
サービス事業所求人情報
令和４年２月１日～

岡崎市福祉部

介護保険課 障がい福祉課

岡 崎 市

インターネット

からも見られます！

介護

○社会福祉法人明翠会 ・・・Ｐ．１
○社会福祉法人アクア ・・・Ｐ．２
○社会福祉法人おかざき福祉会 ・・・Ｐ．４
○社会福祉法人ユーアンドアイ ・・・Ｐ．６
○社会福祉法人愛知県厚生事業団 ・・・Ｐ．８
○社会福祉法人杏福会 ・・・Ｐ．１０
○社会福祉法人岡崎市福祉事業団 ・・・Ｐ．１２
○社会福祉法人百陽会 ・・・Ｐ．１４
○医療法人大朋会 ・・・Ｐ．１６
○株式会社ジーエヌエス中部 ・・・Ｐ．１８
○ジョイコンフォート株式会社 ・・・Ｐ．２０
○株式会社ツクイ ・・・Ｐ．２２
○メディカル・ケア・サービス東海株式会社 ・・・ Ｐ．２４
○株式会社技研 ・・・Ｐ．２６
○株式会社白樺 ・・・Ｐ．２８

障がい

○社会福祉法人岡崎市社会福祉協議会 ・・・Ｐ．３０
○社会福祉法人愛知県厚生事業団 ・・・Ｐ．３２
○社会福祉法人愛恵協会 ・・・Ｐ．３４
○社会福祉法人岡崎市福祉事業団 ・・・Ｐ．３６
○特定非営利活動法人のぞみ ・・・Ｐ．３８
○特定非営利活動法人四ツ葉の会 ・・・Ｐ．４０



事業所名

法人名

サービス名

事業所名 職種 雇用形態 職務内容 勤務時間 人数 資格

不要、但し特養等
経験者に限る

正規
8:30～17:30、
早番、遅番

TEL ０５６４－５７－８１５０ ／FAX ０５６４－５１－０２０１
ホームページ http://meisuikai.or.jp/ ／ メール soumu@meisuikai.or.jp
担当者 鈴木実俊

訪問ヘル
パー

パート
○入浴等の身体介護、

そうじなどの生活介助
8:00～18:00の
間の２時間程度

２名
初任者研修（Ｈ２
級）以上

○食事、入浴、排泄等の
日常生活介助

8:00～17:00、
早番、遅番、夜勤

１名
不要、但し特養等
経験者に限る

○食事、入浴、排泄等の
日常生活介助

8:00～17:00、
早番、遅番、夜勤

１名

地域密着型特別養護
老人ホーム うえじ 介護職員 正規

地域密着型特別養護
老人ホーム むつみ 介護職員 正規

★★「なのはな苑で良かった」を合い言葉に、地域№１の施設を目指しています★★

なのはな苑 （ふくおか、むつみ、うえじ、ねむのき）

社会福祉法人 明翠会（めいすいかい）

特養（従来型・ユニット型）、デイサービス、ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ、小規模多機能、ﾍﾙﾊﾟｰｽﾃｰｼｮﾝ他

なのはな苑ふくおか 〒444-0825 岡崎市福岡町字四反田26番地

賃金・手当

介護職員 （正規）■月給 （ １８５，０００ ～ ２３３，０００ ）円
介護職員 （ﾊﾟｰﾄ）■時給 （ ９８０ ～ １，０２０ ）円
看 護 師 （正規） ■月給 （ ２５０，０００ ～ ２８０，０００ ）円
訪問ﾍﾙﾊﾟｰ（ﾊﾟｰﾄ）■時給 （ １，３２０ ～ １，６８０ ）円
※パート職の勤務時間は、相談に応じます。

連絡先

〒444-0825 岡崎市福岡町字四反田２６番地 (なのはな苑ふくおか)

○バイタルチェック、配薬
管理、健康管理

１名

特別養護老人ホーム

なのはな苑ふくおか

看護職員

ヘルパーステーション
なのはな苑ふくおか

勤務地

ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ
なのはな苑ふくおか

介護職員 パート
○食事、入浴、ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ

等の介助・支援

○食事、入浴、排泄等の
日常生活介助

介護職員
パート

正規

なのはな苑むつみ 〒444-0232 岡崎市合歓木町字上郷間297番地1
なのはな苑うえじ 〒444-0824 岡崎市上地町字新佐原85番地

8:15～17:15
週３日程度

１名 介護福祉士

早番8:00～
遅番～20:00歓迎

8:00～17:00、
早番、遅番、夜勤

２名

２名

正看護師

不要
(経験者歓迎)

「目と手を

合わせた介

助」を心が

けています。

○なのはな苑は、岡崎市の南部（福岡町・上地町・合歓

木町）に４つの施設をもつ高齢者福祉施設です。○笑顔

とやさしさにあふれる職場で、やりがいのある仕事に取り

組んでみませんか？私たちは、介護・福祉という、社会的

意義のある仕事にご興味をお持ちの方を応援します。

経験者はもちろんのこと、初心者の方もプリセプター制度を導

入して丁寧に指導しますので、安心して働くことができます。

子育てとの両立を目指して、小学校入学前までの未就

学児をもつ職員の育児短時間勤務を導入しています。

なのはな苑ふくおか なのはな苑うえじ

なのはな苑むつみなのはな苑ねむのき

更なる子育てとの

両立を目指すため、

企業主導型保育園

「maruta こつぶ園」

(6か月～2歳児。3

歳誕生日の年度末

まで)が、令和4年4

月開設予定です。
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事業所名

法人名

サービス名

勤務地

事業所名 職種 雇用形態 職務内容 勤務時間 人数 資格
特別養護老人ホーム
アクアむつみ 介護職員 正社員 介護全般

8時～20時/20
時～翌8時

2名 不問

特別養護老人ホーム
アクアむつみ 看護職員 正社員

点滴・経管栄養・処置・Bｒ
やＮＧ交換等看護業務と介

8時～20時/20
時～翌8時

1名 準看護師or正看護師

社会福祉法人アクア

介護老人福祉施設

〒444-0204 岡崎市土井町字東善道３番地

TEL 0564-55-1234 / FAX 0564-55-0564
ホームページ http://www.aqua-mutumi.or.jp/ / メール
担当者 鈴木

賃金・手当

□月給 □日給 □時給（             ～             ）円☑日給月給
備考等
基本給：看護師211,200円～
介護職員：176,000円～

連絡先

〒444-0204 岡崎市土井町字東善道３番地

特別養護老人ホームアクアむつみ

私たちと元気に楽しく仕事しませんか？

スタッフ食事無料です！！
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事業所PR

iPad記録 坊主めくりじゃんけん模様 公園へお出かけ風景

喫茶の日
イケメン美容師によるヘアカット おやつバイキング いつも元気なスタッフAさん
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事業所名

法人名

サービス名

勤務地

事業所名 職種 雇用形態 職務内容 勤務時間 人数 資格

「長く安心して働ける職場づくり」で皆様をおまちしております。

特別養護老人ホーム かわいの里 地域密着型特別養護老人ホーム あちわの里

社会福祉法人おかざき福祉会

特別養護老人ホーム

〒444--3343 岡崎市秦梨町字平畑16番地1(かわいの里) 〒444-3173 岡崎市滝町字十楽43番地10(たきの里)

かわいの里 ①介護士
正規

入居者様の日常生活介
助、レクリエーション等

7:00～16:00
12:00～21:00

16:00～翌10:00
1

不要

パート
上記勤務時間内で
勤務時間応相談 2

かわいの里
②介護支援専門

員 (特養)

正規
ケアプラン作成等

8:30～17:30

1

介護支援専門員
パート

上記勤務時間内で
勤務時間応相談 1

1

7:45～16:45
8:30～17:30
9:30～18:30

あちわの里 ④介護士 正規
入居者様の日常生活介
助、レクリエーション等

7:00～16:00
12:00～21:00
21:00～7:00

かわいの里 ③看護師 正規 利用者様の健康管理 1
看護師又は
准看護師

不要

賃金・手当

月給(正規)①26万1115円～29万0560円②21万4920円③17万580円～27万3360円
④24万6155円～27万4460円 時給(パート)①1106円～1197円 ②1585円 ③1315円～1423
円 ※備考 正規共通待遇:昇給年1回、賞

与年2回、通勤手当有、年次有給休暇、社保完備、職員寮有(岡崎市) その他職種により手当が異な
ります。詳しくは担当までお気軽にお問合せください。

連絡先

〒444-3343 岡崎市秦梨町字平畑16番地1
TEL 0564-47-3335 / FAX 0564-47-3222
ホームページ http://okafuku.com / メール kikaku@okafuku.com
担当者 田中佑一 担当直通番号 070-1218-6735
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事業所PR
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事業所名

