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1 福祉・介護 職場体験 インターンシップ1

2020
採用

一　般 無資格 未経験

複合01 高 障

2020
採用

2019
採用

一　般 無資格 未経験

高複合02

思いの伝わる喜びを共に感じてみませんか 人生のプロデューサー、ヒューマン。

事業内容
重複聴覚障害者・高齢聴覚障害者の生活支援・作業支援・介護等を行ってい
ます。大阪府下４ヶ所(熊取町・羽曳野市・大阪市港区・吹田市)で施設や事
業所を運営しています。

事業内容
教育を母体としたヒューマングループで介護事業(在宅・施設サービス)、介
護教育事業、医療事業、保育事業など地域に密着した全国188事業所を展開
しています。

社会福祉法人
オオサカチョウカクショウガイシャフクシカイ

大阪聴覚障害者福祉会

ヒューマンライフケア
ヒューマンライフケア

株式会社

給　　与 大卒：195,800円～　短大・専卒：181,500円～
(調整手当10％含む) 給　　与 全国：199,000円～（近畿）　近畿エリア：180,000円～

※別途資格・夜勤手当等支給　　地域手当により変動

諸手当
・待遇

通勤手当、住宅手当、資格手当、処遇改善手当、夜勤手当(入所施設)あり
賞与年２回(年3.64ヶ月 前年度実績)

諸手当
・待遇

資格手当、通勤手当、家族手当等/サークル金制度、表彰制度、社宅補助制
度、資格取得支援制度等

募集職種 介護職員・支援員 募集職種 介護総合職【専門・育成・経営】（介護職から始まり、企画・事務・営業・
研修・ソーシャルワーカーなど様々な職種を経験可能）

資格等 手話ができなくても大丈夫！毎日少しずつ手話でコミュニケーションを取る
事で事前とスキルが身につきます。 資格等 社会福祉士、介護福祉士、社会福祉主事、初任者研修　等

★無資格・未経験者も大歓迎です★

就業先
所在地・

最寄駅など

①羽曳野市 近鉄南大阪線「上ノ太子」駅下車徒歩１０分
②熊取町 阪和道「貝塚」インターより約５分

就業先
所在地・

最寄駅など

大阪府大阪市中央区南船場4-3-2　ヒューリック心斎橋ビル
※面接は大阪支社にて実施します
※その他の就業先はＨＰかブースでお問い合わせください

求める人物像 人の好きな方。入居者・利用者のペースに合わせる事ができる方。 求める人物像
介護業界を様々な角度からサポートしていきたい方
介護のプロフェッショナルを極めたい方

休日休暇 公休：４週８休(月８～9 休) 休暇：夏季・冬季休暇あり、
有給初年度23日(最高４8日まで)勤続年数により特別休暇あり 休日休暇 年間休日110日　週休2日(シフト制)　有給休暇、慶弔休暇、裁判員休暇、

出産休暇、育児休業、子の看護休暇、介護休業　等

就業先
事業所名

①高齢者介護福祉施設「あすくの里」
②障害者支援施設「なかまの里」

就業先
事業所名

近畿（大阪・兵庫・京都・奈良）
※その他の就業先はＨＰかブースでお問い合わせください

saiyou@hlc-recruit.com
URL http:www.daichofuku.or.jp URL https://human-lifecare.jp

問
合
せ
先

問
合
せ
先

TEL 072-959-2252　　　ＦＡＸ　072-959-2632 TEL 06-6258-6904

E-mail houjin@daichofuku.or.jp E-mail

担当 法人本部　鍋谷(なべたに) 担当 採用課　小野

583-0842 羽曳野市飛鳥11番 542-0081 大阪府大阪市中央区南船場4-3-2　ヒューリック心斎橋ビル

第三者評価

2020
採用

2019
採用

一　般 未経験

複合03 児

2020
採用

2019
採用

一　般 無資格 未経験

高 障 児複合04

子ども　あらゆる人のため　未来のために 『やってみたい』が『いろいろ』あります

事業内容 大阪市認可　小規模保育事業所
内閣府企業主導型保育事業 事業内容

児童発達支援・就労支援・相談支援・地域生活支援・入所支援等、幼児から
高齢者までそれぞれのライフステージに寄り添った18拠点75事業を展開し
ています。特にGHの展開規模は日本一です。

