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１ このガイドブックの目的・使い方

（１）本ガイドブックの作成目的
全国的に不足している介護分野における人材の確保を支援するた
め、介護サービス分野に就職を希望する方、どの分野に就職するか
決めていない方向けに、介護分野に就職する際の各種多様な疑問に
応える入門書を用意すると同時に、最新の求人情報をより事業者の
生の声に近い形で求職者に提供することを目的としています。

（２）本ガイドブックの使い道
以下の情報を確認することができます。
・介護サービス分野への就職に関する基礎知識を習得
・介護サービス分野への就職における注意点
・各務原市内の介護サービス事業所の求人内容
・各務原市内の介護サービス事業所のアピールポイント
・介護サービス分野への就職時に使える補助事業
・介護サービス分野への就職時により広範囲な知識を得ることが出
来る情報元
・介護サービス分野への就職前および後における困った時の相談先
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２

介護サービス事業所に就職するには
介護サービス事業所に就職するまでのフローチャート
介護サービス事業所に就職したい

ハローワーク
に相談

岐阜県福祉人材総合
支援センターに相談

各務原市生涯現役
促進協議会に相談
（55歳以上）

自治体や外郭団体が開催する
企業説明会・相談会等に参加

民間の人材
仲介業者

民間が開催する
企業説明会・相談会等に参加

事業所と面談

採用面接

不採用

介護サービス事業所に就職

※各種相談窓口をＰ３２に掲載していますのでご参照ください。
※上記はあくまで代表的な流れです。

２

３ 就職先を選定する際のポイント
～

長く勤めるには

～

○就職先を選ぶ際の視点例
・あなたの働き方とあっているか
・あなたの中の高齢者ケアの理想像とかけ離れていないか
・職場内の上下関係が良いか
上司に意見を言えるか
部下に指示が出来ているか
パワハラやモラハラ等はないか
・事業所が目指す介護の姿が明確であるか
目指す姿を従業員が共有しているか
・どんなサービスを提供する事業所なのか
・経営者に介護の深い知識・理解・理念があるか
・施設管理者が組織をマネジメント出来ているか
・職員の勤務年数が極端に短くないか
頻繁に職員が入れ替わっていないか
・人事給与体系が明確であるか
・昇給基準が明確であるか
・施設利用者による悪評はないか
・事業所内の清掃は行き届いているか
・ヒヤリハットを積極的に収集分析し改善に繋げているか

○その他
・信頼出来る友人または知人から紹介されたか
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４ 介護サービス事業者による求人・アピール
本ガイドブック掲載事業者一覧
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

株式会社 サーラ
株式会社 五月商店
株式会社 笑顔いちばん
株式会社 ニッケ・ケアサービス 岐阜事業所
株式会社 介護サービス各務原
有限会社 あい
社会福祉法人 各寿会
株式会社 スペース・ユニオン
社会福祉法人 小松河福祉会
社会福祉法人 サン・ビジョン
株式会社 ウイックス
株式会社 グラシアス
株式会社 ニチイ学館 岐阜支店
株式会社 アック
生活協同組合 コープぎふ
特定非営利活動法人 ピッコロ
社会福祉法人 成光会
医療法人社団 誠道会
株式会社 Ｋｉｎｄ
社会福祉法人 秀成会
株式会社 壮健
社会福祉法人 清洞会
医療法人 聡仁会
（掲載申込順）
4

１
職種

事業者名

シニアハウス HANAZONO

サービス種別

有料老人ホーム

：①介護職
②夜勤専従

雇用形態：パート労働者
募集人数：2 名
年齢

：不問

勤務形態：①7 時から 19 時の間の 5 時間程度
週 2～週 5 シフトによる
②19 時～7：30
シフトによる
賃金

：①900 円
②1 回につき 12,000 円

勤務地 ：各務原市
必要資格：初任者研修
福祉業務経験の要否：否

☆2 月にオープンしたばかりの新しい職場です。
☆お休み希望は考慮いたします。
☆アットホームな職場です。

お問い合わせ先
ホームページ URL

電話番号 058-213-5800
https://www.sh-hanazono.jp
※このページに掲載されている情報は 2021 年 6 月 18 日時点のものです。

５

２
職種

事業者名

株式会社 五月商店 パナソニックエイジフリーショップ各務原

サービス種別

福祉用具貸与、福祉用具販売

：①福祉用具専門相談員： お客様に必要は住環境整備をお手伝いする仕事です。
②システム管理

： 社内業務システム、ネットワークシステムの管理

雇用形態：常勤
募集人数：①２名 ②１名
勤務形態：①常勤 ②常勤
賃金

：210,000~285,000 家族手当、役職手当医、資格手当、営業手当、

休日

：夏季休暇、年末年始休暇、リフレッシュ休暇、教育訓練休暇、再検診休暇、
ボランティア休暇など

勤務地 ：①各務原、岐阜市長良、小牧市 ②各務原
必要資格：①普通自動車免許、
福祉用具専門相談員（入社後資格取得可能。取得費用全額応援します）
②IPA 情報処理推進機構の資格者優遇
「地域エリア No.1 を目指します。
」
超高齢者社会における、福祉用具の販売、レンタル、住宅改修を通じて、高齢者の方々の想い
を聴いて、在宅生活における住環境整備の充実を図るため、お客様にご提案をする仕事です。
＊自ら考えて行動し、やり遂げることが出来る方、大歓迎です。
＊未経験の方、チャレンジ精神旺盛な方、大歓迎です。

働き方改革推進中
正社員 時間外労働時間平均

18.5 時間 （2019 年９月現在）
77.8％ （2019 年 6 月現在）

正社員 有給消化率
ワークライフバランス推進企業
新はつらつ職場づくり宣言事業所
清流の国ぎふ 健康経営宣言企業
岐阜の魅力企業 100 社

お問い合わせ先
ホームページ URL

電話番号 058-384-0231 総務部 稲垣 光晴まで
http://www.satsuki-5.co.jp
※このページに掲載されている情報は 2021 年 7 月 12 日時点のものです

６

３

事業者名

株式会社笑顔いちばん（デイサービス笑顔いちばん 他 9 事業所）

サービス種別

通所介護・グループホーム・訪問看護・居宅介護支援・保育事業

雇用形態

正社員

職種
年齢
給与

デイサービス介護職員
～59 歳まで（定年 60 歳のため）

不問

月給：188,000 円～256,000 円

時給：960 円～1,020 円

（資格手当・送迎手当・職務手当含む）

勤務時間
休日

パート

8：30～17：30

応相談

日曜日とシフトによる休日

日曜日以外で週３～５日勤務

（月 9 日休み。2 月は 8 日）

土曜日は隔週勤務可

介護福祉士・実務者研修・

介護福祉士・実務者研修・初任者研修

資格要件

初任者研修のいずれか

（無資格可・入社後取得支援あり）

普通自動車免許（ＡＴ限定可）

普通自動車免許（ＡＴ限定可）

退職金制度（勤続 3 年以上）
待遇

昇給年 1 回・賞与年 2 回

通勤手当（上限２万円）

通勤手当（上限２万円）
勤務地

勤続年数により昇給あり

① 本店:那加雄飛ケ丘町 ②那加店:那加雲雀町 ③鵜沼店:鵜沼西町

～どんなデイサービス？～
「介護度は下げられる」をモットーに機能訓練に特化したデイサービスです。
機能訓練を通して、運動能力の向上や、認知症の予防等を行っています。
介護スタッフさんには、リハビリ機器の脱着や入浴介助、トイレ介助、
食事介助など、利用者様に気持ちよくお過ごしいただく為のサポートをお願いします。

～働きやすさのポイント～
◆スタッフ同士がとても仲が良く、働く時間なども相談して決めています。
急な用事や、学校行事などにも対応していますので、自分のペースで働けるのが強みです。
どんな働き方がしたいのか、じっくり話し合いましょう。
◆介護未経験の方や、資格はあるけど技術に自信がないという方も、社内研修で介護技術を習得
することができますので、安心してスタートできます。
◆企業内保育園があり、０歳から月額 5,000 円で預けられます。働くお母さんを応援します！