法人名

サービス名

勤務地

事業所名 職種 雇用形態 職務内容 勤務時間 人数 資格
7:30～16:30
9:50～18:50 不問
17:00～10:00 介護福祉士等歓迎

特別養護老人ホーム （夜勤）
額田の里

9:00～18:00
（宿直勤務あり）

デイサービスセンター 8:00～17:00
樫山３６５ 8:30～17:30

★★地元に根差した仕事がしたいあなた！ 絶対に“ユーアンドアイ”がお勧めです！★★

特別養護老人ホーム額田の里 他

社会福祉法人ユーアンドアイ

特別養護老人ホーム（介護老人福祉施設） ケアハウス 他

〒444-3621 岡崎市夏山町字シモツキテン１番地１

賃金・手当

■月給 □日給 □時給（185,000～223,000）円 資格・経験により法人規定により算出
備考等 職務手当 夜勤（宿直）手当 皆勤手当 扶養手当 冬期手当 年末年始手当等

※詳細は、お気軽にお問合せ下さい！

連絡先

〒444-3621 岡崎市夏山町字シモツキテン１番地１

・食事、入浴、排泄等の
日常生活介護
・レクレーションの企画・
実施 等
・利用者様への相談援
助業務
・サービス利用の手続
き・調整 等

1名

介護福祉士・社会
福祉士・社会福祉
主事任用資格いず
れか必須

TEL 0564-82-4370 / FAX 0564-82-4388 / メール nukatanosato@xvb.biglobe.ne.jp
ホームページ https://www.you-and-i-okazaki.net
担当者 採用担当 宮川陽介

介護職員 正規

生活相談員 正規

2名

・利用者様への相談援
助業務

1名

介護福祉士・社会
福祉士・社会福祉
主事任用資格いず
れか必須

生活相談員 正規
・サービス利用の手続
き・調整 等

自然豊かな額田地区で、

皆様の生活を支え続けています
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事業所PR

『報恩感謝』
～互いに支えあう中で

心地よい生活の場を創る～

年間休日 １１５日
（リフレッシュ休暇・誕生日休暇を含む

さらに、有給休暇も積極取得推進中！）

賞与は、年３回（６月・１２月・３月）

（４ヶ月の支給規定！

（運営状況により変動あり））

残業は、ほとんどありません

（プライベートも充実させてください！）

資格取得支援制度
（スキルアップは、法人がていねいにサポート）

登山部・釣りクラブ等、

職員同士の趣味活も

活発です！！

採用担当の宮川です！！

社会福祉法人ユーアンドアイは、

岡崎市内に６つの建物（１２の事業所）を運営しています！

事業開始から２２年。

ずっと変わらず地域の皆様の生活を支え続けています。

未経験の方でもしっかりとサポートしてくれる社風は、

とても働きやすい仕事場です。

ぜひ、介護業界の最初の一歩を「ユーアンドアイ」で始めてみませんか？

皆さんとの楽しい時間を

色々なアイデアで

どんどん盛り上げてください！
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事業所名

法人名

サービス名

勤務地

事業所名 職種 雇用形態 職務内容 勤務時間 人数 資格
愛厚ホーム岡崎苑 介護職員 正規 高齢者施設における利用者介護 6：45～15：30 2 不要

8：45～17：30
13：15～22：00

21：45～7：00

私たちは、繋ぐ、紡ぐ、育むことを通して、ともにあなたのおもいをかたちにします

愛厚ホーム岡崎苑

社会福祉法人愛知県厚生事業団

介護老人福祉施設（ユニット型施設、多床室型施設）、短期入所生活介護

〒444-3524　岡崎市竜泉寺町字松本34-6

賃金・手当

☑月給　□日給　□時給（　１７０，７００　～　　         　　）円
手当等
扶養手当、住居手当、処遇改善手当、夜勤手当、資格手当、賞与

連絡先

〒444-3524　岡崎市竜泉寺町字松本34-6
TEL　0564-52-7715　　　　　　　　　　/　　FAX　0564-58-7220
ホームページ　http//www.ai-kou.or.jp　　/　　メール　soumu-okazakien@ai-kou.or.jp
担当者　山本

里山の家の集まりである「丘の上の集落」をコ

ンセプトに、緑の中で心地よい生活空間とケア

を提供します。

わたし達は、入居者様の尊厳を守り、福祉サー

ビスを必要とする入居者様が、心身共に健や

かな生活ができるよう、また、個々の能力に応

じた適切なサービスを提供し、自立した日常生

活を営むことができるよう支援します。
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事業所PR

入居者様が生活しやすい施設へと平成

26年4月に改築しました。

そのコンセプトは「丘の上の集落」。施

設全体が平屋となっており、小さな家が

寄り添うように、いくつもの屋根が並ん

でいます。

改築後は、10床を一つの単位とするユ

ニットを4つ（40床）、30床を一つの

単位とする多床室フロアーを2つ（60

床）とし、多床室であっても、ユニット

型のような、一人ひとりに寄り添う介護

ができるようになっています。

２ 多くの「お休み」

年間休日１３１日

特別休暇（リフレッシュ休暇、結婚休暇、忌引休暇等）

３ しっかりとした「教育」

１）新規採用職員OJT制度

→ 一人ひとりに担当の先輩職員

日頃の仕事を一緒にしながら指導

定期的に面談

２）研修体型

→ 法人主催研修（職階別研修、職種別・職務別研修、特別研修等）

施設毎の研修（感染症予防、認知症ケア、口腔ケア等）

１ 安定した収入

１）意欲を持って働きたい。

→ キャリアアップ、賃金引上げ

２）ワークライフバランスを確保して健康に、柔軟に働きたい。

→ 多数の特別休暇、勤務間インターバル指針、メンタル専門医

３）ライフスタイルやライフステージの変化に合わせて

多様な働き方を選択したい。

→ 女性が活躍しやすい制度、短時間正社員

愛厚の３つの安心

施設の紹介
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事業所名

法人名

サービス名

勤務地

事業所名 職種 雇用形態 職務内容 勤務時間 人数 資格
介護職員 正規 入居者の生活介護全般 9：00-18：00 2人 不問

7：00-16：00 介護福祉士あれば尚可

12：00-21：00

16：00-翌10：00

介護職員 パート 入居者の生活介護全般 応相談 2人

看護職員 正規 入居者のﾊﾞｲｲﾀﾙﾁｪｯｸ・配薬 9：00-18：00 1人 正看護師

等の健康管理

◆◆◆　共感と共生　◆◆◆　　ともに感じ、ともに生きる

　　　特別養護老人ホーム真福の郷

　　　社会福祉法人　杏福会

　　　〒444-2106　　　岡崎市真福寺町字神田100番地1

賃金・手当

介護職員　□月給（　156,400　～　213,200　）円　□時給　960円　～
看護職員　□月給（　214,600　～　239,400　）円
備考等　手当：　資格・夜勤・宅直・役職・住宅手当等あり
詳細はハローワーク求人票をご確認ください。

連絡先

〒444-2106　　岡崎市真福寺町字神田100番地1

特別養護老人ホー
ム真福の郷

TEL　0564-66-2212　/　　FAX　0564-66-2170
ホームページ https://www.kyoufukukai.or.jp　/ メール shinpukunosato@m4.catvmics.ne.jp
担当者　大川

社会福祉法人杏福会

◆◆ 事業内容 ◆◆

老人福祉施設・通所介護事

業・居宅介護事業などの介

護保険関連事業

マスコットの「ふくろう」は

【不苦労】と【福朗】に通じ

森のお医者さんとして親

しまれています。
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事業所PR

”真福の郷”ってどんなところ？

岡崎市北部にありま

す。たけのこで有名

な真福寺が近くにあ

ります。

”介護ってどんなお仕事？”
入居者さんの身の回りのお世話を

します。

食事・お風呂・トイレ・着替え等

私たちが日常していることを介助

支援します。

”未経験だけど大丈夫かしら？”

経験がない・子育て中・新社会人の方

大丈夫！職員をサポートする研修体

制・報奨金制度など安心して働いてい

ただけます。福利厚生も各種社会保険

完備。

【 年間休日 １２５日 賞与 4.0ヶ月／年（昨年実績）】

お休み多いかも

オムツ勉強会

誤嚥性肺炎勉強会

緊急時対応勉強会

(等身大人形ゆるりちゃん)

