
してみませんか！してみませんか！

お問い合わせ・申し込み

福祉に興味は
あるけれど…。

実際にどんな職場が
あって、どんな仕事を
しているのか
分からない。等

資格も経験もないけれど…。
福祉の仕事へ

転職を考えているが、
何もかもが初めてなので、
働くには不安がある。等

資格（介護福祉士・
介護職員初任者研修・

保育士・看護師等）はあるが、
働いたことがなくて…。
福祉の職場のイメージが
なかなか湧きにくいので、
働くには不安がある。等

ブランクはあるが、
福祉の仕事を

もう一度したくて…。
でも、今の福祉の現場って、
どうなっているのか。

昔とは、変わってしまっているのか
不安がある。等

令和4年4月1日㈮
 ～令和5年3月10日㈮

令和4年4月15日㈮
 ～令和5年3月24日㈮
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社会福祉法人　和歌山県社会福祉協議会
和歌山県福祉人材センター　「ハートワーク」
〒640-8545　和歌山市手平 2丁目 1-2 県民交流プラザ和歌山ビッグ愛 7 階
TEL 073-435-5211 / FAX 073-435-5209
HP https://wakayamakenshakyo.or.jp/̃jinzai/
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＜令和4年度　参加申込用紙＞

令和　　　年　　　月　　　日

令和４年度　福祉の仕事チャレンジ（職場体験事業）参加申込書
 申込者
 ※高校生の場合は、学校担当者が申込者となります。
下記のとおり、標記体験事業への参加を申し込みします。

ふりがな 　 性　別 年　齢

氏　名 男・女 　　　 歳

学
生

学校名（ ）
学年　　　年　学部等（ ）

一
般

在職中・職種（ ）
無職

住　所 〒 体験
希望時間

連絡先

※受入事業所と調整にあたり、当センターから連絡させて頂きます。必ず連絡の取れる番号をお書きください。

○電話番号

○携帯番号

体験希望日

※なるべく第３希望までお書きください。1～10日間の範囲でお書きください。

第１希望 　 　  年　　月　　日（　 ）～　 　  年　　月　　日（ 　）まで 計 日間

第２希望 　 　  年　　月　　日（　 ）～　 　  年　　月　　日（ 　）まで 計 日間

第３希望 　 　  年　　月　　日（　 ）～　 　  年　　月　　日（ 　）まで 計 日間

体験希望施
設・事業所

※別紙【受入事業所一覧】をご覧ください。記載がない場合は、居住地近くの施設を調整させていただきます。

番号（　　　　 ）
事業所名

体験希望
分野

※別紙【受入事業所一覧】をご覧ください。※該当するものを〇で囲んでください。

介護 【相談・支援業務を含む】・保育 【保育園または保育所、認定こども園】・看護
体験先まで
の交通手段
（予定）

※該当するものを○で囲んでください。

 自動車　　 原付　　 自転車　　 徒歩　　 公共機関　　 その他（ ）

福祉関係の
経験・資格

経　　験 無　・　有　（経験　　　　年　　　　ヶ月）

資　　格 無　・　有　（所持資格： ）

参加の動機
（複数記入可）

１．福祉の仕事に向くか自分の適性を見極めたい。　２．仕事の内容を知りたい。　
３．職場の雰囲気を知りたい。　４．応募先として検討したい。　
５．その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　）

備　考

〈個人情報の取り扱い〉
本参加申込書に記載された個人情報は、以下の目的にのみ利用させていただきます。　
①本事業の運営管理
②本体験参加者名簿への記載

ＦＡＸ　０７３－４３５－５２０９
※必ず体験希望日の2週間前までお申し込みください。

※事前に健康診断・検便等が必要な場合は２週間以上前までにお申し込みください。
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《記入例》

ふくし  　  はなこ

福祉　花子

和歌山市手平二丁目１－2

※基本的には、9:00～17:00です
が、事業所によっては、多少前後
します。他の時間帯で希望があ
れば、ご記入ください。

事 務 職

640-8545

０７３－４３５－５２１１

介護職員初任者研修

０９０－○○○○－○○○○

福祉　花子

◯　   ◯　　◯

◯

   R4 　  4　 19　 火　   R4　   4　 23　 土

   R4　   4　 27　 水　   R4　   4　 28　 木

   R4　   5　 12　 木　   R4　   5　 14　 土

◯◯◯苑
①-□

5

2

3

40



法人名 事業所名 種別 住所
岩
出
市・紀
の
川
市

②ー16（株）こころ ひまわり 放課後等デイサービス 岩出市森
②ー17（福）桃郷 ひまわり園 児童発達支援センター 紀の川市桃山町調月
②ー18（NPO）子育てサポート山の子 山の子共同保育園 保育園 紀の川市北長田
②ー19（株）ニチイ学館 ニチイキッズきのかわ保育園 保育園 紀の川市打田
②ー20 岩出市 岩出保育所 保育所 岩出市清水
②ー21 岩出市 山崎保育所 保育所 岩出市湯窪
②ー22 岩出市 根来保育所 保育所 岩出市根来
②ー23 岩出市 上岩出保育所 保育所 岩出市南大池

橋
本
市・伊
都
郡

③ー1 （株）S.T.L.F  studio デイサービス生きがい工房 通所介護 橋本市御幸辻
③ー2 （NPO）いぶき福祉会 ライフサポートみのり 生活介護 橋本市岸上
③ー3 （有）倖譲会 障がい児者生活支援施設ポケットハウス 生活介護・放課後等デイサービス・児童発達支援 伊都郡かつらぎ町笠田東
③ー4 （福）和福祉会 和（なごみ） 生活介護・就労移行支援・就労継続支援B型・共同生活援助 伊都郡かつらぎ町妙寺
③ー5 （福）紀北和楽会 六地学園 児童養護施設 橋本市橋谷
③ー6 （福）桃郷 つくしんぼ園 児童発達支援センター 橋本市高野口町大野
③ー7 （福）顕陽会 すみだこども園 認定こども園 橋本市隅田町上兵庫
③ー8 （福）顕陽会 応其こども園 認定こども園 橋本市高野口町応其
③ー9 （福）子どもの家福祉会 橋本こども園 認定こども園 橋本市東家
③ー10（福）香久の実福祉会 香久の実保育園 保育園 橋本市高野口町名古曽
③ー11（福）萬年青友の会 三石保育園 保育所 橋本市三石台

