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医 療・福 祉

農業、林業

児童福祉・障がい福祉

社会福祉法人愛育福祉会

建設業

■ 所在地／延岡市大武町5334
採用に関する
お問い合わせ

□電

■ 設立／1975年4月

話／0982-26-5715

■ 従業員／188名

□ ウェブサイト／http://www.aiiku.in/

□ メール／info@aiiku.in インターンシップ制度／無し

製造業
電気・ガス・
熱供給
情報通信業
運輸業
卸売業、小売業
金融業、保険業
不動産業
飲食業

医療・福祉
教育、学習支援
サービス業
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専門性を生かして福祉の現場で求められる人に
児童福祉と障がい者福祉を柱に4つの施設を運
営しているため、求められるのは保育士、看護
師、社会福祉士、介護福祉士等の有資格者です。
「幼保連携型認定こども園こばと保育園」では0
歳から6歳の乳幼児を預かり、成長を見守りま
す。「児童養護施設みどり学園」は0歳から18

歳の子どもたちが入所。子どもの心情に寄り添
い自立のための支援をします。また「障がい福
祉サービス事業所のぞみ園」では作業所として
の役割と身体機能向上のサポート役を担い、
「障
がい者支援施設清松園やわらぎの里」では入所
や通所される方々の生活を支えています。

わが社の自慢
現場を見て知って、ハッとする
気づきを感じてほしい

「のぞみ園」で、幅広い年齢の方々の就労支
援や生活介護をしています。職員同士がそ
れぞれの強みを生かして連携することで、
利用者の方の笑顔が増え、信頼関係が生ま
れると感じています。福祉の
仕事に関心をお持ちなら、実
習やボランティア活動を通し
て現場を見て下さい。そこで
体験するハッとするような気
づきが、仕事へのモチベーシ
ョンになると思います。

地域への感謝祭でふれあい、心をつなげたい
“ふれあい”は心を育て未来
へ の 希 望 に つ な が り ま す。
子どもたちと障がいのある
方々、そのご家族、お年寄り、
そして地域の皆様。それぞれ
がお互いにふれあうことで、
お互いの理解が生まれ、喜び
が育まれます。そこで愛育福
祉会では、秋に「愛育祭」を開催。保育園児や利用者の方が歌や踊
りを披露したり、模擬店を出店したりと、多くの方々に楽しんでい
ただいています。福祉は、やり甲斐のある仕事です。だからこそ、
無理なく続けられるよう仕事と家族の両立ができる職場環境づくり
を積極的に進めています。

農業、林業

自動車教習所、医療・療術、介護

株式会社オファサポート
採用に関する
お問い合わせ

□電

■ 設立／2008年7月

話／0985-71-0006

■ 従業員／160名

建設業

■ 所在地／宮崎市大字島之内3535-2

□ ウェブサイト／ofa-krsc.com/head/

□ メール／contact-us@ofa-support.com インターンシップ制度／無し
製造業
電気・ガス・
熱供給
情報通信業
運輸業
卸売業、小売業
金融業、保険業

“One For All”の会社理念を胸に！
本の柱として順調に業績を伸ばしています。高
齢化社会を見据えて、介護事業と自動車教習所
が融合したカーリハという、全国初の自動車を
使ったリハビリ事業も行っています。また未来
型の自動車運転評価システムも構築、こちらも
全国展開を視野に入れ挑戦中です。

知ることから始めてみて

サービス業

社内は笑顔が絶えず雰囲気が
とても良い職場です。毎年交
流イベントを行うなど親睦を
深めています。仕事では、日
本初の教習所と介護を融合さ
せた自動車運転リハビリとい
う画期的な取り組みがありま
す。運転は、
「認知」
「判断」
「操
作」機能が重要、デイサービスの利用者が指導員と一緒に教習所内
を車で走ることによって認知症の予防に役立てています。また全国
展開を視野に入れたAI型自動車運転評価システムを開発し、高齢者
の運転を数値で「見える化」して、運転評価と再教育に役立ててい
ます。

教育、学習支援

車の運転が好きで、私が通った自動車教習
所の先生がとても面白い人だったことから
指導員の道を選びました。当社は社員教育
がしっかりしているので、仕事はイチから
学べます。世の中には仕事が
たくさんあることを知り、興
味のあることなどで振り分け
てみると良いかもしれません。