居室（ユニット型個室）

平均年齢44歳

（ちょっと大人…）

元気に活躍中！

※疑問・質問お気軽に

お問い合わせください。
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事業所名

法人名

サービス名

勤務地

事業所名 職種 雇用形態 職務内容 勤務時間 人数 資格

【フルタイムパート】

8：30～17：15
(週5日勤務)

【パート】
8：30～17：15

又は
8：30～17：15の
内6時間程度

(週3～5日勤務)
介護予防ケアマネジメント及
び相談支援事業

一般型デイサービスにおける
介護業務

各 1名

1名

各 1名

各 1名

1名

1名

生活相談員

地域包括支援センター
・ふじ（美合町）

介護支援専門員

パート

一般型デイサービスにおける看護業務

「福祉の仕事はしんどい…」 その考え、岡崎市福祉事業団で変わります！！

高年者デイサービスセンター（美合町）、南部居宅介護支援事業所（下青野町）、北部地域包括支援センター（岩津町） 他

社会福祉法人 岡崎市福祉事業団

一般型デイサービス、居宅介護支援事業所、地域包括支援センター 他

〒444-0802 岡崎市美合町字下長根2番地1（法人本部） ※全事業所が岡崎市内

賃金・手当

【デイサービス介護員の場合】
フルタイムパート：月給199,900～227,500円 / パート：時給1,170～1,280円
備考等 別途 通勤手当、日曜祝日勤務手当（1時間100円）などを勤務実績により支給
※その他職種、詳細はお気軽にお問い合わせください！ホームページでもご確認いただけます。

連絡先

〒444-0802 岡崎市美合町字下長根2番地1

デイサービスほほえみ
・北部（岩津町）

看護師
准看護師

ケアマネジャー
社会福祉士

看護師

パート

フルタイムパート

ケアマネジャー

フルタイムパート

TEL 0564-55-0111 / FAX 0564-55-0156
ホームページ https://www.okazaki-fukushi.or.jp/ / メール honbu@okazaki-fukushi.or.jp
担当者 総務課 ミノミヤ

社会福祉士
介護福祉士
ヘルパー1級、2級

フルタイムパート ケアプラン作成業務

パート

デイサービスほほえみ
・北部（岩津町）

介護員デイサービスほほえみ
・高年者（美合町）
・中央（梅園町）

居宅介護支援事業所
・南部（下青野町）
・東部（山綱町）

地域包括支援センター
・北部（岩津町）
・西部（宇頭町）
・東部（山綱町）

詳細は

こちら
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事業所名

法人名

サービス名

勤務地

事業所名 職種 雇用形態 職務内容 勤務時間 人数 資格
アルクオーレ岡崎大平 介護職員 正社員 ○食事、入浴、排泄等 ①7：00～ 2 無資格
アルクオーレ岡崎六名 の日常生活介助 16:00
アルクオーレ岡崎戸崎 ○レクリエーション ②8：30～

○会議及び委員会へ参加 17:30
③13：00～

22:00
④13：00～

7:00
アルクオーレ岡崎大平 看護職員 正社員 ○バイタルチェック 8:30～17：30 1 准看、正看

配薬管理、健康管理
○オンコール
○病院受診付き添い
○感染予防委員会参加
○嘱託医対応

★★すべての人々に自分の家族同様な愛の有る対応を★★

特別養護老人ホームアルクオーレ岡崎大平

社会福祉法人百陽会

特別養護老人ホーム、ショートステイ、デイサービス、有料老人ホーム

〒444-0007 岡崎市大平町古渕２５番地

賃金・手当

■月給 □日給 □時給（178,000 ～ 237,000）円
備考等 ●資格手当 10,000円～30,000円 ●役職手当 10,000円～50,000円

●住宅手当 ～20,000円 ●年末年始手当 2,000円／日 ●家族手当 5,000円～
●処遇改善一時金（対象者制限有） ●オンオール手当（看護職員) 4,000円／回

連絡先

〒444-0007 岡崎市大平町古渕25番地
TEL 0564-25-0294 / FAX 0564-25-0299
ホームページ https://www.hyakuyoukai.jp/ /メール mori.emi@hyakuyoukai.jp
担当者 森
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事業所PR

アルクオーレ岡崎六名

アルクオーレ岡崎大平

アルクオーレ岡崎戸崎

ケアマネ介護福祉士Ｒ2.3.31現在 社会福祉士
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事業所名

法人名

サービス名

勤務地

事業所名 職種 雇用形態 職務内容 勤務時間 人数 資格
2交代制
9：00～18：00
17：00～10：00
9：00～18：00
（内4～5時間）
9：00～13：00
14：00～18：00

未経験者でも安心して働ける丁寧なサポート体制。花と緑の庭園に囲まれた環境で働いてみませんか？

岡崎老人保健施設 ｽｸｴｱｶﾞｰﾃﾞﾝ

医療法人 大朋会

介護老人保健施設、ｼｮｰﾄｽﾃｲ、通所ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ

〒444-0813 岡崎市羽根町中田34

岡崎老人保健施設
ｽｸｴｱｶﾞｰﾃﾞﾝ

介護職員

正規
・入所者様の食事、入浴、
排泄等の日常生活介助
・ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝの企画・運営
等

5名
不問、未経験者可
（介護福祉士等歓
迎）

パート

賃金・手当

月給（正規） 210,000 ～320,000円（夜勤手当を含む）
時給（パート） 960 ～ 1,500円
備考等 昇給年1回、賞与年2回、通勤手当、夜勤手当、資格手当、処遇改善手当

※詳細は、お気軽にお問い合わせください！

連絡先

〒444-0813 岡崎市羽根町中田34
TEL 0564-55-2555 / FAX 0564-55-1333
ホームページ http://www.taihoukai.or.jp / メール square_garden@taihoukai.or.jp
担当者 加藤 匠

【岡崎老人保健施設スクエアガーデン】
JR岡崎駅より徒歩７分と駅から近く、施設は花

と緑の庭園で囲まれています。

ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝに力を注ぎ、個人にあった機能訓

練、介護を提供することで利用者様の自立支援

のお手伝いをさせて頂いています。

安心・安全で質の高い看護・介護を求めご利用

者様の声を大切にしています。

岡崎共立病院が協力医療機関となっています。
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事業所PR

・ 社会保険完備

・ 休暇制度

・ 健康診断

・ 世帯・単身入居住宅あり

・ ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞ予防接種

・ ﾘｿﾞｰﾄﾎﾃﾙ利用可能

無資格、未経験の方でも安心して仕事が始められ

るように担当の職員が２人つき指導・サポートをおこ

ないます。

管理職者による面談も定期的行いフォローをしていま

す。

また、施設独自のスキルアップ制度をご用意してお

ります。

●多職種間の連携がスムーズ

職種（介護・看護・リハビリスタッフ・管理栄養

士・支援相談員等）を越えたコミュニケーション

が円滑で相談・意見交換が行いやすい環境で

す。

（ﾕﾆﾁｬｰﾑ主催：排泄ｹｱｸﾞﾗﾝﾌﾟﾘ2021で ﾃｰﾏ：

多職種連携でｸﾞﾗﾝﾌﾟﾘを受賞）

●親睦会、クラブ活動

花見、ﾊﾞｰﾍﾞｷｭｰ、ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ大会

忘年会等定期的に開催し親睦を

深めています。

野球部、ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ部、駅伝部等

のｸﾗﾌﾞ活動も行っています。

介護を必要とする高齢者の自立を支援し、家

庭への復帰を目指すために、医師による医学

管理の下、利用者様の状態や目標に合わせ

た看護・介護といったケアはもとより、理学療

法士等によるﾘﾊﾋﾞﾘテーション、また、栄養管

理・食事・入浴などの日常生活介助まで併せ

て提供する施設です

ご利用いただいている方は、介護保険法に

よる介護認定を受けた方のうち、病状が安定

しており入院治療の必要がない要介護１～５

の方です。

福利厚生は？

介護老人保健施設とは？

入職後のｻﾎﾟｰﾄ体制は？

職場の雰囲気は？
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事業所名

法人名

サービス名

勤務地

事業所名 職種 雇用形態 職務内容 勤務時間 人数 資格

正社員
パート

8:30～17:30 ２名
・初任者研修修了
・実務者研修修了
・介護福祉士
上記のうち１つ

自動車運転免許
ホーム
ヘルパー

登録
ヘルパー

8:00～20:00の
うち、週１日
１時間以上

５名

１名 資格不要

賃金・手当

〇正社員 訪問介護 21～25万円 通所介護20万～25万円
〇パート 介護職員 時給 970～1,200円 看護職員 時給1,200～1,400円

調理員パート 時給 970～1,000円 ※パートは別途、処遇改善手当、賞与あり
〇登録ヘルパー 時給1,120～1,810円

連絡先

〒444-0856 岡崎市六名二丁目２番地の１

自動車運転免許

看護職員 パート
・バイタルチェック
・機能訓練、簡単な介助
・健康状態管理、記録

①8:15～17:15
②9:00～13:00

２名
正看護師 又は
准看護士
自動車運転免許

介護職員

みのりライフ介護セ
ンター 【通所介護】

調理員 パート
手作りランチ
20名分程度の調理

8:30～13:30

資格取得費用の補助あり！充実の研修でキャリアアップ◎ 明るく活気のある職場です♪ 定年なし、無資格・未経験ＯＫ！！

みのりライフ介護センター

株式会社ジーエヌエス中部

訪問介護、通所介護、居宅支援事業

〒444-0856 岡崎市六名二丁目２番地の１

みのりライフ介護セ
ンター 【訪問介護】

利用者様宅を訪問、生活
のサポートをします
・掃除、洗濯、調理など
・食事、入浴、排泄の介助

正社員
パート

定員16名のデイサービス
・食事、入浴などの介助
・レクリエーション、送迎

8:15～17:15 ３名

介護職員

TEL 0564-51-3972 / FAX 0564-51-2261
ホームページ http://minori-life.com/okazaki/ / メール okazaki@minori-life.com
担当者 八重垣、牧野