松下金属工業
マツシタキンゾクコウギョウ

株式会社

社会福祉法人
オオサカフショウガイシャフクシジギョウダン

大阪府障害者福祉事業団

給　　与 保育士　正規職員：￥174,500～　短時間職員：￥１,000～/時
※経験者は、経験・能力を考慮し決定します 給　　与 大学新卒：195,200円程度、短大専門学校等2年生新卒：186,100円程度

※既卒者については、前歴加算あり

諸手当
・待遇

諸手当：資格手当、通勤手当、処遇改善費
諸手当
・待遇

賞与（年2回）、各種手当（住居、扶養、通勤、夜勤、宿直、職務）、
福利厚生（各種保険、退職金制度、共済制度）と充実！！

募集職種 保育スタッフ 募集職種 指定職（支援業務・事務業務）
指定職とは、勤務エリアが限定された職員のことです。

資格等 保育士、保育教諭、地域子育て支援員
※無資格・未経験者もお気軽にお越しください！ 資格等 高卒以上であれば、未経験、福祉の勉強をしていない方も大歓迎です。

コツコツ事務仕事派も募集しています。

就業先
所在地・

最寄駅など

①大阪市内　　②③東大阪市内
※就業先はＨＰかブースでお問い合わせください！

就業先
所在地・

最寄駅など

【北エリア】箕面市、茨木市、守口市　【中エリア】堺市、泉大津市、大阪
狭山市、河内長野市　【南エリア】松原市、富田林市、大阪狭山市、河内長
野市（詳しい所在地はブースまで）

求める人物像 子どもがのために頑張れる人、創造性豊かな人 求める人物像
支援職：利用者を尊重し、『想い』に寄り添うことのできる人
事務職：真面目にコツコツ仕事をやりきる人　共に成長しましょう！

休日休暇 年間休日約110日　※週休2日、ＧＷ休暇、夏季休暇：3日程度、冬季休
暇：3日程度 休日休暇 年間休日121日、有給休暇20日/年、休暇（産前産後、病気、看護、育児、

夏季、結婚、妻の出産、リフレッシュ等）と充実！！

就業先
事業所名

①東中本みらい保育園
②芸術みらい保育園　　③芸術みらい保育園ゆりかご

就業先
事業所名

大阪府下を北・中・南と3つのエリアに分けており、希望するエリア内の事
業所に勤務していただきます（詳しくはブースまで）

584-0054 富田林市大字甘南備216番地問
合
せ
先

問
合
せ
先

TEL 072－988-2525 TEL 0721-34-3563

担当 事業責任者：松下・事務局：小永吉 担当 法人事務局人事課　福岡・前田

E-mail info@miraihoikuen.net E-mail jinjika@sfj-osaka.net
URL http://www.miraihoikuen.net URL http://www.sfj-osaka.net

579-8037 東大阪市新町15番19号
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fukushi@shitennoji-fukushi.jp
URL http://www.osj.or.jp URL http//www.shitennoji-fukushi.jp

