
住所 代表者名

会社概要

創業 2003 年 3 月

資本金 1,000 万円

従業員数 32 人

平均年齢 37.9 歳

勤務条件・処遇

職種（内容）

雇用形態

初任給 専門学校 （介護職） 170,000円

（看護職） 180,000円

高校 （介護職） 160,000円

諸手当

　 その他（資格手当、夜勤手当）

昇給

賞与 （年2回）

勤務時間 8:30 ～

シフト制

7:30 ～

9:30 ～

休日・休暇

その他有給休暇

・育児休暇

・慶弔等の特別休暇

退職金　

研修制度

（　新人研修、外部研修　　　　　　　　）

加入保険等

従業員宿舎

その他福利厚生

制服支給、育児休業取得実績あり　

ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞ接種補助金、資格取得支援

採用実績

採用実績

高卒　         　　　　　　 　 平成30年度1名（介護職）

障害者雇用

勤務地

連絡先 明るく健康で素直な人

採用担当/

電話番号/ 0957-63-9977

ホームページ/ 職場体験・見学の受入

E-mail/ ｇｈａｏｚｏｒａ＠ｉａ1．Ｉｔｋｅｅｐｅｒ.ne.jp

島原市下折橋町3433-1

求める人物像

江島　由里子

【会社紹介】
敷地内に同法人の施設が隣接する当ホームは、南向きの窓からは雄大な眉
山と野菜畑が見渡せ、自然豊かな場所に立地しています。開設15年を迎え、
平成23年に運営理念を基に全職員で介護理念を作成し、青空のような爽や
かな明るい笑顔で挨拶ができるようにと、日々理念の実践に取り組んでいま
す。

17:00

株式会社　あおぞら福祉会

・介護職（利用者の日常生活のお世話　　　　　　）

・看護職（利用者の健康チェック、服薬管理等　　　　）

19:00

大卒（短大、専門学校卒） 平成27年度1名（介護職）

　　　　　　　 　　　　　　　　　平成30年度2名（介護職）

（年に1回）

18:00

　　　　         　　　　　　　　令和　２年度1名（介護職）

【先輩からのメッセージ】
入社した当初は介護についての経験も知識も浅い私に利用者様 のお世話
ができるだろうか？と不安もありましたが、先輩方がいつも優しく励ましなが
ら指導してくださいました。今では自信をもって利用者様と接する事が出来る
ようになりました。 介護は身体だけではなく心のケアも必要となるため簡単
な仕事ではありませんが、利用者様から笑顔で「ありがとう」  「助かった」 と
言われると、とても嬉しくなり仕事にやりがいを感じます。利用者様一人ひと
りとのかかわりを通して「私はあおぞらで
仕事が出来て本当に良かった。」
と胸を張って言う事が出来ます。
明るく元気なスタッフたちと
是非あおぞらで一緒に
働いてみませんか！
 【令和3年入社（女性）】