お問い合わせ先
ホームページ URL

【電話番号】058-267-6900【メール】info@egao1ban.jp 担当：山口
http://www.egao1ban.jp/
※このページに掲載されている情報は 2021 年 7 月 12 日時点のものです。
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４

事業者名
サービス
種別

岐阜事業所
通所介護・小規模多機能型居宅介護・住宅型有料老人ホーム
（ヘルパーステーション：有料併設）・居宅介護

【住宅型有料老人ホーム（ヘルパーステーション）
】
「①介護職員（正社員）②看護職員（正社員、パート）
」
年齢：不問／勤務形態：シフト制、週休２日制／
必要資格:初任者研修～／勤務地：鵜沼各務原町／賃金：基本給①155,250 円～②180,000 円～
(時給 1,240 円～)(介護、看護経験により応相談）
、役職手当 10,000 円～、地域手当 20,000
円、資格手当 5，000 円～、夜勤手当 5,000 円/回、処遇改善手当（9,000 円～、4 か月目から
支給）
、特定処遇改善手当（3,000 円～25,000 円）
就業時間：(1)8:45～17:45 (2)7:15～16:15 (3)16:00～10:00 (4)10:30～19:30

【通所介護】
「①生活相談員・介護職員（正社員）②看護職員（正社員、パート）
」
年齢：不問／勤務形態：シフト制／必要資格：初任者研修～
賃金：基本給①155,250 円～180,000 円 ②180,000 円～
（時給 1,240 円～）
（基本給は介護、看護経験により応相談致します）
役職手当 10,000 円～、地域手当 20,000 円、資格手当 5,000 円～、処遇改善手当（9,000 円
～、4 か月目から支給）
、特定処遇改善手当（3,000 円～25,000 円）
勤務地：鵜沼各務原町/就業時間：8：30～17：30

【小規模多機能型居宅介護】
「①介護職員（正社員）②看護職員（正社員、パート）
」年齢：不問
／勤務形態：シフト制、週休２日制／必要資格：初任者研修～／勤
務地：鵜沼各務原町
賃金：基本給①155,250 円～②180,000 円～（時給 1,240 円～）
（介
護、看護経験により応相談）
、役職手当 10,000 円～、地域手当 20,000 円、資格手当 5,000
円～、 夜勤手当 5,000 円/回、処遇改善手当（9,000 円～、4 か月目から支給）、特定処遇改
善手当（3,000 円～25，000 円）
、宿直手当 2,000 円/回
就業時間：(1)8:45～17:45 (2)7:15～16:15 (3)16:00～10:00 (4)10:30～19:30
★年次有給休暇日数 10 日（6 ヶ月経過後）有給休暇は取りやすい環境です☆（前年実績 90％
以上！）
★提携保育園あります。 ★年 2 回懇親会あります。
【求める人材】介護に携わる仕事は資格を必要とする場合が多いですが、まず私たち職員は
「接遇・マナー」という点を大切にしています。事業所敷地内には多種の施設が併設しており
ますので、多様な介護スキル習得ができること間違いなし！です。常に前向きにチャレンジし
ていく人材を求めています！！
お問い合わせ先

電話番号：090-1958-5792 （担当：林）

ホームページ URL

http://nikkecare.com

※このページに掲載されている情報は 2021 年 7 月 12 日時点のものです。
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５

事業者名

㈱介護サービス各務原・デイサービス各務原

サービス種別

通所介護・居宅介護支援事業所

（求人内容）
職

種：介護職

勤務形態：8：30～17：30(相談可)

雇用形態：正社員・パート

必要資格：ヘルパー2 級以上の資格

募集人数：3 名

普通自動車免許（ＡＴ可）

年

齢：不問

福祉業務経験：不問

賃

金：応相談

事業所所在地

勤 務 地 ：各務原市

〒504-0832
各務原市蘇原花園町 3-22

事業所の紹介
“いつまでも自分らしく”生き生きと
生活が送れるようにご利用者様やご家
族様の思いに寄り添い、介護サービス
の提供に努めています。また、経験豊
富なベテランスタッフが多く、お一人

【事業所概要】

お一人に合わせたきめ細かいサービス

指 定 年 月：2000 年４月１日

を心がけています。

職 員 数：２0 名（パート含む）

よりよいケアを目指し、日々笑顔で

福利厚生等：・有給休暇・社会保険加入

仕事に励んでいます。

・健康診断・資格手当等
・ユニフォーム支給
・交通費支給(上限あり)

職員からのメッセージ

他
職場の雰囲気はとても良く、わからな

事 業 内 容 ：・通所介護

いことは丁寧に指導して下さる先輩ば

・居宅介護支援

かりです。有給休暇や休みもしっかり
取得でき、働きやすい職場です。
未経験の方でもブランクのある方でも

こんな人を求めています

安心してスタートできます。

☑
☑
☑
☑

一緒に働きましょう‼

お問い合わせ先

明るく元気な人
やる気のある人
人と話すことが好きな人
気配りのできる人

電話番号 ０５８－３８３－３６９７

ホームページ URL
※このページに掲載されている情報は 202１年 7 月 12 日時点のものです。
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有限会社 あい

事業者名

６

サービス種別

居宅介護支援事業所・訪問介護・通所介護等

仲間募集 Wanted
通所介護

訪問介護

パート介護職員さん ２名 年齢・資格・経験不問
時間給

無資格８６０円～ 初任者研修９００円～ 介護福祉士９５０円～

勤務地

蘇原新生町、鵜沼各務原町、鵜沼羽場町のいずれかです

登録ヘルパーさん 若干名 年齢・経験不問
訪問介護のお仕事なので資格が要ります。
（初任者研修、ヘルパー、介護福祉士）

居宅介護

時間給

初任者研修９００円～ 介護福祉士９５０円～

勤務地

事務所は鵜沼各務原町で、仕事場は各務原市内全域です

常勤・非常勤

ケアマネージャー 募集中

詳細は面接にて
１３名のケアマネージャーが活躍中 テレワーク推奨しています。
あい介護理念 安心・信頼・納得 を大切に各務原市の在宅介護のお手伝いを行う会社です。
利用者さん、ご家族さん、職員の喜びが会社の喜びになると考え、日々努力をしています。
介護の楽しさを共に地域に発信しませんか！

介護が好きな方
協調性がある方

訪問介護 あい
助けあいサービス

（チームワークを大切にしています）

デイサービス ゆめ工房
集い処 笑福

（通所介護）

デイサービス あい
かいご処 あい

（地域密着型通所介護）

（認知症対応型通所介護）

（居宅介護支援事業所）
写真で緊張の

岐阜県ワークライフバランス推奨企業です。

みんな 笑

全スタッフ ８０名程です。
お問い合わせ先
ホームページ URL

電話番号 058-372-307２ 担当 中谷
https:// www.kaigo-ai.com
※このページに掲載されている情報は 2021 年 7 月 12 日時点のものです。
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７

事業者名

社会福祉法人

サービス種別

各寿会 （

特別養護老人ホームつつじ苑

）

介護老人福祉施設・短期入所生活介護・通所介護など

介護職員大募集しております！心機一転がんばりませんか？
<正職員>

17 万 2 千円～ ※年齢・経験により変更有

【勤務時間】日勤：9：30～18：30

早番：6：30～15：30 夜勤：16：40～9：40

【休日】週休 2 日 年間 112 日
【待遇】各種社会保険完備・賞与 3.5 ヵ月・資格手当・処遇改善加算を毎月給与に加算して支給
扶養手当・住居手当・通勤手当（無料駐車場あり）インフルエンザ接種・入社時検診
年 2 回健康診断検診会社負担

<パート> 時給 930 円～
【勤務時間】※応相談
【待遇】 各種社会保険完備・資格手当・通勤手当・（無料駐車場あり）インフルエンザ接種
入社時検診、年 2 回健康診断検診会社負担
処遇改善加算を毎月給与に加算して支給

