
支援職

令和4年4月1日

求人職種 支援職 (生活支援員、職業指導員、相談支援員）

職務内容

勤務形態

採用日日

試用期間の有無 有り 3ヵ月

募集人数 5 名程度

福祉資格要件 不問 社会福祉士、介護福祉士等あれば尚良

その他の資格

新卒学生の取扱

募集学科 全学部　全学科

就業先

所在地

勤務場所

通勤方法

事業所の異動

大学卒171,800円～　短大・専門卒159,800円～

既卒の場合　経験、資格を考慮

資格手当 3,000円～15,000円

夜勤手当 3,000円 （1夜勤6,000円）

宿直手当 5,000円

通勤手当 2,000円～22,600円 届出が必要

処遇改善手当
特定処遇改善手当

賞与 年2回

昇給 年１回

備考

給与締日・支払日 締日：月末 支払日：翌月15日

日勤 8：30～17：30 夜勤 15：30～翌日9：30

早出 7：30～16：30 遅出 11：30～20：30

休憩時間 60分 （夜勤の場合120分）

週労働時間 40時間（月単位の変形労働制）

時間外勤務 おおむね10時間程度

週勤務日数 5日～6日

夜勤回数（月平均） 3回～4回

宿直回数（月平均） 4回以下

週休制 勤務割表による

年次有給休暇あり　6か月後10日付与 時間単位での取得可能

育児休業・介護休業制度あり 慶弔休暇、特別休暇あり

勤務体制

社会保険 労災、雇用、健康、厚生年金保険

退職金制度 社会福祉施設従事者互助会退職金制度、確定拠出年金制度（ＤＣプラン）

保険 労働災害総合保険（労働災害上乗せ）、長期所得補償保険

定年制度 60歳 　65歳まで再雇用雇用延長あり（法人規程による）

福利厚生センター加入 あり

年度別 令和４年度 令和３年度 令和２年度 令和元年度

採用 1名 0名 2名 1名

離職 0名 1名 1名

電話　0847-34-1010　総合事務所担当　時安

E-メール　 fuku@midorinomatchi.or.jp

説明会、施設見学 随時可能

募集期間 随時 最終令和5年2月

選考方法 面接 筆記（一般常識、小論文）

応募書類 履歴書、健康診断書　卒業見込み証明書

※職種は、相談・支援・指導員（生活支援員、職業指導員等）以外にも、看護職、機能訓練職、調理員も募集しています。

令和５年４月新規学卒用

応募方法

社会福祉法人みどりの町　求人票

職種・条件

主に知的障害者の福祉施設での生活介護、職業指導、相談支援等

正職員

令和4年4月1日

普通自動車免許必須（AT限定可）

月の初日を基準とする1か月単位変形労働制を取っています。
月末までに翌月の勤務体制を勤務割表で示します。
事業所によっては、夜勤、早出、遅出、宿直勤務があります。