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

〒855-0075　長崎県島原市下折橋町3433番地1 代表取締役　山本 登志之

あおぞらのような爽やかな笑顔を提供します

福祉

正社員

労災 健康 厚生

あり（勤続 3年以上）

なし社宅あり

雇用

住宅手当 通勤手当

扶養手当（家族手当）

あり

あり

深夜・休日手当

あり

週休2日（シフト表による）

年末年始休暇 祝・祭日休

あり

寮あり 借上社宅あり

あり

有 無

可 不可



住所 代表者名

会社概要

創業 1998 年 2 月

資本金 300 万円

従業員数 50 人

平均年齢 39 歳

勤務条件・処遇

職種（内容）

雇用形態

要問合せ

夜勤手当・交付金手当含む

諸手当

　 その他（夜勤手当、業務手当、交付金手当）

昇給

賞与 （年2回）

勤務時間

シフト制

8:00 ～

10:00 ～

休日・休暇 隔週 8日／月

退職金

研修制度

（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

加入保険等

従業員宿舎

その他福利厚生

採用実績

採用実績

連絡先

代表代理  小関  亨 障害者雇用

0957-65-5008 勤務地

http://johka.jp

johka.5008@air.ocn.ne.jp

職場体験・見学の受入

島原市、南島原市

　　　　         　　　　　　　　令和　1年度　0名

　　　　　　　 　　　　　　　　　平成31年度　1名（介護職）

求める人物像

【こんな方なら大歓迎 】
・介護の仕事に興味がある
・人と接することが好き
・向上心、やる気がある
・感受性が豊か

【先輩からのメッセージ】
私自身、この会社に入る前は介護職としての経験はないし、資格もない。し
かも、介護職はきつくて大変だろうなというイメージしかありませんでした。し
かし、心のどこかでいつかは介護の仕事をと考えていたこともあって「とにか
く  やってみよう」と、おもいきってこの会社に飛び込んでみました。
最初はわからない事ばかりでしたが、現場での業務に携わりながら、周りの
先輩スタッフの協力のもと、研修制度を利用して介護の知識・技術を習得し
ていきました。
資格取得を目指しているスタッフもたくさんいます。
また、資格を取得することでキャリアが積める仕事でもあります。
現場の知識、技術を身につけたら方向性も広がって自分に自信がつき、イキ
イキと仕事ができます！
利用者皆様との会話やふれあいを通して、自分自身の家族関係や、やりが
い、楽しみを見つけていくことができます。また、海外旅行やスポーツ大会な
どスタッフ間の親睦を深めるイベントが沢山あり、とても楽しい職場です。
異業種からの転職であったり、また目指してみようと思われている方、理由
は様々でしょうが、ここふるさとの家『城下』はとても明るく、思いやりのある職
場です。

社員旅行、レクレーション大会等

高卒　         　　　　　　 　 令和　3年度　0名

　　　　         　　　　　　 　 令和　2年度　1名（介護職）

有限会社グループホームふるさとの家

【会社紹介】
有限会社グループホームふるさとの家は『老いても 障害を持っても 当たり前
に 自分らしく 普通に暮らしたい』を理念に掲げ、介護保険制度が始まる2年
前、平成10年2月、島原市にグループホームふるさとの家『城下』を開設いた
しました。
開設より20年経ち、皆様より『城下さん』の愛称で親しまれています。
現在、南島原市にグループホーム1カ所、島原市にグループホーム2カ所、デ
イサービス2カ所を展開し、地域の皆様、関係機関の皆様にご支援いただ
き、利用者様の意思および人格を尊重し、家庭的な環境の下、常に利用者
の立場に立ったサービスを提供させていただいております。
また、『城下』のブランドを高める為に、スタッフ全員が向上心を持ち、介護技
術、知識の習得に心がけています。
さらに行事委員や防災委員、身体拘束防止委員等の委員会があり、自分た
ちでアイデアを出し合い、より良い空間になるよう日々努力しています。
おかげ様で、「何かあったら『城下』さんにお願いしたい。」「『城下』さんだった
ら大丈夫。」と、利用者様本人、家族の方、また関係各機関の皆様より温か
い言葉をいただいています。天候や利用者様の体調を見ながら、毎日の日
課としてドライブや買い物に出かけたり、お花見から始まり、『城下』夏祭りや
3月のお雛様まで数々の行事を行い、利用者様と一緒に季節を感じて過ごし
ています。