未来型自動車運転評価システムを構築

医療・福祉

「仕事」は、たくさん！

飲食業

わが社の自慢

不動産業

当社は、“One For All（ひとりはみんなのた
めに）”の頭文字OFAを法人設立に併せて社名
にしました。南九州自動車教習所の創立から、
福岡市に訪問リハビリ、マッサージを行う「九
州療養サポートセンター」を設立。自動車教習
所と医療・療術業、介護・福祉事業を運営の３
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農業、林業

幼児教育・保育

社会福祉法人かえし 認定こども園にじのね

建設業

■ 所在地／東臼杵郡門川町栄ヶ丘1-1-5
採用に関する
お問い合わせ

□電

■ 設立／2003年11月

話／0982-63-1347

■ 従業員／18名

□ ウェブサイト／https://www.nijinone-hoikuenn.jp/

□ メール／okaeshi@hb.tp1.jp インターンシップ制度／有り

製造業
電気・ガス・
熱供給
情報通信業
運輸業
卸売業、小売業
金融業、保険業
不動産業
飲食業

医療・福祉
教育、学習支援
サービス業
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困っている子どもと親を前にして手を抜けない集団です
齋藤公子先生の提唱した「さくらんぼ保育」を
行っている認定こども園です。豊かな自然の中
でのびのびとできる環境や、泥んこ遊びやリズ
ム遊びなどのプログラム、他園との積極的な交
流などを通して、子どもたちの発育をサポート
しています。「宮崎で保育の仕事をしたい」「の

びのびとした環境で子どもたちの成長を支えた
い」との思いから、移住・就職した職員もいま
す。「かえし」の由来は、
「感謝」「笑顔」「称賛」
を忘れずに、地域に「おかえし」していこうと
名づけました。「にじのね」は、「虹の根っこに
は、宝物があるんだよ」という意味です。

わが社の自慢
園児一人ひとりのために
工夫をした保育を

毎日のプログラムが多いので、他の保育園
よりも仕事は少し大変かもしれません。そ
れでも、その一つひとつが子どもたちのた
めを考えたものだから、覚えて、もっと上
手くできるようになりたい、と
いう意欲も出てきます。子ども
た ち と 同 じ 目 線 で 驚 き！ 楽 し
み！感動！に共感し、成長をそ
っとサポートしていく仕事にや
りがいを感じられる。そんな職
場だと思います。

長く一緒に、より良い人生を過ごせる環境が充実
通勤手当や住宅手当、処遇改
善手当のほか、技能に応じて
プラスがあるなど各種手当が
充実しています。休みがとれ
るように徹底したシフト管理
や、高度な保育力を身につけ
られるように生活発表会、壁
画制作などはなるべく行わ
ず、子どもたちのために、もっと保育の勉強がしたいという意欲あ
る職員を応援する環境を整えています。そのために、受けたい研修
を受講するための補助や、他園との研修会の開催などに力を入れて
います。子どものことを第一に考え、胸を張って「保育をしてる！」
と言える、そんなこども園です。

農業、林業

医療

医療法人建悠会 吉田病院
採用に関する
お問い合わせ

□電

■ 設立／1959年2月

話／0982-37-0126

■ 従業員／252名

建設業

■ 所在地／延岡市松原町4-8850

□ ウェブサイト／http://yoshidahospital.or.jp/

□ メール／kenyukai@sunny.ocn.ne.jp インターンシップ制度／有り

製造業
電気・ガス・
熱供給
情報通信業
運輸業
卸売業、小売業
金融業、保険業

「ゆったりとした心で過ごせる」ように患者様の心身の健康を守ります
師をはじめすべての職員でチーム医療を実践
しています。近年は高齢者医療に重点を置き、
MRI・CT・脳血流スペクトを導入しています。
2017年には認知症疾患医療センターの指定を
県から受け、高齢化社会で専門性の高い医療の
実現を目指し、地域貢献にも力を入れています。

全面的にバックアップ

サービス業

地域の方に精神科のイメージ
を正しく持っていただこう
と「明るく、開放的で、きれ
いな、訪れやすい」病院を目
指し現在の病院を建設しまし
た。また先代の理念から「ス
ポーツによる規律性とチーム
ワーク」を重視し、野球部を
創部。今年で59年を迎えます。そのため当院にはスポーツ選手を職
員として多く採用しています。「忘己利他（もうこりた）･･･自分よ
りも他者（患者様）のことを優先する」精神で、日々業務に取り組
んでいます。