みのりライフ介護センターは、

岡崎市六名にある訪問介護、

通所介護、居宅介護支援を

おこなっている事業所です。

私たちの理念は

訪問介護 デイサービスホームページ

何より大切にしているのが

「思いやり」をもって

利用者様、スタッフに接することです！

この理念に共感できる方、いいな！ と感じ

ていただける方 にはピッタリの環境です。

この気持ちがあれば、経験がなくても、技

術や知識に自信がなくても大丈夫！！

介護の資格がなくても、

働きながら資格をとることもできます。
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事業所PR

明るく活気のある職場です♪

スタッフの年齢は３０代～７０代。

明るく元気で、年齢関係なく仲がいいのが特徴です。

誰かが失敗したときは、みんなでフォローしあい

大変なときは、助け合い励ましあっています。

訪問、デイサービス、居宅のスタッフ間の交流もあり、

「利用者様のために」という気持ちがあふれています。

で働くメリット

充実の研修で、スキルアップ！

みのりライフ介護センターの研修は、とても実践的。

利用者様と接していて困ったときの対処法を

直接聞くことができます。技術や知識はもちろん

作法やコミュニケーション力も身につきます。

また、資格取得支援制度もあり

キャリアアップを応援しています。

顧問講師

介護技術 ： 介護専攻の大学准教授

接遇マナー : 元ラジオパーソナリティーの

キャリアコンサルタント

定年なし！長く働ける！！

正社員、パート、登録ヘルパー、すべて年齢の上限は

ありません。正社員登用もありますので

パートや登録ヘルパーで働きはじめ

仕事に慣れてから正社員になることも可能です。

無資格のうちはデイサービスで働き

資格を取得してから訪問介護やケアマネージャーに

転身することもできます。

全体研修

全体研修

部門別研修

訪問介護 通所介護

居宅介護支援

手作りランチ

夏祭り♪

地域の人たちと一緒に

イベント

ケアマネージャーの

仕事

※写真・動画はコロナ前に撮影したものです
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事業所名

法人名

サービス名

勤務地

事業所名 職種 雇用形態 職務内容 勤務時間 人数 資格
不問

（有資格優遇）
５．５ｈ 不問

９：００～ （有資格優遇）
2

賃金・手当

■月給 □日給 □時給（ １９１，０００ ～ ２６３，０００ ）円
※他に役職手当・住居手当・処遇改善金・交通費等 別途支

□月給 □日給 ■時給（ ９５０ ～ １，２００ ）円

連絡先

〒444-3342 岡崎市才栗町字田面１１７番地
TEL ０５６４－６６－５４５４ / FAX ０５６４－４７－３４６２
HP http://www.kirakunosato.com メール kirakunosato@m3.catvmics.ne.jp
担当者 ： 佛 崎

初心者にも丁寧なマンツーマン指導！自然豊かな環境で入居者に寄り添った介護を身につけてください！

有料老人ホーム 喜楽の里

ジョイコンフォート株式会社

介護付有料老人ホーム（特定施設入居者生活介護）

〒444-3342 岡崎市才栗町字田面１１７番地

喜楽の里 介護 正社員 介護業務 全般
８ｈ

早・遅・夜勤
2

喜楽の里 介護 パート 介護業務並びに補助
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事業所PR

･資格取得応援制度有

･採用時はトレーナーが

つきます

マンツーマン指導‼

･社保完備

･産休､育休や

退職金制度もﾊﾞｯﾁﾘ

･年間休日 113日

･有休あり

･希望休も月3日

あります‼
･健康診断(年2回)

･インフルエンザ

予防接種も

無料で受けられます
･女性比率80%以上

･平均年齢40才以上

･未経験入社50%以上

･老眼鏡使用率 高め

（*すべて当社調べ）

新人スタッフには

優しく‼

明るい職場です

いっしょに働いて

みませんか‼

年間行事、ｲﾍﾞﾝﾄも

盛り沢山‼

入居者様と

楽しい時間を

過ごしましょう

8月 流しそうめん

1月 新春歌謡ショー

1月 きらリンピック
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事業所名

法人名

サービス名

勤務地

事業所名 職種 雇用形態 職務内容 勤務時間 人数 資格
①ツクイ岡崎大樹寺
②ツクイ岡崎むつな
③ツクイ岡崎柱曙
④ツクイ岡崎洞町
①ツクイ岡崎大樹寺
②ツクイ岡崎むつな
③ツクイ岡崎柱曙
④ツクイ岡崎洞町

TEL 0120-106-311 / FAX 052-352-7748
https://www.tsukui.net/ / saiyou@apps.tsukui.net
採用センター

★★地域に根付いた真心のこもったサービスを提供！岡崎市内に4事業所あり★★

①ツクイ岡崎大樹寺②ツクイ岡崎むつな③ツクイ岡崎柱曙④ツクイ岡崎洞町

株式会社ツクイ

①②③④デイサービス ③居宅介護支援

①大樹寺3-4-9 ②六名3-2-7 ③柱曙3-1-4 ④洞町東前田2-1

賃金・手当

☑月給（ 197,250 ～ 250,250 ）円 □日給 ☑時給（ 1,080 ～ 1,540 ）円
備考等
◆ツクイ倶楽部（ツクイ独自の福利厚生制度／宿泊費補助や出産・入学祝い金など）
◆通勤交通費 ◆社会保険完備 ◆キャリアアップ支援制度

連絡先

〒233-0002 神奈川県横浜市港南区上大岡西1丁目6番1号

介護職員
正社員

デイサービスでの食事、
入浴、排せつ等の介助
業務やレクリエーション

の企画運営。

08:00～18:30
の間の8h程

度
各1名

・初任者研修以上
・普通自動車運転

免許

不問介護職員 パート

デイサービスでの食事、
入浴、排せつ等の介助
業務やレクリエーション

の企画運営。

08:00～18:30
の間の8h程

度
各1名

詳しい情報は

採用ホームページを

チェック！
※募集状況が変わっている可

能性もございます。
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事業所名

法人名

サービス名

勤務地

事業所名 職種 雇用形態 職務内容 勤務時間 人数 資格

世間話をたくさんする日もあります。歌をたくさん歌う日もあります。これって介護？と思うかもしれません。

愛の家グループホーム岡崎本宿

メディカル・ケア・サービス東海株式会社

高齢者施設の運営・管理

〒444-3504 岡崎市本宿町字後畑11-1

賃金・手当

□月給 211,000円～
□時給 1,042円～
備考：資格手当別途支給

連絡先

〒444-3504 岡崎市本宿町字後畑11-1

介護職 正社員 介護業務全般

TEL 090-9681-4173 （採用課あて） / FAX 0564-66-9201
ホームページ http://www.mcsg.co.jp/
担当者 西日本採用課 伊藤

介護業務全般契約社員

岡崎本宿 介護職
2名

1名

無資格
未経験者可

知立西町

豊田高岡 介護職 正社員 介護業務全般

シフト制
7:15～16:15
10:00～19:00
16:00～10:00

1名
無資格

未経験者可

シフト制
7:15～16:15
10:00～19:00
16:00～10:00

2名
無資格

未経験者可

正社員 介護業務全般

シフト制
7:00～16:00
10:00～19:00
16:00～10:00

夜勤専門
16:00～10:00

充実の福利厚生で長期勤務をサポート

◎資格手当

◎慶弔見舞/災害見舞/

結婚祝/出産祝/傷病見舞金

◎社保完

◎定期健康診断､夜勤従事者健康診断､

インフルエンザ予防接種

◎交通費(月5万円迄支給)