海
南
市・海
草
郡

④ー1 （福）和歌山県福祉事業団 特別養護老人ホーム南風園 介護老人福祉施設 海南市木津
④ー2 （福）中庸会 特別養護老人ホーム 天美苑 介護老人福祉施設 海南市七山
④ー3 海南海草老人福祉施設事務組合 特別養護老人ホームやすらぎ園 介護老人福祉施設 海草郡紀美野町下佐々
④ー4 （医）同仁会 カルフール・ド・ルポ 介護老人保健施設 海南市築地
④ー5 （医）天竹会 天寿苑 介護老人保健施設 海草郡紀美野町下佐々
④ー6 （福）たちばな福祉会 橘寮 養護老人ホーム 海南市下津町方
④ー7 （医）さくら会 エンジョイさくら 通所介護 海南市大野中
④ー8 （株）ウェルネス・コート デイサービスセンターウェルネス 通所介護 海南市日方
④ー9 （株）ウェルネス・コート 訪問介護ステーションウェルネス 訪問介護 海南市日方
④ー10（有）ライフパートナー ハニーホーム東雲 生活介護・障害者グループホーム 海南市小野田
④ー11（福）あおい会 もなみ 生活介護・就労継続支援B型 海南市船尾
④ー12（福）一峰会 おかし工房桜和 就労継続支援B型 海南市野上新
④ー13（医）さくら会 さくらっ子 児童発達支援・放課後等デイサービス 海南市鳥居

有
田
市・有
田
郡

⑤ー1 （福）守皓会 特別養護老人ホーム 田鶴苑 介護老人福祉施設 有田市宮﨑町
⑤ー2 （福）守皓会 特別養護老人ホーム ありだ橘苑 介護老人福祉施設 有田市野
⑤ー3 （福）昭仁会双苑 特別養護老人ホーム 吉備苑 介護老人福祉施設 有田郡有田川町大字奥
⑤ー4 （福）昭仁会双苑 特別養護老人ホーム しみず園 介護老人福祉施設 有田郡有田川町粟生
⑤ー5 （福）昭仁会双苑 特別養護老人ホーム ハートケア万笑 介護老人福祉施設 有田郡有田川町大字奥
⑤ー6 （福）守皓会 デイサービスセンター田鶴苑 通所介護 有田市宮﨑町
⑤ー7 （福）昭仁会双苑 吉備苑デイサービスセンター 通所介護 有田郡有田川町大字奥
⑤ー8 （福）有田川町社会福祉協議会 有田川町社会福祉協議会通所介護 通所介護 有田郡有田川町大字角
⑤ー9 （福）広川町社会福祉協議会 広川町デイサービスセンター 通所介護 有田郡広川町大字広
⑤ー10（福）きたば会 在宅複合型施設ひろの里 通所介護・老人短期入所・訪問介護 有田郡広川町下津木
⑤ー11（福）千翔会 まごころランド 生活介護・就労継続支援B型・放課後等デイサービス 有田郡有田川町上中島
⑤ー12（福）和歌山県福祉事業団 多機能型事業所夢おれんじ 生活介護・放課後等デイサービス・児童発達支援 有田郡湯浅町栖原
⑤ー13（一社）Smileスミレ会 カラフルビーンズ 放課後等デイサービス 有田郡有田川町長田
⑤ー14（一社）Smileスミレ会 カラフルブランチ 放課後等デイサービス 有田郡有田川町上中島

御
坊
市・日
高
郡

⑥ー1 （福）敬愛会 特別養護老人ホーム 白寿苑 介護老人福祉施設 日高郡日高川町大字船津
⑥ー2 （福）敬愛会 特別養護老人ホーム 白寿苑別館 介護老人福祉施設 日高郡日高川町大字船津
⑥ー3 （福）同仁会 特別養護老人ホームカルフール・ド・ルポ印南 介護老人福祉施設 日高郡印南町山口
⑥ー4 （福）同仁会 特別養護老人ホームカルフール・ド・ルポ印南ヌーヴォ 介護老人福祉施設 日高郡印南町山口
⑥ー5 （有）フルライフ イクルみなべ サービス付き高齢者向け住宅 日高郡みなべ町東吉田
⑥ー6 御坊日高老人福祉施設事務組合 ときわ寮 養護老人ホーム 日高郡美浜町和田
⑥ー7 （福）みなべ町社会福祉協議会 デイサービスセンターゆうゆう館 通所介護 日高郡みなべ町埴田
⑥ー8 （福）和歌山県福祉事業団 由良あかつき園 生活介護・施設入所支援 日高郡由良町吹井
⑥ー9 （福）太陽福祉会 太陽作業所 生活介護・就労継続支援B型 日高郡美浜町和田
⑥ー10（福）和歌山県福祉事業団 由良みのり園 生活介護・自立訓練・施設入所支援・就労移行支援 日高郡由良町吹井
⑥ー11（福）太陽福祉会 通園みらい 児童発達支援センター 御坊市薗
⑥ー12（福）ふたば福祉会 はぐみ 放課後等デイサービス 日高郡みなべ町東吉田
⑥ー13 日高町［（株）共立メンテナンス日高営業所］志賀保育所 保育所 日高郡日高町志賀

