
施設紹介

職 場 の 環 境

年間カレンダー（研修プログラム、施設内イベントなど）

事業内容

年間休日が多い!!
122～125日程度（土日祝、お盆休み2日、
年末年始6日を合算した日数）が年間休日と
なります。有給も使用し海外旅行に行く職員
もいます。充
実したプライ
ベートを過ご
すことも良い
仕事をする秘
訣です。

地域との一体感
毎年、だいご苑で開催される納涼祭は、売店
やボランティア、地域の方を含め、500～
700名が集まる一大イベントとなります。
地域の皆様に
日頃の感謝を
伝えるため、職
員が協力して
作り上げてい
ます。

手厚い福利厚生!!
結婚・出産等のお祝い金はもちろん、加入し
ている福利厚生の団体からも勤続年数に応
じたお祝い金や、子供の入学金までお祝い
金が出ます。加入の会費は法人が負担しま
すので、職員の負担はありません。2年間に
一度、慰安旅行を行っています。（グアム、シ
ンガポール等、国内だけでなく海外も選択
できます）産休・育休も取得し、皆さん復帰し
ておられます。

充実した職員研修制度
入社してからはプリセプター（専属指導者）
が付き指導を行います。期間は6ヶ月～1年
間で、その間プロとしての知識・価値・技術を
学びます。困ったことがあれば相談したり、
精神的なフォローもしてもらうことができま
す。また、各階層別の研修があったり、外部
研修へも積極的に参加しています。働く人
の意欲を尊重するために、希望する研修が
あれば優先して出席してもらっています。

報奨制度の充実!!
勤続年数、資格取得（介護支援専門員、社会
福祉士、精神保健福祉士等）、職員の就職紹
介、研究発表について優秀な成績を残された
方に金一封を報奨金として支給しています。
【例】勤続１０年（３万円）、勤続２０年（６万円

＋休日）、介護福祉士（３万円）、社会福
祉士（５万円）、介護支援専門員（５万
円）、研究発表（県内５万円、東海北陸７
万円、全国１０万円）

キャリアアップ制度
看護学校進学希望者への費用全額補助、社
会福祉士の通信教育のサポート、また、全く
介護に携わったことがない方でも介護職
員初任者研修
や実務者研修
の受講料を補
助する等のサ
ポートをさせて
頂きます。

4月 5月 6月 7月 8月 9月

10月 11月 12月 1月 2月 3月

●プリセプター研修
●新人歓迎会

●健康診断

●主任・副主任研修
●管理職研修

●中途採用者研修
●看護師研修
●研究発表
●文化祭

●新規採用者研修
●プリセプター研修
●主任・副主任研修

●一般職2研修
●中途採用者研修
●管理職研修
●納涼祭

●一般職2研修
●相談員研修
●法人忘年会

●一般職3研修
●健康診断

●一般職3研修
●救命講習

●新規採用者研修
●プリセプター研修
●相談員研修

●看護師研修 ●中途採用者研修
●次年度新規採用者研修

基本方針

基本理念

法人概要

地域に愛され信頼される施設を目指します。
心と心のふれあいによる豊かな人間性の確立。

新 人 職 員 か ら の メ ッ セ ー ジ

　私は大学を卒業後だいご苑に就職し、相談員の経験を経て、現在は介護職員として勤めて
います。毎日、利用者様より「ありがとう」と言葉をかけて頂いたり、利用者様の笑顔を見たり
するたびにこの仕事に就いて良かったなと感じます。
　私には小さい子供がいます。仕事と育児の両立は大変ですが、周りの職員の協力もあり、急に
休まなければならなくなった時でも、理解して対応して下さり、助かっています。
　また、昨年、「介護職員実務者研修」を受講し、介護福祉士の資格を取得しました。法人が研
修の受講費用を負担してくれる等、キャリアアップ制度が充実しているので、安心して勉強に
励むことができました。だいご苑で一緒に楽しく働きましょう!!