教育、学習支援

一人でも多く看護師への道が開けるように
と、夜間定時制での看護師免許取得への体
制も整っています。シフトも勉学を考慮し
たスケジュールを組み、夜間学校の授業に
一度も遅刻することなく出席
できたのは病院全体でバック
アップしてくれたおかげです。
夜勤時も先輩スタッフとの勤
務で、安心して仕事に集中で
き、患者様にも満足した看護
で接することができます。

明るく開放的。地域に開かれた病院を目指しています

医療・福祉

夜間学校での免許取得を

飲食業

わが社の自慢

不動産業

昭和34年開院。定床数307床の精神科病院で
す。「入院から地域へ」と退院支援・地域移行
を推進し、関連施設として宿泊型自立訓練施
設「はまぼう荘」、グループホーム「はまなす」、
地域活動支援センター「みなと」を開設してい
ます。患者様が地域で健康に暮らせるよう、医
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農業、林業

幼児教育・保育

社会福祉法人誠育会 草川保育園

建設業

■ 所在地／東臼杵郡門川町庵川西1-69
採用に関する
お問い合わせ

□電

■ 設立／1986年4月

■ 従業員／27名

話／0982-63-0731

□ メール／kusaho@mb.wainet.ne.jp インターンシップ制度／有り

製造業
電気・ガス・
熱供給
情報通信業
運輸業
卸売業、小売業
金融業、保険業
不動産業
飲食業

医療・福祉
教育、学習支援
サービス業
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向上心を持って元気でつよい子どもに育つ保育を
周囲を海山に囲まれた自然豊かな環境の中で、
0歳児から5歳児までの元気な子どもたちが安
心して過ごせる保育を日々心がけています。平
成5年に門川町の指定施設の認定を受け、ダウ
ン症児、難聴児等の軽度の障がい児の受け入れ
も行っています。特別事業として、一時保育や

放課後児童クラブなど地域に根差した活動もし
ています。年間行事にも力を入れており、海が
近いこともあり南海トラフ地震時の津波を想定
しての避難訓練、環境学習の取り組みでは、県
のこどもエコチャレンジ推進事業にも選ばれて
います。

わが社の自慢
女性の多い職場ならではの

臨機応変な雇用で離職率減
研修会や勉強会などのキャリアパス対策が
充実。出勤シフトも職員のライフスタイル
に合わせ、臨機応変に対応してくれます。
ベテラン保育士が多く日々の勤務の中でス
キルアップでき、レベルの高
い 保 育 を 提 供 で き て い ま す。
地域に根差した保育園として
の役割も信頼されているから
こ そ で き る こ と も 多 く あ り、
保育士としての可能性を広げ
られる職場でもあります。

子どもに寄り添う保育でレベルの高い教育を実現
園の保育目標は「子どもたち
は豊かに伸び行く可能性を、
そのうちに秘めています。そ
の子どもが現在を最もよく生
き、望ましい未来を作り出す
力の基礎を培うこと」です。
目標を実現するために①十分
に養護の行き届いた環境のも
と、くつろいだ雰囲気の中で、人間性豊かな幼児の育成を目的とし
て毎日の保育にあたります。②保育園では、養護と教育が一体とな
って、養護を主体とした基礎的事項と健康、人間関係、環境、言葉、
表現からなっています。③成長に応じた指導計画に基づき保育をし
ています。保育士全員、目標に向かって取り組んでいます。

農業、林業

高齢者福祉サービス

社会福祉法人立縫会
採用に関する
お問い合わせ

□電

■ 設立／1995年4月

話／0982-58-1100

■ 従業員／103名

建設業

■ 所在地／日向市美々津町4074

□ ウェブサイト／http://tachinuikai.or.jp

□ メール／info@tachinuikai.or.jp インターンシップ制度／有り

製造業
電気・ガス・
熱供給
情報通信業
運輸業
卸売業、小売業
金融業、保険業

利用者の満足のために心のこもったサービスを提供
を当法人の理念に掲げています。「社会福祉法
人としての社会貢献を遂行する」、「立縫会に関
わるすべての人の暮らし・生活を守る」を使命
として利用者に向き合っています。職員一人ひ
とりがワークライフバランスを図りながら、高
い意識で取り組んでいます。