田
辺
市・西
牟
婁
郡

⑦ー1 紀南地方老人福祉施設組合 特別養護老人ホーム百々千園 介護老人福祉施設 西牟婁郡白浜町中
⑦ー2 （福）すさみ福祉会 特別養護老人ホームはまゆう園 介護老人福祉施設 西牟婁郡すさみ町周参見
⑦ー3 （医）社団菫会 田辺すみれ苑 介護老人保健施設 田辺市城山台
⑦ー4 （株）栄幸 デイサービスセンター稲成 通所介護 田辺市稲成町
⑦ー5 （株）ゆぅみ ハナミズキ・デイサービス 通所介護 田辺市新屋敷町
⑦ー6 （福）上富田町社会福祉協議会 上富田町社会福祉協議会 通所介護・訪問介護 西牟婁郡上富田町朝来
⑦ー7 （株）アド・ビジョン 訪問介護ステーションきらり（いくま生活館1号館）訪問介護（サ高住） 西牟婁郡上富田町生馬
⑦ー8 （福）南紀のぞみ会 第二のぞみ園 生活介護・施設入所支援 田辺市上芳養
⑦ー9 （福）南紀のぞみ会 のぞみ園 生活介護・施設入所支援 田辺市たきない町
⑦ー10（福）紀伊の郷 日置川みどり園 生活介護・施設入所支援 西牟婁郡白浜町大古
⑦ー11（福）和歌山県福祉事業団 牟婁さくら園 生活介護・施設入所支援 西牟婁郡上富田町朝来
⑦ー12（福）和歌山県福祉事業団 多機能型事業所ハッスル 生活介護・就労継続支援B型 西牟婁郡上富田町生馬
⑦ー13（NPO）かたつむりの会 町家カフェ上屋敷二丁目（ワークサポートいこう）就労継続支援B型 田辺市上屋敷
⑦ー14（NPO）かたつむりの会 ララ・ロカレ 就労継続支援A型 田辺市上屋敷
⑦ー15（福）和歌山県福祉事業団 就労A型事業所ブランコート 就労継続支援A型 西牟婁郡白浜町瓜切
⑦ー16 アンスーリール（株） アン スーリール ド サクラ 就労継続支援A型・B型 西牟婁郡上富田町岩田
⑦ー17（福）和歌山県福祉事業団 児童デイサービスぱれっと 児童発達支援・放課後等デイサービス 西牟婁郡白浜町瓜切
⑦ー18（NPO）ころん ひまり 児童発達支援・放課後等デイサービス 田辺市下三栖
⑦ー19（NPO）ころん ことは 放課後等デイサービス 田辺市下三栖
⑦ー20（NPO）どんぐりはうす どんぐりはうす 放課後等デイサービス 西牟婁郡上富田町市ノ瀬

新
宮
市・東
牟
婁
郡

⑧ー1 （福）黒潮園 特別養護老人ホーム黒潮園 介護老人福祉施設 新宮市三輪崎
⑧ー2 （福）黒潮園 特別養護老人ホームクレール高森 介護老人福祉施設 新宮市三輪崎
⑧ー3 東牟婁郡町村新宮市老人福祉施設事務組合 特別養護老人ホーム南紀園 介護老人福祉施設 東牟婁郡太地町太地
⑧ー4 （福）串本福祉会 特別養護老人ホームにしき園 介護老人福祉施設 東牟婁郡串本町二色
⑧ー5 （株）夢工房 グループホームみんなの家 認知症対応型共同生活介護 東牟婁郡太地町太地
⑧ー6 （株）下里福祉 グループホームつつじ園 認知症対応型共同生活介護 東牟婁郡那智勝浦町下里
⑧ー7 （株）桐本商店 丹鶴介護サービスセンター 通所介護 新宮市仲之町
⑧ー8 （株）Healthylife フィットネスデイサービス健康ラボ 通所介護 東牟婁郡串本町串本
⑧ー9 （株）WISTERIA デイサービスセンターふじだな 通所介護 新宮市橋本
⑧ー10（株）下里福祉 デイサービスセンターつつじ園 通所介護 東牟婁郡那智勝浦町下里
⑧ー11（福）新宮市社会福祉協議会 新宮市社会福祉協議会 訪問介護 新宮市新町
⑧ー12（株）よろこび 介護センターよろこび 訪問介護 新宮市蜂伏
⑧ー13（福）熊野緑会 なぎの木園 生活介護・施設入所支援 新宮市木ノ川
⑧ー14（福）美熊野福祉会 杉の郷えぼし寮 生活介護・施設入所支援 新宮市高田
⑧ー15（福）美熊野福祉会 障害児者支援センター虹 生活介護・児童発達支援・放課後等デイサービス 新宮市蜂伏
⑧ー16（福）わかば福祉会 わかば園作業所 生活介護・就労継続支援B型 新宮市下田
⑧ー17（福）わかば福祉会 わかば園第二作業所 就労継続支援B型 新宮市木ノ川
⑧ー18（福）つばさ福祉会 エコ工房四季 就労継続支援B型 東牟婁郡串本町古座
⑧ー19（福）熊野緑会 第二なぎの木園 就労継続支援B型・自立訓練（生活訓練） 新宮市新宮
⑧ー20（福）美熊野福祉会 ワークランドそら 就労継続支援B型・放課後等デイサービス 新宮市佐野
⑧ー21（福）熊野緑会 すみれ 放課後等デイサービス 新宮市新宮
⑧ー22（福）聖十字福祉会 マリア保育園 認定こども園 新宮市野田
⑧ー23 新宮市 三津ノ保育所 保育所 新宮市熊野川町日足

