
ハローワーク旭川 企業ＰＲシート 

・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 

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。）。 

・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 美瑛慈光会 

作成日（更新日）2019年12月4日 

住所：美瑛町南町４丁目４－１８ 
電話：0166-92-4111 
設立：昭和52年 従業員数：230人 
産業分類： 老人福祉・介護事業 

丘のまち『美瑛』から来ました！ 
私たちはこんな事に力を入れています(^^)v 

 
 

●希望するお休みを考慮してシフトを組みます 
 

●OJT制度 
 新人さんには教え上手な先輩職員が１年間、しっかりとサポートします 
 

●奨学金返還応援制度、資格取得支援制度も充実！ 
 介護福祉士は無料で取得可能です 
 

●キャリアパス制度 
 昇格するシステムが明確！頑張れば上がれる仕組みがあります 
 

●ケア大賞 
 良い取組みには表彰される制度があります 
 

●豊富な手当と各種一時金 
 法人独自の各種手当や賞与、処遇改善一時金、業績連動一時金、特定処遇改善 
 など、多くの一時金があります 
 

●互助会 サークル活動 
 プライベート充実！サークル活動に力を入れています 
 

●引越し補助 
 美瑛町へ移住される方には、引越し費用の補助があります（上限50,000円） 

高卒 大卒等 

2020.3卒 
募集予定 

◯ ◯ 

事業所番号 0103-10057-0 

連絡先電話番号 0166-92-4111 

担当者名 小林直美 

ＱＲコード等 
 
 
 

 職員互助会では、職員の転機を支える（結婚
やお子様誕生の時のお祝いなど）ことはもちろ
ん、仕事以外でも楽しむことをサポート！仲良
しグループ、共通の趣味を持つグループなどで
サークル活動をしています。 
 

 温泉旅行、バス旅行、日ハム応援、コンサ
ドーレ札幌応援、高級料理、アウトドア など、
あなたにあったサークルがきっとあるはず！ 
 

 また、充実した福利厚生の中には、リフト券
の割引などもあるんですよ(^^)v 

定着率 90％ その秘訣は 育てる仕組み がしっかり 
 

しているから、無資格からでも人が育つ！ 

実は知らない 介護のお仕事 
～ある１日のタイムテーブル・特養編～ 

広い空、豊かな緑 
ゆっくりと流れる時間 が魅力！ 

プライベート充実！ 
～みんなで楽しむサークル活動～ 

7：00  出社 記録シートによる状況確認 
     （利用者さんの体調、その日のスケジュール確認） 
 

     利用者さんの着替えの介助等、モーニングケア 
     朝食の準備、排泄介助等 
     ※ 食事の時間は２～３時間を取っています 
     ※ 排泄は入居者様に合わせた個別ケアです 
 

10：00  入浴の介助 
 

11：30  昼食の準備、介助 
 

13：00  午後の入浴介助 
     ベッドメイキング 
 

15：00  記録の記入 
 

17：00  夕食の準備、介助 
     就寝介助（歯磨き、着替え、排泄の介助） 
 

20：00  記録の記入 
 

     ※就寝中の見回り、コールに備えます 
 

5：00  早朝起床された方の対応 
     夜間の記録記入 
 

7：00  早出への引継ぎ 

早
出 

日
勤 

遅
出 

夜
勤 

https://www.azumien.jp/contents/method/00015.html


ハローワーク旭川 企業ＰＲシート 

・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 

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。）。 

・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 

１ページ目に記載している場合は不要で
す。 

3年後～ 

 

 

介護福祉士 
合格 
給与up! 

目指せリーダー！ 明確なキャリアパス制度 

やっぱり気になる 介護職員のお給料 

資格取得支援制度 が充実！ 
 

・実務者研修受講 
・介護福祉士受験費用、など 
支援制度を使うと、自己負担
ゼロ。入職３年でチャレンジ
しています。 
 

あなたの合格を応援します！ 

5年後～ 

 

・上司の推薦 
・内部試験 受験,合格 

昇格 決定！ 
給与up! 
賞与up! 

明確な キャリアパス制度！ 
 

昇格の条件が明確に描かれた
一覧があります。リーダーを
目指す人は、積極的に業務の
幅を広げてみて！ 

基本給 up！ 賞与の掛け率 up！ 

 基本給 up！ 役職手当 15,000円  

21歳～ 

 基本給、住宅手当、夜勤手当、寒冷地手当、介護職員処遇
改善一時金、賞与、特別処遇改善手当、業績連動一時金 

18歳～ 

27歳～ 

 基本給 up！ 介護福祉士手当 10,000円 

23歳～ 

Aさんの場合 （例：高校卒業、町内一人暮らし、夜勤あり） 

18歳 

197,200円／月 年収293万円 

23歳 

223,400円／月 年収330万円 

27歳 

245,700円／月 

 年収370万円 

21歳 

213,600円／月 年収314万円 

 

～新人さんのお給料～ 

～介護福祉士 合格！～ 

～中級へ昇格のチャンス！～ 

～ついに副主任に昇格！～ 

安心の新人サポート体制 ～無資格・未経験でもできる秘訣～ 

採 用 入 職 入職 ～ 最長2年 ４～６月、9月、3月 

・新任職員研修（4日間） 
 

・入社式 ・OJT制度 
 

・新人向け 
フォローアップ研修 

こまめに面接をしながら、 
1～2年かけて、その方の
成長に合わせて教えます 

社会人１日目 
スーツに身を包み、社
会人としてのスタート 

配属になる前に、介護の
基本の『き』を学ぶので、
安心。でも、重要なのは
『仲間づくり』です！ 

口腔ケアなど、まだま
だ覚える事がいっぱい 
先輩職員がついて、み
んなで一緒に学びます 

あっという間の１年 

気づいたら、大体の
ことは一人でできる
ようになっていま
す！ 

※ 扶養される方がいる場合、扶養手当が毎月加算されます。 
※ 扶養されるお子さんが高校生・大学生の場合、通常の扶養手当に加えて、さらに一人あたり10,000円が毎月加算されます。 

※ 主任以上になると、基本給、役職手当、特別処遇改善加算が、さらに上乗せ！年収 ！！ 

      

マイホームだって、
夢じゃない！ 

インターンシップ 
も大歓迎！！ 

介護に向いている人は？ 
『おじいちゃん、おばあちゃんが
大好き！』これだけで十分向いて
いますよ！！ 


