
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 
 会社名 社会福祉法人 敬生会 特別養護老人ホ－ム敬生園 

作成日（更新日）2019年10月25日 

   企業の特徴・魅力は？  ～ 「生きる」を「護る」 介護の仕事はカッコいい ～ 

住所：旭川市末広8条6丁目5305番地 
電話：0166-51-5115 
設立：昭和44年 従業員数177人 
産業分類：老人福祉・介護事業  

福祉の現場での経験がなくゼロからのスタートの職員も多く、資格取得を目指してもら
うための支援を行っています。介護福祉士や介護支援専門員の資格については、勤務扱
いでの受講と費用についても一部助成します。新人の皆さんには、マナーや専門知識に
ついて外部の講師を招き、基礎研修を毎年実施しています。 

資格や経験がなくても大丈夫 

 1969年に道北初の特別養護老人ホームとして開設し
た敬生園をはじめ、養護老人ホーム敬心園、障害者支
援施設敬愛園、障害者相談支援センターきさーら、旭
川市障害者総合相談支援センターあそーと、敬生会居
宅介護支援事業所を運営し、高齢者と障害者にサービ
スを提供しています。 
 本年、創立50周年を迎え地域に住む高齢者の介護予
防と社会参加を促す交流事業を充実させ、地域に根ざ
した取組みを行っていきます。 
 介護の仕事は多岐にわたります。資格を取得してそ

れぞれの職種や職場で活躍できます。  

生活全般の援助（食事・入浴・排泄）    
行事や余暇活動の企画・実施         
利用者の皆さんとコミュニケーションを図り
ケアします。    

利用者や家族の皆さんからの相談対応
ケアマネジャーはケアプランの作成    
関係機関との連絡調整や地域の高齢者
を対象にした交流事業の実施 

相
談
部
門 

介
護
部
門 

通
所
部
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～ 多岐にわたる業務があります ～ 

高卒 大卒等 

2020.3卒 
募集予定 

◯ ◯ 

～ 資格を取得してスキルアップ ～ 

事業所番号 0103-6100-9 

連絡先電話番号 0166-51-5115 

担当者名 谷口 大朗 

介護職で入職されても介護支援専門員の資格を取得し、相談部
門に異動し、高齢者や障害者のケアプランを作成する業務で活
躍することができます。 

利用者の送迎、食事・入浴・排泄介助 
理学療法士によるリハビリの実施         
レクリエーション活動の企画・実施 
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注意事項② 

入職後の流れ・高卒 

人の役に立てる喜びを
実感しています 

   介護員 菱山結衣 
      2014年採用  
   2017年3月 介護福祉士取得 

 
 介護の仕事をしたいと思ったきっかけは、
いつか両親や祖父母に介護が必要になった時
に少しでも知識があればと考えたからです。
敬生園の運動会にボランティアとして参加し
た際、お年寄りの方と接する楽しさを経験し、
就職を決めました。          
 働く中で、利用者や家族の皆様に感謝され
ことが多く、私でも役に立つことができるん
だなと実感できるのが励みになっています。
今後も技術を身につけながらスキルアップで
きるよう努力したいと思います。 

1日の仕事の流れ 

先輩や上司に教えてもらいな
がら、1年の流れを掴む。  
夜勤ができるように頑張って
下さい。 

給
料
モ
デ
ル 

残業・休日・有給休暇は？ 

介護現場での残業はほぼありません。勤務のシフトは休みの希望や有
給休暇を取得しやすいように、希望を確認し作成します。 

～ゆとりをもって仕事を～ 

１ページ目に記載している場合は不要です。 

18

歳
～ 

介護福祉士の資格を取得し、
後輩を指導する立場になりま
す。リーダーを経験できるよ
う頑張って下さい。 

～チャレンジ～ ～資格取得に挑戦～ 

～スペシャリスト～ 

21

歳
～ 

介護技術・知識も向上し、中堅的
立場になります。係長を目指して
下さい。介護支援専門員の資格取
得も目指して下さい。 

各施設の介護現場の経験や職
種変更での経験を積まれてき
た方は、課長を目指して下さ
い。 

～全体のマネジメント～ 

30

歳
～ 

40

歳
～ 

初任給18歳 

146,000円      
年収227万円 

準職員 

(日勤のみの場合)    

1年後正職員 

 

20歳 

183,728円     
年収296万円 

(夜勤5回含む) 

25歳 

220,036円      

年収355万円  

(夜勤5回含む) 

30歳 

234,188円       
年収378万円 

  

 

5:00 6:00 7:00 7:20 9:00 9:30 12:00 

排泄介助 

    配膳 朝会（申し継ぎ） 遅出出勤 昼食介助 

起床介助 早出出勤 朝食介助 入浴介助(月・木） 水分補給 12:30 

検温・医療介助   入浴準備   排泄介助・医療介助     
   夜勤者終業9:30 

機能回復訓練 昼休み 

    居室巡回 (木曜) 昼食 

13:30 16:00 17:00 18:00 18:30 20:00 21:30 

排泄介助 早出終業 夜勤者への申し送り 就寝準備  遅出終業   就寝 

ㇾク活動 16:30 17:20 日勤者終業 検温 排泄介助 
夜間随時  
見回り 

入浴介助(月・木） 夜勤者出勤 夕食介助   居室巡回     

ケース記録記載 排泄介助 歯磨き等         

・通勤手当 例）片道2km→2,000円 片道5km→4,100円 
・住居手当 例）家賃50,000円→支給24,500円 
・期末手当 本俸の4.95か月分支給 
・その他  扶養手当・寒冷地手当等 