※事業所の都合により、一覧表に記載されていても、受入れができない場合があります。※一覧に記載されている受入先は求人募集が出ている事業所とは限りません。

法人名 事業所名 種別 住所
和
歌
山
市

①ー1 （福）弘心会 特別養護老人ホームほうらい苑 介護老人福祉施設 和歌山市新和歌浦
①ー2 （福）河西福祉会 特別養護老人ホームアンシアナトー 介護老人福祉施設 和歌山市松江東
①ー3 （福）紀伊松風苑 特別養護老人ホーム紀伊松風苑 介護老人福祉施設 和歌山市園部
①ー4 （福）喜成会 特別養護老人ホーム喜成会 介護老人福祉施設 和歌山市北野
①ー5 （福）順風会 特別養護老人ホームソンリッサきみさと 介護老人福祉施設・短期入所生活介護 和歌山市つつじが丘
①ー6 （福）親和園 特別養護老人ホーム親和園 介護老人福祉施設 和歌山市杭ノ瀬
①ー7 （福）寿敬会 特別養護老人ホーム大日山荘 介護老人福祉施設 和歌山市平尾
①ー8 （福）みどり会 特別養護老人ホームみどりが丘ホーム 介護老人福祉施設 和歌山市和佐中
①ー9 （福）みどり会 みどりが丘ホーム診療所（施設内診療所） 介護老人福祉施設 和歌山市和佐中
①ー10（福）三田福祉会 特別養護老人ホームすこやか 介護老人福祉施設 和歌山市和田
①ー11（福）紀三福祉会 特別養護老人ホーム紀三井寺苑 介護老人福祉施設 和歌山市紀三井寺
①ー12（福）東和歌山福祉会 特別養護老人ホームあんず苑 介護老人福祉施設 和歌山市東田中
①ー13（福）東和歌山福祉会 特別養護老人ホーム第2あんず苑 介護老人福祉施設 和歌山市東田中
①ー14（福）浩和会 特別養護老人ホーム竹の里園 介護老人福祉施設 和歌山市明王寺
①ー15（福）わかやま虹の会 特別養護老人ホームわかば 介護老人福祉施設 和歌山市有本
①ー16（医）弘愛会 こすも 介護老人保健施設 和歌山市つつじが丘
①ー17（医）ヘルスケア和歌山 ラ・エスペランサ 介護老人保健施設 和歌山市中島
①ー18（医）甃友会 光苑 介護老人保健施設 和歌山市秋月
①ー19（有）内原 内原 サービス付き高齢者向け住宅 和歌山市内原
①ー20（医）三光会 やすらぎの郷メゾン・ド・シンフォニー サービス付き高齢者向け住宅 和歌山市粟
①ー21（株）H&Y ゆうが築港 サービス付き高齢者向け住宅 和歌山市築港
①ー22（有）キシウラ 蒲輪の里セゾン西浜 サービス付き高齢者向け住宅 和歌山市西浜
①ー23（株）創成 ピースONE サービス付き高齢者向け住宅 和歌山市神前
①ー24（株）春風会 春風会わかのうらグループホーム 認知症対応型共同生活介護 和歌山市和歌浦中
①ー25（福）安原福祉会 あいの里　 認知症対応型共同生活介護 和歌山市松原
①ー26（株）あおぞらケアセンター グループホームあおぞら 認知症対応型共同生活介護 和歌山市打越町
①ー27（福）東和歌山福祉会 グループホームあんず 認知症対応型共同生活介護 和歌山市東田中
①ー28（福）安原福祉会 あいの里小規模多機能型居宅介護 小規模多機能型居宅介護 和歌山市松原
①ー29（株）あおぞらケアセンター あおぞらケアセンター 小規模多機能型居宅介護 和歌山市手平
①ー30（有）すずらん 楠見第2介護センターすずらん 小規模多機能型居宅介護 和歌山市楠見中
①ー31（有）すずらん 楠見第3介護センターすずらん 小規模多機能型居宅介護 和歌山市楠見中
①ー32（有）すずらん 楠見第4介護センターすずらん 看護小規模多機能型居宅介護 和歌山市楠見中
①ー33（株）結愛 小雑賀の家 有料老人ホーム 和歌山市小雑賀
①ー34（株）あおぞらケアセンター あすか苑 有料老人ホーム 和歌山市手平
①ー35（株）あおぞらケアセンター 第2あすか苑 有料老人ホーム 和歌山市小雑賀
①ー36 ライフアクセス（株） Cuoreゆたか－築地の家－ 有料老人ホーム 和歌山市新雑賀町
①ー37（有）ホームヘルパーサービスかしの木 かしの木苑 有料老人ホーム 和歌山市府中
①ー38（有）ホームヘルパーサービスかしの木 かしの木苑舟津 有料老人ホーム 和歌山市舟津町
①ー39（有）和歌山サンクリーン さくら 有料老人ホーム 和歌山市市小路
①ー40（福）寿敬会 大日山荘 養護老人ホーム 和歌山市吉礼
①ー41（株）Axis Support リハビリ特化型デイサービスリハいち 通所介護 和歌山市宇治鉄砲場
①ー42（株）創成 デイサービスピース＆ピース 通所介護 和歌山市北出島
①ー43（株）創成 デイサービスピース＆ピースⅡ 通所介護 和歌山市神前
①ー44（福）順風会 アトリオつつじⅠデイサービスセンター 通所介護 和歌山市つつじが丘
①ー45（福）紀伊福祉会 紀伊てまり苑 通所介護 和歌山市西田井
①ー46（福）みどり会 みどりケアステーション 通所介護 和歌山市和佐中
①ー47（福）安原福祉会 あいの里　 通所介護 和歌山市松原
①ー48（福）親和園 第二親和園デイサービスセンター 通所介護 和歌山市杭ノ瀬
①ー49（NPO）みんなで,はーとtoわん 輝楽魂やすらぎの家 通所介護 和歌山市北出島
①ー50（株）あおぞらケアセンター デイサービスあおぞら夢 通所介護 和歌山市小雑賀
①ー51（有）ホームヘルパーサービスかしの木 デイサービスセンターかしの木 通所介護 和歌山市府中
①ー52（有）ホームヘルパーサービスかしの木 デイサービスセンターかしの木舟津 通所介護 和歌山市舟津町
①ー53（有）和歌山サンクリーン 通所介護事業所さくら 通所介護 和歌山市市小路
①ー54（有）内原 デイサービスセンター内原 通所介護 和歌山市毛見
①ー55（福）わかやま虹の会 デイサービスわかば 通所介護 和歌山市有本
①ー56（株）ケアサービスあおぞら あおぞらヘルパーステーション 訪問介護 和歌山市手平
①ー57（株）土屋 ホームケア土屋和歌山 訪問介護 和歌山市六十谷
①ー58（有）ホームヘルパーサービスかしの木 ホームヘルパーサービスかしの木 訪問介護 和歌山市舟津町
①ー59（有）和歌山サンクリーン ヘルパーステーションさくら 訪問介護 和歌山市市小路
①ー60（有）内原 ヘルパーステーション内原 訪問介護 和歌山市毛見
①ー61（有）和歌山サンクリーン 生活介護事業所さくら 生活介護 和歌山市市小路
①ー62（NPO）紀の國ドルフィン倶楽部 kira kira 就労継続支援B型 和歌山市栄谷
①ー63（NPO）紀の國ドルフィン倶楽部 kera kera 就労継続支援B型 和歌山市出水
①ー64（医）宮本病院 多機能型事務所めばえ 就労継続支援B型 和歌山市塩屋
①ー65（NPO）パンダ作業所 パンダ作業所 就労継続支援B型 和歌山市田中町
①ー66（株）ドリームサポート ドリームサポート 就労継続支援B型 和歌山市匠町
①ー67（有）市民との絆 華小町 就労継続支援B型 和歌山市新通
①ー68（一社）ウインワークス ウインワークス 就労継続支援A型・B型 和歌山市雑賀崎
①ー69（一社）和乃絆 就労移行支援事業所マイパレット 就労移行支援 和歌山市毛見
①ー70（有）和歌山サンクリーン さくらの家 共同生活援助 和歌山市市小路
①ー71（有）和歌山サンクリーン さくらhouse 共同生活援助 和歌山市市小路
①ー72（一社）市駅グリーングリーンプロジェクト 育ちのえき くすの木 地域子育て支援拠点施設 和歌山市屏風丁
①ー73（株）真道 モンキー's スクール 児童発達支援・放課後等デイサービス 和歌山市加納
①ー74（株）真道 モンキー's スクールⅡ 児童発達支援・放課後等デイサービス 和歌山市栗栖
①ー75（株）クラ・ゼミ こどもサポート教室きらり和歌山小雑賀校 児童発達支援・放課後等デイサービス 和歌山市小雑賀
①ー76（一社）まろ わんだふる 児童発達支援・放課後等デイサービス 和歌山市岩橋
①ー77（有）ほほえみ ほほえみ 児童発達支援・放課後等デイサービス 和歌山市中
①ー78（福）東和歌山福祉会 あんず 放課後等デイサービス 和歌山市東田中
①ー79（有）ほほえみ ほほえみ・ぷらす 放課後等デイサービス 和歌山市梅原
①ー80（有）ほほえみ ほほえみ・ねくすと 放課後等デイサービス 和歌山市木ノ本
①ー81（福）じろうまるこども園 じろうまるこども園 認定こども園 和歌山市次郎丸
①ー82（福）ようすい会 ようすい子ども園 認定こども園 和歌山市西浜
①ー83（福）わらべ会 新堀こども園 認定こども園 和歌山市新堀東
①ー84（福）こひつじ保育園 こひつじこども園 認定こども園 和歌山市木ノ本
①ー85 (福)清和福祉会 かんどりこども園 認定こども園 和歌山市平井
①ー86（福）和歌山ふたば会 ふたば保育園 保育園 和歌山市友田町