新卒（大学、短大卒、専門学校等）、既卒可

就業場所

社会福祉法人みどりの町

広島県三原市大和町箱川1470-2

公共交通可、自家用車可

あり

一時金として７月、１２月、３月　年３回に分けて支給します。
処遇改善手当月額20,000円　特定処遇改善手当月額10,000円（令和２年度計画）

広島県三原市大和町箱川1470-2、1503　広島県三原市本郷北三丁目4-4、4-5

保険・福利厚生

応募・選考

賃金・時間等

基本給

手当

（例　社会福祉士15,000円、介護福祉士10,000円）

賞与は年2回合計で3～4月分を基本に期間中の人事考課による評価にて決定します。
昇給は規定により期間中の人事考課の評価により決定します。

基本的な勤務時間

年間休日107日※年次有給休暇、慶弔等特別休暇を除く

休暇等

採用・離職実績



支援職 一般職員用

令和4年4月1日

求人職種 支援職 (生活支援員、職業指導員、相談支援員）

職務内容

勤務形態

雇用開始日

雇用終了日

雇用期間の更新の可能性

雇用期間備考

試用期間の有無 有り 3ヵ月

募集人数 2 名程度

福祉資格要件 不問 社会福祉士、介護福祉士等あれば尚良

その他の資格

福祉関係業務経験 不問 福祉施設での勤務経験あれば尚良

学歴 高校卒以上

新卒学生の取扱

年齢要件

就業先

所在地

通勤方法

事業所の異動

大学卒171,800円～　短大・専門卒159,800円～　高卒155,000円～

経験、資格を考慮

資格手当 3,000円～15,000円

夜勤手当 3,000円 （1夜勤6,000円）

宿直手当 5,000円

通勤手当 2,000円～22,600円 届出が必要

処遇改善手当
特定処遇改善手当

賞与 年２回

昇給 年１回

備考

給与締日・支払日 締日：月末 支払日：翌月15日

日勤 8：30～17：30 夜勤 15：30～翌日9：30

早出 7：30～16：30 遅出 11：30～20：30

休憩時間 60分 （夜勤の場合120分）

週労働時間 40時間（月単位の変形労働制）

時間外勤務 おおむね10時間程度

週勤務日数 5日～6日

夜勤回数（月平均） 3回～4回

宿直回数（月平均） 4回以下

週休制 勤務割表による

年次有給休暇あり　6か月後10日付与 時間単位での取得可能

育児休業・介護休業制度あり 慶弔休暇、特別休暇あり

勤務体制

社会保険 労災、雇用、健康、厚生年金保険

退職金制度 社会福祉施設従事者互助会退職金制度、確定拠出年金制度（ＤＣプラン）

労働災害総合保険（労働災害上乗せ）、長期所得補償保険

定年制度 60歳 　65歳まで再雇用雇用延長あり（法人規程による）

福利厚生センター加入 あり

応募方法 ご応募はお電話でお願いします。 （0847）34-1010

募集期間 随時

選考方法 面接

応募書類 履歴書、資格をお持ちであれば資格証の写し

※職種は、相談・支援・指導員（生活支援員、職業指導員等）以外にも、看護職、機能訓練職、調理員を募集しています。

一時金として７月、１２月、３月　年３回に分けて支給します。
処遇改善手当月額20,000円　特定処遇改善手当月額10,000円（計画）

55歳まで

社会福祉法人みどりの町　求人票

職種・条件

主に知的障害者の福祉施設での生活介護、職業指導、相談支援等

正職員

随時（採用次第　毎月1日）

定めなし

―

―

普通自動車免許必須（AT限定可）

新卒（大学、短大卒、専門学校等）、一般可

応募・選考

就業場所

社会福祉法人みどりの町

広島県三原市大和町箱川1470-2、1503、広島県三原市本郷北三丁目4-4、4-5

公共交通可、自家用車可

あり

賃金・時間等

手当

賞与は年2回合計で3～4か月分を基本に期間中の人事考課による評価にて決定します。
昇給は規定により期間中の人事考課の評価により決定します。

基本的な勤務時間

年間休日017日※年次有給休暇、慶弔等特別休暇を除く

休暇等

月の初日を基準とする1か月単位変形労働制を取っています。
月末までに翌月の勤務体制を勤務割表で示します。
事業所によっては、夜勤、早出、遅出、宿直勤務があります。

