
職種 資格要件 　　◎必須

雇用形態 賃金 新卒学生応募可否 ・福祉資格 　　○いずれか必須

募集人数 年齢要件 ・その他の資格 　　△望む

介護職 ○介護福祉士 ○介護職員初任者研修

非常勤・パート 日給

1人 賞与 有 夜勤 有 年齢要件 不問

介護職 △介護福祉士 △介護職員初任者研修

正職員 月給 △実務者研修

2人 賞与 有 夜勤 有 年齢要件 不問

調理員

非常勤・パート 時給

1人 賞与 有 夜勤 無 年齢要件 不問

介護職 ○介護福祉士 ○介護職員初任者研修

非常勤・パート 日給

1人 賞与 有 夜勤 有 年齢要件 不問

ホームヘルパー ○介護職員初任者研修 ○介護福祉士

非常勤・パート 時給 ○実務者研修

2人 賞与 無 夜勤 無 年齢要件 不問 ◎普通自動車免許 ◎原付免許

介護職 △介護福祉士 △介護職員初任者研修

正職員 月給 △実務者研修

1人 賞与 有 夜勤 有 年齢要件 不問

栄養士 ◎管理栄養士

正職員 月給

1人 賞与 有 夜勤 無 年齢要件 不問

★　「魅力ある福祉・介護の職場宣言ひろしま」認証法人です。

ブース
番号 1 種別

【　高　齢　】

【　児　童　】

私たちが行っている仕事は、人と係わる仕事であり、とても尊い仕事であります。
その仕事にやる気がある、あなたの可能性を、しっかりサポートいたします。

法人名 社会福祉法人　呉同済義会

事業所名
(求人有)

養護老人ホーム 呉保生院　・　特別養護老人ホーム 温養院　・　ホームヘルプサービス 温養院・
特別養護老人ホーム 常楽園　・　デイサービスセンター 常楽園　・　ホームヘルプサービス 常楽園・
児童養護施設 仁風園　・　嶺南荘保育所

資格取得支援制度あり ○ 職員研修の充実 ○

新規開設施設・事業所あり ― 高校生対象求人予定の有無 ○

求人票番号 就業先名称 就業先所在地

就業先
地域

主な事業

賞与・夜勤の有無

3410-2302-00152 養護老人ホーム呉保生院（夜勤専門求人） 呉市警固屋９丁目１番３８号

警固屋 養護老人ホーム（一般）

10,000円～10,000円 新卒・一般可

3410-2212-00126 特別養護老人ホーム温養院 呉市焼山中央６丁目６番１３号

昭和 特別養護老人ホーム

193,600円～215,800円 新卒・一般可

3410-2301-00133 特別養護老人ホーム温養院 呉市焼山中央6丁目6番13号

昭和 特別養護老人ホーム

940円～940円 新卒・一般可

3410-2301-00132 特別養護老人ホーム温養院（夜勤専門求人）

特別養護老人ホーム常楽園

呉市焼山中央6丁目6番13号

昭和 特別養護老人ホーム

11,500円～11,500円 新卒・一般可

3410-2301-00131 ホームヘルプサービス　温養院 呉市焼山中央6丁目6番13号

呉市警固屋９丁目１番１号

警固屋 特別養護老人ホーム

189,600円～211,800円 新卒・一般可

昭和 訪問介護

1,260円～1,890円 新卒・一般可

3410-2301-00127

3410-2301-00167 特別養護老人ホーム常楽園 呉市警固屋９丁目１番１号

昭和 特別養護老人ホーム

188,500円～195,300円 新卒・一般可



調理員

非常勤・パート 時給

1人 賞与 有 夜勤 無 年齢要件 不問

介護職 △介護職員初任者研修 △実務者研修

非常勤・パート 時給 △介護福祉士

1人 賞与 有 夜勤 無 年齢要件 不問 △普通自動車免許

介護職 △実務者研修 △介護福祉士

非常勤・パート 時給 △介護職員初任者研修

1人 賞与 有 夜勤 無 年齢要件 不問

ホームヘルパー ○介護職員初任者研修 ○介護福祉士

非常勤・パート 時給 ○実務者研修

4人 賞与 無 夜勤 無 年齢要件 不問 ◎普通自動車免許 ◎原付免許

保育士 △児童指導員 △小・中・高教諭

正職員 月給 ◎保育士 △幼稚園教諭

2人 賞与 有 夜勤 有 年齢要件 不問

相談・支援・指導員（施設） △児童指導員 △小・中・高教諭

正職員 月給 △保育士 △幼稚園教諭

2人 賞与 有 夜勤 有 年齢要件 不問

栄養士 ◎栄養士 △管理栄養士

正職員 月給

1人 賞与 有 夜勤 無 年齢要件 不問

保育士 ◎保育士 △幼稚園教諭

正職員 月給

1人 賞与 有 夜勤 無 年齢要件 不問

3410-2302-00094 特別養護老人ホーム常楽園 呉市警固屋９丁目１番１号

警固屋 特別養護老人ホーム

940円～940円 新卒・一般可

3410-2212-00135 デイサービスセンター常楽園 呉市警固屋９丁目１番１号

警固屋 通所介護 (週労働時間30h)

950円～980円 新卒・一般可

3410-2301-00126 デイサービスセンター常楽園 呉市警固屋９丁目１番１号

警固屋 通所介護　(週労働時間20h)