就業先
事業所名

Ⅱ種職員での採用の場合はブロック採用となります。北摂ブロック、北河内
ブロック、堺泉州ブロック内のいずれかの施設が配属先となります。

就業先
事業所名

大阪府下21の施設(大阪市、羽曳野市、八尾市、枚方市、南河内郡太子町、
富田林市等）

問
合
せ
先

問
合
せ
先

TEL 072-724-8166 TEL 06-6771-7971

就業先
所在地・

最寄駅など

北摂ブロック　：茨木市、高槻市、箕面市、豊中市、池田市
北河内ブロック：四條畷市、東大阪市、高槻市
堺泉州ブロック：堺市、和泉市、南河内郡

就業先
所在地・

最寄駅など

社会福祉法人　四天王寺福祉事業団　各事業所
※パンフレット、ホームページをご参照ください

求める人物像
「よりそう想い　つながる心」の理念に共感して下さる方。人柄とやる気を
重視します。

562-0012 箕面市白島3丁目5番50号

求める人物像
法人理念である宣言「人の幸せを喜びとして」に共感いただき、社会福祉に
情熱と優しいこころを持った若い力に期待しています。

543-0051 大阪市天王寺区四天王寺1-11-18

担当 事務局総務グループ　担当　巽(たつみ) 担当 法人本部　採用担当　氏家幹夫　岩井智裕

E-mail soumu-g@osj.or.jp E-mail

給　　与 大卒：￥203,600～　短卒・専卒：￥196,000～
※職務手当を含む（特養配属の場合） 給　　与 大学卒(社会福祉士・介護福祉士・保育士)198,100円～

短大・専門学校卒(保育士)185,700円～

諸手当
・待遇

諸手当：夜勤手当（宿直手当）、資格手当、通勤手当、住居手当、扶養手
当、時間外勤務手当等　その他：支度金制度あり

諸手当
・待遇

職務手当・夜勤手当・住宅手当・通勤手当・扶養家族手当等支給
賞与あり(2018年度実績年間3.8か月)　職員寮あり。

休日休暇 年間休日約120日
※公休：4週8休、夏季休暇(3日以内)、年末年始休暇あり 休日休暇 年間109日/2019年度(日祝日に指定休37日を加えた日数）

ただし、施設・職種によって夜間、日祝日の勤務もあります。

資格等 介護福祉士、社会福祉士、介護支援専門員、社会福祉主事任用資格等 資格等 社会福祉士　介護福祉士　保育士　幼稚園教諭　等
※資格のない方も気軽にお越しください。

大阪府下12拠点で事業を運営しています 1700人以上のスタッフで支援しています

事業内容
昭和46年設立、歴史と伝統のある社会福祉法人です。大阪府下12拠点で、
特別養護老人ホームを中心に、高齢者福祉施設や障がい者福祉施設等を運営
しています。

事業内容 大阪府下で病院、高齢者福祉をはじめ各分野で21施設を運営し、地域福祉の
進展を目指し訪問事業にも積極的に取組んでいます。

シテンノウジフクシジギョウダン

四天王寺福祉事業団

ＰＲ冊子Ｐ.27
2020
採用

2019
採用

一　般 無資格 未経験

募集職種 支援員(介護業務等・生活支援業務等)/支援員(生活相談業務等) 募集職種 高齢者施設スタッフ・障害者施設スタッフ・障害児施設スタッフ・
保育園スタッフ・婦人母子施設スタッフ