と指導内容を統一化

サービス業

初代理事長黒木静彌が祖父へ
の介護経験から、将来の高齢
化社会を見据えサービスを開
始。「 利 用 者 の 目 で 創 造 し、
支援する」をモットーに、
「一
人ひとりの尊厳を守るケア
（その人らしく生きる）、「安
心して安全な生活」、
「明るく、
心豊かな生きがいのある生活」を目指し介護サービスを提供してい
ます。職員は必ず『スタッフブック』（経営計画書）を携帯し、毎月
理念の確認と目標への達成度を振り返りスキルアップへ繋げていま
す。迅速で質の高いサービスのためにインカムを導入。職場環境づ
くりにも生かされ職員に大好評です。

教育、学習支援

基本理念、運営方針、会の役割などが記載
された『スタッフブック』は職員のレベル
アップはもちろん、人材育成のマニュアル
書として指導する際にも活用しています。
職員の声を、サービス向上に
生かす会の方針は職員のモチ
ベーションアップにもつなが
っています。仕事と家庭の両
立ができるようライフスタイ
ルに合わせた対応をしてくれ
ます。

365日命を預かる仕事だからこそ職場環境を大事に

医療・福祉

『スタッフブック』で情報の共有

飲食業

わが社の自慢

不動産業

日向灘を一望できる風光明媚な高台にあり、特
別養護老人ホーム、グループホーム、デイサー
ビス、訪問介護、居宅介護支援センター、日向
市からの委託を受け地域包括支援センターなど
多様なサービスを地域に提供しています。「そ
の人らしいシニアライフステージを支援する」
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農業、林業

幼児教育・保育

社会福祉法人富高福祉会 富高保育園

建設業

■ 所在地／日向市大字富高3534
採用に関する
お問い合わせ

□電

■ 設立／1977年4月

話／0982-52-8573

■ 従業員／25名

□ ウェブサイト／http://www.tomitaka-hoiku.jp

□ メール／tomitaka@major.ocn.ne.jp インターンシップ制度／無し

製造業
電気・ガス・
熱供給
情報通信業
運輸業
卸売業、小売業
金融業、保険業
不動産業
飲食業

医療・福祉
教育、学習支援
サービス業
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「のびのび、はつらつ」保育方針は笑顔あふれる保育園
保育方針は「健康で豊かな人間性を持った子ど
もを育成する」。四季を通して豊かな自然とふ
れあいながら心身ともにのびのびとした子ども
を育てるため、園外保育、体育遊び、自然体験
保育などを取り入れています。モンテッソーリ
教育も導入しており、真の自立を導く取り組み

も行っています。地域の方々の協力で、野菜の
栽培、収穫、農作業見学など食育にも力を入れ
ています。子どもの笑顔と笑い声の絶えない元
気な園は、地域のシンボルでもあります。地域
の伝統と文化を子どもたちに体験体感させなが
ら身に着けてほしいと願っています。

わが社の自慢
子どものことを第一に
寄り添った保育を

実習時に園の雰囲気や子どもたちの笑顔を
見て、就職先もこの園に決めました。日々
変化し、成長する子どもたちに元気をもら
い充実した毎日を送っています。勤務のシ
フトもしっかりしており、個々
の生活環境に応じた対応をし
てくれます。言葉遣いや行動
など、常に子どものことを第
一に考えて行動する園の方針
が、みんなの笑顔につながっ
ています。

経験豊富な職員のサポート・質の高い保育が充実
①元気で体力のある子どもを
育てる②心豊かで思いやりの
ある子どもを育てる③基本的
生活習慣がしっかり身に付い
た子どもを育てる④自分で考
え行動できる子どもを育てる
⑤最後まで頑張ることができ
る子どもを育てる。これら5
つの保育目標のもと保育を行っています。ベテラン保育士による指
導はもちろん、キャリア統一を図るため研修会などへ積極的に参加
しています。障がい児保育事業も行い、キャリアアップへのバック
アップ体制も整っています。地域に根差した保育活動は地域との結
びつきも強め、子どもにも好影響を与えています。