950円～980円 新卒・一般可

3410-2301-00130 ホームヘルプサービス　常楽園 呉市警固屋９丁目１番１号

警固屋 訪問介護

1,260円～1,890円 新卒・一般可

3410-2301-00129 児童養護施設仁風園 呉市仁方西神町３５番１１号

仁方 児童養護施設

186,700円～193,500円 新卒・一般可

3410-2301-00128 児童養護施設仁風園 呉市仁方西神町３５番１１号

仁方 児童養護施設

186,700円～193,500円 新卒・一般可

3410-2301-00168 児童養護施設仁風園 呉市仁方西神町３５番１１号

仁方 児童養護施設

179,000円～185,800円 新卒・一般可

3410-2302-00153 嶺南荘保育所 呉市東畑２丁目２番１８号

中央 保育所

188,700円～195,500円 新卒・一般可



職種 資格要件 　　◎必須

雇用形態 賃金 新卒学生応募可否 ・福祉資格 　　○いずれか必須

募集人数 年齢要件 ・その他の資格 　　△望む

相談・支援・指導員（施設） ◎社会福祉主事取得見込 △社会福祉士

正職員 月給 △社会福祉士取得見込 △社会福祉士受験資格

3人 賞与 有 夜勤 無 年齢要件 不問 △普通自動車免許 △ＡＴ限定免許

介護職 △介護福祉士 △介護福祉士取得見込

正職員 月給 △介護職員初任者研修 △実務者研修

7人 賞与 有 夜勤 有 年齢要件 不問 △普通自動車免許 △ＡＴ限定免許

介護職 △介護福祉士 △実務者研修

正職員 月給 △実務者研修修了見込

3人 賞与 有 夜勤 有 年齢要件   　 ～ 59歳

栄養士 ◎管理栄養士

正職員 月給

1人 賞与 有 夜勤 無 年齢要件   　 ～ 59歳

栄養士 ◎栄養士 △栄養士取得見込

正職員 月給

1人 賞与 有 夜勤 無 年齢要件   　 ～ 59歳

調理員

正職員 月給

2人 賞与 有 夜勤 無 年齢要件   　 ～ 59歳

調理員

非常勤・パート 時給

2人 賞与 有 夜勤 無 年齢要件   　 ～ 59歳

★　「魅力ある福祉・介護の職場宣言ひろしま」認証法人です。

ブース
番号 2 種別 【　高　齢　】

介護の仕事は驚きと発見の毎日です。忙しく動き回る私たちを癒し励ましてくれるのず、他でもない利用者の皆さんです。
私たちの職場は、家庭的な雰囲気に溢れ、利用者さんと職員の笑顔が絶えません。私たちは、ここが大好きです。
ぜひ、私たちと一緒に働いてみませんか。お年寄りとかかわることが好きな方、お待ちしています。

法人名 社会福祉法人　白寿会

事業所名
(求人有)

社会福祉法人 白寿会
特別養護老人ホーム コスモス園
コスモス園訪問介護事業所　・　コスモス園訪問介護事業所天応

資格取得支援制度あり ○ 職員研修の充実 ○

新規開設施設・事業所あり ― 高校生対象求人予定の有無 ○

求人票番号 就業先名称 就業先所在地

就業先

地域

主な事業

賞与・夜勤の有無

3410-2204-00130 社会福祉法人　白寿会 就業先候補地が複数あり，採用後に決定

昭和 他 特別養護老人ホーム

177,800円～212,800円 新卒のみ可

3410-2204-00129 社会福祉法人　白寿会 就業先候補地が複数あり，採用後に決定

昭和 他 特別養護老人ホーム

203,000円～223,000円 新卒のみ可

3410-2302-00092 特別養護老人ホームコスモス園 呉市焼山北３丁目２１番５号

昭和 特別養護老人ホーム

182,600円～242,600円 新卒・一般可

3410-2301-00112 特別養護老人ホームコスモス園

特別養護老人ホームコスモス園

呉市焼山北３丁目２１番５号

昭和 特別養護老人ホーム

196,500円～297,100円 新卒・一般可

3410-2301-00111 特別養護老人ホームコスモス園 呉市焼山北３丁目２１番５号

呉市焼山北３丁目２１番５号

昭和 特別養護老人ホーム

154,100円～224,100円 新卒・一般可

昭和 特別養護老人ホーム

186,500円～287,100円 新卒・一般可

3410-2212-00058

3410-2212-00001 特別養護老人ホームコスモス園 呉市焼山北３丁目２１番５号

昭和 特別養護老人ホーム

950円～1,000円 新卒・一般可



ホームヘルパー ◎介護職員初任者研修

非常勤・パート 時給

4人 賞与 有 夜勤 無 年齢要件 不問 ◎普通自動車免許 △原付免許

ホームヘルパー ◎介護職員初任者研修

非常勤・パート 時給

5人 賞与 有 夜勤 無 年齢要件 不問 ○普通自動車免許 ○原付免許

3410-2301-00109 コスモス園訪問介護事業所 呉市焼山北３丁目２１番５号

昭和 特別養護老人ホーム

1,230円～2,200円 新卒・一般可

3410-2301-00110 コスモス園天応訪問介護事業所 呉市天応伝十原町１５－３

天応 特別養護老人ホーム

1,230円～2,200円 新卒・一般可



職種 資格要件 　　◎必須

雇用形態 賃金 新卒学生応募可否 ・福祉資格 　　○いずれか必須

募集人数 年齢要件 ・その他の資格 　　△望む

介護職 △介護職員初任者研修

正職員 月給

1人 賞与 有 夜勤 有 年齢要件 不問

その他(雑務)

非常勤・パート 時給

1人 賞与 有 夜勤 無 年齢要件 不問

介護職 △介護職員初任者研修

正職員 月給

1人 賞与 有 夜勤 無 年齢要件 不問 ○普通自動車免許 ○ＡＴ限定免許

運転手

非常勤・パート 時給

1人 賞与 有 夜勤 無 年齢要件 不問 ○普通自動車免許 ○ＡＴ限定免許

セラピスト ○理学療法士 ○作業療法士

正職員 月給

1人 賞与 有 夜勤 無 年齢要件 不問

セラピスト ○理学療法士 ○作業療法士

非常勤・パート 時給

1人 賞与 有 夜勤 無 年齢要件 不問

ホームヘルパー ○介護職員初任者研修 ○介護福祉士

非常勤・パート 時給

2人 賞与 有 夜勤 無 年齢要件 不問 ○普通自動車免許 ○原付免許

★　「魅力ある福祉・介護の職場宣言ひろしま」認証法人です。

ブース
番号 3 種別

【　高　齢　】
【　障　害　】
【　児　童　】

市民の誰もが明るく住みよい福祉社会を実現するために地域住民が主体となり、組織された公共性の高い団体です。「ご近所からほほ
えみ返しが広がるまちづくり」を基本理念に呉市内における介護事業所、地域福祉活動・人材養成事業を展開しています。

法人名 社会福祉法人　呉市社会福祉協議会

事業所名
(求人有)

老人保健施設　さざなみ苑　・　訪問介護事業所(呉・川尻安浦)　呉市音戸・倉橋包括支援センター
蒲刈通所介護事業所　・　呉市社会福祉協議会 (地域福祉課 ・ 福祉サービス課)