岩
出
市・紀
の
川
市

②ー1 （福）聖アンナ福祉会 特別養護老人ホームきしがわ園 介護老人福祉施設 紀の川市貴志川町尼寺
②ー2 （福）皆楽園 特別養護老人ホーム打田皆楽園 介護老人福祉施設 紀の川市畑野上
②ー3 タイワ（株） グループホームハピネス岩出 認知症対応型共同生活介護 岩出市森
②ー4 （合）介拓社 雅（みやび） 有料老人ホーム 紀の川市深田
②ー5 （株）なだいコーポレーション 一般デイサービスなだい 通所介護 紀の川市下井坂
②ー6 （株）SIN デイサービスセンターひなたぼっこ 通所介護 岩出市西国分
②ー7 （合）介拓社 デイサービスセンター雅（みやび） 通所介護 紀の川市深田
②ー8 （株）ソワン ヘルパーステーション小春日和 訪問介護 岩出市西国分
②ー9 （株）あおぞらケアセンター紀の川 あおぞらヘルパーステーション紀の川 訪問介護 紀の川市貴志川町丸栖
②ー10（NPO）よつ葉福祉会 らぼとび～ 生活介護・就労継続支援B型 紀の川市桃山町調月
②ー11（福）和歌山県福祉事業団 きらり 生活介護・放課後等デイサービス・児童発達支援 紀の川市粉河
②ー12（福）きのかわ福祉会 きのかわふるさと村 就労継続支援B型 紀の川市西大井
②ー13（合）医療福祉会 多機能型事業所みらいてらす 就労継続支援B型・自立訓練（生活訓練） 紀の川市久留壁
②ー14（合）ライフサポートじんべえ グループホームじんべえ 共同生活援助・短期入所 紀の川市貴志川町井ノ口
②ー15（福）きのかわ福祉会 シャイン 自立訓練（生活訓練） 岩出市宮
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法人名 事業所名 種別 住所
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②ー16（株）こころ ひまわり 放課後等デイサービス 岩出市森
②ー17（福）桃郷 ひまわり園 児童発達支援センター 紀の川市桃山町調月
②ー18（NPO）子育てサポート山の子 山の子共同保育園 保育園 紀の川市北長田
②ー19（株）ニチイ学館 ニチイキッズきのかわ保育園 保育園 紀の川市打田
②ー20 岩出市 岩出保育所 保育所 岩出市清水
②ー21 岩出市 山崎保育所 保育所 岩出市湯窪
②ー22 岩出市 根来保育所 保育所 岩出市根来
②ー23 岩出市 上岩出保育所 保育所 岩出市南大池