※ガソリン代も規定支給

◎社宅制度､退職金制度(勤続5年以上)

◎産前産後/育児/介護休暇

◎永年勤続表彰､他多数

★さまざまな資格取得支援制度をご用意

介護福祉士実務者研修取得支援制度

受講料(12万円迄)を当社が負担します。

受講中は勤務日程の調整を事業所全体で

バックアップ。
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未経験から「学研グループ」の正社員！

資格取得支援もあり「介護のプロ」としての

キャリアを積めます。

グループホーム『愛の家』を中心に、

全国28都道府県・約300事業所を運営する

『メディカル・ケア・サービス』は、

「学研グループ」の一員です。

教育・研修を専門的に行っている部署もあり、

成長意欲の高い方にピッタリの会社です。

また、サポート体制が充実していて、

「介護職員実務者研修」「介護支援専門員」

「介護福祉士」などの資格取得を全面的にバックアップ。

合格に向けた勉強はもちろん、費用支援もあります。

資格手当も給与に反映され、

更にその身に付けたスキルでキャリアUPすることができます。

笑ったり､心が温まったり…｡

利用者様との距離が近いから

日常の些細な出来事にも､

一緒に喜びを感じられます｡

介護経験のある方が当社を選ぶ理由

介護の常識にとらわれず、ご利用者に寄り添う運営を続け、

イチから作り上げてきた当社。

例えば、外食やテーマパークに出かけたり、

一緒に料理を作ったり。

新しいことに挑戦しており、

スタッフの意見を大切にしているため、

のびのびと力を発揮できます！
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事業所名

法人名

サービス名

勤務地

事業所名 職種 雇用形態 職務内容 勤務時間 人数 資格
楽えん～おかざき～ 介護職員 正規 ・身体介護（食事、移動、 9：00～18：00 正規 必須

排泄、衣類の着脱、体の 時間応相談 1名程度 初任者研修以上
衛生管理など シフト制

・早番
・生活のサポート（炊事、 7：00～16：00
洗濯、掃除、買い物など） ・日勤

9：00～18：00
・メンタルケア（レクリエー ・遅番
ション、相談、他の利用者 10：00～19：00
との交流のお手伝いなど） 11：00～20：00

・夜勤
17：30～翌9：30

楽えん～おかざき～ 介護職員 パート ・身体介護（食事、移動、 7：00～12：00 パート 必須
排泄、衣類の着脱、体の 又は 1名程度 初任者研修以上
衛生管理など 夜勤業務

17：30～翌9：30
・生活のサポート（炊事、
洗濯、掃除、買い物など）

〒444-0814 岡崎市羽根町字小豆坂61-1
TEL 0564-55-8655 / FAX 0564-55-8656 / メール y-sato@rakuen-okazaki.com
ホームページ https://s8673-8715.saiyo-kakaricho.com/entry/offer/list ※採用HP
担当者 佐藤 よう

★★唯一無二の介護に出会う場所 楽えん～おかざき～★★

楽えん～おかざき～

株式会社 技研

サービス付き高齢者向け住宅、訪問介護

〒444-0814 岡崎市羽根町字小豆坂61-1

賃金・手当

連絡先

☑月給 （ 205,000 ～ 370,000 ）
☑時給円パート時給 1,100円固定
備考等
・交通費支給（上限20,000円）、・社会保険完備（保険加入要件は就業規則による）
・賞与年２回
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私たちは株式会社技研です。
羽根町字小豆坂地区で介護事業をやっています。

■私たちのビジョン・目指しているもの
『唯一無二の存在になりたい』私たちにしかできないことを本気で目指しています。
毎日常にチャレンジを！一歩一歩成長し、会社と一緒に社員も上のステージへ羽ばたきます！
私たちが一番に考えるのは『社員の幸せ』。社員が幸せでなければ、お客様を満足させられるはずはありません。

■職場の雰囲気
社員一人ひとりの声が、事業や経営を動かす。組織の歯車ではなく、コアメンバーの一人として働きたいあなたへ。
未経験でも安心できるマニュアル完備。入社後の研修制度で「わからない」をサポートします！
若さの可能性は無限大、自信があってもなくても努力ができれば関係ありません！広いふところに飛び込んできてください。
ぜひ一緒に働きませんか。

■仕事内容
・身体介護（食事、移動、排泄、衣類の着脱、体の衛生管理など）
・生活のサポート（炊事、洗濯、掃除、買い物など）
・メンタルケア（レクリエーション、相談、他の利用者との交流のお手伝いなど）

■必須スキル・経験
・ご利用者の健康と安全にしっかりと配慮する意志
・ご利用者への敬意と思いやり
・すぐに感情的にならない方
・たくさんのご利用者を見るための体力

■歓迎スキル・経験
・介護士としての実務経験
・緊急対応と応急処置に関する知識
・施設清掃業務に関する知識
・優れたコミュニケーションと対人スキル

事業所PR
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事業所名

法人名

サービス名

勤務地

事業所名 職種 雇用形態 職務内容 勤務時間 人数 資格
・入浴、食事、排泄介助 ８：３０～
・足浴・フットマッサージ １７：３０
・家族への介護指導 ８：３０～
・医療機器の管理 等 １６：３０（応相談）

・食事、入浴、排せつ介 ８：３０～
・レクリエーション支援 １７：３０
・足浴・フットマッサージ ８：３０～
・医療機器の管理 等 １６：３０（応相談）

・ケアプランの作成 ８：３０～
・介護相談 １７：３０
・他職種との連携 等 ８：３０～

１６：３０（応相談）

① 常勤（基本給＋手当等=285,000円～） パート（1600円～）
② 常勤（基本給+手当等=213,000円～） パート（1,100円～）
③ 常勤（基本給+手当等=235,000円～） 主任ｹｱﾏﾈ別に手当有 パート（1,400円～）

主任ｹｱﾏﾈｼﾞｬｰ
またはｹｱﾏﾈｼﾞｬｰ

ケアマネジャー
ケアプランセン
ター白樺 ③

正規

パート

２名

１名

１名
初任者研修以上

取得者

正看護師
１名

デイサービスセン
ター白樺 ②

介護福祉士

正規 ２名

ご利用者様の想いに寄り添い、質の高い看護・介護を提供できるよう、心を込めてケアさせていただきます。私たちと一緒に働いてみませんか。

葵訪問看護ステーション・デイサービスセンター白樺・ケアプランセンター白樺

株式会社 白樺

訪問看護・地域密着型通所介護・居宅介護支援事業所

岡崎市福岡町字御堂山29番地1

賃金・手当

連絡先

岡崎市福岡町字御堂山29番地1

葵訪問看護ステー
ション ①

看護師
正規

パート

２名

介護福祉士

パート

TEL 0564-54-0215 / FAX 0564-83-8168
ホームページ / メール aoihoukan@hotmail.co.jp
担当者 浪切/山田/落合

ご利用者様の笑顔・生きる力を引き出

し、住み慣れた地域で生き生きと暮ら

せるように、専門職同士力を合わせて支

援していくことを目指しております。

育児・介護をしながら働くことができる環境

が整っています。お互い助け合い、子育て

世代のママたちでも安心して働くことが出来

ます。

時間有給制度あり！行事に合わせて

調整できます。 見学もできます。まずはご

連絡ください！

岡崎市福岡町
にあります訪問看

護・通所介護・居

宅介護支援事業

所です。
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葵訪問看護ステーション

ケアプランセンター白樺

デイサービスセンター白樺
訪問看護…
ご自宅に訪問し、

安心した療養生

活が送れるよう

支援します。

居宅介護…
スムーズに介護

サービスを受け

られるようｹｱﾌﾟﾗ

ﾝを作成します。

通所介護…
医療依存度の高

い方でも安心し

てすごすことが

できる事業所で

す。
利用者と家族が

求める看護・介

護をよりよい

ものにできるよ

うに。

やりがい を

持って仕事がで

き、持っている

力を最大限発揮

できるように。

どんな世代でも

働きやすい
ような職場環境

に。

仲間を大切に思

い、尊敬しあえ

るように。

質の高い
看護・介護を目

指しています。

自然治癒力
を 高 め る ケ ア

を！足浴・ﾌｯﾄﾏｯ

ｻｰｼﾞに力をいれ

ています。

私たちのチー

ムで一緒に働い

てみませんか。

ご利用者様、一

人一人にじっ

くり向き合うこ

とができます。

見学・体験
もできます。ま

ずはお気軽にご

連絡ください！

子育て世代
の ｽ ﾀ ｯ ﾌ も活躍

中！行事等にも

参加しやすい環

境です。

桜梅桃李･･･

個性を生かし、

それぞれが輝け

る事業所を目指

しています。
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事業所名

法人名

サービス名

勤務地

事業所名 職種 雇用形態 職務内容 勤務時間 人数 資格

岡崎市社会福祉協議
会訪問介護事業所

ホーム
ヘルパー

非常勤
高齢者、障がい者の自
宅に出向いて訪問介
護、及び外出支援を行う

1訪問1時間程度～
(応相談)