社会福祉法人

2020
採用

2019
採用

一　般 未経験

社会福祉法人
オオサカフシャカイフクシジギョウダン

大阪府社会福祉事業団

第三者評価

複合07 高 障 複合08

第三者評価 1 1 1 1

高 障 児 医・生保・他

1 1 1 福祉・介護 職場体験 インターンシップ 福祉・介護 職場体験 インターンシップ 児童現場体験

E-mail zaidan-1@occn.zaq.ne.jp E-mail

URL http://www.zaidanosaka.or.jp/ URL https://panasonic.co.jp/es/pesaf/

問
合
せ
先

問
合
せ
先

TEL 06-6931-0098 TEL (キャリア）03-6633-9468　（新卒）03-6778-8636

担当 山本・玉置 担当 採用事務局

571-8686 門真市門真1048536-0001 大阪市城東区古市1-20-4

就業先
所在地・

最寄駅など

大阪市（城東区・旭区・鶴見区・生野区）、高槻市、枚方市、貝塚市、羽曳
野市、松原市の当法人の施設事業所

就業先
所在地・

最寄駅など
拠点により異なります

求める人物像 利用者により添える人、創造力のある　ともに笑える元気な方。 求める人物像 実行力・状況把握力・ストレスコントロール力のある方

休日休暇 4週8休（年間総労働時間1876時間）　特別休暇、リフレッシュ休暇 休日休暇 シフト制（当社カレンダーによる）年間休日114日

就業先
事業所名

城東特別養護老人ホーム、槻ノ木荘、貝塚こすもすの里、三島の郷、豊里学
園、すみれ愛育館、南海香里のさと、高鷲学園、すみれ乳児院、東桃谷幼児
の園、阿保くすの木保育園、高鷲保育園、他

就業先
事業所名

大阪市内・大阪府内

給　　与 大卒216,000円から　短大・専門学校卒196,000円～
＊前歴加算あり 給　　与 介護職正社員：206,200円～

※保有資格により異なる　※残業代・夜勤手当は実施分を別途支給

諸手当
・待遇

夜勤手当・資格手当・業務手当・運転手当・住宅手当・扶養手当・通勤手
当・年末年始手当・処遇改善特別手当・期末勤勉手当

諸手当
・待遇

資格手当・業務手当・時間外手当（1分単位）・介護職処遇改善手当・交通
費全額支給・入社時有給休暇付与・各種社会保険完備

募集職種 総合職、介護職、生活支援員、保育士、児童指導員、看護師、栄養士、調理
員、事務職員 募集職種 介護職・看護職・介護支援専門員など。

資格等 保育士、栄養士、調理員、看護師は要資格　（入職時に取得または取得見込
みであること） 資格等 介護職員初任者研修・実務者研修・社会福祉主事任用・介護福祉士・看護

師・介護支援専門員など　※正社員は普通自動車免許要

「生きる」を支える　福祉の仕事をご一緒に これからの介護　これからの暮らし

事業内容 高齢者福祉、障がい児者福祉、児童福祉、保育所、救護施設と関連する地域
支援事業をすすめています。 事業内容 デイサービス、ショートステイ、訪問入浴、訪問介護、訪問看護、居宅介護

支援事業、介護付有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅

パナソニック エイジフリー
パナソニツク　エイジフリー

株式会社

社会福祉法人
オオサカフクシジギョウザイダン

大阪福祉事業財団

ＰＲ冊子Ｐ.26
2020
採用

2019
採用

一　般 無資格 未経験

福祉・介護 職場体験

2020
採用

一　般 無資格 未経験

高

1 1 1 福祉・介護 職場体験

複合05 高 障 児 医・生保・他 複合06

児童現場体験 第三者評価 1
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〒 〒問
合
せ
先

問
合
せ
先

TEL 06-6444-3022 TEL 06-6718-5538

担当 豊泉家グループ　管理本部　瀬戸根・瀧川・濱田 担当 人事担当　濱　勝山　千々岩

E-mail zinzai@e-housenka.com E-mail

URL http://www.housenka.com/recruit/ URL http://sincerity-group.net/index.html

542-0063 大阪府大阪市中央区東平2-1-6550-0003 大阪市西区京町堀1-11-1　博友ビル4階

就業先
所在地・

最寄駅など

○豊中市：北大阪急行「千里中央駅・桃山台駅」阪急「豊中駅」
○箕面市：阪急「牧落駅」
○大阪市住之江区：南港ポートタウン線「平林駅」

就業先
所在地・

最寄駅など

①大阪府守口市寺方元町1-16-12　②大阪府大阪市平野区加美北4-5-40
③大阪府枚方市星丘2-22-34　※その他の就業先はブースで問い合わせく
ださい。

求める人物像
「自立と自由の家」に共感してくださる、素直で前向きな方。
人が好きで「誰かのために何かがしたい」と考えられる方。

求める人物像 会社を一緒に成長させてくれる元気で明るい方を求めます！！

休日休暇 週休2日 シフト制 (月8～９日)
有給休暇・リフレッシュ休暇・特別休暇・産前産後育休制度　等 休日休暇 年間休日約１０８日　※１ヶ月８休　年末年始３日　夏季休暇３日