働くパパママに優しい職場です。

介護職員・介護福祉士、社会福祉士
（6年目）

橋北 和己子さん

　介護施設で働きたいと思ったのは、中学生の時に企業体験させて頂いたことがきっかけでし
た。それから介護福祉士を目指して4月からデイサービスで働いています。入社したての頃は、
介護の知識や経験がなく「自分にできるのか、向いているのか」と不安になる事もありましたが、
優しく指導してくださる先輩職員や、利用者様の温かい言葉や笑顔が私の活力となり、今では
仕事が楽しく、毎日が充実しています。また、職場の雰囲気も明るく活気があり働きやすいです。
まだまだ未熟な私ですが、日々勉強していきながらこれからも頑張っていきたいと思います。

あたたかい利用者様や先輩職員に支えられて。

介護職員（新任）

島崎 千明さん

先 輩 か ら の メ ッ セ ー ジ

社会福祉法人 戸出福祉会

特別養護老人ホーム だいご苑
生きる喜びをともに感じあえる…。

〒939-1131
高岡市醍醐1257番地
電話 0766-62-0010
FAX 0766-62-0070
メール daigoen@abeam.ocn.ne.jp
http://www.daigoen.com
採用担当者
野村、手塚

「だいご苑」「いきいきサポートセンターゆめ」「だいご清水館」「だ
いご中田館」の4つの拠点で介護保険サービスを中心とした、様々
な形態の事業を展開し、一人ひとりの状況に合わせたサービス提
供を行っています。
18歳から78歳と幅広
い年齢の職員がライフ
ワークに合わせて和気
あいあいと働き、キャリ
アアップをしています。

●だいご苑（高岡市醍醐1257番地）
介護老人福祉施設、短期入所生活介護、通所介護、居宅介護支援
事業所、訪問介護、地域包括支援センター、地域密着型特養
●いきいきサポートセンターゆめ（高岡市戸出町3-1-75）
通所介護、高齢者生活支援ハウス
●だいご清水館（高岡市清水町3-5-58）
小規模多機能型居宅介護、認知症対応型通所介護、通所介護、居
宅介護支援事業所、サービス付き高齢者向け住宅
●だいご中田館（高岡市下麻生89-2）
小規模多機能型居宅介護、認知症対応型通所介護、通所介護、居
宅介護支援事業所、認知症対応型共同生活介護

募集要項・待遇
募集職種
雇用形態

応募資格

採用試験

試験内容
応募方法

勤務時間
勤 務 地

休　　日

介護職員
正職員（夜勤可能職員）
準職員（夜勤不可で一部、早遅勤務可能な方）
パート（日勤、夜勤どちらかのみで短時間の方）
未経験でも可（当法人の補助金制度にて無
料で資格取得ができます）
試験日はHPでご確認ください。
※5月中のHP掲載を予定
面接、作文
履歴書、卒業（見込み）証明書、成績証明書
（新卒のみ）、申込書（新卒のみHPよりダウン
ロード）※詳細はHPでご確認ください。
各事業所により違いあり（HPでご確認ください）
全て高岡市内
だいご苑、ゆめ、だいご清水館、だいご中田館
122日～125日（土、日、祝、盆、年末年始休暇を足し
た日数）年間変形労働制でシフトによる勤務となります

待 遇 等
給　　与

賞　　与

報 奨 金

退職金制度あり（勤続3年以上）
基本給：154,800円～202,800円（特養参考）
その他手当：特殊業務手当1万円
処遇改善手当＋α、他各種手当＋α
夜勤手当1万1千円/回
住宅手当：上限1万1千円
家族手当（配偶者）1万6千円（1子）5,500円
各管理者手当（3万円～20万円）
資格手当1千円～5千円
（合計　月額最低162,800円以上）
年2回　平均4.4ヶ月　最高4.9ヶ月
人事考課あり（昨年度実績）
介護福祉士合格3万円、社会福祉士、
介護支援専門員5万円（入社後取得者）、
就職支度金5万円（中途採用者）、
他勤続表彰あり
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基本方針

