
 

【携帯電話に電話番号の登録を！】 

求人情報の提供、紹介手続きにかかる連絡は

皆様の携帯電話にかけさせていただく場合が

あります。しかしながら知らない電話番号の着

信には出られない方も多く、「重要な情報の提

供が受けられない」ということにならないため

にも当所の電話番号を携帯電話へご登録くだ

さい。 
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【個人情報の取り扱いについて】 

福祉人材無料職業紹介事業において当所が

知り得た求職者等の個人情報につきましては、

原則として次のいずれか以外には利用いたし

ません。 

(1)求人施設・事業所に対する求職者情報と  

して提供すること(氏名、住所等個人が特  

定できる情報については、紹介手続き以外  

には提供いたしません) 

(2)求職者の利益となる情報(例:説明会の案   

内)を当該求職者等に提供すること(連絡の

際宛名としての利用) 

 

〇ただし、利用者本人の同意が得られている場

合は上記以外の方法で利用する場合がありま

す。 

〇当所が取得した個人情報は、個人情報保護法

に関する法令、「社会福祉法人福井県社会福祉

協議会個人情報保護に関する基本方針」、同会

「個人情報保護規程」「福祉人材無料職業紹介

事業にかかる個人情報管理運営内規」を遵守

し、適正に取扱いたします。 

 

福井県福祉人材センター（福井県福祉人材・高齢者無料職業紹介所） 

福祉人材無料職業紹介のご利用について 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

➢ 「求職登録」手続きを行ってください 
 「自分がどのような仕事を望んでいるのか」を考えてください。「福祉の

仕事」といってもその範囲は広く、どの分野で、そんな職種に就きたいの

か、まずは、具体的なイメージを頭に描いていただきたいと思います。そ

のイメージした仕事に合った条件を「求職票」にご記入いただき、あなた

のプロフィールやご希望をご登録ください。 

 

➢ 求職登録をすれば… 
福祉の仕事や資格取得に関する相談など、あなたの就職やスキルアップに

つながる情報の提供やご相談が受けられます。 

① 電話などでの問合せでも、具体的な求人情報の提供を受けられます。 

② 最新の求人について情報提供を受けられます。 

③ 希望の求人があった場合は、職場見学・面接日の調整、紹介状の発行 

 を受けられます。 

④ 就職してからの職場での心配ごと、悩みごとの相談が受けられます。 
 

➢ 求職登録の有効期限にご注意ください 
 求職登録の有効期限は、登録日の翌々月末です。登録期間を延長したい場

合には、有効期間終了前に 電話や E メールで「登録更新」をお申し出くださ

い。 

有効期限を過ぎてしまうと、再登録をお願いする場合があります。 
 

➢ 学生は、最終学年の方が「求職登録」できます 
 学生は最終学年の方の「求職登録」を受け付けます。それ以外の学生の方に

ついては、福祉職への就職活動に向けた情報提供などをいたします。 
 

➢ 嶺南地域で仕事を探したい場合は… 
 当所では、嶺北地域の求人を取り扱っています。嶺南地域で仕事を探したい

場合は、「嶺南福祉人材バンク無料職業紹介所」にお問い合わせください。 
 

➢ その他 

 本センター（バンク）での相談等については、ハローワークでの失業認定にか

かる「求職活動」に該当します。 

 

求職者の皆様へ（重要） 
 

取扱職種の範囲及びその他業務の範囲 

○福井県福祉人材・高齢者無料職業紹介所（以下「当所」。）の取扱

職種の範囲は、次にあげる事業所の事業に従事する職業です。 

 1 下記の事業所の事業に従事する職業 

  (1)社会福祉法第２条に規定する社会福祉事業を実施す

る事業所（ただし、社会福祉法人が実施する公益事業、

並びに公益法人が実施する高齢者や障害者、児童等を対

象とする公益目的事業も含む）(2)介護保険法に規定す

る介護保険事業所 (3)障害者総合支援法に規定する事

業を行う事業所 (4)その他、高齢者や障害者、児童等に

関する法律に基づく施設、事業所等 (5)地方自治体の条

例または補助に基づく福祉関係事業を行う事業所 (6)

行政が実施する相談所（福祉事務所、児童相談所、更生

相談所、知的障害者更生相談所、精神保健福祉センター

等） (7)社会福祉分野の国家資格を持つ専門職（社会福

祉士、介護福祉士、精神保健福祉士、保育士等）の場合

は上記以外の社会福祉を目的とする事業を行う事業所

を含む 

２ 高齢者については全職種 

 

〇取扱地域は、上記の１については敦賀市・小浜市・美浜町・ 

若狭町・高浜町・おおい町の市町を除く福井県内全域 上記 

の２については福井県内全域  

 

 

 

手数料に関する事項 

 手数料は、一切申し受けません。 

 