GW休暇２日　他就業規則の規定に準ずる 働き方改革推進中

就業先
事業所名

社会福祉法人　福祥福祉会　（豊泉家）
○北緑丘コミュニティ　○桃山台コミュニティ　○住之江コミュニティ
○末広コミュニティ　　○箕面コミュニティ　　○桜塚コミュニティ

就業先
事業所名

①ライフパートナー守口　②新ライフパートナー平野　③ライフパートナー
星丘　※その他の就業先はブースで問い合わせください。

給　　与 院・大学卒：210,000円～　　短大・専門卒：190,000円～
高 卒　　  ：170,000円～ 給　　与 初任者～介護福祉士　215,000円～225,000円

諸手当
・待遇

夜勤手当・通勤手当・資格手当・季節給・児童手当
職種資格給・少子化対策奨励給・慶弔見舞金 　等

諸手当
・待遇

諸手当：資格手当、残業手当、通勤手当、処遇改善手当
その他：社員旅行あり、食事補助あり、資格所得支援制度あり

募集職種 ケアワーカー（高齢介護）・支援員（障がい者支援） 募集職種 総合職（介護職からスタートしリーダー職、サービス提供責任者　管理職
エリアマネージャー等をキャリアパスとし掲げています）

資格等 不問（無資格・未経験の方でも安心の充実した研修制度あり！）
技術・知識・心について学ぶ機会がたくさんあります。 資格等 初任者研修（旧ホームヘルパー２級）・実務者研修・介護福祉士　等

※無資格・未経験の方も資格所得支援制度あり

目指すのは「自立と自由がある大きな家」 笑顔で思いやりの介護を提供しています。

事業内容
「自立と自由の家」をコンセプトに、その“人”のできること・したいこと
を尊重し、共に役割を持ち、それぞれの存在価値を見出す。そんな“大きな
家”を創っています。

事業内容 住宅型有料老人ホーム内での介護業務をしています。５事業所展開しており
近年、事業所新設も計画しております。

ユアスマイル
ユアスマイル

株式会社

社会福祉法人
フクショウフクシカイ

福祥福祉会

ＰＲ冊子Ｐ.28
2020
採用

2019
採用

一　般 無資格 未経験
2020
採用

2019
採用

一　般 無資格 未経験

高 障 医・生保・他複合11 高 障 複合12

E-mail nakatani@minaatoryo.or.jp E-mail takashi.baba@sompocare.com
URL http:/www.minatoryo.or.jp/ URL https://recruit.sompocare.com/

問
合
せ
先

問
合
せ
先

TEL 06-6576-4315 TEL 0120-332-295

552-0014 大阪市港区八幡屋4-8-1

担当 社会福祉法人みなと寮　法人本部　中谷 担当 SOMPOケア　採用担当

530-6005 大阪市北区天満橋1-8-30 OAPタワー5階　関西オフィス

就業先
所在地・

最寄駅など

大阪府内
※詳細は法人ホームページに掲載しています
 （社会福祉法人みなと寮HP http:/minatoryo.or.ip/）

就業先
所在地・

最寄駅など
大阪府下に複数ホーム・事業所あり　※詳細は当社HPをご覧ください。

求める人物像
「人に対する思いやりや優しさ」「人の痛みに共感できる」など、
人間性豊かな方を求めています。

求める人物像
「誠実さと高い倫理観」「協調性」「素直さ」をお持ちの方と一緒に働きた
いと考えております。

休日休暇 月9回(2月のみ8回､年間107日)
有給休暇、特別休暇、産前･産後休業、育児休業、介護休業 休日休暇 年間休日113日（公休110日＋リフレッシュ休暇3日）、年次有給休暇