不明点は下記まで

用務員さん大募集！

お電話ください♪

<パート> 時給 900 円～
【勤務時間】8：30～17：30（応相談）
【待遇】各種社会保険完備・通勤手当・（無料駐車場あり）インフルエンザ接種・健康診断会社負担

つつじ苑での取り組みについて

【わかる・できる⇒レベル認定】

基礎から学び自分の
スキルアップを目指そ
う資格取得支援制度

●自立支援介護をめざしてます。

あります。☆☆☆

“食事”
“排泄”
“入浴”
“移動”
“状況の変化に応じた対応”
といった基本介護技術が「日常に出来る」
職員育成をめざしてます。

お問い合わせ先

電話番号 058－371－5141

ホームページ URL

http://www.tutujien.jp/

(代表)

（担当：荒川）

※このページに掲載されている情報は 2021 年 7 月 12 日時点のものです。
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８

事業者名

株式会社スペース・ユニオン

サービス種別

地域密着型通所介護

勤務地

民家のデイサービス ひお里苑（各務原市三井東町 1-79）

職 種

デイサービス介護職員（パート）1～2 名

必要資格

・普通自動車運転免許（必須）
・介護福祉士・介護初任者研修終了者 歓迎
（無資格の方も可 資格取得支援有り※初めての方でも丁寧に指導します）
・年齢不問

業務内容

デイサービス内でのレクリエーション・入浴介助・トイレ介助・送迎 など

勤務形態

・月曜～土曜の間で週３～４日
・8:30～13:30、13:30～17:30、8:30～17:30 の時間でシフト制

休 日

シフト上の休日＋日曜日＋年末年始

賃 金

時給 900 円～＋介護職員処遇改善加算（年 3 回支給）＋交通費（社内規定に
よる）
※ハローワークの求人登録：有り

◆事業所の紹介◆
『日々おりお里の笑顔あふれる憩いの場』を提供
したいという願いから、
『ひお里苑』と名付けました。
ご利用者様一人ひとりの思いを大切にする
アットホームな民家のデイサービスです。
定員は１０名までの少人数で、自由にのんびりと
お過ごしいただけるよう努めております。

◆こんな人を求めています◆
☑やる気のある方
☑人と接することが好きな方
☑気配りのできる方
☑明るく元気な方
☑あいさつがしっかりできる方
◆職員からのメッセージ◆
ご利用者様もスタッフも【安心・安全】をモットーに、苑内を
はじめ送迎の車内空間なども、ウィルス感染対策・衛生対策を
行っております。毎月スタッフ皆で研修会を行い、スキルアップ
に努めています。
見学もできますのでお気軽にお問い合わせください。
お問い合わせ先
ホームページ URL

【電話番号】 058-322-6938 【メール】minka-day@grace.ocn.ne.jp
https://www.space-union.net/
※このページに掲載されている情報は 2021 年 7 月 12 日時点のものです。
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９

事業者名

社会福祉法人 小松河福祉会

サービス種別

地域密着型通所介護・居宅介護支援

シニアフィットネスこもれび

各務原大橋から車で 5 分
イオンモール各務原から車で 10 分

こもれびケアプランセンター

介護予防のための体操やストレッチを行ったり、
高齢者が家庭で元気に暮らせるようサポートする
ための施設です。健康チェック、簡単な体操・運動・
レクリエーションの指導、入浴介助、送迎を行いま
す。系列の川島東こども園との交流も積極的に行っ
ています。
いろいろな職種の職員がワンチームとなって助
け合い、楽しく働いています。利用者さんのことを
大切に思いやれる方、楽しいことを考えるのが好き
な方。一緒に働きませんか。お気軽にお問い合わせ
下さい。

【フルタイム】
○介護職員（保育士資格有）

1名

月給 190,000 円以上
年齢・経験不問
【パート】
○介護職員（保育士資格有）
○理学療法士

○保育士

○作業療法士

○看護師

○柔道整復師

○准看護師

○介護支援専門員

など若干名

時給 950～1100 円 （通勤手当、処遇改善手当、昇給・賞与あり）
短時間勤務、扶養範囲内勤務可。勤務条件は応相談。
◆川島東こども園、前宮保育園と連携しており、子育て中でも働きやすい環境です◆
お問い合わせ先
ホームページ URL

電話番号

０５８６－８９－２３７１

http://chocoji.com
※このページに掲載されている情報は 2021 年 7 月 12 日時点のものです。
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事業者名

社会福祉法人サン・ビジョン ジョイフル各務原 ジョイフル新那加

サービス種別

お問い合わせ先
ホームページ URL

介護老人福祉施設・ショートステイ・デイサービス など

電話番号 0587－57－1201
https://sun-vision.or.jp/
※このページに掲載されている情報は 2021 年 7 月 12 日時点のものです。
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心音ケアセンター各務原

事業者名

11

（ほかに３施設：土岐市、瑞浪市、笠松町）
サービス種別

住宅型有料老人ホーム・通所介護・訪問看護・訪問介護
居宅支援事業所・心音アカデミー（介護職員初任者研修）

【募集職種】介護職員・看護職員（正社員・パート）各数名
【年齢制限】正社員 定年制度あり、パートは年齢制限無し
【勤務形態・賃金】職種、資格、雇用形態によって当社の規程有り
介護職員 ： 資格手当、処遇改善手当、特定処遇手当、家族手当、
夜勤手当、年末年始手当、会議手当
【勤 務 地】各務原市那加東亜町 93－11
【勤務時間】シフト制

日】年間 120 日程度

【休

【必要資格】介護職員 ： ヘルパー2 級以上

休日は心身リフレッシュ
プライベート充実！

看護職員 ： 正看護師、准看護師

事業所概要
【開設年月】2016 年 4 月
【事業内容】住宅型有料老人ホーム 1 号館（29 室）、2 号館（20 室）
デイサービス（定員 30 名）
当社はピノキオ薬局の系列会社です。医療と福祉のトータルサポート企業として、
地域の皆様に「心のこもった優しいケア」を届けたいと取り組んでいます。
こんな職員を求めています・・・


人と接することが好きな方



思いやりのある方



目標に向かって積極的に行動できる方

心音は・・・
幅広い年代 10 代～70 代の職員が活躍中。
スキルアップする為の介護資格取得や研修には

施設見学
随時 OK

費用補助制度があります。
施設内の様子は下記ホームページ ブログ更新中！
利用者様、入居者様の「ありがとう」の笑顔を励みに
一緒に働いてみませんか？

お気軽にお問い合わせ

ください。
当施設はＪＲ那加駅すぐ北側
お問い合わせ先
ホームページ URL

電話番号 ０５８－３７２－３６２２

（採用担当者まで）

http://www.weecs. net/kakamigahara 『心音日記』ブログ毎日更新
※このページに掲載されている情報は 2021 年 7 月 12 日時点のものです。
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事業者名
サービス種別

株式会社グラシアス ぎふ介護各務原
訪問介護・居宅介護支援

職種：訪問介護 雇用形態：正社員及びパート労働者
年齢：不問（60 才以上の方歓迎）
賃金：正社員（訪問介護）主任 月給 220,000 円～280,000 円（昇給、賞与、その他手当あり）
正社員（訪問介護）

月給 180,000 円～220,000 円（昇給、賞与、その他手当あり）

パート（訪問介護）

時給 950 円～1,200 円 （その他手当あり）＊直行直帰可

パート（事務員）

時給 860 円～

必要資格（訪問介護）：ヘルパー2 級以上、普通自動車免許 未経験可

訪問介護とは、訪問介護事業所のホームヘルパーがご利用者様のご自宅を訪れて、身体介護
や生活援助など日常生活のサポートをする介護サービスです。
ぎふ介護各務原では、一緒にお仕事をしていただけるヘルパーさんを募集しています。
30 代から 60 代まで幅広い年齢のスタッフが働いております！
未経験の方や短期間勤務も OK です。まずはお気軽にお問い合わせください!!
所在地
〒504-0912
岐阜県各務原市那加桜町 1-105

