
住所 代表者名

会社概要

創業 1989 年 11 月

資本金 万円

従業員数 215 人

平均年齢 50 歳

勤務条件・処遇

職種（内容）

雇用形態

初任給 大学 （全職） 174,600円

（全職） 162,000円

高校 （全職） 151,700円

諸手当

　 その他（資格手当、特殊勤務手当等）

昇給 （1年に1回）

賞与 （年2回）

勤務時間 8:00 ～

シフト制

7:00 ～

9:00 ～

休日・休暇

その他有給休暇

・育児/介護休暇等

退職金

研修制度

（初任者研修等　　　　　　　　　　　　　）

加入保険等

従業員宿舎

その他福利厚生

採用実績

採用実績

連絡先

採用担当/ 総務課　　水田知成 障害者雇用

電話番号/ 0957-72-6294 勤務地

ホームページ/ http://sfhcosmos.wixsite.com/cosmos

E-mail/ cosmos_honbu@bird.ocn.ne.jp

職場体験・見学の受入

求める人物像

・人と接することが好きな人
・相手の立場に立って物事を考えら
れる人
・明るく元気な人
※私たちは能力以上に人柄・スタン
スを重視しています。

先輩からのメッセージ
○良かったこと
・毎日明るく元気な利用者の皆様から元気をもらい、充実した毎日を過ごせ
ている事に感謝しています。
・仕事で何よりも嬉しいのは利用者の皆様が喜んで下さる笑顔を見れる時で
す。
○学んだこと
・仕事をする中で、色んな角度で物事を見れるようになりました。
・自身の仕事に対してスキルアップできる環境なのでやりがいを感じていま
す。

※「あり」の場合具体的な内容

大卒（短大、専門学校卒） 令和　３年度　　１名（支援員）

　　　　　　　 　　　　　　　　　令和　２年度　　１名（支援員）

　　　　　　　 　　　　　　　　　令和　元年度　 ３名（支援員）

・ヘルパー（訪問介護）　　等

高卒　         　　　　　　 　　 令和　３年度　　１名（支援員）

会社紹介
「社会福祉法人コスモス会」はまごころと充実した施設・設備で社会復帰や社
会参加をめざしている皆様を総合的にサポートいたします。また法人の信条
である「感謝」を基に障害福祉サービスを主とする多岐に及ぶ事業展開をお
こなうことで、地域社会から必要とされる社会福祉法人でありたいと願い、社
会貢献活動に努めております。
島原半島を主として近年には他県（一部東京・熊本）にも至り、配食サービス
等を行っている正健、環境体験型農園及びキャンプ場等のエコ・パーク論所
原、ホームヘルプサービス事業たすかる、放課後等デイサービス等の事業
を行っているブライト、自由タクシー、グループホーム事業所ノベル等３３の
事業を展開しております。

コスモス会の社風
１．個の能力を大切にし、枠に囚われず様々な事にチャレンジしています。
２．利用者の人生に寄り添った支援をしています。
３．自主性を大切にし、本人の意見を最大限尊重しています。

・生活支援員（障がいのある方の生活全般における支援）

・職業指導員（作業等の日中活動のサポート）

17:00　変形労働制

16:00

18:00　　等

※各事業所の
勤務表による

島原半島内

令和4年4月時点
求人票に記載の内容とは異なる場合がありますので、ハローワークにてご確認ください。

〒859-1505　長崎県南島原市深江町戊３１４８－９ 理事長　本田　利峰

障害があろうがなかろうが
一人の人間としてどう生きるか

福祉 社会福祉法人コスモス会

短大、専門学校

・指導員・保育士（発達に支援が必要なお子様のサポート）

労災 健康 厚生

あり（勤続 1年以上）

可 不可

有 無

なし社宅あり

雇用

正社員 正社員以外（契約社員・嘱託社員等）

住宅手当 通勤手当

扶養手当（家族手当）

あり

あり

深夜・休日手当

あり

4週6～7休

年末年始休暇 祝・祭日休

あり

寮あり 借上社宅あり

なし

http://sfhcosmos.wixsite.com/cosmos
mailto:cosmos_honbu@bird.ocn.ne.jp


住所 代表者名

会社概要

創業 1999 年 3 月

資本金 1,000 万円

従業員数 98 人

平均年齢 43 歳

勤務条件・処遇

職種（内容）

・厨房職（食事の調理）

雇用形態

初任給　　　基本給 高校 （介護職） 140,000円

（厨房職） 140,000円

　　　　　　能力給 3,000円

諸手当

　