農業、林業

福祉介護

株式会社西日本福祉サービス研究所
採用に関する
お問い合わせ

□電

■ 設立／2003年8月

話／0986-25-7000

■ 従業員／100名

建設業

■ 所在地／都城市中原町32-1

□ ウェブサイト／http://www.yoshihara-c.co.jp

□ メール／01@yoshihara-c.co.jp インターンシップ制度／有り

製造業
電気・ガス・
熱供給
情報通信業
運輸業
卸売業、小売業
金融業、保険業

人としての自分を磨き、利用者に寄り添える介護のプロ
看護師、機能訓練員、ケアマネージャーなど様々
な専門職員が連携してきめ細かなケアを行って
いきます。人によっても日によっても変わる介
護。利用者のできることと笑顔を増やすために
一人ひとりと向き合い、日々、試行錯誤や改善
に努力を惜しみません。

だから勉強し続けます

サービス業

設立16年を迎える当施設で、
私たちは自分の仕事に誇りを
持ち、介護のプロとして働い
ています。子育て世代も、親
の介護世代もおり、年齢層は
幅広くアットホームで笑顔の
多 い 職 場 で す。「 お 互 い 様 」
の意識で休みを取り合うな
ど、仕事では常にフォローしあっています。各施設では毎年恒例の
夏祭りを職員が企画。そんなイベントの時も一つにまとまっていい
ものを作り上げ、地域や利用者ご家族に喜んでもらっています。「素
敵な介護職は素敵な人。人としての自分を磨く」を目標に頑張って
いる、職員の一人ひとりが私たちの自慢です。

教育、学習支援

介護の世界は日々進化しており、それにつ
いていかねばなりません。そのために毎月、
施設内研修会にて外部講師を招いて新しい
知識や技術を学んだり、施設内の事例にて
自分たちのケアを振り返る機会
を設けています。施設外研修に
も積極的に参加し、さらに介護
の質を上げていこうと全職員で
努力しています。未経験の方で
も安心して学びながら働ける職
場です。

助け合い、輝きながら働く職員たちが自慢

医療・福祉

介護の世界は日進月歩。

飲食業

わが社の自慢

不動産業

都城市と三股町で介護施設「けあらいふ正寿の
杜」
「けあらいふ正寿の都」「グループホーム正
寿の光」を運営。それぞれが得意とする事業で
介護が必要な方たちの支援をしています。職員
は毎日、利用者のわずかな表情の変化を見逃さ
ず、言葉も大切にくみ取ります。そして介護士、
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農業、林業

高齢者福祉サービス

豊栄グループ
（社会福祉法人豊の里）

建設業

■ 所在地／都城市栄町22-5-1
採用に関する
お問い合わせ

□電

■ 設立／1979年6月

話／0986-24-1423

■ 従業員／365名
□ ウェブサイト／http://www.houei-group.or.jp

□ メール／jinji-saiyou@houei-group.or.jp インターンシップ制度／有り

製造業
電気・ガス・
熱供給
情報通信業
運輸業
卸売業、小売業
金融業、保険業
不動産業
飲食業

医療・福祉
教育、学習支援
サービス業
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職員のスキルアップを全面支援。質の高い介護を提供
デイサービスや特別養護老人ホームなど、介護
ニーズに対応する20施設の運営、訪問介護サー
ビスなどを行い、適切なケアを継続して提供す
ることで、ご利用者とそのご家族を支えていま
す。施設とサービスの選択肢が多いため、働き
方や環境を選ぶことができる、働きやすさが特

徴。祝日の預かり保育を行うなど、仕事と家庭
を両立し、長く働ける職場づくりに力を入れて
います。様々な現場を経験することで職員のス
キルアップになり、グループ全体の介護の質を
高めています。グループ内に介護福祉士の専門
学校があり、資格取得も支援しています。

わが社の自慢
試行錯誤の毎日でも、

ご利用者様の笑顔が力に
ご利用者の方々は人生の先輩。戦争体験の
話、仕事の話など何でも興味深く耳を傾け
ます。ケアの方法は毎日試行錯誤。声かけ
は大切で、その日の様子を観察して丁寧に
接していきます。介護の仕事は
大変だと思われますが、ご利用
者様が心を開いてくださって笑
顔が見られたり、ご家族の方か
ら「ありがとう」と言われた時
は、頑張ってよかったとうれし
さが込み上げます。