呉市身体障害者福祉センター　・　老人福祉センターみはらし荘　・　呉市大坪谷児童館

資格取得支援制度あり ○ 職員研修の充実 ○

新規開設施設・事業所あり ― 高校生対象求人予定の有無 ○

求人票番号 就業先名称 就業先所在地

就業先
地域

主な事業

賞与・夜勤の有無

3410-2302-00156 老人保健施設さざなみ苑 呉市音戸町高須３－７－１５総合ケアセンターさざなみ内

音戸 介護老人保健施設

164,900円～189,600円 新卒・一般可

3410-2302-00161 　老人保健施設さざなみ苑 呉市音戸町高須３－７－１５総合ケアセンターさざなみ内

音戸 介護老人保健施設

930円～930円 新卒・一般可

3410-2302-00158 老人保健施設さざなみ苑通所リハビリテーション 呉市音戸町高須３－７－１５総合ケアセンターさざなみ内

音戸 通所リハビリテーション

164,900円～189,600円 新卒・一般可

3410-2302-00159 老人保健施設さざなみ苑通所リハビリテーション

老人保健施設さざなみ苑通所リハビリテーション

呉市音戸町高須３－７－１５総合ケアセンターさざなみ内

音戸 通所リハビリテーション

930円～930円 新卒・一般可

3410-2302-00157 老人保健施設さざなみ苑 呉市音戸町高須３－７－１５総合ケアセンターさざなみ内

呉市音戸町高須３－７－１５総合ケアセンターさざなみ内

音戸 介護老人保健施設

1,330円～1,330円 新卒・一般可

音戸 介護老人保健施設

236,400円～262,400円 新卒・一般可

3410-2302-00160

3410-2302-00077 呉市社会福祉協議会呉訪問介護事業所 呉市中央５丁目１２-２１呉市福祉会館内

中央 訪問介護

1,010円～1,920円 新卒・一般可



ホームヘルパー ○介護職員初任者研修 ○介護福祉士

非常勤・パート 時給

3人 賞与 有 夜勤 無 年齢要件 不問 ○普通自動車免許 ○原付免許

介護支援専門員 ◎介護支援専門員 △主任介護支援専門員

正職員 月給

1人 賞与 有 夜勤 無 年齢要件 不問 ◎ＡＴ限定免許

調理員 △調理師

非常勤・パート 時給

1人 賞与 有 夜勤 無 年齢要件 不問

相談・支援員（相談支援機関等） ◎社会福祉士

正職員 月給

1人 賞与 有 夜勤 無 年齢要件 不問 ◎ＡＴ限定免許

相談・支援員（相談支援機関等） △社会福祉士

正職員 月給

3人 賞与 有 夜勤 無 年齢要件 不問 ◎ＡＴ限定免許

その他(事業事務)

正職員 月給

1人 賞与 有 夜勤 無 年齢要件 不問 ◎普通自動車免許

その他(事業事務)

正職員 月給

1人 賞与 有 夜勤 無 年齢要件 不問 ◎ＡＴ限定免許

その他(事業事務)

正職員 月給

1人 賞与 有 夜勤 無 年齢要件 不問 ◎普通自動車免許

その他(館長業務) ○小・中・高教諭 ○幼稚園教諭

常勤（正職員以外） 月給 ○保育士

1人 賞与 有 夜勤 無 年齢要件 不問

3410-2302-00078 呉市社会福祉協議会　川尻安浦訪問介護事業所 呉市安浦町内海北１－７－２

安浦 訪問介護

1,010円～1,920円 新卒・一般可

3410-2301-00006 呉市音戸・倉橋地域包括支援センター 呉市音戸町高須3-7-15総合ケアセンターさざなみ内

音戸 地域包括支援センター

199,400円～225,400円 新卒・一般可

3410-2301-00008 蒲刈通所介護事業所 呉市蒲刈町田戸2308-1

蒲刈 通所介護

930円～1,010円 新卒・一般可

3410-2302-00075 呉市社会福祉協議会　地域福祉課　総合相談支援室 呉市中央4-1-6

中央 社会福祉協議会

183,100円～183,100円 新卒・一般可

3410-2302-00074 呉市社会福祉協議会　地域福祉課 呉市中央5-12-21呉市福祉会館内

中央 社会福祉協議会

152,800円～152,800円 新卒・一般可

3410-2302-00076 呉市社会福祉協議会　福祉サービス課 呉市中央5-12-21呉市福祉会館内

中央 社会福祉協議会

152,800円～152,800円 新卒・一般可

3410-2212-00027 呉市社会福祉協議会　呉市身体障害者福祉センター 呉市中央6-2-9　つばき会館1・2階

中央 社会福祉協議会

152,800円～152,800円 新卒・一般可

3410-2302-00162 老人福祉センターみはらし荘 呉市警固屋８－１７－１

警固屋 社会福祉協議会

152,800円～152,800円 新卒・一般可

3410-2302-00079 呉市大坪谷児童館 呉市阿賀北３丁目１－３

阿賀 児童館　(週労働時間 30h)

148,500円～148,500円 新卒不可



職種 資格要件 　　◎必須

雇用形態 賃金 新卒学生応募可否 ・福祉資格 　　○いずれか必須

募集人数 年齢要件 ・その他の資格 　　△望む

介護職 △介護福祉士 △介護職員初任者研修

正職員 月給

1人 賞与 有 夜勤 有 年齢要件 不問 △普通自動車免許

介護職

非常勤・パート 時給

2人 賞与 無 夜勤 無 年齢要件 不問 △普通自動車免許

★　「魅力ある福祉・介護の職場宣言ひろしま」認証法人です。

ブース
番号 4 種別 【　高　齢　】

①働きやすい職場作りに取組んでいる優良法人として県から認証された　②直近３年の離職率７％　③スタッフのメンタルをサポートするためにカウンセ
ラーによる無料相談制度あり　④少人数の利用者が対象のため、体力が落ちても長く働ける　⑤認知症の利用者と良い関係を築く先駆的な取組みを
しており、研修制度が整っている

法人名 社会福祉法人　呉ハレルヤ会

事業所名
(求人有)

社会福祉法人　呉ハレルヤ会　・　べたにあ

資格取得支援制度あり ○ 職員研修の充実 ○

新規開設施設・事業所あり ― 高校生対象求人予定の有無 ―

求人票番号 就業先名称 就業先所在地

就業先

地域

主な事業

賞与・夜勤の有無

3410-2302-00034 呉ハレルヤ会 就業先候補地が複数あり，採用後に決定

中央 小規模多機能型居宅介護

174,000円～197,000円 新卒・一般可

3410-2302-00035 べたにあ 呉市中通4丁目9番17号

中央 小規模多機能型居宅介護

950円～1,050円 新卒・一般可



職種 資格要件 　　◎必須

雇用形態 賃金 新卒学生応募可否 ・福祉資格 　　○いずれか必須

募集人数 年齢要件 ・その他の資格 　　△望む

介護職 △介護福祉士

正職員 月給

2人・1人 賞与 有 夜勤 有 年齢要件 不問 △普通自動車免許

介護職 △介護福祉士

非常勤・パート 時給

1人 賞与 無 夜勤 無 年齢要件 不問 △普通自動車免許

看護職 ◎看護師

正職員 月給

1人 賞与 有 夜勤 無 年齢要件   　 ～ 59歳 △普通自動車免許

看護職 ○看護師 ○准看護師

非常勤・パート 時給

1人 賞与 無 夜勤 無 年齢要件   　 ～ 59歳 △普通自動車免許

介護支援専門員 ◎介護支援専門員

正職員 月給

1人 賞与 有 夜勤 無 年齢要件   　 ～ 59歳 △普通自動車免許

栄養士 ◎管理栄養士 △調理師

正職員 月給

1人 賞与 有 夜勤 無 年齢要件   　 ～ 59歳

調理員 △調理師

正職員 月給

1人 賞与 有 夜勤 無 年齢要件   　 ～ 59歳

★　「魅力ある福祉・介護の職場宣言ひろしま」認証法人です。

ブース
番号 5 種別 【　高　齢　】

①「地域と共に生きる施設」を念頭に８事業を行っています　②各研修会を実施　③年度末研究発表会で表彰
④資格取得支援・短時間正社員制度あり　⑤職員駐車場は敷地内に無料完備　⑥JRかるが浜駅・バス停徒歩３分