夜勤手当 5,000 ～ 11,000円

昇給 （年に1回）

賞与 （年2回）

勤務時間 8：30 ～

シフト制 （2交代）

　　　　　17：30 ～  9：00

休日・休暇

その他有給休暇

・産前産後休暇 ・育児休業

・介護休業 ・特別休暇

退職金

研修制度

加入保険等

従業員宿舎

その他福利厚生

採用実績

採用実績

連絡先

採用担当/ 川口　真和

電話番号/ 0957-85-3690 障害者雇用

ホームページ/ http://nanogroup.or.jp 勤務地

E-mail/ nano-cl@nanogroup.or.jp

職場体験・見学の受入

令和4年4月時点
求人票に記載の内容とは異なる場合がありますので、ハローワークにてご確認ください。

〒859-2412　長崎県南島原市南有馬町乙1565番地1 理事長　　太田 大作

地域の中で誠実にひたむきに生きる、みんなで幸せになろう！

⑤写真
※複数枚可

福祉 医療法人 ＮＡＮＯグループ

・介護職（高齢者・入所者介護）

・介護職（高齢者・通所者介護）

制服貸与。
保養施設として、ハウステンボスワッセナーが利用可
能。

※介護職員の処遇改善手当について
一時金として年に3回、22,000 ～
30,000円前後支給しています。

・介護職　 7：00 ～ 16：00

　　　　　10：00 ～ 19：00

・厨房職　6：00 ～ 15：00

【先輩からのメッセージ】

≪平成28年度入社　女性　介護職≫

Ｑ：この会社を選んだきっかけは？（グループホームの介護職員）
Ａ：介護の仕事に就きたく、自宅から近い職場だったため。

Ｑ：入社後の会社の印象は？
Ａ：働きやすく、先輩方も優しく、職場の雰囲気も明るい会社です。

Ｑ：高校在学中にしていて良かったと思うことは？
Ａ：部活動です。コミュニケーション能力の向上と仲間と協力するこ
　　との大切さを学びました。この二つは介護でも大事な事だと感じ
　　ています。

Ｑ：高校生へ
Ａ：働きがいがあり、先輩方も優しく指導して下さるので、仕事がし
　　やすい職場です。

高卒　　　　　　令和元年度 １名（介護職）

　　　　　　　　平成29年度 １名（介護職）

【会社紹介】

　ＮＡＮＯグループは、母体となる菜の花クリニックを平成11年に開
院して以来、地域の医療・ニーズに貢献してきました。

　近年、外来の患者さんは減る一方です。しかし病気の方が減ってい
るわけではありません。通院できない方が増えているのです。都会で
は交通網が発達しているため通院できるかもしれませんが、ここ南有
馬町ではそうもいかないお年寄りの方が沢山います。そこには「往
診」や「介護」といったニーズがあります。そういった地域のニーズ
に応える形で少しずつ運営施設が増えてきて、現在10施設を数えるま
でになりました。

　また様々なニーズに応えるためには、様々な場面で柔軟に対応でき
る組織であることが重要です。困ったらスタッフ同士が自然に助け合
うような組織でなければ、心のこもったケアやサービスはできないで
しょう。

　私たちはこれからも地域のニーズをくみ取り、そのニーズに極め細
やかに対応することをミッション（使命）と考え、医療・介護に貢献
していきます。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　理事長　　太田 大作

