
ハローワーク旭川 企業ＰＲシート 

はじめに 
 ハローワーク旭川の求人における事業所番号を記載してください。 

 事業所番号は、学卒求人票左上の0103-から始まる番号です。 
 本シートに関する連絡先電話番号、担当者名も記載してください。 

作成日（更新日）はハローワークにおいて記載しますので、空欄として

ください（2ページ目以降は記載不要です。）。 

・必須項目 
①企業名（事業所名）  
②住所 
③電話番号 
④設立日 
⑤従業員数 
⑥主たる産業（安定所での事業所登録のもの。） 

 不明な場合は空欄にしてください。 

⑦企業の特徴・魅力は？ 
⑧新卒の募集予定 
       については、必ず記載してくださ
い。 
 

 本データに掲載されたものはサンプル
（ひな形）であり、上記「必須項目」が
記載されていれば、各項目の位置や大き
さは適宜変更して構いません（ただし、
上下のタイトル（緑色の箇所）だけは変
更不可です。）。 
 
以下は記載にあたっての参考としてください（必須で
はありません。）。 

 
・推奨項目 
⑨具体的な仕事内容（仕事の種類）は？ 
⑩ある社員の１日（例） 
⑪給与はどのくらい？ 
⑫「この企業に向いている人」はどんな人？ 
⑬入社後の流れは？ 
⑭残業・休日・有給休暇について 
⑮先輩からのメッセージ 
  

・その他企業ＰＲに資する項目 

注意事項① 
・掲載可能な情報は、企業ＰＲ情報のみとし、求人募集情報等は掲載で
きません（「あなたを待っています」、「一緒に働きましょう」等の表現も不可で

す）。 

 また、販売活動と捉えられるような商品の宣伝等もできません。 

 

・２ページ以内としてください（１ページでの掲載も可です。）。 

・本データに掲載されたものはサンプルであり、左記の「必須項
目」が記載されていれば、各項目の位置や大きさは適宜変更して
構いません。 

 

・企業ＰＲシートのデータ容量は、全体で４メガ以内となるようにしてくだ

さい（４メガを超える場合は、画像を削除する、画像を圧縮するなどにより調整願いま
す。）。 
 
【画像の圧縮方法】 
 いずれかの画像を選択→「書式」タブをクリック 
→「図の圧縮」をクリック 
→「この画像だけに適用する」のチェックを外し、「電子メール用ドキュメントのサイ
ズを最小限に抑え、共有に適しています」を選択し、「ＯＫ」をクリック 
 
・仕事の風景や旅行、制服等の写真を活用し、職場の雰囲気がわかるような内容として
ください。 
 
・誤字脱字の訂正やレイアウト調整など軽微なものについては、ハローワーク旭川にて
修正する可能性がありますので、ご了承願います。 
 
・内容確認のため、ハローワーク旭川より連絡させていただく場合があります。 
 
・掲載内容が虚偽の内容であることが判明した場合等については、掲載を終了させてい
ただく場合があります。 

注意事項② 
  社会福祉法人 旭川福祉事業会  

作成日（更新日）2019年5月29日 

   企業の特徴・魅力は？  ～ 福祉の専門職が集う総合施設 ～ 

住所：旭川市末広8条6丁目5307番地（法人本部） 
電話：0166-51-2233 
設立：昭和52年 従業員数 385人 
産業分類：老人福祉・介護事業  

 当法人では資格取得支援制度があり、業務に必要な資格については勤務扱いで受講、資格取得できます。もちろん費
用も全額助成なので安心です。 
 採用時には社会人のマナーから基本的な介護の知識、技術を取得するための新人研修を４日間、3ヵ月後にはフォ
ローアップ研修を実施しております。緊張している新人の皆さんも、ここで打ち解けて「絆」ができます！お互い連絡
先を交換したり、一緒に食事会をしたり♪同期入社の「仲間」って大事ですよ～！ 

資格や経験がなくても安心 

 旭川市、東川町を拠点とし、高齢者施設６箇所、デ
イサービス等４箇所、保育所３箇所を運営し、４０年
以上の実績をもつ社会福祉法人です。 
 児童から多種多様な高齢者サービス、福祉の総合施
設を目指し、ご利用者にとって切れ目のないサービス
を提供させていただくため、色々な分野の経験・資格
を取得し、到来する超高齢化社会における「福祉分野
のスペシャリスト」として、可能性を追求することが
できる職場です。 
 また、個人のライフスタイルにあわせて短時間勤務
など働き方を選択できるところも魅力の一つです。 

 ・人とのふれあいが仕事なので楽しい 
 ・多くのお年寄りや家族から感謝される 
 ・休日が多い、ノルマやリストラがない 
 ・働きながら資格をとることができる 

 ・人生の先輩から色々な知識を得られ、 
  自己成長できる 
 ・知識・技術が身内の介護に役立つ 
 ・今後ますます社会から評価される 
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～当法人施設の先輩に聞きました～ 