法人名 社会福祉法人　かるが会

事業所名
(求人有)

社会福祉法人 かるが会　・　特別養護老人ホーム かるが
グループホーム かるが　・　デイサービスセンター かるが

資格取得支援制度あり ○ 職員研修の充実 ○

新規開設施設・事業所あり ― 高校生対象求人予定の有無 ○

求人票番号 就業先名称 就業先所在地

就業先

地域

主な事業

賞与・夜勤の有無

3410-2301

-00120・00125
特別養護老人ホームかるが、短期入所施設　かるが、グループホームかるが 呉市狩留賀町3番16号

吉浦 特別養護老人ホーム・認知症対応型共同生活介護

176,500円～217,000円 新卒・一般可

3410-2301-00121 グループホームかるが 呉市狩留賀町3番16号

吉浦 認知症対応型共同生活介護

950円～1,100円 新卒・一般可

3410-2301-00119 特別養護老人ホームかるが、短期入所施設，グループホーム　かるが 呉市狩留賀町3番16号

吉浦 特別養護老人ホーム

217,000円～265,000円 新卒・一般可

3410-2301-00118 デイサービスセンターかるが 呉市狩留賀町3番16号

吉浦 通所介護

1,200円～1,400円 新卒不可

3410-2302-00093 特別養護老人ホームかるが、短期入所施設かるが 呉市狩留賀町3番16号

吉浦 特別養護老人ホーム

201,000円～285,000円 新卒・一般可

3410-2302-00081 社会福祉法人かるが会 呉市狩留賀町3番16号

吉浦 特別養護老人ホーム

190,000円～238,000円 新卒・一般可

3410-2302-00082 特別養護老人ホームかるが、短期入所施設，グループホーム 呉市狩留賀町3番16号

吉浦 特別養護老人ホーム

170,000円～188,000円 新卒・一般可



職種 資格要件 　　◎必須

雇用形態 賃金 新卒学生応募可否 ・福祉資格 　　○いずれか必須

募集人数 年齢要件 ・その他の資格 　　△望む

介護職 ◎介護職員初任者研修

正職員 月給

1人 賞与 有 夜勤 無 年齢要件   　 ～ 64歳 ◎普通自動車免許

看護職 ○看護師 ○准看護師

正職員 月給

1人 賞与 有 夜勤 無 年齢要件   　 ～ 64歳 ◎普通自動車免許

調理員 ◎調理師

正職員 月給

1人 賞与 有 夜勤 無 年齢要件   　 ～ 64歳 ◎普通自動車免許

新規開設施設・事業所あり ― 高校生対象求人予定の有無 ―

法人名

(障）居宅介護

(障）短期入所

就業先

地域

賞与・夜勤の有無

3410-2301-00123 特定非営利活動法人地域ネットくれんど

主な事業

★　「魅力ある福祉・介護の職場宣言ひろしま」認証法人です。

ブース
番号 6 種別 【　障　害　】

研修制度充実　・　未経験OK ・　離職率4.9％

特定非営利活動法人　地域ネットくれんど

○ 職員研修の充実 ○

求人票番号 就業先名称 就業先所在地

事業所名
(求人有)

特定非営利活動法人　地域ネットくれんど

資格取得支援制度あり

就業先候補地が複数あり，採用後に決定

安浦 他

159,500円～208,500円 新卒・一般可

3410-2301-00122 特定非営利活動法人地域ネットくれんど 就業先候補地が複数あり，採用後に決定

新卒・一般可

3410-2301-00124 ジョバンニ 呉市安浦町安登西1丁目4-10

安浦

167,500円～211,500円 新卒・一般可

(障）就労継続支援(B型)

安浦 他

191,500円～218,500円



職種 資格要件 　　◎必須

雇用形態 賃金 新卒学生応募可否 ・福祉資格 　　○いずれか必須

募集人数 年齢要件 ・その他の資格 　　△望む

介護職

正職員 月給

1人 賞与 有 夜勤 有 年齢要件 18歳 ～ 60歳 △普通自動車免許

看護職 ○看護師 ○准看護師

正職員 月給

1人 賞与 有 夜勤 無 年齢要件 不問 △普通自動車免許

看護職 ○看護師 ○准看護師

正職員 月給

1人 賞与 有 夜勤 無 年齢要件 不問 △普通自動車免許

看護職 ○看護師 ○准看護師

常勤（正職員以外） 時給

1人 賞与 有 夜勤 無 年齢要件 不問 △普通自動車免許

★　「魅力ある福祉・介護の職場宣言ひろしま」認証法人です。

ブース
番号 7 種別 【　高　齢　】

・ １０時間勤務(週４回勤務)を中心に様々な勤務形態があり、勤務日数や時間については、ご相談に応じます。
・  社宅があり、採用から３年までは、家賃無料です。(エアコン付居室は、2,000円/月)
・  定期的に実務者研修を自施設で開催しております。

法人名 社会福祉法人　豊寿園

事業所名
(求人有)