ぎふ介護各務原
（訪問介護事業所）

(ピアゴ各務原店西隣)
電話番号 058-389-8260
FAX

058-389-8261

「安全で安心な介護サービスをお届けします」
専門の研修を修了したホームヘルパーが自宅での
身体介護・生活援助をプランにそってサービスを提供します。

所在地 〒５０４－０９１２

サービス提供責任者

各務原市那加桜町１丁目１０５番地
電話
０５８－３８９－８２６０
FAX
０５８－３８９－８２６１

介護福祉士
ヘルパー

訪問介護事業

会社概要
法人名
代表

株式会社 グラシアス
代表取締役 赤座 唯司

所在地

〒504-0912
各務原市那加桜町１丁目１０５番地

併設事業

居宅介護支援事業
有償訪問介護事業（自費サービス）
障害福祉居宅介護サービス

３名
１１名
８名

NO,2170501882

処遇改善加算Ⅰ
特定事業所加算Ⅱ
訪問介護初回加算
緊急時訪問介護加算

P

各務原
市役所
ピアゴ

お問い合わせはこちらまで

☎058-389-8260
★ヘルパー募集中

お問い合わせ先
ホームページ URL

電話番号 058-389-8260 （採用担当係まで）
http://gifukaigo-kakamigahara.iklabo.net/
※このページに掲載されている情報は 2021 年 7 月 12 日時点のものです。
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事業者名

株式会社

サービス種別

ニチイ学館

岐阜支店【ニチイケアセンター各務原】

通所介護・訪問介護・居宅介護支援

ニチイケアセンター各務原

勤務地

〒504-0821 各務原市蘇原瑞雲町3丁目28番地

職 種

ホームヘルパー

ホームヘルパー

サービス提供責任者

雇用形態
募集人数
年 齢

正社員
1 名
不 問
時間 8：00～18：00

パート
5 名
不 問

正社員
1 名
不 問
時間 9：00～18：00

時間 8：00～21：00の間の1時間以上

業務の都合により勤務時間変動あり 就業日・就業時間はシフトにより事前に通知

勤務形態

業務の都合により勤務時間変動あり

就業時間は応相談
時間外(有)・休憩時間(60分）

時間外(なし)

時間外(有)・休憩時間(60分）

休日等

シフトによる4週6休以上

シフトによる4週6休以上

シフトによる4週6休以上

賃 金

187,410円～205,410円（月給）

必要資格

介護職員初任者研修
＊経験者が望ましい

200,910円～233,410円（月給）
1,150円～1,350円（時間）
介護職員初任者研修
介護福祉士またはホームヘルパー1級
介護福祉士実務者研修修了者
ホームヘルパー2級
普通自動車免許（ＡＴ限定可）

通勤に便利なＪＲ蘇原駅近くで
す！車での通勤も可能です。施設
内フロアやお風呂場は広々してい
て、働きやすい環境です。明るく元
気なスタッフがたくさん活躍してい
ます。

スタッフ同志、年齢に関係なく何でも話
し合える職場です。ニチイケアセンター
各務原は、スタッフ一丸となってご利用
者様を第一に考える事が出来る拠点で
す。是非、一緒に働いてみませんか！

指定年月日 2012年8月1日
職員数
事業内容
福利厚生等

2021年6月現在
職員パート含め40名
通所介護・訪問介護
居宅介護支援
キャリアアップ制度・勤続年数手当
子ども手当・資格手当等

お問い合わせ先

【岐阜支店】058-267-4110【ニチイケアセンター各務原】058-380-2284

ホームページURL https://www.nichiigakkan.co.jp
※このページに掲載されている情報は2021年7月12日時点のものです。
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事業者名

ベスト各務原・デイサービスさくらの里各務原

サービス種別

サービス付き高齢者向け住宅・通所介護

【募集職種（雇用形態）
】
介護職員（正社員・パート）
【資格】
介護福祉士またはヘルパー２級以上（未経験可）
【募集人数】
数名（年齢制限なし）
【勤務形態】
7：00～16：00、9：00～18：00 夜勤 16：00～翌 9：00
デイサービス 8：30～17：30 パート時間応相談
【給与】
月給 20 万～（資格手当・役職手当あり）
時給 1,000 円～（資格手当あり）
【休日】
週休 2 日（シフトによる）
パート応相談
【待遇】
賞与（年 2） 各種社保完備 制服あり 交通費一部支給 有給休暇あり

試用期間あり

【勤務地】
岐阜県各務原市那加信長町 2 丁目 89 番地の 1

お問い合わせ先

電話番号 090-3388-1124（担当：長沼）
「介護求人の件で」と上記にお問合せください。

ホームページ URL

https://best-sakura.com/
※このページに掲載されている情報は 2021 年 7 月 12 日時点のものです。
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生活協同組合コープぎふ （コープぎふ訪問介護ステーション各務原）

事業者名

訪問介護（身体介護 生活援助など）

サービス種別

職種 雇用形態：契約ヘルパー
勤務地：各務原市内

勤務時間：7:00～20:00 の範囲で、1 時間以上

年齢：不問（60 歳以上の方、ブランクのある方でも大歓迎！）

必要資格：介護初任者研修（旧ヘルパー2 級等）修了者、または介護福祉士 普通自動車免許

給与：時給 1,200 円（うち、訪問介護手当 310 円）
◆交通費支給

◆時間帯手当 185 円／h（6:00～8:00・18:00～22:00）

◆日祝日手当 150 円／h ◆30 分未満サービス手当 250 円／回
＜資格手当＞
初任者研修（ヘルパー2 級等）：3,000 円 介護福祉士：6,000 円
※ただし、サービス提供時間が 40 時間を超えた者に限る
福利厚生：有給休暇、労災保険

休日：変動性（4 週を通じて 4 日以上）

◆名鉄六軒駅の目の前！
だからわかりやすい！◆
訪問介護ステーション各務原以外に、ケア
プランセンター各務原、福祉サポートセンタ
ー（福祉用具）の２つの事業所も隣接して
いるアットホームな事業所です。

お気軽にお立ち寄りください。
★ヘルパー定例会にて、楽しく学び＆交流しています。★
定期的に契約ヘルパーで集まり、研修（勉強）や交流会もしていま
す。介護に必要な知識を学んだり、悩みも交流したり・・・。雰囲気
もアットホームで、先輩のヘルパー、サービス提供責任者からも優
しく丁寧に指導してくれるから、安心して働くことができますよ。

ヘルパー定例会の様子

とてもやりがいを感じる仕事ですよ！

私たちと一緒に働いて
みませんか？
お問い合わせ先
ホームページ URL

電話番号 058－380－3030 採用担当

佐賀まで

https://www.coop-gifu.jp/
※このページに掲載されている情報は 2021 年 7 月 12 日時点のものです。
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○職

NPO 法人 ピッコロ

事業者名
サービス種別
種

訪問介護・地域密着型通所介護・たすけ合い活動・福祉有償運送

介護員（訪問・デイサービス）

○雇用形態

パート

○募集人数

若干名

○年

齢

不 問

○勤務形態

8：00～18：00 の間で要相談

○賃

金

要相談

○必要資格

介護福祉士、介護職員初任者研修、生活支援サポーター、普通自動車運転免許
無資格可（資格取得支援あり）

○福祉業務経験の要否

経験者優遇・未経験可

○福利厚生

社会保険加入、交通費支給、研修制度など

○所 在 地

〒509-0145

各務原市鵜沼朝日町３丁目 136 番地

ピッコロは、地域の方々が困った
時は気軽に相談できる場所として
2008 年活動を開始しました。
住み慣れた自宅で、いつまでも暮ら
せる様に訪問介護、デイサービス、
たすけ合い活動を通してご利用者、
ご家族のサポートをしています。

訪問介護

デイサービス

自宅での生活を心をこめて

家庭的な雰囲気を大切に

支援します。

しています。

福祉有償運送

通院等の送迎は、
安全第一！！

ピッコロのスタッフはチームワークがよく、人生の豊富な経験を活かし
ながら介護に携わり、明るく元気に働いています。
訪問介護が未経験の方でも同行して丁寧に指導します。
心に寄り添う気持ちの持てる方、気遣い、思いやりを大切にできる方
自分のできることから、私たちと一緒に始めてみませんか。