2人
初任者研修終了
(旧ヘルパー2級)
または介護福祉士

岡崎市社会福祉協議
会訪問介護事業所
額田支所

ホーム
ヘルパー

非常勤
高齢者、障がい者の自
宅に出向いて訪問介
護、及び外出支援を行う

1訪問1時間程度～
(応相談)

1人
初任者研修終了
(旧ヘルパー2級)
または介護福祉士

岡崎市社会福祉センター3階 介護課

誰かのために 自分のために ホームヘルパーやってみませんか！？ ～岡崎市社会福祉協議会～

岡崎市社会福祉協議会指定訪問介護事業所

社会福祉法人岡崎市社会福祉協議会

訪問介護（ホームヘルパー）

〒444-0044 岡崎市康生南通3丁目５６番地

TEL 0564-47-8761 / FAX 47-8753

賃金・手当

□月給 □日給 ☑時給（ 1,080 ～ 1,560 ）円
■資格手当：（1時間）＋120円 ■休日手当(土日祝)：＋120円
■交通費(1訪問につき)康生：＋130円・額田：＋200円
■特別勤務手当(正月等1時間)：＋240円
■研修費(同行訪問・会合等)：1時間960円

メールokazaki-shakyo@forest.ocn.ne.jp ホームページhome1.catvmics.ne.jp/̃okashavc
担当者 小原 修子

連絡先
（令和3年4月移転します）

〒444-0802 岡崎市美合町五本松６８番地１２

ヘルパーさんと歩くと

見えてるみたいな気がするよ

今日は薄い雲が多くて、白い切れ目から

青空が少し見える様なお天気ですよ。歩道には

黄色の落ち葉があります。

支
援
の
一
例

【
同
行
援
護
】

視
覚
障
害
を
持
つ
方
の
外
出
を
支
援
し
て
い
ま
す
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現役ヘルパーさんの声 ホームヘルパーは1人でする仕事ではないです。

悩みや困ったことは、その場ですぐ相談できる、

やりがいのある仕事です。

有休がとれます。

休みやすくマイペースで仕

事ができるので、私は岡

崎社協のヘルパーになっ

て良かったです。

職場の方が親切で、

子どもが保育園の時か

ら始めて今年で１１年

になりました。

同行訪問でていねいな

指導があるので、安心し

て訪問介護に行けていま

人生の先輩からの話が

聞ける。

仕事をして喜んでもらえ

る。

始めは頑なに訪問される事の

抵抗があった方が、徐々に気

を許して下さり、素敵な笑顔を

見せて下さった時に、この上な

い喜びを感じます。

定例会（定期研修会）で

勉強できる

帰る時の「来週も待っ

とるよ」の言葉に頑張

ろうと思います。

介護はいつか自分も受ける。

それを思うと、今、介護の仕事

をさせてもらえる事に感謝です。
７０歳過ぎの先輩ヘル

パーさんは私たちの

人生の目標です。

ヘルパー２級以上（現在：初任者研修）

または介護福祉士等をお持ちの方ならどなたで

も！老若男女年齢問わず！！

高齢、障がい、児童、産前産後の方等支援を必要と

される方のお宅に伺い、計画に沿って支援をします。

（家事の援助・外出の支援・身体の介護等）

１日１時間のお仕事でもOK！ 有休あり。

研修費・交通費・土日祝手当・特別勤務手当

経験年数加算あり。 制服貸与・マスク、手袋など支給

必要条件 仕事内容 待 遇

１日１時間でも働ける

ので、子供が小さくて

も始められました。

ヘルパーAさんのある一日
9 １０ 11 １２ 13 14 15

出勤 業務① 移動 業務②～移動 帰宅 業務③ 移動 業務④～帰宅

90分 60分 60分 30分

ヘルパーBさんのある一日
9 １０ 11 １２ 13 14 15

出勤 業務① 移動～帰宅

90分

ちょっと働く
しっかり稼ぐ

現役ヘルパーさんの声 ホームヘルパーは1人でする仕事ではないです。

悩みや困ったことは、その場ですぐ相談できる、

やりがいのある仕事です。

有休がとれます。

休みやすくマイペースで仕

事ができるので、私は岡

崎社協のヘルパーになっ

て良かったです。

職場の方が親切で、

子どもが保育園の時か

ら始めて今年で１１年

になりました。

同行訪問でていねいな

指導があるので、安心し

て訪問介護に行けていま

人生の先輩からの話が

聞ける。

仕事をして喜んでもらえ

る。

始めは頑なに訪問される事の

抵抗があった方が、徐々に気

を許して下さり、素敵な笑顔を

見せて下さった時に、この上な

い喜びを感じます。

定例会（定期研修会）で

勉強できる

帰る時の「来週も待っ

とるよ」の言葉に頑張

ろうと思います。

介護はいつか自分も受ける。

それを思うと、今、介護の仕事

をさせてもらえる事に感謝です。
７０歳過ぎの先輩ヘル

パーさんは私たちの

人生の目標です。

ヘルパー２級以上（現在：初任者研修）

または介護福祉士等をお持ちの方ならどなたで

も！老若男女年齢問わず！！

高齢、障がい、児童、産前産後の方等支援を必要と

される方のお宅に伺い、計画に沿って支援をします。

（家事の援助・外出の支援・身体の介護等）

１日１時間のお仕事でもOK！ 有休あり。

研修費・交通費・土日祝手当・特別勤務手当

経験年数加算あり。 制服貸与・マスク、手袋など支給

必要条件 仕事内容 待 遇

１日１時間でも働ける

ので、子供が小さくて

も始められました。

ヘルパーAさんのある一日
9 １０ 11 １２ 13 14 15

出勤 業務① 移動 業務②～移動 帰宅 業務③ 移動 業務④～帰宅

90分 60分 60分 30分

ヘルパーBさんのある一日
9 １０ 11 １２ 13 14 15

出勤 業務① 移動～帰宅

90分

ちょっと働く
しっかり稼ぐ
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事業所名

法人名

サービス名

勤務地

事業所名 職種 雇用形態 職務内容 勤務時間 人数 資格
6：30～15：15
9：00～17：45
10：15～19：00
15：15～9：30

無資格でも可
介護福祉士

あれば望ましい
愛厚藤川の里

看護師または
准看護師

パート

・入浴、排泄、食事等の
日常生活介助
・日中活動の支援等

・バイタルチェック、服薬
介助等の日常生活にお
ける健康管理

9：00～17：45

9：45～18：30

2

2

1

1

正規

パート

正規

私たちは、繋ぐ、紡ぐ、育むことを通して、ともにあなたのおもいをかたちにします

愛厚藤川の里

社会福祉法人愛知県厚生事業団

知的障害者支援施設（生活介護・施設入所支援・短期入所・日中一時支援）、相談支援

〒444-3523 岡崎市藤川町字堤ヶ入1-2

賃金・手当

☑月給 □日給 □時給（ 188,300 ～ 258,500 ）円
備考等

介護パート 1,060円（＠960円＋処遇改善手当100円）～
※介護職員初任者研修以上で資格手当あり
看護パート 1,500円

連絡先

〒444-3523 岡崎市藤川町字堤ヶ入1-2
TEL 0564-48-6130 / FAX 0564-48-8905
ホームページ http://www.ai-kou.or.jp / メール fujikawanosato@ai-kou.or.jp
担当者 岡田