特別養護老人ホーム 豊寿園　・　豊寿園デイサービスセンター

資格取得支援制度あり ○ 職員研修の充実 ―

新規開設施設・事業所あり ― 高校生対象求人予定の有無 ○

求人票番号 就業先名称 就業先所在地

就業先

地域

主な事業

賞与・夜勤の有無

3410-2302-00101 特別養護老人ホーム豊寿園 呉市豊町大長６０００番地

豊 特別養護老人ホーム

171,000円～226,000円 新卒・一般可

3410-2302-00095 特別養護老人ホーム豊寿園 呉市豊町大長６０００番地

豊 特別養護老人ホーム

176,000円～279,000円 新卒・一般可

3410-2302-00099 豊寿園デイサービスセンター 呉市豊町大長６０００番地

豊 通所介護

176,000円～279,000円 新卒・一般可

3410-2302-00100 豊寿園デイサービスセンター 呉市豊町大長６０００番地

豊 通所介護

1,000円～1,700円 新卒・一般可



職種 資格要件 　　◎必須

雇用形態 賃金 新卒学生応募可否 ・福祉資格 　　○いずれか必須

募集人数 年齢要件 ・その他の資格 　　△望む

相談・支援・指導員（施設） △社会福祉士 △社会福祉士取得見込

正職員 月給

2人 賞与 有 夜勤 無 年齢要件   　 ～ 59歳 △普通自動車免許 △ＡＴ限定免許

介護職

正職員 月給

4人 賞与 有 夜勤 有 年齢要件   　 ～ 59歳

介護職

非常勤・パート 時給

3人 賞与 有 夜勤 無 年齢要件 不問 ◎普通自動車免許

介護支援専門員 ◎介護支援専門員

正職員 月給

1人 賞与 有 夜勤 無 年齢要件   　 ～ 59歳

★　「魅力ある福祉・介護の職場宣言ひろしま」認証法人です。

ブース
番号 8 種別 【　高　齢　】

手当充実　・　福利厚生の充実

法人名 社会福祉法人　成寿会

事業所名
(求人有)

社会福祉法人　成寿会　・　グループホーム大浜

資格取得支援制度あり ― 職員研修の充実 ―

新規開設施設・事業所あり ― 高校生対象求人予定の有無 ○

求人票番号 就業先名称 就業先所在地

就業先

地域

主な事業

賞与・夜勤の有無

3410-2204-00155 社会福祉法人成寿会 就業先候補地が複数あり，採用後に決定

広 他 特別養護老人ホーム

200,500円～200,500円 新卒のみ可

3410-2302-00146 社会福祉法人成寿会 就業先候補地が複数あり，採用後に決定

広 他 特別養護老人ホーム

166,500円～208,000円 新卒・一般可

3410-2302-00147 社会福祉法人成寿会 就業先候補地が複数あり，採用後に決定

広 他 通所リハビリテーション

930円～990円 新卒不可

3410-2302-00148 グループホーム大浜 呉市豊浜町大浜深田482-1

豊浜 認知症対応型共同生活介護

247,500円～247,500円 新卒・一般可



職種 資格要件 　　◎必須

雇用形態 賃金 新卒学生応募可否 ・福祉資格 　　○いずれか必須

募集人数 年齢要件 ・その他の資格 　　△望む

介護職

正職員 月給

2人 賞与 有 夜勤 有 年齢要件   　 ～ 60歳

介護職

非常勤・パート 日給

3人 賞与 有 夜勤 有 年齢要件 18歳 ～ △ＡＴ限定免許

介護職 △介護福祉士 △介護職員初任者研修

正職員 月給

1人 賞与 有 夜勤 有 年齢要件   　 ～ 59歳

ブース
番号 9 種別

【　高　齢　】

【　障　害　】

・　「ノーリフティングケア(抱えない介護)」を実践　・　資格取得奨励制度で、スキルアップが可能
・　介護福祉士実務者研修が法人内で受講可能

法人名 社会福祉法人 三篠会　

事業所名
(求人有)

特別養護老人ホーム あすらや荘
障害者支援施設 仁方

資格取得支援制度あり ○ 職員研修の充実 ○

新規開設施設・事業所あり ― 高校生対象求人予定の有無 ○

求人票番号 就業先名称 就業先所在地

就業先
地域

主な事業

賞与・夜勤の有無

3410-2302-00001 特別養護老人ホーム　あすらや荘 呉市郷原町２３８０番地

郷原 特別養護老人ホーム

179,076円～206,076円 新卒・一般可

3410-2302-00002 特別養護老人ホーム　あすらや荘 呉市郷原町２３８０番地

郷原 特別養護老人ホーム

18,000円～18,500円 新卒・一般可

3410-2302-00151 障害者支援施設　仁方 呉市仁方町戸田4407番地

仁方 障害者支援施設（施設入所支援＋生活介護）（主に身体）

179,076円～205,076円 新卒・一般可



職種 資格要件 　　◎必須

雇用形態 賃金 新卒学生応募可否 ・福祉資格 　　○いずれか必須

募集人数 年齢要件 ・その他の資格 　　△望む

ホームヘルパー ◎介護職員初任者研修

非常勤・パート 時給

3人 賞与 無 夜勤 無 年齢要件 不問

★　「魅力ある福祉・介護の職場宣言ひろしま」認証法人です。

ブース
番号 10 種別 【　高　齢　】

社会貢献を目的としたNPO法人であること。

法人名 特定非営利活動法人　芸南たすけあい　呉訪問介護事業所

事業所名
(求人有)

特定非営利活動法人　芸南たすけあい

資格取得支援制度あり ○ 職員研修の充実 ○

新規開設施設・事業所あり ― 高校生対象求人予定の有無 ―

求人票番号 就業先名称 就業先所在地

就業先

地域

主な事業

賞与・夜勤の有無

3410-2301-00113 特定非営利活動法人　芸南たすけあい　呉訪問介護事業所 呉市西中央二丁目２番２３号坂本ビル３０１号

中央 訪問介護

1,380円～1,800円 新卒・一般可



職種 資格要件 　　◎必須

雇用形態 賃金 新卒学生応募可否 ・福祉資格 　　○いずれか必須

募集人数 年齢要件 ・その他の資格 　　△望む

介護職 ◎介護職員初任者研修

正職員 月給

3人 賞与 有 夜勤 有 年齢要件 不問

介護職 ◎介護職員初任者研修

非常勤・パート 時給

2人 賞与 無 夜勤 無 年齢要件 不問

介護職 ◎介護職員初任者研修

正職員 月給

3人 賞与 有 夜勤 有 年齢要件 不問

介護職 ◎介護職員初任者研修

非常勤・パート 時給

2人 賞与 無 夜勤 無 年齢要件 不問

★　「魅力ある福祉・介護の職場宣言ひろしま」認証法人です。

ブース
番号 11 種別 【　高　齢　】

①　頑張って働く職員に対しては、より手厚い待遇で応えます
②　常に、働きやすい環境に配慮し、会社トップから一般職員に至るまで、アットホームな雰囲気の中で、明るく元気に働ける職場です。

法人名 有限会社　第一介護サービス

事業所名
(求人有)