グループ内に専門学校。働きながら資格取得
グループ内に介護福祉士の専
門学校「豊心福祉学園」があ
り、介護福祉士、介護福祉士
実務者研修、介護職員初任者
研修の資格取得をサポートし
ています。また職員の研修の
場としても利用しています。
毎月4回のフォローアップ研
修ではマンツーマンの指導を取り入れ、不安を解消しています。働
きながら資格取得ができるのは、グループ内ならでは。また、資格
取得後3年間、グループ内に勤めれば、学費を全額返金する優遇制
度も整っています。

農業、林業

高齢者福祉サービス

社会福祉法人報謝会
採用に関する
お問い合わせ

□電

■ 設立／1993年4月

話／0984-42-5001

■ 従業員／520名

建設業

■ 所在地／西諸県郡高原町大字蒲牟田7348-2

□ ウェブサイト／http://hoshakai.com/

□ メール／hoshakai@hoshakai.com インターンシップ制度／有り

製造業
電気・ガス・
熱供給
情報通信業
運輸業
卸売業、小売業
金融業、保険業

自分の長所を生かせる仕事。そして楽しいチームワーク
働くうちに違う仕事に興味や関心がわいたとき
には、別の職種を目指すことも可能です。職員
一人ひとりに合った働き方ができる職場です。
それぞれの個性を大切にしているため、長所を
生かしながらステップアップできます。

飲食業

いただけることがやりがい

サービス業

当会では先輩が一緒に業務を
行い指導することで、不安な
く働ける「ブラザーシスター
制度」や、働きながら資格取
得し、介護主任、生活相談員、
施設長へのキャリアをステッ
プアップできる「キャリアパ
ス制度」を導入。女性の管理
職も活躍しており、経験が少ない若い職員でも管理職に就くことが
可能です。また、上司と定期的に面談する環境を整え、疑問や不安
はいち早く解消できるようにしています。職員の健康増進にも力を
入れており、感染症講座やヨガ講座などの開催や、全施設にマッサー
ジチェアを置くなど職員を大事にする取り組みをしています。

教育、学習支援

介護の現場では、いろいろな方から「あり
がとう」という言葉をいただけます。限ら
れた時間の中であっても、利用者をどう喜
ばせるか、笑わせるかを考えることもやり
がいにつながります。報謝
会では、挑戦したいことや
やりたいことに対して後押
しをしてくれます。今後は、
利用者が自宅では体験でき
ないようなVRなど、新しい
ものも取り入れたいです。

人が人を呼ぶからこそ、職員を大事に

医療・福祉

わが社の自慢
「ありがとう」という言葉を

不動産業

すべての施設名に「ミューズ」という言葉を入
れ、県内で18施設を運営しています。当法人
での仕事は介護職はもちろんですが、総務、人
事、法務コンプライアンス（内部監査）、厨房
といった、職員をサポートする部署もあります。
介護の仕事をしたいと思って入社した後でも、

209

農業、林業

医療、高齢者福祉サービス

宮崎医療生活協同組合

建設業

■ 所在地／宮崎市大島町天神前1175-3
採用に関する
お問い合わせ

□電

■ 設立／1990年1月

話／0985-23-7168

■ 従業員／446名

□ ウェブサイト／http://www.miyazaki-iryou.coop/

□ メール／mcoop1050@ray.ocn.ne.jp インターンシップ制度／有り

製造業
電気・ガス・
熱供給
情報通信業
運輸業
卸売業、小売業
金融業、保険業
不動産業
飲食業

医療・福祉
教育、学習支援
サービス業
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誰もがその人らしく暮らせるように医療と介護を提供
宮崎医療生活協同組合は宮崎生協病院やクリニ
ックなどの医療事業、グループホームや小規模
多機能ホーム、デイサービスなどの介護事業を
運営しています。医療も介護も「その人が自分
らしく生活できること」を大切に「その人」の
思いを大切した医療・看護・介護をしています。

小規模多機能ホーム「みんなの家」は、登録し
ている利用者が「通い」を中心に「訪問介護」
や「短期宿泊」を利用することができます。一
緒に買い物に行ったり、施設でレクリエーショ
ンをしたりして、利用者が日常生活に困ってい
るところのサポートをしています。