・介護職（  高齢者介護  ）

17:00

19:00

166,000円  ～  180,000円

ホームページ/

電話番号/

採用担当/

E-mail/

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

島原市新湊二丁目丙1743番地 小関　信

基本理念 『老いても　障がいをもっても
当たり前に 自分らしく　普通に暮らしたい』

⑤写真
※複数枚可

福祉

労災 健康 厚生

あり（勤続 年以上）

可 不可

有 無

なし社宅あり

雇用

正社員 正社員以外（契約社員・嘱託社員等）

住宅手当 通勤手当

扶養手当（家族手当）

あり

あり

深夜・休日手当

あり

年末年始休暇 祝・祭日休

あり

寮あり 借上社宅あり

あり

あり

http://johka.jp/
mailto:johka.5008@air.ocn.ne.jp


住所 代表者名

会社概要

創業 1992 年 12 月

資本金 3,000 万円

従業員数 63 人

平均年齢 48 歳

勤務条件・処遇

職種（内容）

雇用形態

初任給 大学 支援員 156.300円

支援員 145.400円

高校 支援員 140.500円

諸手当

　 その他（資格業務手当、調整手当）

昇給 （年に1回）

賞与 （年に2回）

勤務時間 8:30 ～

シフト制

休日・休暇

その他有給休暇

・特別有給休暇（慶弔・研修等）

退職金

研修制度

加入保険等

従業員宿舎

その他福利厚生

採用実績

採用実績

連絡先

採用担当/ 統括管理者　　菅　敏洋 障害者雇用

電話番号/ 0957-62-7143 勤務地 島原市

ホームページ/http://www.shimabarashi-ikuseikai.or.jp/

E-mail/ tewotunagu@shimabarashi-ikuseikai.or.jp

職場体験・見学の受入

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

〒855-0854　長崎県島原市萩が丘二丁目5715番1 理事長　平　野　嗣　雄

障害のある人の『いのちを守り いのちを育む  共に生き 共に育つ』

福祉 社会福祉法人　島原市手をつなぐ育成会

高卒　         　　　　　　 　 令和    　2年度    1名（支援員）

(会社紹介)
　手をつなぐ育成会は、昭和27年、東京で知的障がい児をもつ3人の母親た
ちの運動からはじまりました。
　私たち島原市手をつなぐ育成会は昭和42年に設立され、本人と保護者の
思いを汲取り、そのニーズを福祉事業の運営及び地域福祉活動に反映させ
ながら現在に至っています。
そして、長崎県手をつなぐ育成会、全国手をつなぐ育成会連合会と連携し、
地域の課題解決や本人主体の福祉のあり方について提言する等、よりよい
福祉施策を求める運動を継続して行っています。

短大、専門学校

・支援員（障害のある人たちの日中の生活支援及び作業支援）

17:30

求める人物像

・障害の有無に関係なく人格、人権
を尊重できる人。
・相手の話をよく聞くことができる
人。　　　・何よりも命が大事であるこ
とを優先できる人。

【先輩からのメッセージ】
　ネットワークセンターひかりでは、島原市福祉センターの掃除、リサイクル
活動等、利用者の皆さんがいきいきと働ける環境をつくっています。また、一
般企業への就職を目指す方への支援も関係機関と連携し行っています。利
用者の皆さんと共に汗を流し作業の支援を行っています。

　松光学園ではトマト袋のシール貼り作業や正月飾り作り作業などが時期に
応じて行い利用者さんの工賃になります。その他、テーブルホッケーや風船
バレー、色塗り、歌、ダンスなど利用者のみなさんと一緒に楽しく活動をして
ます。また、盆踊り会や旅行などのたくさんの行事もあります。それらを通し
て、みんなの笑顔を見ることが私にとってのやりがいです！！

　光のフェアリーでは、病院と違いDr.が常駐されていないので、利用者の方
の体調管理・医療的ケアの部分において、看護師の観察力と判断力が求め
られます。大変な事もありますが、そこもまた看護師として、やりがいを感じら
れる魅力の1つです。

※「あり」の場合具体的な内容　ソウエルクラブ

労災 健康 厚生

あり（勤続 年以上）

可 不可

有 無

なし社宅あり

雇用

正社員 正社員以外（契約社員・嘱託社員等）

住宅手当 通勤手当

扶養手当（家族手当）

あり

あり

深夜・休日手当

なし

週休○日（○曜日、○曜日）

年末年始休暇 祝・祭日休

あり

寮あり 借上社宅あり

あり

mailto:tewotunagu@shimabarashi-ikuseikai.or.jp


住所 代表者名

会社概要

創業 1975 年

資本金 1億3265 万円

従業員数 58 人

平均年齢 48 歳

勤務条件・処遇

職種（内容）

雇用形態

初任給　　　　　　基本給（実績） 1年目高卒 160,186円

2年目高卒 172,656円

正社員１年目（資格なし） 170,000円

正社員１年目（資格あり） 180,000円

諸手当

　 その他 （会議手当、夜勤手当　他）

昇給 （年1回）

賞与 （年2回　　　　3か月程度　）

（正職　同4～5.5か月程度）

勤務時間 9:00 ～

シフト制

6:30 ～

10:00 ～

8:00 ～

休日・休暇

その他有給休暇

・年次有給休暇

・慶弔等の特別休暇

退職金

研修制度

（　内部研修、外部派遣研修　　）

加入保険等

従業員宿舎

その他福利厚生

採用実績

採用実績

高卒　         　　　　　　 　 令和　4年度　1名（介護職）

令和元年度　1名（介護職）

　　　　　　　 　　　　　　　　　平成○○年度○○名（○○職）平成30年度　1名（介護職）

　　　　         　　　　　　　　平成28年度　1名（介護職）

障害者雇用

連絡先 勤務地

採用担当/ 事務局　和泉 求める人物像

電話番号/ 0957-68-1818

ホームページ/ http://www.shokow-by.or.jp

E-mail/ byakowen@shokow-by.or.jp

職場体験・見学の受入 （ただし、コロナ情勢による）

制服支給、定期健康診断、育児休業取得実績有り、介護

休業取得実績有り、職員互助会（慶弔、親睦会他）

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

〒859-1415　長崎県島原市有明町大三東戊783-1 理事長　菊池　玄

　『経営理念』より
　　　　ひとびとが　安心して　希望ある生活を営んでゆけるよう
　　　　　　　　　ひとびとに　信頼され
　　　　　　　　　　　　　ひとびとに　愛される　施設を　私たちは目指します