サービス付き高齢者向け住宅　旗艦長門
サービス付き高齢者向け住宅　大和の故郷

資格取得支援制度あり ○ 職員研修の充実 ○

新規開設施設・事業所あり ― 高校生対象求人予定の有無 ○

求人票番号 就業先名称 就業先所在地

就業先
地域

主な事業

賞与・夜勤の有無

3410-2212-00066 (有)第一介護サービス　旗艦長門 呉市築地町6-6

中央 訪問介護

232,000円～240,000円 新卒・一般可

3410-2302-00012 (有)第一介護サービス　旗艦長門 呉市築地町6-6

中央 訪問介護

1,250円～1,350円 新卒・一般可

3410-2212-00067 (有)第一介護サービス　大和の故郷 呉市仁方桟橋通1511-24

仁方 訪問介護

232,000円～240,000円 新卒・一般可

3410-2302-00013 (有)第一介護サービス　大和の故郷 呉市仁方桟橋通1511-24

仁方 訪問介護

1,250円～1,350円 新卒・一般可



職種 資格要件 　　◎必須

雇用形態 賃金 新卒学生応募可否 ・福祉資格 　　○いずれか必須

募集人数 年齢要件 ・その他の資格 　　△望む

介護職

正職員 月給

2人 賞与 有 夜勤 有 年齢要件 不問

看護職 ○看護師 ○准看護師

正職員 月給

1人 賞与 有 夜勤 有 年齢要件 不問

★　「魅力ある福祉・介護の職場宣言ひろしま」認証法人です。

ブース
番号 12 種別 【　高　齢　】

当施設は、大空山の麓にあり、緑に囲まれた落ち着いた立地条件にあります。医療法人せいざんの起源となる診療所の開設から、およそ137年程経っております。その間地域に根差

したかかりつけ医として、地域医療に貢献してきました。そして、平成２１年４月に介護老人保健施設あおやまを開設し、地域・社会に奉仕するとともに、安心・快適な生活を提供します

の理念の下、利用者の心身状況、希望及びその置かれている環境を踏まえて、利用者や家族のニーズにあわせたサービスを、柔軟に提供しています。

法人名 医療法人　せいざん

事業所名
(求人有)

介護老人保健施設　おおやま

資格取得支援制度あり ○ 職員研修の充実 ○

新規開設施設・事業所あり ― 高校生対象求人予定の有無 ○

求人票番号 就業先名称 就業先所在地

就業先

地域

主な事業

賞与・夜勤の有無

3410-2212-00109 介護老人保健施設あおやま 呉市阿賀北六丁目15番30号

阿賀 介護老人保健施設

159,960円～165,000円 新卒・一般可

3410-2212-00108 介護老人保健施設あおやま 呉市阿賀北六丁目15番30号

阿賀 介護老人保健施設

185,000円～210,000円 新卒・一般可



職種 資格要件 　　◎必須

雇用形態 賃金 新卒学生応募可否 ・福祉資格 　　○いずれか必須

募集人数 年齢要件 ・その他の資格 　　△望む

相談・支援・指導員（施設）

正職員 月給

1人 賞与 有 夜勤 無 年齢要件 不問 ◎普通自動車免許

ブース
番号 13 種別 【　障　害　】

元気で明るい職員が多い職場です
支援方法等は、定期的に会議で話し合い、相談しやすく、未経験者も安心して働ける職場環境です。
まずは、お気軽に見学にお越し下さい！

法人名 社会福祉法人　かしの木

事業所名
(求人有)

社会福祉法人　かしの木

資格取得支援制度あり ○ 職員研修の充実 ○

新規開設施設・事業所あり ― 高校生対象求人予定の有無 ―

求人票番号 就業先名称 就業先所在地

就業先
地域

主な事業

賞与・夜勤の有無

3410-2301-00074 社会福祉法人　かしの木 就業先候補地が複数あり，採用後に決定

中央 (障）就労継続支援(B型)

150,500円～241,000円 新卒・一般可



職種 資格要件 　　◎必須

雇用形態 賃金 新卒学生応募可否 ・福祉資格 　　○いずれか必須

募集人数 年齢要件 ・その他の資格 　　△望む

介護職

正職員 月給

2人 賞与 有 夜勤 有 年齢要件   　 ～ 60歳

介護職

非常勤・パート 時給

1人 賞与 有 夜勤 無 年齢要件 不問

介護支援専門員 ◎主任介護支援専門員 ○主任介護支援専門員取得見込

正職員 月給

1人 賞与 有 夜勤 無 年齢要件   　 ～ 60歳 ◎普通自動車免許

介護支援専門員 ◎介護支援専門員

正職員 月給

2人 賞与 有 夜勤 無 年齢要件   　 ～ 60歳 ◎普通自動車免許

ブース
番号 14 種別 【　高　齢　】

職員研修や勉強会を重ねて、質の高いサービスを目指しています。
瀬戸内海を一望でき、穏やかで家庭的な介護を行っています。

法人名 社会福祉法人　福祉の森

事業所名
(求人有)

特別養護老人ホーム 惠の海　・　惠の海通所介護事業所　・　めぐみのうみ居宅介護支援事業所

資格取得支援制度あり ○ 職員研修の充実 ○

新規開設施設・事業所あり ― 高校生対象求人予定の有無 ―

求人票番号 就業先名称 就業先所在地

就業先
地域

主な事業

賞与・夜勤の有無

3410-2301-00106 特別養護老人ホーム　恵の海 呉市川尻町西6丁目10-1

川尻 特別養護老人ホーム

166,400円～220,120円 新卒・一般可

3410-2302-00118 恵の海通所介護事業所 呉市川尻町西6丁目10-1

川尻 特別養護老人ホーム

950円～950円 新卒・一般可

3410-2301-00104 めぐみのうみ居宅介護支援事業所 呉市川尻町西6丁目10-1

川尻 居宅介護支援事業

284,480円～284,480円 新卒・一般可

3410-2301-00105 特別養護老人ホーム　恵の海 呉市川尻町西6丁目10-1

川尻 特別養護老人ホーム

281,120円～281,120円 新卒・一般可



職種 資格要件 　　◎必須

雇用形態 賃金 新卒学生応募可否 ・福祉資格 　　○いずれか必須

募集人数 年齢要件 ・その他の資格 　　△望む

介護職 △介護福祉士 △介護職員初任者研修

非常勤・パート 時給 △介護職員基礎研修 △ヘルパー１級

3人 賞与 無 夜勤 有 年齢要件 不問 △ＡＴ限定免許

ホームヘルパー ○介護職員初任者研修 ○介護福祉士

非常勤・パート 時給 ○ヘルパー１級 ○介護職員基礎研修

2人 賞与 無 夜勤 無 年齢要件 不問 △普通自動車免許 △ＡＴ限定免許

★　「魅力ある福祉・介護の職場宣言ひろしま」認証法人です。

ブース
番号 15 種別 【　高　齢　】

子育て中の方、年配の方も活躍できます。
先輩スタッフが付き添い指導もしますので安心してください。

法人名 サンキ・ウエルビィ　株式会社

事業所名
(求人有)