保険・福利厚生

賃金

（例　社会福祉士15,000円、介護福祉士10,000円）



看護職 一般職員用

令和4年4月1日

求人職種

職務内容 主に知的障害者の福祉施設利用者の看護業務（健康管理・服薬管理・通院付添等）

勤務形態

雇用開始日

雇用終了日

雇用期間の更新の可能性

雇用期間備考

試用期間の有無 有り 3ヵ月

募集人数 1 名程度

資格要件

その他の資格

福祉関係業務経験 不問 経験あれば尚良

学歴 高校卒以上

新卒学生の取扱

年齢要件

就業先

所在地

通勤方法

事業所の異動

大学卒171,800円～　短大・専門卒159,800円～　高卒155,000円～

経験、資格を考慮

資格手当 看護師・保健師20,000円　准看護師10,000円

夜勤手当 3,000円 （1夜勤6,000円）

宿直手当 5,000円

通勤手当 2,000円～22,600円 届出が必要

処遇を改善する手当 一時金として年３回７月１２月３月に支給。（計画）

賞与 年2回

昇給 年1回

備考

給与締日・支払日 締日:月末 支払日：翌月15日

日勤 8：30～17：30 夜勤 15：30～翌日9：30

早出 7：30～16：30 遅出 11：30～20：30

休憩時間 60分 （夜勤の場合120分）

週労働時間 40時間（月単位の変形労働制）

時間外勤務 おおむね10時間程度

週勤務日数 5日～6日

夜勤回数（月平均） 3回～4回

宿直回数（月平均） -

週休制 勤務割表による

年次有給休暇あり　6か月後10日付与 時間単位での取得可能

育児休業・介護休業制度あり 慶弔休暇、特別休暇あり

勤務体制

社会保険 労災、雇用、健康、厚生年金保険

退職金制度 社会福祉施設従事者互助会退職金制度、確定拠出年金制度（ＤＣプラン）

労働災害総合保険（労働災害上乗せ）、長期所得補償保険

定年制度 60歳 　65歳まで再雇用雇用延長あり（法人規程による）

福利厚生センター加入 あり

応募方法 ご応募はお電話でお願いします。 （0847）34-1010

募集期間 随時

選考方法 面接

応募書類 履歴書、資格証の写し

※職種は、看護職以外にも、相談・支援・指導員（生活支援員、職業指導員等）、機能訓練職、調理員職を募集しています。

社会福祉法人みどりの町　求人票

職種・条件

看護職

正職員

随時（採用次第　毎月1日）

定めなし

―

―

看護師、准看護師、保健師　何れか必須

普通自動車免許必須（AT限定可）

新卒（大学、短大卒、専門学校等）、一般可

55歳まで

就業場所

社会福祉法人みどりの町

広島県三原市大和町箱川1470-2　又は　広島県三原市本郷北三丁目4-4

公共交通可、自家用車可

あり

賞与は年2回合計で3～4か月分を基本に期間中の人事考課による評価にて決定します。
昇給は規定により期間中の人事考課の評価により決定します。

基本的な勤務時間

年間休日107日※年次有給休暇、慶弔等特別休暇を除く

休暇等

月の初日を基準とする1か月単位変形労働制を取っています。
月末までに翌月の勤務体制を勤務割表で示します。
事業所によっては、夜勤、早出、遅出、宿直勤務があります。

保険・福利厚生

応募・選考

賃金・時間等

賃金

手当



機能訓練職 一般職員用

令和4年4月1日

求人職種 機能訓練職 (理学療法士、作業療法士）

職務内容

勤務形態

雇用開始日

雇用終了日

雇用期間の更新の可能性

雇用期間備考

試用期間の有無 有り 3ヵ月

募集人数 各１ 名程度

福祉資格要件 理学療法士、作業療法士　何れか必須

その他の資格

福祉関係業務経験 不問 有れば尚良

学歴 短期大学、専門学校等　卒以上

新卒学生の取扱

年齢要件

就業先

所在地

通勤方法

事業所の異動

大学卒171,800円～　短大・専門卒159,800円～

経験、資格を考慮

資格手当 理学療法士、作業療法士　15,000円

夜勤手当 3,000円 （1夜勤6,000円）

宿直手当 5,000円

通勤手当 2,000円～22,600円 届出が必要

処遇改善手当
特定処遇改善手当

賞与 年２回

昇給 年１回

備考

給与締日・支払日 締日：月末 支払日：15日

日勤 8：30～17：30 夜勤 15：30～翌日9：30

早出 7：30～16：30 遅出 11：30～22：30

休憩時間 60分 （夜勤の場合120分）

週労働時間 40時間（月単位の変形労働制）

時間外勤務 おおむね10時間程度

週勤務日数 5日～6日

夜勤回数（月平均） 3回～4回

宿直回数（月平均） 4回以下

週休制 勤務割表による

年次有給休暇あり　6か月後10日付与 時間単位での取得可能

育児休業・介護休業制度あり 慶弔休暇、特別休暇あり

勤務体制

社会保険 労災、雇用、健康、厚生年金保険

退職金制度 社会福祉施設従事者互助会退職金制度、確定拠出年金制度（ＤＣプラン）

労働災害総合保険（労働災害上乗せ）、長期所得補償保険

定年制度 60歳 　65歳まで再雇用雇用延長あり（法人規程による）

福利厚生センター加入 あり

応募方法 ご応募はお電話でお願いします。 （0847）34-1010

募集期間 随時

選考方法 面接

応募書類 履歴書、資格証の写し

就業場所

社会福祉法人みどりの町

広島県三原市大和町箱川1470-2　又は　広島県三原市本郷北三丁目4-4

公共交通可、自家用車可

社会福祉法人みどりの町　求人票

職種・条件

主に知的障害者の福祉施設での理学療法、作業療法

正職員

随時（採用次第　毎月1日）

定めなし

―

―

普通自動車免許必須（AT限定可）

新卒（大学、短大卒、専門学校等）、一般可

55歳まで

あり

月の初日を基準とする1か月単位変形労働制を取っています。
月末までに翌月の勤務体制を勤務割表で示します。
事業所によっては、夜勤、早出、遅出、宿直勤務があります。

