
事 業 所 登 録 票

※1：仮パスワードはマイページログイン時のパスワードとなりますので、ご設定ください ※表（一枚目）

・社会福祉法人 ・財団法人 ・自治体 ・医療法人 　・設立済み

・福祉協議会 ・社団法人 ・株式会社 ・公益法人 　・申請中 法人設立（予定）年月日

・ＮＰＯ ・福祉事業団 ・有限会社 ・その他 　・申請準備中 　　　　年　　月　　日

〒　　　　ー

　(　　　)高齢者（介護施設） (　　　)児童（保育所）

　事業分野 　(　　　)高齢者（介護施設以外） (　　　)児童（保育所以外）     F  A  X

　(　　　)障害者（複合） (　　　)社会福祉協議会 http ://

※該当に○印 　(　　　)障害者（身体） (　　　)行政 メール(ログインID)

　(　　　)障害者（知的） (　　　)その他の福祉 ※1）仮パスワード（数字4桁）

　(　　　)障害者（精神）

　　　　　　　名（うち女性　　　名、うち非正規社員　　　　名）

●高齢者（介護保険施設）/

特別養護老人ホーム・介護老人保健施設・介護療養型医療施設

●高齢者（介護保険施設以外）/

訪問介護・訪問入浴介護・訪問看護・訪問リハビリテーション・通所リハビリテーション・訪問入浴介護・居宅療養管理指導

通所介護・短期入所生活介護・短期入所生活介護・特定施設入居者生活介護・夜間対応型訪問介護・小規模多機能型居宅介護

養護老人ホーム（一般）・養護老人ホーム（盲）・軽費老人ホーム（A型）・軽費老人ホーム（B型）・有料老人ホーム

　その他 [　　　　　　　　　　　　　　　　　]

●障害者（複合）/

居宅介護･重度訪問介護･行動援護･短期入所･重度障害者等包括支援･生活介護･療養介護･自立訓練（機能訓練）･自立訓練（生活訓練）

その他 [　　　　　　　　　　　　　　　　　]

法人事業所の

実施事業種別 ●障害者（身体）/

肢体不自由者更生施設･視覚障害者更生施設･聴覚･言語障害者更生施設･内部障害者更生施設･身体障害者更生施設･身体障害者授産施設

※該当に○印 その他 [　　　　　　　　　　　　　　　　　]

●障害者（知的）/

知的障害者更生施設（入所）・知的障害者更生施設（通所）・知的障害者授産施設（入所）

その他 [　　　　　　　　　　　　　　　　　]

●障害者（精神）/

精神障害者生活訓練施設・精神障害者授産施設・精神障害者福祉工場

その他 [　　　　　　　　　　　　　　　　　]

●児童（保育所）/

保育所・へき地保育所・認定こども園・自治体独自制度による保育所

●児童（保育所以外）/

助産施設・乳児院・母子生活支援施設・児童養護施設・知的障害児施設・自閉症児施設・知的障害児通園施設・盲児施設・ろうあ児施設

その他 [　　　　　　　　　　　　　　　　　]

●社会福祉協議会/

  社会福祉協議会

●行政{相談所）/

福祉事務所・児童相談所・婦人相談所・身体障害者更生相談所・知的障害者更生相談所・市町村福祉担当課

●その他福祉/

救護施設・更生施設・医療保護施設・授産施設・宿所提供施設・社会事業授産施設・社会事業宿所提供施設・生活保護関係総合施設

その他 [　　　　　　　　　　　　　　　　　]

フリガナ フリガナ

法人名称
法人

代表者名

連絡先

電　話

ＨＰ

法人区分
法人開設

状況

本部所在地
（本社住所）

　(　　　　　　　)　　　　－

法人全体職員数



求　　人　　票

※事業所登録票を提出済みの際は、二枚目のみの提出で結構です ※裏（二枚目）

　　　 　　　　　連絡先担当者 　　　応募に関する連絡先 　・事業開始済み

　所属 / (　　　　　)　　－ 　・申請中 ・申請準備中

 F A X (　　　　　)　　－ 　　※事業所開始年月日（　　　年　　月　　日～）

メールアドレス（ログインIDとなります） ログイン仮パスワード（数字4桁）

〒　　　　－

(  　)介護職 (  　)相談・支援員・指導員 (  　)介護支援専門員 ( 　 )ホームヘルパー ( 　 )保育士 (  　)社会福祉協議会専門員

 　職 種 (  　)セラピスト (  　)看護職 (     )事務職 (  　)栄養士 (  　)調理員 (  　)施設長 (  　)管理者 (  　)サービス提供責任者