お問い合わせ先
ホームページ URL

電話番号 058－384－6215
http://npopiccolo.web.fc2.com/
※このページに掲載されている情報は 2021 年 7 月 12 日時点のものです。
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事業者名

社会福祉法人 成光会（特別養護老人ホーム菜の花）

サービス種別

介護老人福祉施設

【正社員募集】
◆介護福祉士

基本給 181,000 円～（経験考慮し増額）＋ 資格手当

モ
デ
ル
賃
金
◆介護職員

20,000 円 ＋ 夜勤手当 7,000 円／回

経験 3 年の介護福祉士の方で夜勤 6 回行った場合
給与支給額

252,000 円 （内訳）基本給 190,000 円 ＋ 資格手当 20,000 円 ＋ 夜勤手当 42,000 円

※その他 ■賞与 年 2 回 計 3～3.5 ヶ月分 ■処遇改善加算による給付あり
基本給 158,000 円～（経験考慮し増額）＋ 業務手当
資格・経験が無くてもＯＫ!!（教育制度あり）

5,000 円

＋ 夜勤手当 7,000 円／回

経験 3 年の介護職員（資格なし）の方で夜勤 6 回行った場合

モ
デ
ル
賃
金

給与支給額

213,000 円 （内訳）基本給 166,000 円 ＋ 業務手当 5,000 円 ＋ 夜勤手当 42,000 円

※その他 ■賞与 年 2 回 計 3～3.5 ヶ月分 ■処遇改善加算による給付あり

◆看護師

基本給 203,000 円～（経験考慮し増額）＋ 資格手当

25,000 円

◆准看護師

基本給 189,000 円～（経験考慮し増額）＋ 資格手当

15,000 円

◆介護支援専門員

基本給 189,000 円～（経験考慮し増額）＋

15,000 円

資格手当

＜共通事項＞
年間休日 113 日、昇給（年 1 回）
、賞与（年 2 回 前年度実績 3.25 ヶ月）
、退職金制度あり
制服貸与、交通費支給、定年 60 歳（以降の継続雇用制度あり）

【パート職員募集】（時間応相談）
◆介護職員 時給

900 円～

◆看護師 時給 1,400 円～ ◆准看護師

時給 1,200 円～ ※制服貸与、交通費支給

未経験者もＯＫ!!

「地域に根差した医療と介護と福祉を誠の心で実践します」
を理念に掲げ、安寧な地域生活を支え続けます。

特別養護老人ホーム

菜の花

利用定員

６０名

従来型個室（２０名）
従来型多床室 （４０名）

介護サービスはこれからの時代になくてはならない意
義ある仕事です。
私たちは、患者や利用者からの「ありがとう」に元気を
もらい、誇りをもって働いています。
菜の花では、経験者はもちろん、初めての方でもやる気
があれば充分に力を発揮できる職場です！！

医療面のサポートも安心！

◆グループ施設◆
各務原リハビリテーション病院
山田記念クリニック
介護老人保健施設 菜の花 他多数

ママに嬉しい♪

託児所完備
月額 9,000 円で！

社会福祉法人 成光会

各務原市鵜沼山崎町４－１－１

名 鉄 「新 鵜 沼 駅 」 ・ ＪＲ「 鵜 沼 駅 」スグ

お問い合わせ先
ホームページ URL

電話番号

国 道 21 号 線 沿 い

０５８－３２２－２０８０

http://unuma-seikoukai.or.jp/
※このページに掲載されている情報は 2021 年 6 月時点のものです。
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事業者名

医療法人社団 誠道会（介護老人保健施設 菜の花

サービス種別

他 4 施設）

介護老人保健施設、通所リハビリテーション、居宅介護支援
認知症対応型共同生活介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護

【正社員募集】
◆介護福祉士

基本給 181,000 円～（経験考慮し増額）＋ 資格手当

モ
デ
ル
賃
金
◆介護職員

20,000 円 ＋ 夜勤手当 7,000 円／回

経験 3 年の介護福祉士の方で夜勤 6 回行った場合
給与支給額

252,000 円 （内訳）基本給 190,000 円 ＋ 資格手当 20,000 円 ＋ 夜勤手当 42,000 円

※その他 ■賞与 年 2 回 計 3～3.5 ヶ月分 ■処遇改善加算による給付あり
基本給 158,000 円～（経験考慮し増額）＋ 業務手当
資格・経験が無くてもＯＫ!!（教育制度あり）

5,000 円

＋ 夜勤手当 7,000 円／回

経験 3 年の介護職員（資格なし）の方で夜勤 6 回行った場合

モ
デ
ル
賃
金

給与支給額

213,000 円 （内訳）基本給 166,000 円 ＋ 業務手当 5,000 円 ＋ 夜勤手当 42,000 円

※その他 ■賞与 年 2 回 計 3～3.5 ヶ月分 ■処遇改善加算による給付あり

◆看護師

基本給 203,000 円～（経験考慮し増額）＋ 資格手当

◆准看護師

基本給 189,000 円～（経験考慮し増額）＋ 資格手当

◆介護支援専門員 基本給 189,000 円～（経験考慮し増額）＋ 資格手当

25,000 円 夜勤手当

10,000 円／回

15,000 円 夜勤手当

10,000 円／回

15,000 円

＜共通事項＞
年間休日 113 日、昇給（年 1 回）
、賞与（年 2 回 前年度実績 3.25 ヶ月）
、退職金制度
制服貸与、交通費支給、定年 60 歳（以降の継続雇用制度あり）

【パート職員募集】（時間応相談）※制服貸与、交通費支給（訪問介護、訪問看護を除く）
◆介護職員 時給 900 円～ ◆訪問介護員 時給 1,500 円～ ◆介護支援専門員 時給 1,200 円～
◆看護師 時給 1,400 円～ ◆准看護師 時給 1,200 円 ◆訪問看護 時給 2,000 円～

「地域に根差した医療と介護と福祉を誠の心で実践します」
を理念に掲げ、安寧な地域生活を支え続けます。

介護老人保健施設 菜の花
グループホーム 菜の花
介護相談センター 菜の花
24 時間訪問介護看護 あすか
デイケアセンター みつばち

病院と一体型の施設です
医療面のサポートも安心！

介護サービスはこれからの時代になくてはならない意
義ある仕事です。
私たちは、患者や利用者からの「ありがとう」に元気を
もらい、誇りをもって働いています。
菜の花では、経験者はもちろん、初めての方でもやる気
があれば充分に力を発揮できる職場です！！

◆グループ内医療機関◆
各務原リハビリテーション病院
山田記念クリニック

ママに嬉しい♪

託児所完備
月額 9,000 円で！

医療法人社団 誠道会

各務原市鵜沼山崎町 6-8-2

名 鉄 「新 鵜 沼 駅 」 ・ ＪＲ「 鵜 沼 駅 」スグ

お問い合わせ先
ホームページ URL

電話番号

国 道 21 号 線 沿 い

０５８－３８４－８３９９

http://www.seidoukai.or.jp/
※このページに掲載されている情報は 2021 年 6 月時点のものです。
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事業者名

株式会社 Ｋｉｎｄ

サービス種別

訪問介護、訪問看護、相談事業所

HandsCare（訪問ケアスタッフ）
（正社員）月給 170,000 円～300,000 円
（ﾊﾟｰﾄ/ｱﾙﾊﾞｲﾄ）時給 1,200 円～1,800 円
【必要資格】
介護福祉士、介護福祉士実務者研修修了者
介護職員初任者研修修了者、ﾍﾙﾊﾟｰ１、２級
ケアマネージャー、

good 訪看ﾘﾊﾋﾞﾘｽﾃｰｼｮﾝ（訪問看護スタッフ）
（正社員）月給 250,000 円～420,000 円
【必要資格】
看護師、PT、OT いずれかの免許