福祉
社会福祉法人勝光会

特別養護老人ホーム白光苑

　明るく、朗らかな方。
　また、人と接するのが好きな方。
　
　もしくは、
　　介護のプロを目指したい方。

島原市有明町

【先輩からのメッセージ】

   高校を卒業して、もうまもなく１０年。毎日を楽しく過ごしています。よく、介
護の職場は「大変やねぇ。」なんて言われますが、私には、とても楽しい職場
です。人と触れ合う職場に喜びを感じています。
   私の職場では、ご利用者それぞれの個性を守れるように、様々な職種の
方と意見を交換し、ご利用者への援助方針を決めています。その結果、ご利
用者の笑顔が引き出せたりすると、とても嬉しくなります。人の笑顔から日々
の活力をもらっています。勉強を重ねながら、悩むことも多いですが、とても
やりがいのある仕事です。
　もし、就職先を迷っているなら、福祉の仕事にもチャレンジしてください。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（介護職：H）

【会社紹介】

　昭和５０年４月、地域の有志者により地域の介護問題の解決のため設立さ
れて、以来４３年、ひとびとに愛され、信頼される施設を目指して、また、ご利
用者が安心して、希望ある生活を営んでゆけるよう、事業展開を重ねてまい
りました。会社の安定性も十分にあります。
　働く人にとっても、それぞれが、その職のプロであり、責任を持った仕事が
できるよう。また、初めての人も、その道を歩めるよう。常にそう願って、心地
よい職場空間を楽しんでもらえるよう、工夫を続ける施設でありたいと願って
います。
　施設ででき湧くあらゆる事を、風通しよく、すべて開示し、色々な問題を共に
解決に向かって歩めるよう職員一同、日々努力しております。

