（訪、居）・ＮＣくま（訪）・ＮＣ愛宕（訪、
ディ、居、福用具）・ＮＣ瀬戸南（訪、居）・ＮＣ南国（訪、居）・ＮＣ土佐（訪、居）・ＮＣいの（訪、居）・ＮＣ四万十（訪、居）Ｎ
Ｃ高知桂浜（グループホーム）

ブース番号 事業種別

すくすく

わくわく

いきいき

ニチイの保育理 ニチイの

遊びから始まる様々な活動を通して “自分”というカラーを

見つけていく。心と身体の成長を促し 「やさしく、つよく生き

抜く力」を育むこと。それが私たちのテーマです！

『おもいっきり遊ぶ。おもいっきり学ぶ。』という基本理念を基に、質の高い保育と遊びな

がら学べるアクティビティを取り入れた保育園です。自園調理を行い食育にも取り組ん

でいます。小規模というメリットを活かし、園児・保護者が気軽にコミュニケーションが図

れる家庭的な施設です。（ニチイキッズ愛宕保育園/園長）

当園では、0～2歳児まで定員18名のアットホームな保育園です。園舎内は子ども達全

員を見渡せ、家庭のような安心感があります。子ども達が「おもいっきり遊び」「思いっき

り学べる」よう、子ども達にとっても大人にとっても「居心地の良い保育園」にしていきた

いと思っています。（ニチイキッズニッセイみらい南御座保育園/園長）

保育事業の紹介

介護事業の紹介

ニチイなら

笑顔の仲間が待ってい

ます
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求人職種
求人番号

事業所名
事業種別

所在地
雇用形態
雇用期間

賃金
（一律手当含む）

福祉資格

（◎必須　○いずれか
　必須　△望む）

時間外勤務
夜勤
宿直

賞与
その他

保育士 五台山保育園 高知市五台山 正職員 月給 ◎保育士 時間外勤務：なし 賞与：あり　3ヶ月

保育所 随時 176,000～176,000 夜勤：なし 退職金：あり

宿直：なし 通勤手当：あり

夜間：あり

水口 Ｔ　Ｅ　Ｌ

以下は、今回のフェアで紹介している求人情報です。掲載スペースの都合により最大５件まで掲載しています。
それ以外の求人や、同内容で雇用形態の異なる求人がある場合もありますので、ブースにてお問い合わせください。

Ｅ－ｍａｉｌ

今回のフェアで
紹介する求人の

応募に必要な資格

※当てはまるものに☑

　□ 資格不問　　□ 初任者研修　　□ 実務者研修　　□ 介護福祉士　　□ 介護支援専門員

　□ 看護師・准看護師　　□ 栄養士・管理栄養士　　　□ 社会福祉士　　□ 社会福祉主事

　□ 精神保健福祉士　☑保育士　　□ 理学療法士　　□ 作業療法士　　□ 言語聴覚士

　□ その他の福祉系・医療系資格（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

採用担当者から
あなたにメッセージ

（求める人材像など）
五台山保育園で子ども達と一緒にいろいろな事に挑戦してみませんか。

五台山保育園

出　展　名 五台山保育園

法　人　名 社会福祉法人五台山保育園振興会　五台山保育園

ブース番号 事業種別 保育

事業所一覧
（所在地）

法人本部
所在地 高知県高知市五台山３３６０

法人理念

当園は高知県で唯一のYYプロジェクト（ヨコミネ式）を取り入れている保
育園です。

YYプロジェクトとは？
横峯吉文先生が約30年かけて鹿児島県志布志市の3つの保育園（通山
保育園・伊崎田保育園・たちばな保育園）で考案したヨコミネ式教育法。
平成17年より幼児活動研究会／日本経営教育研究所とともに、YYプロ
ジェクトという教育メソッドとして、日本全国の幼稚園・保育園へ全国展開
をしています。

YYプロジェクト・ヨコミネ式教育法の考え方
すべての子供が天才である。
できることはおもしろい。
おもしろいから練習する。
練習すると上手になる。
上手になると楽しい。
そして次の段階へ行きたくなる。

この繰り返しで一流に育つ
すべては1から始まり毎日の積み上げで10年でだれでも一流になれる

採用担当者
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求人職種
求人番号

事業所名
事業種別

所在地
雇用形態
雇用期間

賃金
（一律手当含む）

福祉資格

（◎必須　○いずれか
　必須　△望む）

時間外勤務
夜勤
宿直

賞与
その他

保育士 五台山保育園 高知市五台山 正職員 月給 ◎保育士 時間外勤務：なし 賞与：あり　3ヶ月

保育所 随時 176,000～176,000 夜勤：なし 退職金：あり

宿直：なし 通勤手当：あり

夜間：あり

水口 Ｔ　Ｅ　Ｌ

以下は、今回のフェアで紹介している求人情報です。掲載スペースの都合により最大５件まで掲載しています。
それ以外の求人や、同内容で雇用形態の異なる求人がある場合もありますので、ブースにてお問い合わせください。