求職者の情報の取扱いに関する事項 

 個人情報の取扱者は、当所の職員です。 

 個人情報の取扱責任者は、当所の職業紹介責任者です。 

 取扱者は、個人の情報に関して当該情報の本人から情報の開示の

請求があった場合は、その請求に基づき本人が有する資格や職業

経験等客観的事実に基づく情報の開示を遅滞なく行います。さら

に、これに基づき訂正の請求があったときは、当該請求が客観的

事実に合致するときは、遅滞なく訂正を行います。 

 

苦情処理に関する事項 

 苦情処理の責任者は、当所の所長です。 

 苦情の申し出があった場合は、職業安定機関および職業紹介事業

者等と連携を図りつつ、迅速かつ適切に処理します。 

 

 

 

※ その他、当所の業務についてご不明な点は、係員におたずねく

ださい。 

 

 



下記の表は、求職票を記入する際にご参照ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

インターネットで福祉のお仕事が検索できます！ 
 

インターネットサイト「福祉のお仕事」で、全国の福祉職場の求人

を検索できます。お気軽にご利用ください。 

➢ https://www.fukushi-work.jp 

 

   

 

所有福祉資格（別表１） 
介護福祉士( 有 ・ 見込 ・ 受験資格 ） 社会福祉士( 有 ・ 受験資格 ） 精神保健福祉士( 有 ・ 受験資格 ） 

保育士( 有 ・ 見込  ） 社会福祉主事( 有 ・ 見込 ） 児童指導員( 有 ・ 見込 ） 

介護支援専門員( 有 ・ 見込  ） 主任介護支援専門員( 有 ・ 見込  ） 介護職員基礎研修 

介護職員初任者研修( 有 ・ 見込  ） ホームヘルパー１級 ホームヘルパー２級 

理学療法士（有・受験資格） 作業療法士(有・受験資格) 言語聴覚士(有・受験資格) 

視能訓練士(有・受験資格) 臨床心理士 看護師(有・受験資格) 

准看護師(有・受験資格) 保健師(有・受験資格) 助産師(有・受験資格) 

医師 歯科医師 歯科衛生士 

栄養士(有・見込） 管理栄養士(有・受験資格) 調理師(有・見込) 

小・中・高教諭(有・見込） 幼稚園教諭(有・見込） 養護学校教諭(有・見込） 

養護教諭(有・見込） 義肢装具士 福祉施設士 

薬剤師 手話通訳士 その他 
 

希望職種（別表２）   

介護職 相談・支援・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 

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 ユニットリーダー 

(障)サービス管理責任者 運転手 用務員 

その他医療職 教員 MSW（医療ソーシャルワーカー） 

PSW（精神科ソーシャルワーカー） その他 不問 
 

希望分野（別表３）   

高齢者福祉(介護保険施設） 高齢者福祉(介護保険施設以外) 障害者福祉(複合) 

障害者福祉(身体) 障害者福祉(知的) 障害者福祉(精神) 

児童福祉（保育所） 児童福祉(保育所以外) 社会福祉協議会 

行政（相談所など） その他福祉 不問 
 

研修履歴（別表４）   

ファーストステップ研修 ユニットリーダー研修 認知症介護実践研修（実践者） 

認知症介護実践研修（リーダー） 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管理者研修 

小規模多機能型サービス等計画作成担当者研修 障害者ケアマネジメント研修 主任介護支援専門員研修 

その他   

社会福祉法人 福井県社会福祉協議会 

福井県福祉人材センター 
（許可・届出番号 18-ム-010001-000） 

 

〒910-8516 福井市光陽 2 丁目 3－22 

福井県社会福祉センター内 

TEL（0776）28-3180 / FAX（0776）24-0063 

E-mail  jinzai‐center＠f‐shakyo.or.jp 
 

【開所時間】 月～金曜日 9:00～17:00 

◎夜間相談あり（※事前予約制） 毎月第 2・4 木曜日 9:00～20:00 

 

※ 土・日・祝祭日および年末年始はお休みです。 

社会福祉法人 福井県社会福祉協議会 

嶺南福祉人材ﾊﾞﾝｸ無料職業紹介所 
（許可・届出番号 18-ム-010001-001） 

 

〒917-0069 小浜市小浜白鬚 112 

白鬚再開発ビル 3階 福井県社会福祉協議会 嶺南支所内 

TEL（0770）52-7833 / FAX（0770）52-7834 

E-mail  r-jinzai＠f-shakyo.or.jp 
 

※ 嶺南地域の求人については、嶺南福祉人材バンクに直接お問

合せください。ご希望に応じて当所で登録された求職票の写しを嶺

南福祉人材バンクに送付し、登録手続きを行います。職員にお申し

出ください。 

http://www.fukushi-work.jp/