橋
本
市・伊
都
郡

③ー1 （株）S.T.L.F  studio デイサービス生きがい工房 通所介護 橋本市御幸辻
③ー2 （NPO）いぶき福祉会 ライフサポートみのり 生活介護 橋本市岸上
③ー3 （有）倖譲会 障がい児者生活支援施設ポケットハウス 生活介護・放課後等デイサービス・児童発達支援 伊都郡かつらぎ町笠田東
③ー4 （福）和福祉会 和（なごみ） 生活介護・就労移行支援・就労継続支援B型・共同生活援助 伊都郡かつらぎ町妙寺
③ー5 （福）紀北和楽会 六地学園 児童養護施設 橋本市橋谷
③ー6 （福）桃郷 つくしんぼ園 児童発達支援センター 橋本市高野口町大野
③ー7 （福）顕陽会 すみだこども園 認定こども園 橋本市隅田町上兵庫
③ー8 （福）顕陽会 応其こども園 認定こども園 橋本市高野口町応其
③ー9 （福）子どもの家福祉会 橋本こども園 認定こども園 橋本市東家
③ー10（福）香久の実福祉会 香久の実保育園 保育園 橋本市高野口町名古曽
③ー11（福）萬年青友の会 三石保育園 保育所 橋本市三石台

海
南
市・海
草
郡

④ー1 （福）和歌山県福祉事業団 特別養護老人ホーム南風園 介護老人福祉施設 海南市木津
④ー2 （福）中庸会 特別養護老人ホーム 天美苑 介護老人福祉施設 海南市七山
④ー3 海南海草老人福祉施設事務組合 特別養護老人ホームやすらぎ園 介護老人福祉施設 海草郡紀美野町下佐々
④ー4 （医）同仁会 カルフール・ド・ルポ 介護老人保健施設 海南市築地
④ー5 （医）天竹会 天寿苑 介護老人保健施設 海草郡紀美野町下佐々
④ー6 （福）たちばな福祉会 橘寮 養護老人ホーム 海南市下津町方
④ー7 （医）さくら会 エンジョイさくら 通所介護 海南市大野中
④ー8 （株）ウェルネス・コート デイサービスセンターウェルネス 通所介護 海南市日方
④ー9 （株）ウェルネス・コート 訪問介護ステーションウェルネス 訪問介護 海南市日方
④ー10（有）ライフパートナー ハニーホーム東雲 生活介護・障害者グループホーム 海南市小野田
④ー11（福）あおい会 もなみ 生活介護・就労継続支援B型 海南市船尾
④ー12（福）一峰会 おかし工房桜和 就労継続支援B型 海南市野上新
④ー13（医）さくら会 さくらっ子 児童発達支援・放課後等デイサービス 海南市鳥居

有
田
市・有
田
郡

⑤ー1 （福）守皓会 特別養護老人ホーム 田鶴苑 介護老人福祉施設 有田市宮﨑町
⑤ー2 （福）守皓会 特別養護老人ホーム ありだ橘苑 介護老人福祉施設 有田市野
⑤ー3 （福）昭仁会双苑 特別養護老人ホーム 吉備苑 介護老人福祉施設 有田郡有田川町大字奥
⑤ー4 （福）昭仁会双苑 特別養護老人ホーム しみず園 介護老人福祉施設 有田郡有田川町粟生
⑤ー5 （福）昭仁会双苑 特別養護老人ホーム ハートケア万笑 介護老人福祉施設 有田郡有田川町大字奥
⑤ー6 （福）守皓会 デイサービスセンター田鶴苑 通所介護 有田市宮﨑町
⑤ー7 （福）昭仁会双苑 吉備苑デイサービスセンター 通所介護 有田郡有田川町大字奥
⑤ー8 （福）有田川町社会福祉協議会 有田川町社会福祉協議会通所介護 通所介護 有田郡有田川町大字角
⑤ー9 （福）広川町社会福祉協議会 広川町デイサービスセンター 通所介護 有田郡広川町大字広
⑤ー10（福）きたば会 在宅複合型施設ひろの里 通所介護・老人短期入所・訪問介護 有田郡広川町下津木
⑤ー11（福）千翔会 まごころランド 生活介護・就労継続支援B型・放課後等デイサービス 有田郡有田川町上中島
⑤ー12（福）和歌山県福祉事業団 多機能型事業所夢おれんじ 生活介護・放課後等デイサービス・児童発達支援 有田郡湯浅町栖原
⑤ー13（一社）Smileスミレ会 カラフルビーンズ 放課後等デイサービス 有田郡有田川町長田
⑤ー14（一社）Smileスミレ会 カラフルブランチ 放課後等デイサービス 有田郡有田川町上中島

御
坊
市・日
高
郡

⑥ー1 （福）敬愛会 特別養護老人ホーム 白寿苑 介護老人福祉施設 日高郡日高川町大字船津
⑥ー2 （福）敬愛会 特別養護老人ホーム 白寿苑別館 介護老人福祉施設 日高郡日高川町大字船津
⑥ー3 （福）同仁会 特別養護老人ホームカルフール・ド・ルポ印南 介護老人福祉施設 日高郡印南町山口
⑥ー4 （福）同仁会 特別養護老人ホームカルフール・ド・ルポ印南ヌーヴォ 介護老人福祉施設 日高郡印南町山口
⑥ー5 （有）フルライフ イクルみなべ サービス付き高齢者向け住宅 日高郡みなべ町東吉田
⑥ー6 御坊日高老人福祉施設事務組合 ときわ寮 養護老人ホーム 日高郡美浜町和田
⑥ー7 （福）みなべ町社会福祉協議会 デイサービスセンターゆうゆう館 通所介護 日高郡みなべ町埴田
⑥ー8 （福）和歌山県福祉事業団 由良あかつき園 生活介護・施設入所支援 日高郡由良町吹井
⑥ー9 （福）太陽福祉会 太陽作業所 生活介護・就労継続支援B型 日高郡美浜町和田
⑥ー10（福）和歌山県福祉事業団 由良みのり園 生活介護・自立訓練・施設入所支援・就労移行支援 日高郡由良町吹井
⑥ー11（福）太陽福祉会 通園みらい 児童発達支援センター 御坊市薗
⑥ー12（福）ふたば福祉会 はぐみ 放課後等デイサービス 日高郡みなべ町東吉田
⑥ー13 日高町［（株）共立メンテナンス日高営業所］志賀保育所 保育所 日高郡日高町志賀