私たちは「あなたに寄り添うあたたかいサービスを」提供したいという想いで
施設、障害・高齢の訪問介護、訪問看護の運営をおこなっています。
正社員
【休日】
HandaCare 年間 107 日以上
good 訪看リハビリテーション 年間 115 日以上
有休休暇 初年度 10 日 上限 20 日（共通）
☆座学研修、同行訪問などでサ
【福利厚生・待遇】
・昇給あり（年１回） ・賞与（前年実績：年４回）
ポートしますので、訪問未経
・社会保険完備（雇用、労災、健康、厚生年金）
験の方もスムーズにお仕事
・制服貸与あり・社用車あり
をはじめられます。
・交通費全額支給 ・マイカー通勤可（無料駐車場あり）
・賠償責任保険加入
・定期健康診断 ・インフルエンザ予防接種補助制度
・資格取得補助制度

お人柄重視でコミュニケー
ション力の高い方、
歓迎いたします。

障がいのある方やその家族から様々な相談を受け
必要な支援や情報提供、関係機関への紹介等の連
相談支援センター
指定特定相談支援

生活上のお困りごとなどございましたらご相談くだ

障害児相談支援

さい。

一般相談
各務原市テクノプラザ 1 丁目 1 番地
TEL

絡調整を行います。

ご利用者様やそのご家族の意思及び人格を尊重し
常にご利用者様の立場に立ち支援を行います。

058-260-6425

お問い合わせ先

HandsCare 各務原市つつじが丘 5 丁目 61 番地 TEL
good 訪看ﾘﾊﾋﾞﾘｽﾃｰｼｮﾝ 緑苑南 2-15

ホームページ URL

058-322-6091

TEL 058-260-8680

HandaCare https://kind-handacare.com/
good 訪看ﾘﾊﾋﾞﾘｽﾃｰｼｮﾝ https://good.handscaregroup.com/
※このページに掲載されている情報は 2021 年 7 月 12 日時点のものです。
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社会福祉法人 秀成会

事業者名
サービス種別

年齢：不問

鵜沼羽場町・稲羽上戸町・蘇原六軒町（相談可能）

雇用形態：正規職員、パート職員、夜勤専門職員
☆福祉業務未経験でも可
勤務形態：シフトによる交代制
賃金：正規職員

他２施設）

介護老人福祉施設・有料老人ホーム・短期入所生活介護

募集職種：介護職員（有資格者優遇）
勤 務 地：各務原市内

（サフィール鵜沼

募集人員：各施設

1～2 名

新人研修・施設内研修充実で安心して働けます
※各施設によって若干の違いありご相談ください

200,000～300,000 円（夜勤等各種手当含）賞与・昇給有

パート職員

1,080～1,150 円（資格により変動有） 夜勤専属可（夜勤手当有）

☆リーダー候補募集、パート職員は短時間勤務可能

【サフィールの理念】

人にやさしく 人とのつながりを大切に
【令和 3 年スローガン】

ＤＯ ＭＹ ＢＥＳＴ
全てはお客様のために 全てはチームのために 全ては未来のために

～ 充実の研修 ～
外・内部での研修充実
新人研修・ＢＣＰ・ＳＤＧｓ
利用者・スタッフにも優しい介護技術
初任者研修・喀痰吸引研修等
資格取得支援

～ 人は財産 ～
学べる環境
相談できる仲間
楽しく働ける職場
出逢いを大切に
笑顔の素敵な仲間を待っています
住宅型有料老人ホーム

Instagram 発信中
笑顔が溢れています
お問い合わせ先
ホームページ URL

特別養護老人ホーム

いなは

鵜沼

そはら

電話番号 058-380-5550
http://aliss.co.jp/life/
※このページに掲載されている情報は 2021 年 7 月 12 日時点のものです。
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事業者名

株式会社

壮健

（陽だまりの宿）

サービス種別 小規模多機能型居宅介護施設

3名募集

◆介護スタッフ

正社員：月16万円～22万円以上

※介護福祉士18万円以上

パート：時給920円以上（初任者研修修了者）

※介護福祉士時給1,000円以上

昇給・賞与年2回有り、資格手当・役割手当・夜勤手当・年末年始手当
ミーティング参加手当他
※試用期間あり（3か月）学歴不問
無資格の方も応募可。（資格取得制度有）※お気軽にご相談ください。
◆働きやすさのポイント
スキルアップの為の研修に会社としても研修費補助など積極的に応援しています。
有給休暇も取得しやすい環境です。介護・育児休暇も就業規則で明記しており、
スタッフさんの事情に合わせて取得が可能です。小さな施設にお子様を施設にお連れして
働いているスタッフさんもいます。
その他、誕生日休暇も新設してリフレッシュ休暇として好評を頂いていますよ。

◆研修、キャリアパス、職員育成、定着の取り組みについて
法人内外にて認知症対応、虐待、ハラスメント、個人情報保護など多岐に渡り研修を実施
しています。特に認知症に対する理解、研修に力を注いでいます。また無資格の方に
対しては初任者研修受講料を法人で負担するなどして、資格取得を応援しています。
【事業所の紹介】
株式会社

壮健 （各務原市三井町2丁目１４－１）

会社設立：平成11年
従業員数：104名
■ホームページ

資本金：2,500万円

（約男性2割・女性8割

Soukengp.com

●介護ケアに前向きに取り組みたいという方を応援します。
お気軽にお問い合わせくださいね。

お問い合わせ先

058-213-3375

ホームページURL hidamari@voice.ocn.ne.jp

※このページに掲載されている情報は2021年7月12日時点のものです。
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社会福祉法人 清洞会

事業者名

（特別養護老人ホーム カーサ・レスペート）

サービス種別

介護老人福祉施設・短期入所生活介護・通所介護他

職種

介護職

賃金

雇用形態

正社員・パート

その他、夜勤手当、職務手当、処遇改善手当、家族手

募集人員

数名

当、交通費

年齢

不問

勤務地

7：00～16：00（休憩 60 分）

支給

特養・ショート（各務原市各務 6803 番 1）
デイサービス（各務原市鵜沼各務原町 2-136）

（元気で健康な方なら問題ありません）

勤務形態

正社員基本給 169,500 円〜（経験に応じて応相談）

その他

★経験者優遇も、未経験者も大歓迎。研修も毎月実施

10：00～19：00（同上）

しており、全力でサポートします。短時間勤務でも応

10：30～19：30（同上）

相談。

16：00～10：00（休憩 120 分）

★介護職員募集中！

明るく元気な方、お待ちしております。

「カーサ・レスペート」はスペイン語で「思いやりの家」という意味です。施設名どおり思い
やりの心をもって利用者様に接し、地域社会に親しまれる拠点づくりを目指しています。当施
設は、周りを山々に囲まれ、春は桜、秋は紅葉など、一年中様々な景色を楽しませてくれます。
職員は笑顔を絶やさず、利用者様に心やすまる生活をしていただけるよう、日々努力していま
す。
【法人沿革】
平成 8 年 特別養護老人ホーム、ケアハウス、デイサービス、ショートステイ

開設

平成 16 年

特別養護老人ホーム（ユニット型） 開設

平成 18 年

居宅介護支援センター、地域包括支援センター 開設

平成 24 年

特別養護老人ホームレスペート落合（愛知県名古屋市北区） 開設

平成 31 年

特別養護老人ホームレスペート千住（東京都足立区） 開設

令和元年

デイサービスセンターアクティブいつき 開設 → 令和 3 年 施設名を「レスペートうぬま西」に変更

お問い合わせ先
ホームページ URL

電話番号 058－385－3900
http://www.casa.or.jp/
※このページに掲載されている情報は 2021 年 7 月 12 日時点のものです。
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デイサービスセンターさかい・グループホームさかい・フクロウの郷・このはずく

事業者名

（看護小規模・住宅型有料老人ホーム）

23
サービス種別

通所介護・認知症対応型共同生活介護・小規模多機能・看護小規模多機能・住宅型有料
老人ホーム

職種：看護師・介護職員・調理員／雇用形態：正社員・非正社員
募集人数：正：5 人・非正：5 人／年齢：不問

資格：ヘルパー2 級以上 経験者大歓迎

賃金：正社員：基本給は職種により異なります。
夜勤手当 １０，０００／回 介護福祉士手当 １５，０００円／月
その他手当

２３，０００円／月～

※処遇改善手当・交通費等あり
福祉業務経験の要否：特に要件無し
医療法人聡仁会は酒井クリニックという診療所が母体となり、全ての部署と連携を取ります。
Ｈ１３年開設のデイサービスセンターは職員の年齢層も幅広く勤続１０年以上の仲間も
居ます！様々な工夫を凝らしながら、利用者様が元気に笑顔で過ごして頂けるお手伝い
をしています。(^_-)-☆