サンキ・ウエルビィ　株式会社

資格取得支援制度あり ○ 職員研修の充実 ○

新規開設施設・事業所あり ― 高校生対象求人予定の有無 ―

求人票番号 就業先名称 就業先所在地

就業先

地域

主な事業

賞与・夜勤の有無

3410-2301-00107 サンキ・ウエルビィ株式会社 就業先候補地が複数あり，採用後に決定

広他 認知症対応型共同生活介護

1,023円～1,136円 新卒不可

3410-2301-00108 サンキ・ウエルビィ株式会社 就業先候補地が複数あり，採用後に決定

広 他 訪問介護

1,076円～1,672円 新卒不可



職種 資格要件 　　◎必須

雇用形態 賃金 新卒学生応募可否 ・福祉資格 　　○いずれか必須

募集人数 年齢要件 ・その他の資格 　　△望む

介護職

正職員 月給

2人 賞与 有 夜勤 有 年齢要件 不問

サービス提供責任者 ◎介護福祉士

正職員 月給

1人 賞与 有 夜勤 無 年齢要件 不問

ホームヘルパー ◎介護職員初任者研修

非常勤・パート 時給

5人 賞与 無 夜勤 無 年齢要件 不問

介護職

非常勤・パート 時給

1人 賞与 無 夜勤 無 年齢要件 不問 ◎普通自動車免許

ホームヘルパー ◎介護職員初任者研修

非常勤・パート 時給

5人 賞与 無 夜勤 無 年齢要件 不問

介護職

正職員 月給

2人 賞与 有 夜勤 有 年齢要件 不問

介護職

非常勤・パート 時給

1人 賞与 無 夜勤 無 年齢要件 不問 ◎普通自動車免許

★　「魅力ある福祉・介護の職場宣言ひろしま」認証法人です。

ブース
番号 16 種別 【　高　齢　】

わたしたちは、ご自身に合った働き方や、働きやすい環境を整備することで、職員がいつも笑顔(すまいる)で働くことによ
り、ご利用者の方々も笑顔になれる。笑顔(すまいる)の絶えない職場です。私たちと一緒に働きませんか？

法人名 株式会社　くれせん

事業所名
(求人有)

ショートステイ すまいる呉中央　・　ヘルパーステーション すまいる　・リハプライドすまいる呉中央
ヘルパーステーションすまいる阿賀　・　グループホームすまいる焼山　・　デイサービスセンターすまいる音戸

資格取得支援制度あり ○ 職員研修の充実 ○

新規開設施設・事業所あり ― 高校生対象求人予定の有無 ―

求人票番号 就業先名称 就業先所在地

就業先

地域

主な事業

賞与・夜勤の有無

3410-2301-00103 ショートステイすまいる呉中央 呉市中央３丁目１番２２号

中央 短期入所生活介護

217,000円～227,000円 新卒・一般可

3410-2301-00183 ヘルパーステーションすまいる 呉市中央３丁目１番２２号

中央 訪問介護

290,000円～304,000円 新卒・一般可

3410-2212-00002 ヘルパーステーションすまいる 呉市中央３丁目１番２２号

中央 訪問介護

1,300円～2,500円 新卒・一般可

3410-2301-00073 リハプライドすまいる呉中央

グループホームすまいる焼山

呉市中央３丁目１番２２号

中央 通所介護

1,040円～1,110円 新卒・一般可

3410-2212-00063 ヘルパーステーションすまいる阿賀 呉市阿賀中央７－６－１５

呉市焼山東１丁目１９番４７号

昭和 認知症対応型共同生活介護

214,000円～224,000円 新卒・一般可

阿賀 訪問介護

1,300円～2,500円 新卒・一般可

3410-2212-00064

3410-2212-00065 呉市音戸町南隠渡１丁目８番５号

音戸 通所介護

1,040円～1,150円 新卒・一般可



職種 資格要件 　　◎必須

雇用形態 賃金 新卒学生応募可否 ・福祉資格 　　○いずれか必須

募集人数 年齢要件 ・その他の資格 　　△望む

セラピスト ○理学療法士 ○作業療法士

正職員 月給

3人 賞与 有 夜勤 無 年齢要件   　 ～ 64歳

介護職

正職員 月給

1人 賞与 有 夜勤 無 年齢要件   　 ～ 64歳

介護職

正職員 月給

2人 賞与 有 夜勤 無 年齢要件   　 ～ 64歳 ◎普通自動車免許

介護職

非常勤・パート 時給

3人 賞与 無 夜勤 無 年齢要件   　 ～ 64歳

ホームヘルパー ○介護職員初任者研修 ○介護福祉士

正職員 月給 ○介護職員基礎研修 ○その他

1人 賞与 有 夜勤 有 年齢要件   　 ～ 64歳

ホームヘルパー ○介護職員初任者研修 ○実務者研修

非常勤・パート 時給 ○介護福祉士

各2人 賞与 無 夜勤 無 年齢要件   　 ～ 64歳

ホームヘルパー ○介護職員初任者研修 ○実務者研修

非常勤・パート 時給 ○介護福祉士

3人 賞与 無 夜勤 無 年齢要件   　 ～ 64歳

★　「魅力ある福祉・介護の職場宣言ひろしま」認証法人です。

ブース
番号 17 種別 【　高　齢　】

・　未経験の方でも、先輩職員が親切・丁寧に指導いたします。
・　資格取得のための研修も行っており、支援も充実しています。
・　法人内に、保育園もあり、子育てとの両立が可能です。

法人名 医療法人社団　仁井谷医院

事業所名
(求人有)

医療法人社団　仁井谷医院　・　訪問介護事業所アネモネ　・　居宅介護支援事業所アネモネ
医療法人社団仁井谷医院にいたにクリニック

資格取得支援制度あり ○ 職員研修の充実 ○

新規開設施設・事業所あり ― 高校生対象求人予定の有無 ―

求人票番号 就業先名称 就業先所在地

就業先

地域

主な事業

賞与・夜勤の有無

3410-2302-00125 医療法人社団　仁井谷医院(通所系介護施設) 就業先候補地が複数あり，採用後に決定

中央 他 通所リハビリテーション

249,000円～294,000円 新卒・一般可

3410-2302-00119 医療法人社団　仁井谷医院　(通所系介護施設　管理者業務) 就業先候補地が複数あり，採用後に決定

中央 他 通所介護

225,000円～270,000円 新卒不可

3410-2302-00126 医療法人社団　仁井谷医院　(通所系介護施設) 就業先候補地が複数あり，採用後に決定

中央 他 通所介護

161,200円～250,000円 新卒・一般可

3410-2302-00123 医療法人社団　仁井谷医院　(通所系介護施設)