就業先
事業所名

救護施設（4施設）、特別養護老人ホーム（3施設）
地域在宅サービスステーション（2事業）

就業先
事業所名

①そんぽの家（介護付きホーム）　②そんぽの家S（サービス付き高齢者向
け住宅）　③SOMPOケアラヴィーレ（介護付きホーム）

給　　与 大卒：220,000円～　　短大卒・専門卒：201,000円～
高卒：191,000円～　　※夜勤手当含む 給　　与 月給166,700円～月給196,300円　※資格により変動

諸手当
・待遇

【諸手当】夜勤手当･通勤手当･超過勤務手当･介護調整手当･資格手当
【待遇】資格取得のための支援制度･他

諸手当
・待遇

精勤手当：6,000円、夜勤手当：5,000円（月5回程度）、
休日手当：4,000円（2000円×月2回）

募集職種 生活支援員 募集職種 介護スタッフ・看護スタッフ・ケアマネジャー・登録ヘルパー・調理スタッ
フ・清掃スタッフ・ドライバーなど

資格等 不問（無資格・未経験でも安心して働ける環境を整えています！） 資格等 介護福祉士、ヘルパー1級/実務者研修、ヘルパー２級/初任者研修　など
※無資格・未経験の方もお気軽にお越しください。

『笑顔で支援』が、私たちのモットーです！ 介護の未来を、SOMPOが変える。

事業内容
主に障がい者ならびに生活困窮者を対象とした生活保護事業（救護施設運
営）と高齢者を対象とした介護保険事業に取り組んでおり、その他に地域在
宅サービスなど多様な事業を展開しています。

事業内容
当社は、全国で約300の介護付きホーム、約130のケア付き住宅、約680
の在宅サービス事業所を展開しており、シニアリビング居室数で国内1位の
規模を有しています。

SOMPOケア
ソンポケア

株式会社

2020
採用

一　般 無資格 未経験

高複合09 高 医・生保・他 複合10

第三者評価1 1 福祉・介護 職場体験

社会福祉法人
ミナトリョウ

みなと寮

ＰＲ冊子Ｐ.42
2020
採用

2019
採用

一　般 無資格 未経験



〒 〒

〒

就業先
所在地・

最寄駅など

①近鉄長野線「汐ノ宮」駅から徒歩約９分
②阪急宝塚線「宝塚」駅から阪神バス「鳥島」下車 徒歩約６分
※他の就業先はHPかブースでお問い合わせ下さい

求める人物像
これからも新規施設開設予定ですので、新規開設などご興味がある方、向上
心がある方お待ちしております。

休日休暇 年間休日107日　※公休：毎月9日（28日の月のみ公休8日）

就業先
事業所名

①フォーユー河内長野　②フォーユー宝塚
他：大阪市、茨木市、東大阪市、八尾市、堺市、神戸市等あり、ブースでお
問い合わせください。

問
合
せ
先

TEL 0120-01-8840

550-0005 大阪市西区西本町1丁目10番3号　新松岡ビル

担当 日健マネジメント　採用担当　森崎

E-mail saiyou.nikken@gmail.com
URL http://www.nikken-m.jp/

事業内容
主に有料老人ホームの運営・介護事業の運営を行っております。今年度、次
年度ともに新規施設の立ち上げも計画しており、関西一円で３５棟以上の施
設運営しております。