H17 年開設のグループ
ホームは２ユニットで
１８名のご利用者様と
家族の様に過ごしてます

H19 年開設のフクロウの郷 可能な限り住み
慣れたご自宅で過ごせますように、通い・訪
問・宿泊を顔馴染みの職員で行っています。利
用者様の目標を達成できるよう皆で話し合い
支援しています。

Ｈ２９年３月開設のこのはずく（看護小規模多機能型居宅介護・住宅型有料老人ホーム）
。
ご自宅の方も入居の方も、通い・訪問・宿泊・必要時は訪問看護を受け、健康管理を受け
ながらクリニックと迅速に連携しサービス提供をしています。
勤続表彰・研修参加に伴う表彰・慰労会等、スタッフへ労いの機会を持つよう心がけています。
お問い合わせ先

０５８－３８２－１００２（酒井クリニック）
０８０－１５７０－００７１（山口）

ホームページ URL

市内蘇原柿沢町１－４７

https://sakaicl.com
※このページに掲載されている情報は 2021 年 7 月 12 日時点のものです。
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５ 介護サービス分野の就職に関するＱ＆Ａ
問１ 平均賃金水準が全産業と比較して低い傾向にあると聞いたけど。
答１ 介護に携わる方の給与水準を引き上げるため、処遇改善加算制度が設けられ、多
くの介護事業者がこれを利用して職員の給与改善にとりくんでいます。さらに新
たに特定処遇改善加算制度が創設され、一層の引き上げが図られる予定です。
なお、加算額は全て職員の給与引き上げに充てなければならないことが定められ
ていますが、配分方法は事業者の裁量に任せられていますので、実際の待遇につ
いては各事業者に確認されることをお勧めします。
問２ 処遇改善加算や特定処遇改善加算って何？
答２ 処遇改善加算は、加算分を介護職員の賃金改善に充てることを目的としており、
キャリアパス整備や職場改善に取り組んでいる事業所ほど加算額が高くなる仕
組みとなっています。
特定処遇改善加算は令和元年１０月から始まった新しい制度で、中堅介護職員の
処遇改善を目的に、処遇改善加算に上乗せして加算する制度です。中堅介護職員
の賃金をアップすることにより、技能・経験を持ったリーダー級の職員の処遇を
改善し、安心して長く介護に携われる環境を構築することを目的としています。
処遇改善加算より職場環境の改善要件が厳しくなっている上に、加算額の配分方
法にもルールが加えられています。
問３ 夜勤が大変だと聞いたけど。
答３ 夜勤帯は昼間より勤務職員が少なく、同時に複数の利用者からコールがあった時
など対応に苦慮することはあると思われます。一方で昼間勤務より手取り額が高
くなる傾向にありますので、詳細は各事業者にご確認ください。
問４ 人間関係が大変と聞いたけど。
答４ 人間関係の良し悪しは、必ずしも業種に起因するものではありません。介護サー
ビス分野においても、良好な人間関係を築いている職場は沢山あります。就職を
検討している職場が人間関係も含めて安心して働ける環境であることを充分確
認されてから、雇用契約を締結することをお勧めします。
問５ 自分にあった事業所を選ぶポイントは。
答５ まずは自分が何をやりたいのかを明確にすることと、就職を検討している事業所
の特性を掴むことが大事です。同じ介護サービスだから同じことをしていると
は限りません。
問６ 有料老人ホームやサ高住（サービス付き高齢者むけ住宅）は介護保険サービス事
業所ではないのか。
答６ 有料老人ホームやサ高住自体は在宅の扱いであり、介護保険の給付対象ではあり
ませんが、特定施設の指定を受けると介護保険の給付対象になります。また同
一敷地内に訪問介護や通所介護の事業所を併設しているケースもよくあります。
介護保険施設以上に施設の内容が千差万別ですので、事前に内容をよく確認して
ください。
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６

介護サービス分野に就職する際に活用可能な制度・情報

就職する本人への支給制度
制度名
介護福祉
士等修学
資金貸付
制度

対象

内容

お問い合わせ先

介護福祉
士養成施
設の学生

県内の介護福祉士養成施設で修学し、卒業後に県内で介護
職員として就業する意向のある学生に対する修学資金の貸し
付け
大学:288万円まで、短大・専門学校:168万円まで
月額５万円以内
入学準備金20万円以内
就職準備金20万円以内
国家試験受験対策費用４万円以内（別途生活費加算あり）
卒業後介護福祉士の登録を行い県内で５年間介護職として
従事すると返済免除

岐阜県社会福祉
協議会 福祉人
材部
058-2731111

実務者研
修受講者

県内の実務者研修実施施設で研修を受講し、修了後に県内
で介護職員として就業する意向のある方に対する受講資金の
貸し付け
貸付額 20万円以内
研修修了後県内で２年間介護職として従事すると返済免除

介護職員
等再就職
準備金貸
付制度

再就職を
行う介護
人材

実務経験が１年以上ある介護に係る有資格者が介護福祉士
等の届出制度による登録をし、県内の介護事業所・施設で介
護職として再就職をする際の準備金貸付
貸付額 １人１回40万円以内
再就職後県内で２年間介護職として従事すると返済が免除

岐阜県社会福祉
協議会 岐阜県
福祉人材総合支
援センター 介
護職員等再就職
準備金貸付担当
058-2731111

介護の資
格届出制
度普及促
進事業

離職した
介護人材

介護の資格を持つ方や研修修了者を対象として、その資格
等を登録
登録者には、介護に関する最新情報を提供するほか、スキ
ル維持・向上のサポートのための研修への参加、就業先の紹
介などの支援を行う
平成30年度より届出者限定の研修費補助を実施
在勤者は研修費の2/3を、離職者は全額を県社協が負担

岐阜県社会福祉
協議会 岐阜県
福祉人材総合支
援センター
058-2762510

役に立つウェブサイト
岐阜県公式ホームページ「介護人材確保」
⇒ https://www.pref.gifu.lg.jp/kodomo/koreisha/kaigo-jinzai/
介護情報ポータルサイト「ぎふkaiGO！」
⇒ https://www.gifu-kaigo.jp/
めざせ！福祉のお仕事（岐阜県福祉人材総合支援センター）
⇒ https://www.winc.or.jp/contents/job/
各務原市公式ウェブサイト「雇用」
⇒ https://www.city.kakamigahara.lg.jp/business/koyou/
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７ 介護サービス分野に従事する職員の主なキャリ
アアップと支援制度
（１）介護サービス分野に関係する試験・研修・資格
分
野
1

2

介
護
業
務

3

4

内容（概要）

名称

研修

介護職員初任者
研修

研修

介護福祉士実務
者研修

資格

介護福祉士

社会福祉士及び介護
福祉士法にもとづく
国家資格

※１

研修

認知症介護基礎
研修

認知症ケアの基礎的
な知識や技術を身に
つける

介護職員であ
ること

介護職として働く上
で基本となる知識・
技術を習得する
介護福祉士として必
要な知識および技能
を修得する

研修

認知症介護実践
者研修

認知症ケアのより実
践的な知識や技術を
身につける

研修

認知症介護実践
リーダー研修

認知症ケアの指導者
としてより深い知識
と技術を身につける

7

研修

認知症対応型サ
ービス事業管理
者研修

認知症対応型サービ
ス事業所の管理者は
研修の修了が必須

8

研修

認知症対応型サ
ービス事業開設
者研修

認知症対応型サービ
ス事業所の代表者は
研修の修了が必須

5

6

認
知
症
ケ
ア

要件
（概要）

種類

－

－

・身体介護の
基本的知識技
術を保有
・認知症介護
実務 2 年以
上
・認知症介護
実務５年以上
・認知症介護
実践者研修修
了後 1 年以
上
・認知症介護
実践者研修終
了者
・認知症対応
型サービス事
業所の管理者
に就任予定
認知症対応型
サービス事業
所の代表者に
就任予定