17：30

（年間研修計画を作成し、法人内外の研修へ参加）

その他（時間外手当、資格手当）

　　　　　7：30 ～ 16：30

　　　　　9：30 ～ 18：30

中途採用　　　　令和３年度 ５名（介護職、厨房職等）

※Ｕターン、Ｉターン、Ｊターン大歓迎。未経験者の
方も大歓迎。職員がついて親切に指導します。

南島原市南有馬町、雲仙市千々石町

・福祉に関心がある方。
・明るく元気な方。
・勉強熱心な方。
・誠実な方。

求める人物像

労災 健康 厚生

あり（勤続3年以上）

可 不可

有 無

なし社宅あり

雇用

正社員 正社員以外（契約社員・嘱託社員等）

住宅手当 通勤手当

扶養手当（家族手当）

あり

あり

深夜・休日手当

あり

月に9日休み（28日の月は8日）

年末年始休暇 祝・祭日休

あり

寮あり 借上社宅あり

あり

http://nanogroup.or.jp/
mailto:nano-cl@nanogroup.or.jp


住所 代表者名

会社概要

創業 平成5 年 9 月

資本金 万円

従業員数 12 人

平均年齢 40 歳

勤務条件・処遇

職種（内容）

雇用形態

初任給 高校 （介護職） 140,000円

　　　　　　　　夜勤手当1回　　　5,000円

諸手当

　 その他（処遇改善手当、資格手当）

昇給 （3年に1回）

賞与 （年1回）

勤務時間

シフト制

休日・休暇

その他有給休暇

退職金

研修制度

（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

加入保険等

従業員宿舎

その他福利厚生

採用実績

採用実績

障害者雇用

勤務地

連絡先 〒859-2212南島原市西有家町須川2823番地

採用担当/ 中村　修一 〒859-2304南島原市北有馬町丁199番地

電話番号/ 0957-82-2300

ホームページ/ care-net.biz/42/kizuna/

E-mail/ nisiarienakamura@sweet.ocn.ne.jp

職場体験・見学の受入

求める人物像

心と心の絆を大切に

⑤写真
※複数枚可

主な事業の種類
ア：老人デイサービスいこい園　定員20名　　平成5年開設
イ：まったりホーム絆　定員15名　　　　　　　　令和2年4月開設

小規模な事業を行っており、職員間は話やすい関係にあります。
利用者とも、アットホームな環境で、笑いがたえない雰囲気です。
デイサービスいこい園は平成5年設立と歴史ある施設であり、まったりホーム
絆は令和2年4月にオープンしたばかりの新しい施設です。
ご利用者様、地域の皆様との絆を大切にし、笑いが絶えないまったり、ゆっく
りした生活を送って頂けるよう日々努力しております。

【先輩からのメッセージ】
・利用者、入所者も少人数であり、１から勉強するにはもってこいの職場であ
り、職員同士も明るく楽しい話ができますよ！
また、資格を取得することでキャリアが積める仕事でもあります。
現場の知識、技術を身につけたら方向性も広がって自分に自信がつき、イキ
イキと仕事ができます！
・利用者皆様との会話やふれあいを通して、自分自身の家族関係や、やりが
い、楽しみを見つけていくことができます。

※「あり」の場合具体的な内容

明るく、笑顔がある方。
積極的に行動ができる方。

・介護職（　　　有料老人ホーム　　　　　　　　）

8：00～18：00　の8時間

16：00～　翌9：00

高卒　         　　　　　　 　 令和３年４月１名採用（介護職）

令和4年4月時点
求人票に記載の内容とは異なる場合がありますので、ハローワークにてご確認ください。

福祉 社会福祉法人　西有家福祉会

南島原市西有家町須川2823番地 理事長　宮本達成

・介護職（　　　デイサービスセンター　　　　　）

労災 健康 厚生

なし

可 不可

なし社宅あり

雇用

正社員 正社員以外（契約社員・嘱託社員等）

住宅手当 通勤手当

扶養手当（家族手当）

あり

あり

深夜・休日手当

あり

月休9日（28日の月は8日）

年末年始休暇 祝・祭日休

あり

寮あり 借上社宅あり

なしあり

可 不可

有 無

ア 通所介護

老人デイサービスセン

ターいこい園

イ 特定施設入居者生活介

護

http://care-net.biz/42/kizuna/
mailto:nisiarienakamura@sweet.ocn.ne.jp


住所 代表者名

会社概要

創業 2005 年 11 月

資本金 無し 万円

従業員数 119 人

平均年齢 53 歳

勤務条件・処遇

雇用形態

初任給 大学 171,900円

162,300円

高校 151,000円

諸手当

　 その他（宿直手当、夜勤手当）

昇給 （１年に1回）

賞与 （年３回）

勤務時間 8:00 ～

シフト制

7:00 ～

11:30 ～

休日・休暇

その他有給休暇

・忌引休暇

・ボランティア休暇　他

退職金 1

研修制度

（研修部企画による月１回の内部研修他）

加入保険等

先輩からのメッセージ 従業員宿舎

その他福利厚生

採用実績

採用実績

連絡先

採用担当/ 瀬尾　賢治 障害者雇用

電話番号/ 0957－87－2464 勤務地

ホームページ/http://www.hokaniwa.jp/

E-mail/hokaniwa@isis.ocn.ne.jp

職場体験・見学の受入

●福祉の仕事に興味がある方、是非ご連絡下さい。いつでも職場見学できま
す。

社会福祉法人ほかにわ共和国

共　汗　共　育

キョウカンキョウイク

高卒　         　　　　　 　 　令和　3年度　0名

短大、専門学校

　　　　　　　 　　　　　　　　　令和　2年度　1名

　　　　　　　 　　　　　　　　　令和　1年度　1名

●当法人は障害を持った方々の自立へ向けた支援をしている法人です。

　　次のような施設があります。

●「共汗共育」を基本理念としています。
　（利用者と職員が共に汗し共に育つ施設造りに取り組んでいます。)