田
辺
市・西
牟
婁
郡

⑦ー1 紀南地方老人福祉施設組合 特別養護老人ホーム百々千園 介護老人福祉施設 西牟婁郡白浜町中
⑦ー2 （福）すさみ福祉会 特別養護老人ホームはまゆう園 介護老人福祉施設 西牟婁郡すさみ町周参見
⑦ー3 （医）社団菫会 田辺すみれ苑 介護老人保健施設 田辺市城山台
⑦ー4 （株）栄幸 デイサービスセンター稲成 通所介護 田辺市稲成町
⑦ー5 （株）ゆぅみ ハナミズキ・デイサービス 通所介護 田辺市新屋敷町
⑦ー6 （福）上富田町社会福祉協議会 上富田町社会福祉協議会 通所介護・訪問介護 西牟婁郡上富田町朝来
⑦ー7 （株）アド・ビジョン 訪問介護ステーションきらり（いくま生活館1号館）訪問介護（サ高住） 西牟婁郡上富田町生馬
⑦ー8 （福）南紀のぞみ会 第二のぞみ園 生活介護・施設入所支援 田辺市上芳養
⑦ー9 （福）南紀のぞみ会 のぞみ園 生活介護・施設入所支援 田辺市たきない町
⑦ー10（福）紀伊の郷 日置川みどり園 生活介護・施設入所支援 西牟婁郡白浜町大古
⑦ー11（福）和歌山県福祉事業団 牟婁さくら園 生活介護・施設入所支援 西牟婁郡上富田町朝来
⑦ー12（福）和歌山県福祉事業団 多機能型事業所ハッスル 生活介護・就労継続支援B型 西牟婁郡上富田町生馬
⑦ー13（NPO）かたつむりの会 町家カフェ上屋敷二丁目（ワークサポートいこう）就労継続支援B型 田辺市上屋敷
⑦ー14（NPO）かたつむりの会 ララ・ロカレ 就労継続支援A型 田辺市上屋敷
⑦ー15（福）和歌山県福祉事業団 就労A型事業所ブランコート 就労継続支援A型 西牟婁郡白浜町瓜切
⑦ー16 アンスーリール（株） アン スーリール ド サクラ 就労継続支援A型・B型 西牟婁郡上富田町岩田
⑦ー17（福）和歌山県福祉事業団 児童デイサービスぱれっと 児童発達支援・放課後等デイサービス 西牟婁郡白浜町瓜切
⑦ー18（NPO）ころん ひまり 児童発達支援・放課後等デイサービス 田辺市下三栖
⑦ー19（NPO）ころん ことは 放課後等デイサービス 田辺市下三栖
⑦ー20（NPO）どんぐりはうす どんぐりはうす 放課後等デイサービス 西牟婁郡上富田町市ノ瀬

新
宮
市・東
牟
婁
郡

⑧ー1 （福）黒潮園 特別養護老人ホーム黒潮園 介護老人福祉施設 新宮市三輪崎
⑧ー2 （福）黒潮園 特別養護老人ホームクレール高森 介護老人福祉施設 新宮市三輪崎
⑧ー3 東牟婁郡町村新宮市老人福祉施設事務組合 特別養護老人ホーム南紀園 介護老人福祉施設 東牟婁郡太地町太地
⑧ー4 （福）串本福祉会 特別養護老人ホームにしき園 介護老人福祉施設 東牟婁郡串本町二色
⑧ー5 （株）夢工房 グループホームみんなの家 認知症対応型共同生活介護 東牟婁郡太地町太地
⑧ー6 （株）下里福祉 グループホームつつじ園 認知症対応型共同生活介護 東牟婁郡那智勝浦町下里
⑧ー7 （株）桐本商店 丹鶴介護サービスセンター 通所介護 新宮市仲之町
⑧ー8 （株）Healthylife フィットネスデイサービス健康ラボ 通所介護 東牟婁郡串本町串本
⑧ー9 （株）WISTERIA デイサービスセンターふじだな 通所介護 新宮市橋本
⑧ー10（株）下里福祉 デイサービスセンターつつじ園 通所介護 東牟婁郡那智勝浦町下里
⑧ー11（福）新宮市社会福祉協議会 新宮市社会福祉協議会 訪問介護 新宮市新町
⑧ー12（株）よろこび 介護センターよろこび 訪問介護 新宮市蜂伏
⑧ー13（福）熊野緑会 なぎの木園 生活介護・施設入所支援 新宮市木ノ川
⑧ー14（福）美熊野福祉会 杉の郷えぼし寮 生活介護・施設入所支援 新宮市高田
⑧ー15（福）美熊野福祉会 障害児者支援センター虹 生活介護・児童発達支援・放課後等デイサービス 新宮市蜂伏
⑧ー16（福）わかば福祉会 わかば園作業所 生活介護・就労継続支援B型 新宮市下田
⑧ー17（福）わかば福祉会 わかば園第二作業所 就労継続支援B型 新宮市木ノ川
⑧ー18（福）つばさ福祉会 エコ工房四季 就労継続支援B型 東牟婁郡串本町古座
⑧ー19（福）熊野緑会 第二なぎの木園 就労継続支援B型・自立訓練（生活訓練） 新宮市新宮
⑧ー20（福）美熊野福祉会 ワークランドそら 就労継続支援B型・放課後等デイサービス 新宮市佐野
⑧ー21（福）熊野緑会 すみれ 放課後等デイサービス 新宮市新宮
⑧ー22（福）聖十字福祉会 マリア保育園 認定こども園 新宮市野田
⑧ー23 新宮市 三津ノ保育所 保育所 新宮市熊野川町日足