生活支援員

看護職員

60名の利用者様への生活支援サービスのほか、

児童を含む6名までのショートステイ利用者様

への居宅支援サービスの一端を担う事業を主に

展開しています。

居室は個室、3～4人部屋で構成され、ゆった

りと健やかに生活できる空間となっています。

サンルームや訓練棟では、ボランティアさんに

協力していただき、スポーツ活動や運動を行っ

ています。

愛厚藤川の里
〒444-3523

岡崎市藤川町字堤ケ入1-2

P.32



事業所PR

私たちの誓い（法人理念） 【 処 遇 】

生活スタイルに合わせるなら一般職
勤務地が選べるうえに原則転勤がなく、勤務時間は週40時間と週32時

間の2形態から選択できるので、生活スタイルに合わせて働くことが可能

です。

無資格の方でも応募いただけます。採用された場合、採用後に介護職

員初任者研修を受講していただき、その受講料を10万円を限度として法

人が前払いで補助します。

キャリアアップを目指すなら総合職

複数の施設で異動があり、さまざまな経験を積みながら管理職を目指

すことができます。充実した職階別研修が受けられ、安定したキャリア

アップを望めるのが最大のポイントです。

【 給 与 】

試用期間中でも給与は同額
採用から6カ月間を試用期間としていますが、給与は正規職員として算定され

るものと同額を支給しています。

定年まで年1回の昇給
勤務成績が良好な場合、定年まで年1回の昇給があります。なお、昇給幅は

平均5,400円程度です。

賞与は年4.05カ月分

年度により多少異なりますが、期末・勤勉手当として年に2回、6月と12月に賞

与を支給しています。※一般職の場合は年2.04カ月分。

3つの退職金・年金制度に加入
福祉医療機構、共済会、全事協年金の3つの制度に加入。それぞれの制度か

ら、退職金や年金として支給しています。福祉医療機構の掛金は事業主の全

額負担です。

国が支援する処遇改善手当
高齢化が進むなか、国も介護職を重要な職業と位置付け

ました。処遇改善の積極的な支援策として「介護職員処遇

改善加算」により一定額が月額に加算されます。

条件に応じてこんな手当も
扶養手当・住居手当・通勤手当・資格手当・職務手当・夜勤手当など

【 休 日 】

年間休日平均は120日以上
祝日、年末年始※も休日となります。年度のカレンダーによりますが、

年間休日平均は120日以上。

有給休暇は採用日から10日を付与
法定では採用日から6カ月後のところ、採用日当日から10日間付与し

ます。繰り越しを含めると最大で40日となり、まとまった休みを取ることも

可能です。

多数の特別休暇があります
忌引休暇（最大7日）・療養休暇（最大90日）・リフレッシュ休暇（4日）・産

前休暇（8週間）・配偶者出産休暇（3日）・子の看護休暇（有給）・育児休

業（2歳まで）など

※一般職週32時間勤務の場合、上記とは異なります。
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事業所名

法人名

サービス名

勤務地

事業所名 職種 雇用形態 職務内容 勤務時間 人数 資格
愛恵協会 職業指導員 正職員 ４週８休制 ３名

生活支援員
生活指導員
相談支援員

TEL 0564-48-2055 / FAX 0564-48-5426
ホームページ http://www.aikei-k.or.jp / メール aikei@aikei-k.or.jp
担当者 成田

愛恵協会の仕事は、「人」にしかできない「仕ごと」なんです。

社会福祉法人 愛恵協会

社会福祉法人 愛恵協会

障害福祉サービス事業、生活困窮者等支援事業、岡崎市委託事業、幸田町指定管理事業

〒444-3511 岡崎市舞木町字小井沢4-1

賃金・手当

☑月給 □日給 □時給（ 178,665 ～ 278,175 ）円
備考等 上記は基本給、調整手当、特殊業務手当、処遇改善手当が含まれます。規定に
より、通勤、資格、住宅、扶養手当などが加算されます。また、年齢、経験により基本給に
加算があります。

連絡先

〒444-3511 岡崎市舞木町字小井沢4-1

障害のある方や生活に
困っている方などに、誰
もが地域で当たり前の生
活ができるように、就労
支援や生活支援及び相
談支援を行っていただき
ます。

４週間で１週
平均４０時間
勤務制

不問ですが、資
格があった方が
有利です。社会
福祉士、精神保
健福祉士や介護
福祉士の方も活
躍しています。資
格のない方は就
職しながら資格
取得を目指すこと
ができます

＜生活保護部門＞

更生施設 愛恵園

愛恵園授産所

ぷらっとホーム

＜セルプ・生活介護部門＞

愛恵ワークス

舞木ワークス

ステップやまなか

多機能事業所てんじん

＜生活訓練部門＞

生活訓練事業所あい

あいけいホーム

あいけいホームⅡ

あいけいホームⅢ

おたまじゃくし

＜相談部門＞

生活支援センター山中

西三河障害者就業・

生活支援センター輪輪

愛恵協会は

以上の事業所で構成されています

＜幸田部門＞

つどいの家

つどい作業所

生活支援センターこうた

幸田町生活困窮者支援事業
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事業所PR

働く事業は？

障害福祉サービス事業

相談支援事業

生活困窮者等支援事業

職 種 は？

職業指導員、生活支援員、相談支援員、生活指導員、栄

養士、事務職員 など

福利厚生は？

☆退職金制度 ・・・福祉医療機構退職共済、愛知県民間

社会福祉事業職員共済へ加入

☆休暇制度 ・・・育児・介護休業制度、育児・介護休暇制

度、子の看護休暇は小学3年生までの子が対象で有給で

す

☆その他 ・・・岡崎幸田勤労者共済会、職員共済会への

加入ができます 資格取得を目指す方は、勤務について

の配慮があります

くるみん

認定事業所

あいち

ファミリー

フレンドリー企業

愛恵協会は 子育てサポート企業として厚生労

働大臣の認定を受けた事業所です。 男女とも

働きやすい職場環境づくりに取り組んでいます。
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事業所名

法人名

サービス名

勤務地

事業所名 職種 雇用形態 職務内容 勤務時間 人数 資格

不問

児童発達支援すだち
（欠町） パート 療育事業 1名

清掃業務 1名

保育士、社会福祉士
精神保健福祉士
教職員免許

保育士、社会福祉士
精神保健福祉士
教職員免許

臨床(発達)心理士
公認心理師

2名

4名

1名

1名

臨床心理士

保育士
児童指導員

1名

パート
心理相談等業務

療育事業パート

こども発達支援センター
（欠町）

にじの家
（欠町）

そだちの家
（欠町）

【フルタイムパート】

8：30～17：15
(週5日勤務)

【パート】
8：30～17：15

又は
8：30～17：15の
内6時間程度

(週3～5日勤務)

フルタイムパート

清掃員 パート

保育士
児童指導員

障がい者向け事業における
支援業務

障がい者向け事業における
看護業務

障がいサポート課総務班
（欠町）

「福祉の仕事はしんどい…」 その考え、岡崎市福祉事業団で変わります！！

こども発達支援センター（欠町） 、そだちの家（欠町）、にじの家（欠町） 他

社会福祉法人 岡崎市福祉事業団

児童発達支援事業、生活介護事業 他

〒444-0802 岡崎市美合町字下長根2番地1（法人本部） ※全事業所が岡崎市内

賃金・手当

【保育士/児童指導員の場合】
パート：時給1,070～1,180円
備考等 別途 通勤手当、日曜祝日勤務手当（1時間100円）などを勤務実績により支給
※その他職種、詳細はお気軽にお問い合わせください！ホームページでもご確認いただけます。

連絡先

〒444-0802 岡崎市美合町字下長根2番地1

看護師
准看護師

生活支援員 パート

看護師 パート

不問

TEL 0564-55-0111 / FAX 0564-55-0156
ホームページ https://www.okazaki-fukushi.or.jp/ / メール honbu@okazaki-fukushi.or.jp
担当者 総務課 ミノミヤ

詳細は

こちら

P.36



事業所PR

P.37



事業所名

法人名

サービス名

勤務地

事業所名 職種 雇用形態 職務内容 勤務時間 人数 資格
①平日

②土・祝日・夏休み当
食事・排泄介助等

医療的ケア全般

健康管理

食事・排泄介助等

定期昇給有・資格手当支給

正看護師
または准看護
師

賃金・手当

連絡先

〒444-0243 岡崎市上青野町字馬場8-1
TEL 0564-74-9880 / FAX 0564-57-7031
ホームページ http://www.npo-nozomi.jp / メール info@npo-nozomi.p
担当者 今泉きよみ