　　 ・通所施設「デイ雲柿の木（障害者・児童）」（有家町）

求める人物像
障害者福祉に熱意を持っており、元
気がよく働く意欲のある方を求めま
す。

職員互助会「華椿会」があり、慶弔や親睦会（レクリエーショ
ン）を実施しています。

大卒（短大、専門学校卒） 令和　3年度　0名

　　　　　　　 　　　　　　　　　令和　2年度　0名

　　　　　　　 　　　　　　　　　令和　1年度　0名

●法人内外の研修に積極的に参加していただくことにより、支援レベルの
　向上を図っています。若い職員も多く、何でも相談できる働きやすい職場で
す。

〔２０２０年４月採用、女性、入所施設・八雲寮勤務〕
・私は就職して２年目になります。ようやく仕事にも慣れ、利用者の方々と楽し
い　日々を送っています。２年目ということで仕事を任される機会も多くなって
きましたが、先輩方が優しく指導してくださるので安心して業務に取り組むこと
が出来ています。雰囲気も良く働きやすい職場だと思います。是非、見学に来
て下さい。

令和4年4月時点
求人票に記載の内容とは異なる場合がありますので、ハローワークにてご確認ください。

長崎県南島原市加津佐町甲５５２７番地２ 理事長　志賀俊紀

福祉

●働きながら福祉資格取得を目指している方々もたくさんおられ、
　そのような方には年次有給休暇取得や勤務変更を優先的に実施します。

※生活支援員

　・障害（主に知的）のある方の日常生活支援及び作業支援

　　（園芸・被服・箱折り等の作業）

17:00

南島原市加津佐町、有家町

　   ・グループホーム「デイ雲柿の木」（有家町）

　　 ・相談支援事業所「つばき」（加津佐町）

　　 ・入所施設「八雲寮」（加津佐町）

　 　・通所施設「ワークネットやはた」（加津佐町）

　　 ・通所施設「デイ雲（障害者・児童）」（加津佐町）

16:00（早出）

20:30（遅出） 　他

　　 ・グループホーム「悠炉里」（加津佐町）

　　 ・グループホーム「八雲寮」（加津佐町）

労災 健康 厚生

あり（勤続 年以上）

可 不可

有 無

なし社宅あり

雇用

正社員 正社員以外（契約社員・嘱託社員等）

住宅手当 通勤手当

扶養手当（家族手当）

あり

あり

深夜・休日手当

あり

週休２日

年末年始休暇 祝・祭日休

あり

寮あり 借上社宅あり

あり

法人全景 被服作業

ワークネットやはた 八雲寮

あり（勤続

mailto:E-mail/hokaniwa@isis.ocn.ne.jp


住所 代表者名

会社概要

創業 1965 年 4 月

従業員数 140 人

平均年齢 46 歳

勤務条件・処遇

職種（内容）

雇用形態

初任給 大学 177,600円

166,300円

高校 157,700円

別途処遇改善一時金を支給（150,000～465,650円）＊令和元年度実績

諸手当

　 その他（支援員手当、役割手当、資格手当）

昇給 （1年に1回）

賞与 （年３回）

勤務時間 8:00 ～

シフト制 （職種によりあり）

早出 7:00 ～

遅出 12:15 ～

休日・休暇

その他有給休暇

・特別休暇（結婚・出産・産後）

退職金

研修制度

加入保険等

従業員宿舎

その他福利厚生

※「あり」の場合具体的な内容

幸せ一時金・セルフケア応援制度・資格取得お祝い金

Y‐ZAPポイント制度・永年勤続表彰・特別貢献賞与・自己研鑽費

リクルート助成金・コミュニケーション費　等

採用実績

採用実績

大卒（短大、専門学校卒） 平成３０年度１名（福祉職）

高卒　         　　　　　　 　 令和４年度１名（福祉職）

障害者雇用

勤務地

連絡先

採用担当/ 本田　尚久（普賢学園）

電話番号/ 0957‐72‐2297

ホームページ/https://www.yamakage-kai.com/

E-mail/officefugen@ybb.ne.jp

Instagram／https://www.instagram.com/fugentasukaru/