　利用者おひとりおひとりがいま何を思い、何に悩み、何を必要としているの
か、私たち職員はしっかりととらえ、その上で、

　　　★健康的な生活づくり、
　　　★あたりまえの生活づくり、
　　　★安心できる快適な生活づくり、
　　　★その人らしい生活づくり

のお手伝いができるよう毎日工夫を重ねています。

・介護職（　ご利用者の生活支援　　　　　　　　）

・調理職（　ご利用者のお食事の作成　　　　　）

20:00

18:00

19:00

16:20

労災 健康 厚生

あり（勤続 2年以上）

有 無

なし社宅あり

雇用

正社員 正社員以外（契約社員・嘱託社員等）

あり

年末年始休暇 祝・祭日休

あり

寮あり 借上社宅あり

あり

住宅手当 通勤手当

あり

あり

週休２日（シフト表による）

可

扶養手当（家族手当） 深夜・休日手当

http://www.shokow-by.or.jp/
mailto:byakowen@shokow-by.or.jp


住所 代表者名

会社概要

創業 2002 年 12 月

資本金 800 万円

従業員数 75 人

平均年齢 40 歳

勤務条件・処遇

職種（内容）

雇用形態

初任給 大学卒 （資格あり） 175,000円

短大、専門学校卒 （資格あり） 160,000円

高校卒 （資格あり） 160,000円

（資格なし） 148,000円

諸手当

昇給 （年に1回）

賞与 （年2回）

勤務時間 8:30 ～ 17:30

シフト制 事業所により早番、遅番、宿直あり

休日・休暇

その他有給休暇

・育児休暇

退職金

研修制度

　　　（接遇研修、新人研修、Dan Collegeその他外部研修等）

加入保険等

従業員宿舎

その他福利厚生

採用実績

採用実績

大卒（短大、専門学校卒） 平成28年度2名（事務職）

　　　　　　　 　　　　　　　　　平成28年度2名（介護職）

高卒　         　　　　　　 　 令和2年度1名（介護職）

　　　　         　　　　　　　　平成30年度2名（介護職）

　　　　　　　 　　　　　　　　　平成28年度2名（介護職）

障害者雇用

連絡先 勤務地

採用担当/ 総務課マネージャー　松本　ひさみ

電話番号/ 0957-68-3526

ホームページ/ http://www.gh-dan.jp/

E-mail/ info@gh-dan.jp

職場体験・見学の受入

・介護職（高齢者・入居者の介護　　）

制服支給、資格取得支援、永年勤続者へ旅行券支給、
育児休暇取得、介護休暇取得

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

〒859-1415　長崎県島原市有明町大三東戊1214-1 代表取締役　松本　幸雄

家族の絆のお手伝い

⑤写真
※複数枚可

福祉 有限会社セルフサポート有明

【先輩からのメッセージ】

『何か人の役に立てる仕事がしたい』
と思い、選んだ介護の仕事。日々、ご
利用者さまと関わっていく中で新たな
発見や学ばせていただくことが多いで
す。また、喜んでもらうだけでなく一緒
に喜べる仕事だから楽しい！生活に
直接携わる難しい仕事ですが、やり
がいを感じる仕事だと思います。職場
は明るくスタッフ同士のチームワーク
もいいです。未経験からスタートでき
ます。私たちがしっかりサポートします
のでご安心ください。
共に学び、喜び、一緒に成長しましょ
う。

【会社紹介】

『地域の皆さまに喜んでいただき、貢献できる仕事がしたい』そのような思い
で平成14年に介護事業に携わる会社を設立いたしました。現在、島原・有
明・国見・瑞穂に計5つの事業所があり、グループホーム、デイサービスをは
じめ様々な事業を展開しています。グループのブランド名には「暖かな笑顔と
気持ちで皆さまに接しよう」という思いを込め《暖》をつけております。また、私
たちは、《家族の絆のお手伝い》をモットーにご利用者さまにまごころを込め
た介護ケアで、快適と安心をご提供し、《暖》を選んで良かったと思っていた
だけるよう、日々の努力、学ぶことを続けています。ここだけのサービス、ブ
ランド力を高め、スタッフそれぞれが介護の仕事に誇りを持ち、介護の知識、
情報を最大限にいかした真心ケアで接しております。私たち《暖》グループは
業界で最もスタッフを大切にしている事業所です。内面の美しさ、暖かさを持
ち合わせた私たちの姿勢が、地域や介護業界を元気にすると強く信じて、今
日も楽しく仕事と向き合っております。