平成13年開苑。平成23年4月増設し
て、現在、8つの事業所を運営。職員と
利用者様が家族のような絆で結ばれる
ようにお世話させていただきます。

平成17年開苑。居室は全室個室の
ユニットケアとなっています。より家庭
に近い雰囲気の中でその人らしい生
活が継続できるよう支援します。

平成30年4月新規開設
定員　午前・午後　各10名
毎週日曜、お盆、年末年始休み
生活機能の向上を目指します。

●特別養護老人ホーム藤園苑
高岡市早川390-1
電話 0766-27-8288

●特別養護老人ホームのむら藤園苑
高岡市野村921-1
電話 0766-20-8900

●リハビリデイ藤園苑一歩一歩
高岡市早川262-1
電話 0766-21-8133

社会福祉法人 早川福祉会

特別養護老人ホーム 藤園苑/のむら藤園苑

基本理念

やさしさに包まれて、いつまでも自分らしく…。
「安心・快適」をお届けします。

施設紹介

　介護の仕事は、大変というイメージですが、元気いっぱいな職場で協力し合い無理なく楽しく
働くことができます。また苑内での勉強会や介護職員初任者研修が行われ、働きながらの資格
取得、介護技術等のスキルアップも目指せる職場です。実際に私も高校を卒業し、一から介護の
知識、技術を先輩から学び介護福祉士を取得することができ、今では新人を指導する立場へ成
長することができました。
　利用者様をケアすることは大変なこともありますが「ありがとう」の言葉や笑顔がやりがいに
繋がっています。介護現場で働くことに不安を持っている方もいると思いますが大丈夫です！明
るく元気な私達と一緒に働いてみませんか？お待ちしております。

明るく楽しい笑顔あふれる職場です。

介護職員
（4年目）

増田 紫乃さん

　私が高校生の時に今の職場を施設見学した時、職員が利用者様と接しているのを見て、一つ
の大きな家族のように感じました。そんな姿に感動し、藤園苑へ入社したいと思いました。
　介護は、利用者様と接することのやりがいがとても大きい仕事です。利用者様に「ありがと
う」と言われることや、名前を覚えて頂くだけでとてもうれしく感じ、これからも利用者様のた
めに頑張ろうと思えてきます。
　介護の経験も知識もなく、何もわからない自分に先輩方は丁寧に指導してくださり、とても
温かい職場です。私は、藤園苑で働くことができてとても幸せです。

仕事にやりがいがあり、毎日が充実しています。

介護職員（新任）

今村 大地さん

いつまでも自分らしく…。
礼儀、正直、清潔、敏速。

先 輩 か ら の メ ッ セ ー ジ

〒933-0957
高岡市早川390-1
電話 0766-27-8288　FAX 0766-27-8280
メール fujisonoen@soleil.ocn.ne.jp
http://www.fujisonoen.or.jp
採用担当者
事務局長　井林

法人概要

事業内容
【特別養護老人ホーム藤園苑】
長期入所50名、短期入所40名、デイサービス45名、認知症対応型デイ12名、グループホーム18名
ヘルパーステーション、居宅介護支援事業所

【特別養護老人ホームのむら藤園苑】
長期入所44名、短期入所8名、デイサービス45名、認知症対応型デイ12名、ヘルパーステーション
在宅介護支援センター、地域包括支援センター（野村・牧野）

無資格者でも大丈夫！法人内に介護職員初任者
養成校あり、職
員は原則、受
講料無料。また、
介護福祉士実
務者研修受講
料、奨学金制度
により全額免除。

平成29年度「がんばる介護事業所表彰」
雇用環境部
門にて表彰を
受けました。常
に職員が働き
やすい職場づ
くりを目指して
います。

募集要項・待遇
募集職種
雇用形態
応募資格

勤 務 地

勤務時間
休　　日
給　　与

そ の 他

介護職員
正社員
不問

早川390-1（藤園苑）
野村921-1（のむら藤園苑）
シフト表による
１１６日
基本給
145,000円～215,000円
資格手当
介護職員初任者研修
5,000円
介護福祉士　25,000円
社会福祉士　35,000円
夜勤手当、他各種手当

看護職員
正社員
正看護師・准看護師

早川390-1（藤園苑）
野村921-1（のむら藤園苑）
シフト表による
１１６日
基本給
175,000円～225,000円
資格手当
准看護師　10,000円
正看護師　30,000円

職務手当　15,000円

機能訓練指導員
正社員
理学療法士・作業療法士・
柔道整復師・あん摩マッサージ指圧師
早川390-1（藤園苑）
野村921-1（のむら藤園苑）
シフト表による
１１６日
基本給
175,000円～225,000円
資格手当
理学療法士　30,000円
作業療法士　30,000円
柔道整復師　20,000円
マッサージ師　10,000円
他各種手当

新 人 職 員 か ら の メ ッ セ ー ジ
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事業内容
●グループホーム(2施設）
入居定員　各１８名
●小規模多機能型居宅介護
２９名登録者
●サービス付き高齢者向け賃貸住宅
入居定員　１１名