看護職員 パート

放課後等デイのぞみ

パート

□月給 □日給 ☑時給 保育士（1,090円～）・正看護師（1,420円～）

「明るく 楽しく 元気いっぱい！」

放課後等デイのぞみ

特定非営利活動法人のぞみ

放課後等デイサービス

〒444-0243 岡崎市上青野町字馬場8-1

保育士

1名

活動支援

保育士

9：30～16：30

９：３０～13：30

14：30～8：30
１名

・准看護師（1,310円～）

放課後デイのぞみは

障害種別が多様で、身体・知的・精神等

の障がい児が一緒に過ごしています。

いつも子どもたちのの笑顔であふれて

いる施設です。

ベテランが多く頑張ってます！

初心者でも安心です。

働く時間については相談可

「明るく 楽しく

元気いっぱい！」
をモットーに障がいにとらわ

れずいろんなことにチャレン

ジしています。
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放課後デイサービス １日のスケジュール

長く、安心して働ける

充実の研修制度

・採用時には研修を受けられます

未経験でも安心！

・採用後にも仕事に関する様々な

種類の研修受講や実務者研修

介護福祉士資格取得に対し

助成制度があります。

資格取得やキャリアアップ

していきましょう！

・子育て中の方、学校行事優先OK！

仕事内容

放課後デイではこんなお仕事をします

・障がいをお持ちの子どもさんと一緒に

工作や外遊び、クッキング等を

楽しみます。

アイデアや特技を活かしながら

楽しく活動していきましょう

職場の雰囲気

・20代～50代のスタッフ総勢９名

頼もしいベテランスタッフが多い

職場です✨

・明るく、元気なかたが多いです！

・こじんまりとした雰囲気で、和気

あいあいとしており、いつも笑いが

絶えません�

見学や体験も可能です

お気軽にご連絡ください！

福利厚生

・就業時間・就業日数により加入保険が

異なります。

・マイカー通勤：無料駐車場あり

プライベートも確保

・年次有給休暇日数は法定通り

・就業時間・労働日数は相談に

応じます。

・残業はなし

放課後デイのぞみはこんな事業所です！

いろいろな経験を積み重ねて

スキルを磨いていきましょう

職場で共有・フォローしあえる

関係を築いていきましょう�
はじめは上手くい

かないこともある

かも……

マスク

作った
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事業所名

法人名

サービス名

勤務地

事業所名 職種 雇用形態 職務内容 勤務時間 人数 資格

ぱすてる

連絡先

〒444-0944 岡崎市北本郷町字野添38番地1
TEL （0564）34－0535 / FAX （0564）34－0535
ホームページ https://info062527.wixsite.com / メール info@yotubanokai.org
担当者 平尾 俊哉

賃金・手当

☑月給（１６２，３５０ ～ １９３，３００）円 □日給 ☑時給（９５５ ～ １，０００）円
備考等
夜勤手当（７，０００）円、資格手当 （２，０００～５，０００）円、交通費他各種手当有

16：00～
10：00

3名
不要（介護職員
初任者研修また
は介護福祉士あ
れば尚可）

パート
16：00～
10：00

3名

木のぬくもりいっぱいの素敵な建物で一緒にお仕事しませんか

ぱすてる

特定非営利活動法人四ツ葉の会

共同生活援助（グループホーム）、短期入所

〒444-0944 岡崎市北本郷町字野添43番地1

介護職員
正規 ○食事、入浴、排泄等

の日常生活介助
○夜間の見守り

特非営利活動法人四ツ葉の会は岡崎市の

北本郷町にある 生活介護 ヘルパー

グループホーム 相談支援

の事業所です

障がい者の方の暮らしを私たちと

一緒に支えていきましょう�

子育て中のママ、主婦（夫）

大活躍です！

研修制度もあり、

初心者でも安心です

利用者さんひとりひとりが

その人らしくいられるよう、

ひとりひとりに

寄り添った介護を

職員一丸となって

目指しています�
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長く、安心して働ける

充実の研修制度

・未経験の方でも安心して仕事が

できるまで研修担当がついてしっかり

教えます

移乗などは2人体制で行うので安心

です

・資格取得やキャリアアップも全力で

応援します

仕事内容

ぱすてるではこんなお仕事をします

・利用者さんの身の回りの介助

食事、入浴、排せつ

着替え、口腔内のケア 介助など

・夜間の見守り

夜間利用者さんが安心して眠れるよう

に見守ります。発作がある方もみえる

のでその対応をします

法人、職場の特徴

・障がい者の親たちが立ち上げた

法人です

・定員９名（うちショートステイ２名）

のぱすてる女性棟と定員６名

（うちショートステイ１名）の

男性棟があります

・やりがいがとてもあります

・女性棟、男性棟それぞれ夜勤者１名

と遅出や早出などの職員体制で

行っています

見学や体験も可能です

お気軽にご連絡ください！

福利厚生

・社会保険完備

・社員価格で手作りの

おいしい給食が食べれます
・年間休日110日

・残業は月20時間程度

・勤務時間は朝や夕方だけ

でもOKです（グループホーム）

勤務日の１日のスケジュール

16：00から10：00の場合…

ぱすてるはこんな事業所です！！

初心者の方でも安心して仕事ができる

まで研修担当がついてしっかり教えて

くれます。利用者さんは言葉のない方

がほとんどですが、職員みんなで一緒

に考えながら支援に入っています！！

障がい福祉は初めて

でうまくいくか

不安…
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事業所名

法人名

サービス名

勤務地

事業所名 職種 雇用形態 職務内容 勤務時間 人数 資格

TEL （0564）34－0535 / FAX （0564）34－0535
ホームページ https://info062527.wixsite.com / メール info@yotubanokai.org
担当者 平尾 俊哉

指定生活介護事業所
ぱれっと 8：30～

17：30
10：00～
16：00

やりがいを求めている方、待ってます

指定生活介護事業所ぱれっと

特定非営利活動法人四ツ葉の会

生活介護、居宅介護、行動援護、移動支援

〒444-0944 岡崎市北本郷町字野添38番地1

賃金・手当

☑月給（１６２，３５０ ～ １９３，３００）円 □日給 ☑時給（９５５ ～ １，６００）円
備考等
資格手当 （２，０００～５，０００）円、交通費他各種手当有

連絡先

〒444-0944 岡崎市北本郷町字野添38番地1

介護職員
正規

○食事、入浴、排泄等
の日常生活介助

○レクリエーション
支援

不要（介護職員
初任者研修また
は介護福祉士あ
れば尚可）

パート
10：00～
16：00

3名

看護職員

○バイタルチェック
配薬管理、健康管理、
たん吸引、胃ろう等
の看護業務

正看護師
または准看護師

正規

パート

8：30～
17：30

３名

1名

1名

よつば指定居宅介護
事業所

ヘルパー
従業者

正規
〇土日等、公共交通機
関を使ってのお出かけ
○ご自宅での入浴等の
身体介護

8：30～
17：30

2名 介護職員初任者
研修または介護
福祉士パート

利用者様のご希
望時間による 1名

子育て中のママ、主婦（夫）

大活躍です！

研修制度もあり、

初心者でも安心です

利用者さんひとりひとりが

その人らしくいられるよう、

ひとりひとりに

寄り添った介護を

職員一丸となって

目指しています�

特非営利活動法人四ツ葉の会は岡崎市の

北本郷町にある 生活介護 ヘルパー

グループホーム 相談支援

の事業所です

障がい者の方の暮らしを私たちと

一緒に支えていきましょう�

子育て中のママ、主婦（夫）

大活躍です！

研修制度もあり、

初心者でも安心です

利用者さんひとりひとりが

その人らしくいられるよう、

ひとりひとりに

寄り添った介護を

職員一丸となって

目指しています�
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事業所PR

長く、安心して働ける

充実の研修制度

・未経験の方でも安心して仕事が

できるまで研修担当がついてしっかり

教えます

移乗などは2人体制で行うので安心

です

・資格取得やキャリアアップも全力で

応援します

・子育て中のママもたくさん

働いています

仕事内容

ぱれっとではこんなお仕事をします

・利用者さんの身の回りの介助

食事、入浴、排せつ

着替え、口腔内のケア 介助など

・レクリエーション支援

様々なレクリエーションや

イベントも行います

アイデアや特技を活かしながら

楽しく活動していきましょう

法人、職場の特徴

・障がい者の親たちが立ち上げた

法人です

・利用者は重度の方が多いので、

1.7人の利用者に対して1人の

職員体制で対応しています

やりがいがとてもあります

・20代から70代までと幅広いス

タッフがいます。開所当時から

いるスタッフもいて頼もしいです

見学や体験も可能です

お気軽にご連絡ください！

福利厚生

・社会保険完備

・社員価格で手作りの

おいしい給食が食べれます
・年間休日110日

・残業は月20時間程度

・勤務時間は朝や夕方だけ

でもOKです（グループホーム）

勤務日の１日のスケジュール

８：30から17：30の場合…

ぱれっとはこんな事業所です！！

初心者の方でも安心して仕事ができる

まで研修担当がついてしっかり教えてく

れます。利用者さんは言葉のない方がほ

とんどですが、職員みんなで一緒に考え

ながら支援に入っています！！

障がい福祉は初めて

でうまくいくか

不安…
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