求める人物像

島原市、雲仙市

明るく、人と接するのが好きな方。
笑顔が素敵な方。
人、町、地域の役に立ちたい方。
地元を愛する方。

その他（資格手当、デイサービス手当、宿直、

夜勤手当、処遇改善手当等）

労災 健康 厚生

なし

可 不可

有 無

なし社宅あり

雇用

正社員 正社員以外（契約社員・嘱託社員等）

住宅手当 通勤手当

扶養手当（家族手当）

あり

あり

深夜・休日手当

週休2日（シフト表による）

年末年始休暇 祝・祭日休

あり

寮あり 借上社宅あり

あり

http://www.gh-dan.jp/
mailto:info@gh-dan.jp


住所 代表者名

会社概要

創業 1979 年 月

資本金 万円

従業員数 87 人

平均年齢 45 歳

勤務条件・処遇

職種（内容）

雇用形態

初任給 大学 （介護職） 186,000円

（介護職） 186,000円

高校 （介護職） 186,000円

諸手当

　 その他（加算金手当、特定加算手当、支援補助金手当）

昇給 （年に1回：２０００円）

賞与 （年２回：2.2か月分 ）

勤務時間 8:00 ～

シフト制 （３交代）

9:00 ～

17:00 ～

休日・休暇

その他有給休暇

退職金

研修制度

（　　　　　　　　　　　　　　）

加入保険等

従業員宿舎

その他福利厚生

採用実績

採用実績

連絡先 障害者雇用

採用担当/ 大山修寛 勤務地

電話番号/ 0957－63－6266

ホームページ/ http://www.chichibukai.or.jp

E-mail/ nobuhiro.ooyama@chichibukai.or.jp

職場体験・見学の受入

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

〒855-0864　長崎県島原市秩父が浦町丁３５５２番地 理事長　河野信子

あかるく　たのしく　まえ向きに

福祉 特別養護老人ホーム秩父が浦荘

短大、専門学校

・介護職（食事、入浴、排せつの介助等　身の回りのお世話）

17:30

18:30

9:00（夜勤業務）

 【会社紹介】

　　　　　　　　　　秩父が浦荘のよいところ

・「資格」がなくても大丈夫です

　　就職後に資格を取りたい人には各種の支援を行います。

       令和４年度も1名の介護福祉士実務者研修通信受講料を支援予定

・先輩たちが丁寧に「指導」します

       特に最初のうちはマンツーマンで指導しますのでご安心ください。

・「夜勤」は仕事をよく覚えてからです

       不安視されがちな夜勤も個々の習熟度を見ながら判断します。

　　夜勤単価7000円なので例えば月５回で35000円となります。

・「初任給」は186.000円です

       基本給140000円と処遇改善加算30000円、特定加算手当10000円、

       支援補助金手当6000円からのスタートです。

       生活関連手当（扶養、住居、通勤）も充実しています。

・「プライベート」も大事にします

       イキイキと働くためにはプライベートも充実させたいですよね。

・「子育て」を応援します

       産休、育休、時短勤務制度を取得してきた職員さんが多数います。

※「あり」の場合具体的な内容

勤務１０年で特別休暇連続４日間あり

専門学校卒　 　　　令和２年度１名（介護職）

高卒　         　　　令和 2年度2名（介護職）

先輩からのメッセージ

令和3年4月入社　島原農業高校出身（こころ医療福祉専門学校）

・福祉の世界に憧れて専門学校を卒業後、この仕事に就きました。教科

書どおりにいかないところもありますが、先輩たちの適切なアドバイス

で何度も救われ毎日頑張っています。

平成30年4月入社　島原翔南高校出身

・高校卒業から働きはじめ５年目を迎えます。その間に結婚、まもなく

出産予定なのですが、しっかりと休みが取れる人員体制も整っており、

体調管理もしやすく周りのサポートに感謝しています。

島原市秩父が浦町丁３５５２番地

　　　　         　　平成31年度2名（介護職）

　　　　　　　 　  平成30年度2名（介護職）

求める人物像 誠実な人

労災 健康 厚生

あり（勤続３年以上）

可 不可

有 無

なし社宅あり

雇用

正社員 正社員以外（契約社員・嘱託社員等）

住宅手当 通勤手当

扶養手当（家族手当）

あり

あり

深夜・休日手当

あり なし

４週８休

年末年始休暇 祝・祭日休

あり

寮あり 借上社宅あり

あり

http://www.chichibukai.or.jp/
mailto:nobuhiro.ooyama@chichibukai.or.jp


住所 代表者名

会社概要

創業 2000 年 12 月

資本金 1,000 万円

従業員数 280 人

平均年齢 45 歳

勤務条件・処遇

職種（内容）

雇用形態

初任給 大学

要問合せ

高校

諸手当

　

昇給

賞与

勤務時間

シフト制

休日・休暇

その他有給休暇

・育児休暇 産前産後休暇

退職金

研修制度

（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

加入保険等

従業員宿舎

その他福利厚生

採用実績

採用実績

連絡先 障害者雇用

採用担当/ 総務     池田 聖典 勤務地

電話番号/ 0957-64-8055

ホームページ/ http://nissin-g.jp/

E-mail/ nissin@himawarinet.ne.jp

職場体験・見学の受入

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

〒855-0067　長崎県島原市上新丁1-4158-1 下田　幸廣

総合生活産業として社会から必要とされる企業を目指します。

⑤写真
※複数枚可

福祉 株式会社　日進開発

短大、専門学校

・介護事業（グループホーム・特定施設・ショートステイ・デイサービス）

・ホテル事業（HOTELシーサイド島原）

要問合せ（事業ごとに異なります）

【先輩からのメッセージ】

介護施設やホテル、コンビニエンスストアなど幅広い年齢層のお客様にご利
用いただき、人との触れ合いが当社の魅力だと思います。業務上女性の職

員もたくさんおりますが、産休・育休などの取得実績も多くあります。
ぜひ私たちと一緒に地元島原を盛り上げていきましょう。

財形貯蓄

大卒（短大、専門学校卒） 令和3年度1名（栄養士）

高卒　         　　　　　　 　 令和3年度6名

【会社紹介】

  介護事業を中心にホテル事業、不動産賃貸事業、コンビニエンスストア事
業またグループ企業として建設業を営み、生活に関わる事業を通じて社会か

ら必要とされる企業を目指している会社です。

  令和元年10月には地域雇用、地元仕入れ調達の徹底による地域経済の活
性化、島原地域イメージの向上や観光振興への貢献を評価していただき令

和元年度ふるさと企業大賞（総務大臣賞）を受賞させていただきました。
今まで以上に地域の皆様の憩いの場として、またご来島の皆様には島原の
観光資源を楽しんで頂くための拠点となれるよう全力で取り組んでまいりま