わが社の自慢
無資格でも経験を積みながら
介護のプロに

介護の仕事はやりがいのある仕事です。利
用者さんが住み慣れたところで家族と一緒
に暮らしていけるように、日常生活のサポー
トをしています。介護福祉士という資格が
必要ですが、資格がなくても働
きながら経験を積み、勉強をす
ることで資格を取得することが
できます。利用者さんやそのご
家族が笑顔になってくれると、
とてもうれしい気持ちになりま
す。

未経験でも自分らしく輝ける場所
介護事業は年齢も経験も問わ
ず、働ける場所です。スタッ
フは新卒から転職者、定年退
職後の再就職者など様々で
す。専門的な知識や技術は働
きながら学ぶことができま
す。自分の得意分野やこれま
で培ってきた経験を、利用者
さんやスタッフとのコミュニケーションのなかで生かしていける場
所です。また、他業種で経験を積んでこられた方たちから学ぶこと
もできる刺激的な職場です。自身の志次第で介護のスペシャリスト
になることもできます。自身のキャリアの可能性がやる気次第で広
がる仕事です。

農業、林業

医療

医療法人隆徳会 鶴田病院
採用に関する
お問い合わせ

□電

■ 設立／1963年6月

話／0983-42-3711

■ 従業員／450名

建設業

■ 所在地／西都市御舟町1-78

□ ウェブサイト／http://www.ryutoku.or.jp/

□ メール／jinji@ryutoku.or.jp インターンシップ制度／有り

製造業
電気・ガス・
熱供給
情報通信業
運輸業
卸売業、小売業
金融業、保険業

「安心と満足」の医療・介護を目指して
営。14の事業所で約450人の職員が従事して
います。また、職員の働きやすい職場づくりに
も力を入れています。男女問わず育児休業の取
得推進や短時間正社員制度導入など、仕事と家
庭の調和を目指した取り組みも積極的に進めて
います。

実感できる仕事

サービス業

当病院はワーク・ライフ・バ
ランスを目指した取り組みを
積極的に行っています。看護
師をはじめ女性が多い職場
で、全従業員の約75％を占
め て い ま す。 毎 年10人 以 上
は産前産後休業及び育児休
業 を 取 得、 平 成29年 度 の 職
場復帰率は100％を達成しました。特に子育て支援に力を入れ、短
時間正社員制度や子どもの看護休暇、保育園への入卒園式休暇など
を導入して子どものことにもしっかり時間を取れるようにしていま
す。このような取り組みから、平成30年には宮崎県より子育て支援
優良企業に選定されました。女性が活躍できる環境が整っています。

教育、学習支援

看護師は人の命を預かる仕事です。医療ミ
スが起きないように細心の注意を払い、患
者様が不利益を被らないように気を付けな
がら日々の業務を行っています。責任重大
ですが、その分やりがいを感
じられる仕事でもあります。
患者様やご家族から感謝の言
葉を頂くこともあり、自分が
人のお役に立てていることを
実感できます。それが次への
活力となっています。

ワーク・ライフ・バランスで女性活躍の環境整う

医療・福祉

人のお役に立てていることを

飲食業

わが社の自慢

不動産業

西都・児湯で50年以上にわたり、総合医療機
関として地域医療を担っています。治す医療、
癒す医療、支える医療、介護・生活支援を通し
て、安心して暮らし続けることのできる地域を
目指しています。医療機関のほか、介護老人保
健施設やグループホームなど介護施設も複数運
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みやざきの就職関連情報を
お届けします！
CHOICE!

宮崎で「くらす」こと「はたらくこと」を、
今後の人生の選択肢の一つに加えていただ
くことを目的として、さまざまな情報をお
届けする宮崎県公式ウェブサイトです。県
内企業の概要・魅力を紹介する企業ＰＲ動
画「ワクワク WORK! 宮崎 MOVIES!」を

掲載！ぜひご覧ください！

http://choice-miyazaki.com
みやざきではたらく

CHOICE!

みやざき就職イベント

宮崎の就職に関するイベント情報をまとめて紹介するイ
ベントカレンダーです。ぜひご活用ください！

https://internship.pref.miyazaki.lg.jp/m-work/
みやざき就職イベント

みやざきの就職情報を
｢メルマガ」で配信中！
宮崎の就職に関する情報を「メルマガ」で
タイムリーにお届けします。
登録はわずか４項目と簡単ですの
で、ぜひお申し込みください！
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