保険・福利厚生

応募・選考

賃金・時間等

賃金

手当

賞与は年2回合計で3～4か月分を基本に期間中の人事考課による評価にて決定します。
昇給は規定により期間中の人事考課の評価により決定します。

基本的な勤務時間

年間休日107日※年次有給休暇、慶弔等特別休暇を除く

休暇等

一時金として７月、１２月、３月　年３回に分けて支給します。
処遇改善手当月額20,000円　特定処遇改善手当月額10,000円（計画）



※職種は、機能訓練職以外にも、相談・支援・指導員（生活支援員、職業指導員等）、看護職、調理職を募集しています。



栄養士 一般職員用

令和4年4月1日

栄養士

職務内容

勤務形態

雇用開始日

雇用終了日

雇用期間の更新の可能性

雇用期間備考

試用期間の有無 有り 3ヵ月

募集人数 1 名程度

栄養士　管理栄養士　必須

その他の資格

関係業務経験 集団給食業務経験あれば尚良

学歴 短期大学、専門学校等卒以上

新卒学生の取扱

年齢要件

就業先

所在地

通勤方法

事業所の異動

大学卒171,800円～　短大・専門卒159,800円～

経験、資格を考慮

資格手当 栄養士、管栄養士　10,000円

通勤手当 2,000円～22,600円 届出が必要

処遇を改善する手当 一時金として年３回７月１２月３月に支給（計画）

賞与 年2回

昇給 年1回

備考

給与締日・支払日 締日：月末 支払日：翌月15日

早出 6：15～15：15 遅出 9：45～18：45

日勤 8：30～17：30

休憩時間 60分

週労働時間 40時間（月単位の変形労働制）

時間外勤務 おおむね10時間程度

週勤務日数 5日～6日

週休制 勤務割表による

年次有給休暇あり　6か月後10日付与 時間単位での取得可能

育児休業・介護休業制度あり 慶弔休暇、特別休暇あり

勤務体制

社会保険 労災、雇用、健康、厚生年金保険

退職金制度 社会福祉施設従事者互助会退職金制度、確定拠出年金制度（ＤＣプラン）

労働災害総合保険（労働災害上乗せ）、長期所得補償保険

定年制度 60歳 　65歳まで再雇用雇用延長あり（法人規程による）

福利厚生センター加入 あり

応募方法 ご応募はお電話でお願いします。 （0847）34-1010

募集期間 随時

選考方法 面接

応募書類 履歴書、資格証の写し

※職種は、機能訓練職以外にも、相談・支援・指導員（生活支援員、職業指導員等）、看護職、調理職を募集しています。

社会福祉法人みどりの町

広島県三原市大和町箱川1470-2　又は　広島県東広島市高屋町造賀2829-7

公共交通可、自家用車可

あり

社会福祉法人みどりの町　求人票

主に知的障害者の福祉施設提供する給食の栄養管理業務、調理業務

正職員

随時（採用次第　毎月1日）

定めなし

―

―

普通自動車免許必須（AT限定可）

新卒（大学、短大卒、専門学校等）、一般可

55歳まで

賞与は年2回合計で3～４月分を基本に期間中の人事考課による評価にて決定します。
昇給は規定により期間中の人事考課の評価により決定します。

基本的な勤務時間

年間休日107日※年次有給休暇、慶弔等特別休暇を除く

休暇等

月の初日を基準とする1か月単位変形労働制を取っています。
月末までに翌月の勤務体制を勤務割表で示します。

保険・福利厚生

応募・選考

求人職種

資格要件

賃金・時間等

賃金

就業場所

職種・条件

手当
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	2023.4 みどりの町求人票機能訓練職
	2023.4 みどりの町求人票栄養士