す。

介護事業においても、入居者・利用者の皆様が安心・快適に過ごせるよう、
職員一同笑顔と真心のサービスを提供していきます。

要問合せ（事業ごとに異なります）

島原市、雲仙市、南島原市

　　　　         　　　　　　　　令和2年度5名

　　　　         　　　　　　　　平成31年度5名

求める人物像
明るく笑顔で接客のできる方をお待
ちしております。

労災 健康 厚生

あり（勤続 3年以上）

可 不可

有 無

なし社宅あり

雇用

正社員 正社員以外（契約社員・嘱託社員等）

住宅手当 通勤手当

扶養手当（家族手当）

あり

あり

深夜・休日手当

あり

なし

寮あり 借上社宅あり

あり

http://nissin-g.jp/
mailto:nissin@himawarinet.ne.jp


住所 代表者名

会社概要

創業 1966 年 4 月

資本金 29,091 万円

従業員数 250 人

平均年齢 50 歳

勤務条件・処遇

職種（内容）

雇用形態

初任給 大学 164,100円

160,000円

172,100円

154,000円

高校 168,100円

150,400円

諸手当

　 その他（資格手当、処遇改善手当）

昇給

賞与

勤務時間 8:00 ～

シフト制

7:00 ～

9:00 ～

休日・休暇

その他有給休暇

・研修休暇

・ボランティア休暇

退職金

研修制度

（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

加入保険等

従業員宿舎

その他福利厚生

採用実績

採用実績

連絡先

採用担当/ 事業サポート部　広報　松尾 政平 障害者雇用

電話番号/ 0957-61-1062 勤務地 島原市、雲仙市、南島原市

ホームページ/　https://yukyukai.or.jp

E-mail/　recruit@yukyukai.or.jp

職場体験・見学の受入

求める人物像
・社会人としての基礎力
・前向きであること
・創意工夫する力

仲間と共に成長する喜びを感じることができる職場です。
福祉の仕事も昔とは違い、休暇など希望を叶えられる環境が整っておりま
す。
仕事に迷っている方、人の役に立てる仕事をやってみませんか？
大変な面もありますが、利用者の方の笑顔やお礼の仕草に日々癒されま
す。
資格の有無に拘わらず、気軽に応募していただけたらと思います。

法人運営の企業主導型保育園（土日祝受け入れ可。保育
料は法人が全額補助）
ソウェルクラブ加入

大卒（短大、専門学校卒） 令和３年度1名（一般職）

　　　　　　　 　　　　　　　　　令和２年度1名（一般職）

　　　　　　　 　　　　　　　　　平成28年度2名（総合職）

高卒　         　　　　　　 　 令和2年度1名（一般職）

社会福祉法人　悠久会は、島原市内中心部にて
障害福祉をはじめとした様々な福祉サービスを展開しています。

私たちはSDGsを推進しており、福祉分野だけにとどまらず地域とのパート
ナーシップを組んでエコ活動など様々なアクションを起こしています。

「人の役に立てる仕事がしたい。」
「私たちが暮らす地域をより良くしたい。」
悠久会では、私たちと一緒に働いてくれる仲間を募集中です。

やりたいことが見つからず、悩んでいる学生さん。
一度、仕事を見学に来てみませんか？大歓迎です。

/////////
・職員活性度ランキングで（介護・福祉部門）全国2位。
・子育て世代を応援！事業所内保育所完備。保育料は法人が全額補助。
・健康経営推進企業認定
・Nピカ「長崎県誰もが働きやすい職場づくり実践企業認証」
・ほぼ時間通りに退社可能。１ヶ月の平均残業時間　０．２時間。
/////////

