
ハローワーク牟岐

２階 会議室

ハローワークに求職登録して

いる一般求職者

令和4年3月専修学校、高専、

短大、大学、大学院を卒業予

定の方

介護就職デイ～2021～

会社説明・面接会開催!!

・説明会のみの参加も可能です。事前に参加申込書をハローワーク牟岐にご提出ください。

・面接ご希望の方は、ハローワークの窓口で当日までに紹介状の交付を受け、当日履歴書を

持参してください。

・定員（10名）になり次第、申込を締切りさせていただきます。

・雇用保険を受給している方は受給資格者証を持参してください（求職活動になります）。

※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、当日はマスクの着用・入室前の手指消毒にご協力をお願い

いたします。発熱や咳等、風邪の症状がある方や体調にご不安のある方は参加をお控えください。

参加申込書

詳しくはこちらまで、

お問い合わせください。

ハローワーク牟岐

（０８８４－７２－１１０３）

〈開催日時〉

看護師・准看護師（正社員・パート）

介護職（フルタイム・パート）

登録ヘルパー（パート）

あ

※介護の現場に興味のある方大歓迎！

〈参加事業所〉

13：00～

13：30～14：10

14：10～15：30

・受 付

・説明会

・面接会

・会 場

・対象者

同時開催!!

介護のお仕事相談窓口開設

(公財)介護労働安定センター

徳島支所から担当者が来ます。

介護のお仕事に関する疑問や

お悩みなど、何でもご相談く

ださい。当日飛び入りOK！

↓参加希望のものに○を入れてください↓

説明会 面接会 介護のお仕事相談



介護就職デイ～２０２１～

○１３：３０～１４：１０ （受付１３：００～）
介護のお仕事入門＆事業所PRセミナー

○１４：１０～１５：３０
就職面接会

●参加事業所：社会福祉法人 若穂会 ケアハウス聚楽
医療法人青志会 介護老人保健施設 和楽

●対象のお仕事 介護職など（無資格・未経験でも相談可能）
●参加対象者 ハローワークに求職登録している一般求職者

（公財）介護労働安定センター徳島支所の担当者がお話を聞き
ます！介護のお仕事に関する疑問やお悩みなど、何でもご相
談ください！
１１／８（月） １３：３０～１５：３０ ハローワーク牟岐

お問い合わせ先 ハローワーク牟岐 電話0884-72-1103

●説明会のみの参加も可能です。面接ご希望の方は、ハローワークの窓口で当日までに紹介状
の交付を受け、当日履歴書を持参してください。複数応募も可能です。

●定員（１０名）になり次第、申込を締切りさせていただきます。
●雇用保険受給者の方は求職活動になりますので、受給資格者証をお持ちください。
※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、当日はマスクの着用・入室前の手指消毒にご協力
ください。発熱や咳等、風邪の症状がある方や体調にご不安のある方は参加をお控えください。

介護の仕事
就職面接会



月給 正社員以外 変形労働時間制（1ヶ月単位）

36051-  730411

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 徳島県海部郡牟岐町 定年制 ： なし

月給 正社員以外 変形労働時間制（1ヶ月単位）

36051-  645611

雇用期間の定めあり（４ヶ月未満） 徳島県海部郡牟岐町 定年制 ： なし

月給 正社員以外 変形労働時間制（1ヶ月単位）

36051-  646911

雇用期間の定めあり（４ヶ月未満） 徳島県海部郡牟岐町 定年制 ： なし

月給 正社員以外 変形労働時間制（1ヶ月単位）

36051-  534811

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 徳島県海部郡牟岐町 定年制 ： なし

月給 正社員以外 変形労働時間制（1ヶ月単位）

36051-  535211

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 徳島県海部郡牟岐町 定年制 ： なし

月給 正社員以外 変形労働時間制（1ヶ月単位）

36051-  647111

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 徳島県海部郡牟岐町 定年制 ： なし

月給 正社員以外 変形労働時間制（1ヶ月単位）

36051-  648711

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 徳島県海部郡牟岐町 定年制 ： なし

時給 パート労働者

36051-  649811

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 徳島県海部郡牟岐町 定年制 ： なし

時給 パート労働者

36051-  532111

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 徳島県海部郡牟岐町 定年制 ： なし

介護補助員・軽作業 医療法人　青志会
介護老人保健施設
和楽

◇老人保健施設における介護補助業務や軽作業などをしていただきます。
　・介護補助　ご利用者の自立を支援するためにふだんの生活のお世話
・軽作業　おやつや食事の準備（配茶、おてふき、配膳、下膳）、掃除、　　エプロン等の洗濯、
シーツ交換、後片付けなど



830円
～

840円

不問

開催場所：ハローワーク牟岐　２階会議室

＊定員４０人の通所リハビリです。利用者様の機能維持・回復やお家での生活を継続できるよ
うにするというやりがいのあるお仕事です。利用者様や家族様からたくさんの感謝をいただい
ています。
＊現在スタッフは、介護スタッフ７名、運転手３名、リハビリをする理学療法士４名、マッサージ
師１名が在籍しています。


＊定員４０人の通所リハビリです。利用者様の機能維持・回復やお家での生活を継続できるよ
うにするというやりがいのあるお仕事です。利用者様や家族様からたくさんの感謝をいただい
ています。
＊現在スタッフは、介護スタッフ７名、運転手３名、リハビリをする理学療法士４名、マッサージ
師１名が在籍しています。
＊送迎、お茶出し、健康チェック、日常のケア（食事、お風呂、移動、トイレ）、レクリエーション