(     )運転手 (  　)用務員 (  　)その他医療職 (　  )その他/[　　　　　　　　　　　] 

　募集人数 人 　職務内容 /

　１．正職員　　　　　　　２．常勤（正職員以外） 業務時間 (★基本勤務時間　　　時　　分 ～　　時　　分)

　３．非常勤・パート 時 分 ～ 時 分

１．随時 ２．定めあり 時 分 ～ 時 分

　年　　　月　　　日～　　　　年　　　月　　日 時 分 ～ 時 分

雇用契約の更新 試用期間 時 分 ～ 時 分

　１．あり ２．なし １．なし ２．あり（　　）ｹ月 休憩時間 週勤務日数

ありの場合：１．同条件　２．条件異なる 分 日 ～ 日

福祉資格 １．必須　　２．いずれか必須　　３．望む 週労働時間 時間外勤務

　※記載ください １．なし

１．必須　　２．いずれか必須　　３．望む 時間　～　　　　時間 ２．あり　　月平均（　　　）時間

夜勤 宿直

一般資格 １．あり（月　　回）　２．なし １．あり（月　　回）　２．なし

１．必須　　２．いずれか必須　　３．望む

フリガナ

事業所名
事業所
責任者

 電 話 事業開
設状況

　
事業所所在地

雇用
形態

雇用
期間

フリガナ

１．必須　　２．いずれか必須　　３．望む 休日 （★年間休日数　　　　　日）

福祉関係業務経験 学歴 １．完全週休2日　 ２．週休2日      ３．4週（　　）休　 　４．その他

１．必須 １．大卒以上　　２．短大卒以上       【　土曜日　・　日曜日　・　祝祭日　・　指定曜日（　　　）曜日　】

２．あれば望ましい ３．専門卒以上    ４．高卒以上 有給休暇 １．あり ※（　　　）日/初年度　　　２．なし

３．不問 ５．不問 社会保険

新卒（今年度卒業予定）学生の取扱 年齢 １．雇用 ２．労災 ３．健康 ４．厚生年金

１．新卒のみ ２．新卒不可 １．不問 ２．　　歳 ～ 　　歳 退職金制度

３．不問 ※ 制限理由　　　　　　  　　  　 １．あり（　全国共通　・　府共済　・　独自）２．なし

就業先 （　　）就業先が一つに決まっている 定年制

（予定）の数 （　　）就業候補地が複数あり､採用後に決定 １．なし　　　　　　２．あり（　　　　）歳

就業先 〒　　　-
所在地 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　就業先名称/
通勤方法（マイカー通勤） 事業所の異動 賞与 ※昨年実績

１．可 ２．不可 １.可能性あり　２.可能性なし １．なし ２．あり　　※ 年（　　）回、（　　）ヶ月
公共交通機関 ※１．地下鉄　　２．私鉄（　　　　　　　） 応募方法

　最寄り駅（バス停）　　　　　駅（バス停）から徒歩　　分 １．面接日当日持参　　　２．事前に送付要

 (　　)高齢者（介護施設） (　　)児童（保育所） 応募期間

 (　　)高齢者（介護施設以外） (　　)児童（保育所以外） １．随時 ２．指定　　（　　　月　　　日まで）

 就業先  (　　)障害者（複合） (　　)社会福祉協議会 応募書類

事業分野  (　　)障害者（身体） (　　)行政 １．履歴書 ２．資格証明書 ３．職務経歴書

 ※該当に○印  (　　)障害者（知的） (　　)その他の福祉 ４．その他　（　　　　　　　　　）

 (　　)障害者（精神） 選考日 １．随時　　２．後日通知　　３．指定（　　月　　日）

 　就業先 ※別紙（1枚目）の種別一覧より、選択いただき、記載ください              [ ※採否決定予定日/　　　　月　　　日 ]

　事業種別 [　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　] 選考方法

１．面接　２．筆記試験　３．適性試験　４．実技選考

５．実習選考　６．書類選考　７．作文選考　８．その他（　 　　　）

事業所職員数 　　　事業所   （　　　）人

　　　うち女性（　　　）人　　非正規職員（　　　）人

一律手当 その他備考（事業所情報等） ※なるべく記載ください

その他手当（夜勤手当・宿直手当）/                 円～　　　　円

通勤手当　

１．あり（ 全額・定額・日額 ）      　　　円まで ２．なし

　基本給（諸手当除く）　　　　賃金体系（　月給・日給・時給　）

　　　　　　　　　　　　　　　　円 ～　　　　　　円　※昇給（ありうる ・ なし）

１．あり（ 全額・定額・日額 ）      　　　円まで ２．なし