Ｅ－ｍａｉｌ

今回のフェアで
紹介する求人の

応募に必要な資格

※当てはまるものに☑

　□ 資格不問　　□ 初任者研修　　□ 実務者研修　　□ 介護福祉士　　□ 介護支援専門員

　□ 看護師・准看護師　　□ 栄養士・管理栄養士　　　□ 社会福祉士　　□ 社会福祉主事

　□ 精神保健福祉士　☑保育士　　□ 理学療法士　　□ 作業療法士　　□ 言語聴覚士

　□ その他の福祉系・医療系資格（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

採用担当者から
あなたにメッセージ

（求める人材像など）
五台山保育園で子ども達と一緒にいろいろな事に挑戦してみませんか。

五台山保育園

出　展　名 五台山保育園

法　人　名 社会福祉法人五台山保育園振興会　五台山保育園

ブース番号 事業種別 保育

事業所一覧
（所在地）

法人本部
所在地 高知県高知市五台山３３６０

法人理念

当園は高知県で唯一のYYプロジェクト（ヨコミネ式）を取り入れている保
育園です。

YYプロジェクトとは？
横峯吉文先生が約30年かけて鹿児島県志布志市の3つの保育園（通山
保育園・伊崎田保育園・たちばな保育園）で考案したヨコミネ式教育法。
平成17年より幼児活動研究会／日本経営教育研究所とともに、YYプロ
ジェクトという教育メソッドとして、日本全国の幼稚園・保育園へ全国展開
をしています。

YYプロジェクト・ヨコミネ式教育法の考え方
すべての子供が天才である。
できることはおもしろい。
おもしろいから練習する。
練習すると上手になる。
上手になると楽しい。
そして次の段階へ行きたくなる。

この繰り返しで一流に育つ
すべては1から始まり毎日の積み上げで10年でだれでも一流になれる

採用担当者











ボランティア行事用保険（傷害保険、国内旅行傷害保険特約付傷害保険、賠償責任保険）

地域福祉活動やボランティア活動の一環として行われる各種行事におけるケガや賠償責任を補償！

送迎サービス補償（傷害保険）

送迎・移送サービス中の自動車事故など
によるケガを補償！
● 送迎・移送サービス利用者を特定したＡプラン
● 送迎・移送サービスのための自動車を特定したＢプラン

福祉サービス総合補償
（傷害保険、賠償責任保険、約定履行費用保険（オプション））

ヘルパー・ケアマネジャーなどの活動中の
ケガや賠償責任を補償！
● 在宅福祉サービス
（公的介護保険対象外
サービスを含みます。）

● 地域福祉サービス

● 障害福祉サービス
● 児童福祉サービス
● 障害者地域生活支援事業　
● 介護保険サービス　　　　 など

対象となるボランティア活動対象となるボランティア活動

保険金をお支払いする主な場合保険金をお支払いする主な場合

保険金額・年間保険料（１名あたり）保険金額・年間保険料（１名あたり）
◆グループの会則に則り企画、立案された活動であること
　（グループが社会福祉協議会に登録されていることが必要です。）

◆社会福祉協議会に届け出た活動であること
◆社会福祉協議会に委嘱された活動であること
※活動のための学習会または会議などを含みます。
※自宅などとボランティア活動を行う場所との通常の経路による
　往復途上を含みます。（自宅以外から出発する場合は、その場所
　と活動場所への往復途上となります。）

● 清掃ボランティア活動中、転んでケガをして通院
　した。（ケガの補償）
● 活動に向かう途中、交通事故にあって亡くなられ
　た。（ケガの補償）
● 活動中、食べた弁当でボランティア自身が食中毒に
　なって入院した。（ケガの補償）
● 家事援助ボランティア活動で清掃中、誤って
　花びんを落としてこわした。（賠償責任の補償）
●自転車でボランティア活動に向かう途中、誤って
　他人にケガをさせた。（賠償責任の補償）

ケガの
補償

賠償責任
の補償

年間保険料

死亡保険金

Ａプラン Ｂプラン

6,500円

350円 510円

500円 710円

10,000円

65,000円 100,000円

32,500円 50,000円

4,000円 6,000円

5億円
（限度額）

300万円
（限度額）

後遺障害保険金

入院保険金日額

通院保険金日額

特定感染症の補償 上記後遺障害、入院、通院の
各補償金額（保険金額）に同じ

賠償責任保険金
（対人・対物共通）

葬祭費用保険金
（特定感染症）

基本タイプ

天災タイプ（※）
（基本タイプ＋地震・噴火・津波）   

入院中の手術

外来の手術
手術

保険金

（※）天災タイプでは、天災（地震、噴火または津波）に起因する被保険者
　　自身のケガを補償します（天災危険担保特約条項）が、賠償責任の
　　補償については、天災に起因する場合は対象になりません。

1,040万円 1,400万円

1,040万円
（限度額）

1,400万円
（限度額）
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● 行事参加者（主催者〔個人〕を含みます。）全員のケガを補償　● 行事主催者の損害賠償責任も補償

●この保険は、全国社会福祉協議会が損害保険会社と一括して締結する団体契約です。

http://www.fukushihoken.co.jp
ふくしの保険 検 索

社会福祉法人全国社会福祉協議会団体契約者

〒100‒0013 東京都千代田区霞が関３丁目３番２号 新霞が関ビル１７Ｆ
ＴＥＬ：０３（３５８１）４６６７　ＦＡＸ：０３（３５８１）４７６３
営業時間：平日の 9:30～17:30（12/29～1/3 を除きます。）

取扱代理店 株式会社福祉保険サービス
〈引受幹事

保険会社〉損害保険ジャパン日本興亜株式会社 医療・福祉開発部 第二課
ＴＥＬ：０３（３３４９）５１３７
受付時間：平日の9:00～17:00（土日・祝日、12/31～1/3 を除きます。）

●このご案内は概要を説明したものです。お申込み、パンフレット・詳しい内容のお問い合わせは、あなたの地域の社会福祉協議会へ●

平成30年度