高卒 大卒等 

2020.3卒 
募集予定 

◯ ◯ 

～資格助成制度と採用時の新人研修のご紹介～ 

事業所番号 
①0103-010751-1 
②0103-107883-7 
③0103-109621-6 

連絡先電話番号 0166-51-2233 

担当者名 山本 貴朗 

 ・お話して一緒に笑い合えることも仕事 
 ・様々な知識技術の専門職が力をあわ 
 せ、１人の利用者さんを支えます。チー 
 ムの絆ができます。 

施設・スタッフメッセージ 
動画公開中！ 
「旭川福祉事業会」で検索 
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先輩からのメッセージ 

 元々介護の仕事がしたいと思っていました
が、インターンシップで職員さんの楽しそう
な雰囲気を見て、ここで働きたいと思いまし
た。日々ご利用者の笑顔が活力になり、先輩
にフォローしてもらいながら楽しく仕事をす
ることができています。 
 
〈入社に当たって心がけたこと〉 
 挨拶は大切なコミュニケーションの手段、
慣れない環境の中で、挨拶をきっかけに会話
をすることができました。当たり前ですがとて
も重要なことと感じています。 
 また、ご利用者に不快な思いをさせないよ
うな清潔感のある身だしなみを心がけていま
す。 

福祉の仕事は負担もたまりやすい仕事。当法人の休日の数は年間111日（実質4週8休以上）と官庁関係なみに休日が多い職場で

す。また1日の勤務が通常8時間程度のところ7.5時間勤務、基本的に定時で帰宅できる職場風土があります。有給休暇は1時間単

位から取得可能、勤務シフトはお休みの希望を全員確認したうえで作成するようにしています。 

～心と体のゆとりが「やさしさ」につながる～ 

１ページ目に記載している場合は不要です。 

田本 藍梨 
介護職員初任者研修 終了  

  2019年4月採用 

初任給18歳 

准職員（無資格） 

144,000円 年収230万円～260万円（夜勤有） 

20歳 

正職員 

170,500円 

25歳 

介護福祉士 

185,500円 年収300万円～ 

35歳（主任） 

224,200円 

7:00 7:30 8:00 9：00～ 勤務中 12:30 13:30 勤務中 17:30 17:50 19:00 ～ 23:00 
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ある職員の１日（例）・年数ごとに求められること・将来像 

1年目 2年目 3～5年目以降 

先輩・上司に教えてもらい
ながら、何事にもチャレン
ジ。分からないことはどん
どん聞いて、ご利用者様と
の「なじみの関係」を目指
します！「夜勤」ができる
ようになると給与もＵＰ！ 

1年目よりも多くのしごとを
こなし、仲間とともに、より
主体的にしごとしていきます。
「介護福祉士」の資格を目指
し、専門的な知識、技術の取
得を目指していきます。 

知識・技術・チームワークな
どが向上し、正職員への登用
が可能となります。新しい提
案や業務の見直しが自らでき
るようになり、しごとが楽し
くなってきます。介護福祉士
を取得し、より高度な介護支
援専門員などにも挑戦！ 

将来像 

法人内には様々な施設があり、職
種も多様です。異動等により新た
な経験、たくさんの人に出会い、
たくさんの考え方を知って「人間
力」を高めていきます。ご利用者
と共に生きる力と喜びを、地域に
安心と信頼の輪を築くために力を
注げる人になっていただきます。 

・夜勤手当 例）1回→4,500円  6回（平均）→27,000円 
・通勤手当 例）片道2km→4,300円 片道6km→9,400円 
・住居手当 例）家賃50,000円の場合、最大支給22,500円 
・その他  例）賞与年間36万・処遇改善一時金年間14万円 

諸手当 

給
与
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デ
ル 

先輩からのメッセージ 

 入社後２年経過し正職員として勤務しています。 

 この職場を選んだきっかけは、インターンシッ
プや職場見学を通して、職員の方々の親しみや
すさや、1番は職場の雰囲気がとても明るく、楽

しく仕事ができると感じたこと。さらに、資格取得
のためにサポートをしてもらえて、ゆとりをもって
スキルアップできるからです。 

 高卒でなにも知識や技術が無い中で、仕事が
できるのか不安に思っていました。ですが、年代
の近い先輩に1対１で指導やサポートをしてもら

い、様々な知識や技術を教えてもらいました。仕
事をしっかりと一生懸命取り組んでいる姿勢が
あれば、認めてもらえる職場です。 
今年は介護福祉士試験にチャレンジします！ 

中山 綾音 
介護職員初任者研修 終了  

  2017年4月採用 

残業・休日・有給休暇は？ 