訪問介護事業所アネモネ(サービス付き高齢者向け住宅)

就業先候補地が複数あり，採用後に決定

中央 他 通所介護

1,100円～1,100円 新卒・一般可

3410-2302-00122 訪問介護事業所アネモネ(サービス付き高齢者向け住宅) 呉市中通2丁目8-18

呉市中通2丁目8-18

中央 訪問介護

960円～1,520円 新卒・一般可

中央 訪問介護

172,000円～260,000円 新卒・一般可

3410-2302-

000124、00127、00134

3410-2302-

00128、00135
訪問介護事業所アネモネ(登録ヘルパー) 呉市中通2丁目8-18

中央 訪問介護

1,100円～1,800円 新卒・一般可



介護支援専門員 ◎主任介護支援専門員

正職員 月給

1人 賞与 有 夜勤 無 年齢要件   　 ～ 64歳

介護支援専門員 ◎介護支援専門員

正職員 月給

1人 賞与 有 夜勤 無 年齢要件   　 ～ 64歳

看護職 ◎看護師

正職員 月給

1人 賞与 有 夜勤 無 年齢要件   　 ～ 64歳

看護職 ○看護師 ○准看護師

非常勤・パート 時給

2人 賞与 無 夜勤 無 年齢要件   　 ～ 64歳

栄養士 ◎管理栄養士

正職員 月給

1人 賞与 有 夜勤 無 年齢要件   　 ～ 64歳

調理員 ◎調理師

正職員 月給

2人 賞与 有 夜勤 無 年齢要件   　 ～ 64歳

事務職 ○管理栄養士 ○栄養士

正職員 月給

1人 賞与 有 夜勤 無 年齢要件   　 ～ 64歳

事務職 ○管理栄養士 ○栄養士

非常勤・パート 時給

1人 賞与 無 夜勤 無 年齢要件   　 ～ 64歳

3410-2302-00120 居宅介護支援事業所アネモネ 呉市中通2-1-26中通ビル302号室

中央 居宅介護支援事業

245,000円～300,000円 新卒・一般可

3410-2302-00121 居宅介護支援事業所アネモネ 呉市中通2-1-26　中通ビル302号室1-26-302

中央 居宅介護支援事業

176,000円～280,000円 新卒・一般可

3410-2302-00133 訪問看護ステーションアネモネ(サービス付き高齢者向け住宅) 呉市中通2丁目1-26　302号室

中央 その他の老人福祉

221,000円～350,000円 新卒不可

3410-2302-00132 医療法人社団　仁井谷医院　(通所系介護施設) 就業先候補地が複数あり，採用後に決定

中央 他 通所介護

1,200円～1,500円 新卒・一般可

3410-2302-00129 医療法人社団仁井谷医院にいたにクリニック 中通2丁目8-18

中央 その他の老人福祉

183,000円～250,000円 新卒・一般可

3410-2302-00143 医療法人社団仁井谷医院にいたにクリニック 呉市中通2丁目8-18

中央 高齢者関係総合施設

180,000円～320,000円 新卒・一般可

3410-2302-00131 医療法人社団仁井谷医院にいたにクリニック 中通2丁目8-18

中央 高齢者関係総合施設

160,000円～250,000円 新卒・一般可

3410-2302-00130 医療法人社団仁井谷医院にいたにクリニック 呉市中通2-8-18

中央 高齢者関係総合施設

930円～1,350円 新卒・一般可



職種 資格要件 　　◎必須

雇用形態 賃金 新卒学生応募可否 ・福祉資格 　　○いずれか必須

募集人数 年齢要件 ・その他の資格 　　△望む

介護職 △介護職員初任者研修 △介護職員初任者研修修了見込

正職員 月給

1人 賞与 有 夜勤 無 年齢要件 不問

介護職 △介護職員初任者研修 △介護職員初任者研修修了見込

非常勤・パート 時給

3人 賞与 有 夜勤 無 年齢要件 不問

ブース
番号 18 種別 【　高　齢　】

訪問入浴は、オペレーター・看護師・介護職員の3名1組で在宅に訪問し、入浴して頂き、利用者・家族より大変喜んで頂ける事業です。福祉のエール
は、職員が子育てなど働きやすい職場作りとして、土・日・祝日を休みとし、明るい職場です。現在、介護職員、常勤1名、非常勤3名募集しています。

法人名 有限会社　福祉のエール

事業所名
(求人有)

福祉のエール訪問入浴介護事業所

資格取得支援制度あり ○ 職員研修の充実 ○

新規開設施設・事業所あり ― 高校生対象求人予定の有無 ―

求人票番号 就業先名称 就業先所在地

就業先
地域

主な事業

賞与・夜勤の有無

3410-2302-00164 福祉のエール訪問入浴介護事業所 呉市広文化町1番34号

広 訪問入浴介護

165,000円～222,000円 新卒・一般可

3410-2302-00163 福祉のエール訪問入浴介護事業所 呉市広文化町1番34号

広 訪問入浴介護

1,000円～1,400円 新卒・一般可



職種 資格要件 　　◎必須

雇用形態 賃金 新卒学生応募可否 ・福祉資格 　　○いずれか必須

募集人数 年齢要件 ・その他の資格 　　△望む

ホームヘルパー ○介護職員初任者研修 ○介護福祉士

正職員 月給 ○ヘルパー１級

2人 賞与 有 夜勤 無 年齢要件 不問 ○普通自動車免許 ○原付免許

ホームヘルパー ○介護職員初任者研修 ○介護福祉士

非常勤・パート 時給 ○看護師 ○准看護師

2人 賞与 無 夜勤 無 年齢要件 不問 ○普通自動車免許 ○原付免許

ブース
番号 19 種別 【　高　齢　】

少人数ですのでアットホームな雰囲気を大切にしてます。

法人名 合同会社　喜一

事業所名
(求人有)

訪問介護事業所　さざんか

資格取得支援制度あり ― 職員研修の充実 ―

広島県呉市警固屋四丁目１１－６１

新規開設施設・事業所あり ― 高校生対象求人予定の有無 ―

求人票番号 就業先名称 就業先所在地

合同会社　喜一 (訪問介護事業所　さざんか)

就業先
地域

主な事業

賞与・夜勤の有無

3410-2212-00008 合同会社　喜一 (訪問介護事業所　さざんか)

広島県呉市警固屋四丁目１１－６１

警固屋 訪問介護

1,150円～1,950円 新卒・一般可

警固屋 訪問介護

151,200円～159,600円 新卒・一般可

3410-2212-00007