受付等
都道府県が指
定した事業者
都道府県が指
定した養成施
設など
公益財団法人
社会福祉振
興・試験セン
ター
岐阜県介護研
修センター

岐阜県介護研
修センター

岐阜県介護研
修センター

岐阜県介護研
修センター

岐阜県介護研
修センター

※１ 介護福祉士は資格取得方法が複数あります。詳細は公益財団法人社会福祉振興・試
験センターの Web サイトをご覧ください。
ＵＲＬ：http://www.sssc.or.jp/kaigo/

30

（１）介護サービス分野に関係する試験・研修・資格（つづき）
分
野

種類

名称

内容（概要）

試験

介護支援専門員
実務者研修受講
試験

研修

介護支援専門員
実務者研修

合格者は介護支援専
門員実務者研修の受
講資格を得る
研修修了者は介護支
援専門員名簿への登
録資格を得る
各都道府県の介護支
援専門員名簿に登録
し、介護支援専門員
証の交付を得ること
により介護支援専門
員として業務可能
令和 3 年 4 月以降に
居宅介護支援事業所
の管理者になるには
本研修の修了が必須

9

10

11

ケ
ア
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト

資格

介護支援専門員

研修

主任介護支援専
門員研修

研修

小規模多機能型
サービス等計画
作成担当者研修

小多機または看多機
の計画作成担当者は
本研修の修了が必須

要件
（概要）
保健医療福祉
分野の実務経
験 5 年以上
介護支援専門
員実務研修受
講試験合格者

受付等
社会福祉法人
岐阜県社会福
祉協議会
岐阜県介護研
修センター

介護支援専門
員実務研修修
了者

岐阜県健康福
祉部高齢福祉
課事業者指導
係（各都道府
県別）

※２

岐阜県介護研
修センター

・認知症介護
実践者研修終
了
・介護支援専
門員
・小多機また
は看多機の計
画作成担当者
に就任予定

岐阜県介護研
修センター

※２ 「専任の介護支援専門員として従事した期間が通算して５年以上」が基本的な要件で
すが、要件が異なる都道府県もありますので申し込み前に十分ご確認ください。

（２）研修受講・資格取得支援メニュー
名称

内容

介護職員初任者研修・生
活援助 従事 者研 修支援
事業費補助金
A

B

申請先

介護職員初任者研修等の受講に 岐阜県健康福祉部高
際して介護職員を雇用する事業 齢福祉課長寿社会推
者が負担した経費の全額または 進係
一部を岐阜県が助成する
詳細は下記ＵＲＬをご覧ください
https://www.pref.gifu.lg.jp/kodomo/koreisha/kaigojinzai/11215/r2syoninnsya.html
介護福 祉士 等修 学資金 資格取得に必要な費用を無利子 岐阜県社会福祉協議
貸付制度
で貸し付ける
会
詳細は下記ＵＲＬをご覧ください
https://www.winc.or.jp/contents/services/kaigo-shugaku/
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支
援
対
象

(1)
1

(1)
2

8 困った時の各種相談窓口
分野

内容
就職支援全般

就職
福祉人材無料職業紹介
55歳以上の就労支援
高齢者に関する総合相談

相談窓口
各務原市地域職業相談室
(シティーハローワーク各務原)
岐阜公共職業安定所
（ハローワーク岐阜）
福祉人材総合支援センター
各務原市生涯現役促進協議会
各務原市地域包括支援センター

問い合わせ先
058-371-3335
058-247-3211
058-276-2510
058-380-2135

【各務、八木山小学校区、中央小学校区の一部 ※1 】
カーサ・レスペート TEL 058-381-3800
【那加第一・尾崎・蘇原第一小学校区】
飛鳥美谷苑 TEL 058-371-3081
【鵜沼第一、鵜沼第三、緑苑小学校区】
ジョイフル各務原 TEL 058-379-2521
【陵南、鵜沼第二小学校区、中央小学校区の一部 ※2 】
フェニックス・かかみ野 TEL 058-384-8844
【那加第二、那加第三、蘇原第二小学校区】
社会福祉協議会 TEL 058-383-7624
【稲羽西、稲羽東小学校区】
つつじ苑 TEL 058-371-2226
【川島小学校区】
リバーサイド川島園 TEL 0586-89-2979
※1 各務西組第1、船山町西、船山町東、坂井、東島町自治会
※2 ※1以外の中央小学校区

介護 高齢者の相談支援
介護保険料・利用者負担
介護保険認定申請
介護保険事業所指導
介護予防事業
高齢者虐待（家庭内）
〃
（介護施設内）
介護サービスの不安や悩み
行方不明者の捜索
障がい者の生活支援
障がい
障がい者虐待
総合労働相談
労働条件での悩み
労働 介護・福祉の仕事の悩み
実務経験３年未満の介護職
員の職場の人間関係や仕事
内容に関する相談
生活上の困りごと相談
市民相談全般

県民相談全般
生活
支援

司法

年金
空き家の適正管理、活用、
解体など（所有者向け）
消費生活相談（平日）
〃
（土日祝日）
生活保護
生活困窮者自立支援事業
日常生活自立支援事業
成年後見
警察
司法支援

各務原市高齢福祉課高齢福祉係
各務原市介護保険課介護保険係
各務原市介護保険課介護認定係
各務原市介護保険課施設指導係
各務原市高齢福祉課地域支援係
各務原市高齢福祉課高齢福祉係
各務原市介護保険課施設指導係
岐阜県国民健康保険団体連合会
岐阜県運営適正化委員会
各務原警察署生活安全課
各務原市障がい者生活支援センター
各務原市障がい者虐待防止センター
総合労働相談所
（岐阜県社会保険労務士会）
労働条件相談ほっとライン
介護・福祉の職場 お悩み相談
新人介護職員相談窓口
生活相談センターさぽーと
（各務原市社会福祉協議会）
各務原市まちづくり推進課生活相談係
岐阜県県民生活相談センター
消費生活相談
岐阜県県民生活相談センター
県民相談
岐阜県県民生活相談センター
交通事故相談
岐阜南年金保険事務所

058-383-1779
058-383-1778
058-383-1970
058-383-2067
058-383-2124
058-383-1779
058-383-2067
058-275-9826
058-278-5136
058-383-0110
058-383-1126
058-272-2470
0120-811-610
058-273-2715
058-322-3971
058-383-7610
058-383-1884
058-277-1003
058-277-1001
058-273-6161

空き家・すまい総合相談室

0584-81-8511

各務原市消費生活相談室
消費者ホットライン
各務原市社会福祉課

058-383-1884
188（局番なし）
058-383-1125

各務原市社会福祉協議会

058-383-7610

各務原市成年後見支援センター
各務原警察署
法テラス
法テラス岐阜
32

058-322-5118
058-383-0110
0570-078-374
050-3383-5471

本ガイドブックに掲載している求人情報について
本ガイドブックに掲載している求人情報は各介護サービス事業者の責任において掲
載しているものです。雇用契約締結前によく協議し、納得されたうえで雇用契約を締結
してください。

介護サービス事業者に問い合わせる際に伝えていただきたいこと
介護サービス事業者に問い合わせる際に、「各務原市介護サービス分野就職ガイドブ
ックを見た」とお伝えいただけると、就職活動がよりスムーズに運びます。

最新情報について
本ガイドブックは常に最新の情報を掲載するため毎月更新を予定していますが、冊子
版は印刷のタイミングの関係上、古い情報が掲載されている場合があります。
最新版は各務原市公式ウェブサイトにて公開していますのでそちらをご覧ください。
以下のＱＲコードから、直接掲載ページにアクセス出来ます。ご活用ください。

※ PDF 版では上の QR コードをクリックしてください
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〒504-8555 岐阜県各務原市那加桜町１丁目６９番地
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