◇老人保健施設における介護業務全般
・ご利用者の自立を支援するためにふだんの生活のお世話（食事、リハビリ、入浴、レクレー
ション、排泄、更衣など）を行う、やり甲斐のある仕事です。
　　　　　＊＊＊＊＊　急　　募　＊＊＊＊＊

◇チームワークが良く、笑顔いっぱいの職場です。
◇お元気な高齢者向けのマンションです。介護施設（特養・老健）　のような介護はありませ
ん。未経験の方でも大丈夫です。
◇具体的な仕事内容は、お掃除、話し相手、食事の見守り、レクリ　エーション、イベント企画・
運営、記録などです。
◇イベントの１つとして、利用者さま・地域の皆さま・職員の交流　の場である「ハートフル・カ

普通自動車運転免許

介護職員（デイケア） 医療法人　青志会
介護老人保健施設
和楽

830円
～

840円

不問

介護職員（デイケア） 医療法人　青志会
介護老人保健施設
和楽

145,940円

介護職員（急募）

～

145,940円

～

155,000円

法令の規定(深夜
勤務)により年齢

制限がある

～

155,000円

18歳以上
医療法人　青志会
介護老人保健施設
和楽

145,940円
法令の規定(深夜
勤務)により年齢

制限がある

～

199,000円

加入保険等

200,000円

必要な免許資格／定年

介護リーダー 18歳以上
社会福祉法人　若
穂会　ケアハウス
聚楽

◇定員１２名と小さなデイサービスで、チームワークの良い明るい職場のリーダーを求めてい
ます。
◇バリデーションという新しい手法を一緒に学びながら、認知症のある方もその人らしく生活で

きるように、お世話させていただける方を求めています。

156,980円

法令の規定(深夜
勤務)により年齢

制限がある

～

171,000円

介護職員（グループ
ホーム）

18歳以上
社会福祉法人　若
穂会　ケアハウス
聚楽

◇具体的な仕事内容は、
利用者さまの見守り、話し相手、食事の準備と後片付け、レクリエーション（ゲーム、レクリエー
ション）などの生活援助（食事はお隣の聚楽の厨房で調理しています）記録。
◇定員９名の小さなグループホームで、利用者さまもスタッフも笑顔いっぱいです。

職種／求人番号

不問

賃金／条件 求人者名／就業場所 仕事の内容 就業時間年齢

145,940円

法令の規定(深夜
勤務)により年齢

制限がある

◇社会福祉法人の事務全般
介護報酬、補助金、利用料の請求、会計、出納、発注、入金、秘書業務、書類作成、来客対
応、電話応対、窓口対応（入居者・相談者）
◇介護業務　話し相手、食事の見守り、レクリエーションなど

※お元気な高齢者向けのマンションです。介護施設のような入浴やトイレの介助はありませ

156,980円

法令の規定(深夜
勤務)により年齢

制限がある

～

156,980円

介護職員（急募） 18歳以上
社会福祉法人　若
穂会　ケアハウス
聚楽

156,980円

法令の規定(深夜
勤務)により年齢

制限がある

～

191,000円

不問

普通自動車運転免許

介護支援専門員（ケアマ
ネージャー）

不問

雇用・労災・
健康・厚生

令和３年１１月８日(月)　１３時３０分～開催
「介護の仕事就職面接会」 求人情報

雇用・労災・
健康・厚生

雇用・労災・
健康・厚生

雇用・労災・
健康・厚生

(1)8時30分～17時00分
(2)7時30分～16時00分
(3)11時30分～20時00分
(4)15時30分～8時45分

◎ 詳しい内容を知りたい方、面接を希望される方はハローワークの紹介窓口へお問い合わせください。

◎ 面接にはハローワークが発行する紹介状が必要です。

(1)8時45分～17時00分

雇用・労災・
健康・厚生

雇用・労災・
健康・厚生

雇用・労災・
健康・厚生

計画作成担当兼介護職員
（グループホーム）

18歳以上
社会福祉法人　若
穂会　ケアハウス
聚楽

◇具体的な仕事内容は、
・利用者さま９名のケアプラン作成
・利用者さまの見守り、話し相手、食事の準備と後片付け、レクリエーション（ゲーム、レクリ
エーション）などの生活援助（食事はお隣の聚楽の厨房で調理しています）、記録　など

＊定員９名の小さなグループホームで、利用者さまもスタッフも笑顔いっぱいです。

雇用・労災・
健康・厚生

事務兼介護 18歳以上
社会福祉法人　若
穂会　ケアハウス
聚楽

不問

不問

不問

労災

(1)7時30分～15時45分
(2)8時45分～17時00分
(3)10時15分～18時30分
(4)11時45分～20時00分

(1)8時45分～17時00分
(2)7時30分～15時45分
(3)11時45分～20時00分

(1)8時30分～17時00分
(2)7時30分～16時00分
(3)11時30分～20時00分
(4)15時30分～8時45分

(1)7時15分～16時25分
(2)8時30分～17時40分
(3)10時00分～19時10分
(4)16時30分～10時30分

(1)8時45分～17時30分

(1)8時45分～17時30分

(1)7時30分～9時30分
(2)8時30分～10時30分
(3)15時00分～17時00分
(4)16時30分～18時30分

不問

ハローワーク牟岐

TEL：0884-72-1103