※事業所の都合により、一覧表に記載されていても、受入れができない場合があります。※一覧に記載されている受入先は求人募集が出ている事業所とは限りません。



＜令和4年度　参加申込用紙＞

令和　　　年　　　月　　　日

令和４年度　福祉の仕事チャレンジ（職場体験事業）参加申込書
 申込者
 ※高校生の場合は、学校担当者が申込者となります。
下記のとおり、標記体験事業への参加を申し込みします。

ふりがな 　 性　別 年　齢

氏　名 男・女 　　　 歳

学
生

学校名（ ）
学年　　　年　学部等（ ）

一
般

在職中・職種（ ）
無職

住　所 〒 体験
希望時間

連絡先

※受入事業所と調整にあたり、当センターから連絡させて頂きます。必ず連絡の取れる番号をお書きください。

○電話番号

○携帯番号

体験希望日

※なるべく第３希望までお書きください。1～10日間の範囲でお書きください。

第１希望 　 　  年　　月　　日（　 ）～　 　  年　　月　　日（ 　）まで 計 日間

第２希望 　 　  年　　月　　日（　 ）～　 　  年　　月　　日（ 　）まで 計 日間

第３希望 　 　  年　　月　　日（　 ）～　 　  年　　月　　日（ 　）まで 計 日間

体験希望施
設・事業所

※別紙【受入事業所一覧】をご覧ください。記載がない場合は、居住地近くの施設を調整させていただきます。

番号（　　　　 ）
事業所名

体験希望
分野

※別紙【受入事業所一覧】をご覧ください。※該当するものを〇で囲んでください。

介護 【相談・支援業務を含む】・保育 【保育園または保育所、認定こども園】・看護
体験先まで
の交通手段
（予定）

※該当するものを○で囲んでください。

 自動車　　 原付　　 自転車　　 徒歩　　 公共機関　　 その他（ ）

福祉関係の
経験・資格

経　　験 無　・　有　（経験　　　　年　　　　ヶ月）

資　　格 無　・　有　（所持資格： ）

参加の動機
（複数記入可）

１．福祉の仕事に向くか自分の適性を見極めたい。　２．仕事の内容を知りたい。　
３．職場の雰囲気を知りたい。　４．応募先として検討したい。　
５．その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　）

備　考

〈個人情報の取り扱い〉
本参加申込書に記載された個人情報は、以下の目的にのみ利用させていただきます。　
①本事業の運営管理
②本体験参加者名簿への記載

ＦＡＸ　０７３－４３５－５２０９
※必ず体験希望日の2週間前までお申し込みください。

※事前に健康診断・検便等が必要な場合は２週間以上前までにお申し込みください。

職場体験の流れ

受入事業所一覧より体験先を選んでください。
・最新の一覧表は和歌山県福祉人材センターの HP からダウン
ロードしてください。

    https://wakayamakenshakyo.or.jp/~jinzai/fukushi/taiken.html
・和歌山県福祉人材センターの窓口でも配布しています。

・「福祉の仕事チャレンジ（職場体験事業）参加申込書」に
記入し和歌山県福祉人材センターあて、持参、郵送また
は FAXで申し込みください。

　申込先については、表面を参照してください。

・和歌山県福祉人材センターが受入事業所に連絡し、日程に
ついて調整を行います。

・事前に健康診断・検便等が必要な場合は、個人で、受け
ていただきます。（受診料は、体験者本人が立て替え、体
験時に、体験施設より支払われます。）

・体験者には「参加決定通知」を送付いたします。
・体験にあたっての心構えなど、「福祉の職場体験ガイド
BOOK」をお送りしますので、事前に読んでおいてください。
※発熱や風邪症状等がある場合は参加を控えてください。

・体験日時に遅刻、無断で欠席しないこと。
・挨拶やマナーを守ること。（複数参加の場合は、私語に
ついて十分気をつけること。）

・利用者の人権を尊重すること。
・事業所のスタッフの指示に従うこと。
・身だしなみに注意すること。
・マスクの着用、手指消毒等を徹底すること。

・体験が終わったら、事前にお送りしている返信用封筒にて体
験者報告書を提出してください。

体験先を選びます。体験先を選びます。

体験日を決定体験日を決定

申し込み申し込み
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5 福祉人材センターへ報告福祉人材センターへ報告

本体験は、職場見学やボランティアとは異なり、将来的に“就職”を視野に入れた体験です。職場の雰囲気や利
用者の様子、職員の業務内容などを理解し、体験前のイメージとのギャップを埋め、就職へとつなげてください。
※新型コロナウイルス感染症等の状況によっては、中止又は変更になる場合があります。

▶高齢者福祉・障がい者福祉・児童福祉など、あらゆる分野の事業所で介護・保育・看護の体験ができます。
▶どなたでも参加できます。給与は無給となります。
　（ただし、看護の体験については、看護師または准看護師の資格が必要となります。また、保育の体験については、保育士また
は保育士資格取得見込の方を対象とします。）

▶体験費用は無料（但し、受入事業所までの交通費・施設での食費等は実費となります。）
▶体験日数は、1日から最大10日間の体験ができます。10日以内は、複数事業所での体験が可能です。
▶参加申込は、体験開始日の2週間前までにお申し込みください。（例：申込日 4月3日   体験期間 4月17日～）
　（ただし、事前に健康診断書・検便等が必要な事業所への体験申し込みについては、体験開始の2週間以上前までにお申し込
みください。詳しくは、事前にお問い合わせください。）

▶職場体験の参加にあたり、全国社会福祉協議会のボランティア行事用保険に、和歌山県福祉人材センターから加入手続きをし
ます。（体験者負担はありません。）
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体験者の声

体験前は、福祉の仕事は、大変で難
しそうな印象だったが、体験後は、
更に興味をもち、工夫次第で楽しくす
ることができるという印象になった。 

福祉の仕事を実際に体験できること
は少ないと思うので将来、いろいろな
分野で活かしていきたいと思います。 
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