悠久会の事業
障害者支援施設・障害者グループホーム・障害者就労継続支援事業・相談
支援事業・放課後等デイサービス・保育園

短大、専門学校

・生活支援員（障がいのある方の日常生活の支援）

17:00

16:00

18:00

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

〒855-0041 長崎県島原市宮の町２４９−１ 理事長　永代秀顕

あらゆる立場のすべての人々の心が通い合う社会

福祉 社会福祉法人　悠久会

労災 健康 厚生

あり（勤続 年以上）

可 不可

有 無

なし社宅あり

雇用

正社員 正社員以外（契約社員・嘱託社員等）

住宅手当 通勤手当

扶養手当（家族手当）

あり

あり

深夜・休日手当

あり

週休 2日（シフト制 完全週休 2日）

年末年始休暇 祝・祭日休

あり

寮あり 借上社宅あり

あり



住所 代表者名

会社概要

創業 1969 年 1 月

資本金（基本金） 1億5478 万円

従業員数 108 人

平均年齢 47.5 歳

勤務条件・処遇

職種（内容）

雇用形態

初任給

諸手当

　 その他（資格手当、夜勤手当　処遇改善手当等）

昇給 （1年に1回）

賞与 （年2回　4.5か月分実績）

勤務時間 7:30 ～

シフト制 （3交代）

夜勤あり 9:30 ～

12:00 ～

休日・休暇

その他有給休暇

・特別休暇

・産前産後休暇　等

退職金

研修制度

（毎月　施設内研修会　実施中　（リモート研修）　）

加入保険等

従業員宿舎

その他福利厚生

採用実績

採用実績

連絡先

採用担当/　施設長　増田繁一郎 障害者雇用

電話番号/0957-62-5328 勤務地

ホームページ/　https://rakuzankai.com/

E-mail/　tantansou@alpha.ocn.ne.jp

職場体験・見学の受入

求める人物像

⽇々刻々と変わる環境において､なにごとにも興

味を持って挑戦する意欲がある⼈を求めていま

す。ご利⽤者様の様々なご要望に真摯に向き合う

ことで成⻑してきました。仲間と協⼒し､⽇々サービ

スの品質向上に向かて積極的に働く⼈を待ってい

ます。

先輩からのメッセージ

社会福祉法人　楽山会では●介護福祉士●介護支援専門員（ケアマネー
ジャー）●看護師●准看護師●管理栄養士●栄養士●調理員（外部委託）
●介護職（初任者研修等指定研修修了者）等の方が働いています。
また、無資格・未経験者でも働けるよう、独自の研修システムで優しく丁寧に
指導します。

現在、新型コロナウイルスの感染拡大でＩＣＴ化が急速に進んでおります。そ
んな中パソコン、タブレット、スマホ、インカム、ＰＨＳなどを積極的に導入し、
業務の効率化を図り、利用者様との時間が増やせるように努力しています。
こんな時代に皆様、若者の力が必要不可欠です。初めての未経験者でも、
人と接せる事が好きな方、誰かのために働きたい方など目的がはっきりして
いる人なら必ずできる仕事です。

どうか一緒に働いてみませんか？

※「あり」の場合具体的な内容
ソウェルクラブ（福利厚生センター）へ入会。多数の見舞金
お祝い金、各種保険、資格取得記念品贈呈など多数あり

大卒（短大、専門学校卒） 平成31年度1名（介護職）

　　　　　　　 　　　　　　　　　令和2年度0名

　　　　　　　 　　　　　　　　　令和3年度0名

・介護職（生活支援全般・自立支援)

淡淡荘　or　淡淡荘Ⅱ

・管理栄養士（栄養マネジメント）

16:30

18:30

21:00

　　　　         　　　　　　　　令和2年度0名

高卒　         　　　　　　 　 平成31年度1名（介護職）

・看護職（入居者の健康管理業務)

　　　　　　　 　　　　　　　　　令和3年度0名

福祉
社会福祉法人　楽山会

特別養護老人ホーム　淡淡荘　・　淡淡荘Ⅱ

会社紹介

①しっかりした研修体制

OJT期間は1年間設けており､少しずつ安⼼して業務に取り組むことができま

す。年齢が近い職員がOJTを⾏うため､分からないことがあればすぐ聞ける

よう働きやすい環境を準備しております。

②資格取得を全力でサポート

意欲のある⼈には資格などを取得していただけるように全⼒でフォローいた

します。やる気次第でどんどん成⻑でき､若い⼈からベテランまでみんなでが

んばれる､そんな職場です。派⼿なお仕事ではないですが､やりがいを探せ

る職でどなたでも努⼒さえすればキャリアアップできます。

③充実した福利厚生

・「ソウェルクラブ」に⼊会することができ､さまざまなサービスを受

けることができます。
・産休や育児休暇制度も整っているため､対象者は取得し復職率100%です。

・茶道やサッカーなどの活動も⾏っています。

ご希望の⽅は無料で参加することができます。

※もちろん強制参加ではございません。

・正社員　：　160,000円　～　260,000円
　　（福祉経験年数・資格等で変動あり・処遇改善手当含む）
・パート　：　時給　850円　～　1,450円
　　（勤務時間で変動あり）

（賞与支給時に賞与とは別に特定処遇手当を
一時金として支給）

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

長崎県島原市江里町乙2010番地1 理事長　喜多　幸枝

誰かのためになる､やりがいのある仕事をしませんか！

労災 健康 厚生

あり（勤続 3年以上）

可 不可

有 無

なし社宅あり

雇用

正社員 正社員以外（契約社員・嘱託社員等）

住宅手当 通勤手当

扶養手当（家族手当）

あり

深夜・休日手当

あり

週休2日

年末年始休暇 祝・祭日休

あり

寮あり 借上社宅あり

あり

あり