株式会社
ニッケンマネジメント

日健マネジメント

給　　与 初任者研修：200,000円～　介護福祉士：215,000円～
施設長候補：280,000円～　職種により考慮します

諸手当
・待遇

諸手当：夜勤手当（月内5回目以降）、資格手当　その他：交通費、勤続褒
賞金制度、リフレッシュ旅行代補助、資格取得支援制度

募集職種 介護職・サービス提供責任者・管理者・施設長候補

資格等 ヘルパー２級/初任者研修　実務者研修　介護福祉士

2020
採用

2019
採用

一　般 無資格 未経験

社是は『幸せ行進曲』皆様の幸せ目指します

複合15 高

E-mail info@toyonakahp.jp E-mail saiyou-nishi-nihon@earthsupport.co.jp
URL http://www.toyonakahp.jp/ URL http://www.earthsupport.co.jp/

問
合
せ
先

問
合
せ
先

TEL 06-6841-3262 TEL 06-6977-4000

561-0807 大阪府豊中市原田中1丁目16番18号 豊中平成病院

担当 総務課 担当 西日本エリア人事グループ　採用担当　石井

537-0014 大阪市東成区大今里2－5－12

就業先
所在地・

最寄駅など

①②③⑥大阪府豊中市：阪急宝塚線「曽根駅」④⑤⑥大阪府東大阪市：近鉄
大阪線「弥刀駅」
※その他についてはＨＰかブースにてお問合せください。

就業先
所在地・

最寄駅など

①大阪市東成区：大阪メトロ線「今里駅」　②八尾市：近鉄大阪線『近鉄八
尾駅』中央口より徒歩8分　③堺市：南海本線『石津川駅』出口より徒歩6分
他拠点多数あり！

求める人物像
「その人らしさを支えます」の理念のもと、患者さん・利用者さんの心に寄
り添い、明るく優しい環境を一緒に作ってくださる方！

求める人物像
「地域密着でお客様の生活を支える」という気持ちがおありの方。人柄とや
る気を重視致します！

休日休暇 年間休日110日　※公休：４週８休、夏季休暇：3日、冬季休暇：3日
有給休暇：初年度10日（最高20日） 休日休暇 年間休日111日　※公休月9日（4週8休）　特別休暇あり

就業先
事業所名

①豊中平成病院 ②平成記念病院 ③ケアホーム豊中(老健) ④弥刀中央病院
⑤弥刀介護老人保健施設 ⑥デイケア・デイサービス
※その他あり、 ＨＰかブースにてお問合せください。

就業先
事業所名

大阪府、他都道府県各地にあり

給　　与 介護士：￥211,000～　介護福祉士：￥230,000～ 給　　与 205,800円～232,000円

諸手当
・待遇

皆勤(5千),処遇改善(2万),病棟(1万),夜勤(1万/1回),通勤手当
諸手当
・待遇

諸手当：資格手当、通勤手当、
その他：資格取得支援、制服貸出、

募集職種 介護職（病棟勤務、デイケア、デイサービス、老健など） 募集職種 総合職・総合介護職・介護職・生活相談員・訪問入浴オペレーター・
ヘルパーサービス提供責任者・ホームヘルパー

資格等 介護福祉士、ヘルパー、初任者研修終了
※無資格、未経験者もお気軽にお越しください！ 資格等 介護福祉士、実務者研修、初任者研修／ヘルパー2級　等

※無資格・未経験もお気軽にお越しください！

安心できる介護をモットーに・・・ 「生きがい支援企業」を商標登録しています

事業内容
平成医療福祉グループは日本で100以上の病院・施設を運営しています。
「絶対に見捨てない」理念のもと、患者さん・利用者さんのためを最優先
に、最善の医療・福祉サービスを実践しています。

事業内容
高齢化が深刻化する現代において必要とされる「在宅介護」の充実を目指
し、主力の「訪問入浴サービス」をはじめとした全２６種類のサービスを全
国470以上の拠点で展開しています。

アースサポート
アースサポート

株式会社

2020
採用

一　般 無資格 未経験

高 障複合13 高 障 医・生保・他 複合14

医療法人
コウセイカイ

康生会 

2020
採用

2019
採用

一　般 無資格 未経験