ブログ／https://ownedmaker.com/top/yamakagekai/#blog 職場体験・見学の受入

社会福祉法人　山陰会 

【先輩からのメッセージ】

南島原市内

・笑顔が素敵な人
・人を喜ばせるのが好きな人
・他者や社会のために活躍したい人
・チームで何かを達成していく事に
興味がある人
・充実した社会人生活を送りたい人
・家庭と仕事を両立したい人
・幅広い福祉の知識を身につけたい
人
・自分の能力を高めたい人
・施設長になりたい人
・プロフェッショナルになりたい人

求める人物像

【会社紹介】

　山陰会は保育事業・障害福祉サービスを中心に19事業29施設の運営
を行っています。
　創設から地域に根差した事業を展開しており、”障害があってもな
くても自分らしく暮らしていける”地域づくりを行って来ました。地
域の方々、地域の子供たちと障害のある方の積極的な交流も長年行っ
ております。
　働く環境整備も積極的におこなっており、2019年『長崎県誰もが働
きやすい職場づくり実践企業（通称：Nぴか）4つ星』（普賢学園）、
2020年には厚生労働省認定の『ユースエール2020』を長崎県の障害福
祉を展開する法人としては初めて受賞しました。ながさき女性活躍推
進企業の大賞にも選ばれています。（普賢学園）2021年健康経営推進
企業

（web学習制度・資格取得応援制度・OJT・Off-JT・　　　　　　　　　　　　　　　）

・福祉職（　障がいのある方への支援　）

・保育職（　幼児・児童保育・学童保育）

17:20

16:20

21:15

令和4年4月時点
求人票に記載の内容とは異なる場合がありますので、ハローワークにてご確認ください。

長崎県南島原市深江町戊2975‐9 本田　龍一

　　　「すべての人に愛を」

We Take Pride.

　福祉の仕事ってホント奥深い。人間のすべて、人生のすべてが詰まってい
る。福祉の仕事は奥深いけど、難しく考えるものではない。お互いを理解し、

人生を思いっきり楽しむ。
時々、へこむ事もあるかも知れない。

　そんな時には仲間と共に気楽に気長に考える。
　We Take Pride.　ここに集う仲間を私たちは誇りに思う。

　私たちは”人の可能性と人生の素晴らしさ”を信じている。

福祉

・事務職（　経理・財務・労務）

・看護職（　障害福祉・児童福祉分野）

短大、専門学校

労災 健康 厚生

あり（勤続 1年以上）

可 不可

有 無

住宅手当社宅あり

雇用

正社員 正社員以外（契約社員・嘱託社員等）

住宅手当 通勤手当

扶養手当（家族手当）

あり

あり

深夜・休日手当

あり

年間休日105日～107日（週休2日制）

年末年始休暇 祝・祭日休（職種による）

あり

寮あり 借上社宅あり

あり

We Take Pride.
福祉の仕事ってホント奥深い。人間のすべて、人生のすべてが詰

まっている。福祉の仕事は奥深いけど、難しく考えるものではない。

お互いを理解し、人生を思いっきり楽しむ。

時々、へこむ事もあるかも知れない。

そんな時には仲間と共に気楽に気長に考える。

We Take Pride. ここに集う仲間を私たちは誇りに思う。

私たちは”人の可能性と人生の素晴らしさ”を信じている。

山陰会は障害・児童・保育・就労・生活に関わる幅広い事業所があり、

活躍と学びの場がたくさん！”ご利用者・園児たちと共に楽しみながら成

長したい！”と方にはぴったりです。また地域との関わりも多く、地域貢

献にも力を入れています。社会福祉士：本田さん

日々子どもと向き合いながら過ごしていく中でたくさんの魅力や、やりが

いを感じる仕事です。大変なこともありますが、子ども達の笑顔をみるだ

けで「保育士をしていてよかった」と思います保育士：山外さん

子ども達の無限の可能性を感じながら、一人ひとりに合った保育を大

切にしています。可愛い子ども達の日々の成長が私にとって仕事のや

りがいです。 保育士：川村さん

経験豊かな先輩方から利用者支援のフォローやアドバイスを頂き日々

勉強しながら頑張っています！ 生活支援員：本田さん

mailto:E-mail/officefugen@ybb.ne.jp