【全ての施設は、利用者さんに合わせ
一緒に食事作りをします。】
利用者さんの経験を活かせるよう
に、人参やジャガイモ皮むきなど、本
人の能力合わせ一緒に行います。
調理を通して、食事の楽しみや、季
節を感じて頂き、能力の維持や認知
症の悪化を予防できるように働きか
けを行います。

家事を一緒に行い、持っている能力
を活かす事ができます。

認知症の方が穏やかに安心して生
活できる施設です。

施設紹介

基本方針

基本理念 尊厳と権利を守り、利用者本位の介護。
地域に開かれた施設、安心できる生活。

採 用 者 か ら の メ ッ セ ー ジ

　職場では、介護の未経験の方も採用しています。人生経験の豊富な方や新人さんたちが、共
にその能力と経験を活かし、利用者さんに寄り添った介護を行っています。職員は、採用後に資
格を取り、お互いの立場を尊重し、助け合いながら働いています。殆どの方が離職せずに長く働
いておられます。利用者さまの「ありがとう」の笑顔に、励まされる毎日です。みんなで一緒に介
護する喜びや達成感を感じてみませんか。

年を重ねても、若い方も一緒に元気に働き仲間になれる職場です。

統括マネジャー 介護支援専門員

古野 さつきさん

　私は、ローカルセンター野村というグループホームに就職し、12年目の介護福祉士です。そ
の間には、結婚、出産、と生活は随分と変わりました。現在は、３児の母で３回の育児休暇も頂き、
その後も継続して、介護職員として働いています。子供がまだ小さい為、夜勤なしの勤務形態で
働いており、会社、同僚の理解あってこそだと感謝しています。それでも、仕事と育児の両立が
大変で辞職も考えた事もありました。しかし、今も働けているのは、入居者の方を第一に考え愛
のある介護をされる尊敬できる上司がいる事、困った時には、助けてくれたり、フォローしてくれ
る同僚がいる事など人間関係の良さが、私がここで介護職として働きたいという意志を持たせ
てくれているのだと思います。この良い職場環境で一緒に働きませんか。

良いチームワークで、より良いケアを目指して。

介護職 介護福祉士
（１２年目）

池田 静香さん

　杜のつどい土合に就職し２年目、利用者の方の支援をして考えさせられる事が多くありまし
た。話を聴くだけで喜ばれる方、一緒に散歩するだけで気分転換になる方、声をかけてあげる
だけで安心される方、簡単な事ですが笑顔で過ごしていくには大事な事だと思い、日々努めて
います。専門知識が必要なケアや介助方法を必要とする方もいらっしゃり、介護職員として勉
強していく事が多く、上司や同僚が適切な方法を指導してくれたり、研修に参加して最新の知
識を身に着ける事で成長させていただいています。
簡単な仕事ではありませんが、一緒に働いている上司と同僚のサポートもあり、毎日頑張れてい
ます。利用者の方と職員が一緒に笑顔で過ごせる良い環境で共に働きましょう。 

利用者の方と職員が一緒に笑顔で過ごせる良い環境。

介護職 介護初任者
（２年目）

古戸 貴之さん

先 輩 か ら の メ ッ セ ー ジ

法人概要

株式会社 永田メディカル

ローカルセンター高岡/野村 杜のつどい土合
利用者さんの能力を活かし、
生き生きとした笑顔の生活を支えます。

〒933-0804
高岡市問屋町１２
電話 0766-28-2255　FAX 0766-25-5620
メール f-taya@nagata-medical.com
http://nagata-medical.com/care/
採用担当者
旅（たや）、古野

【ローカルセンター高岡】　認知症共同生活介護（グループホーム）　利用者定員18名
【ローカルセンター野村】　認知症共同生活介護（グループホーム）　利用者定員18名
【杜 の つどい 土 合】　小規模多機能型居宅介護　29名登録定員
　　　　　　　　　　　サービス付き高齢者向け賃貸住宅　入居定員11名

募集要項・待遇
職　　種

応募資格

雇用形態

勤 務 地

就業時間

介護職員
①正社員（１名）
②パート職員（１名）
資格・経験不問
（介護福祉士、介護職員初任者研修修了以
上あれば尚良し）
①正職員
②パート職員
ローカルセンター高岡（高岡市野村1474-1-2）
ローカルセンター野村（高岡市野村601-1）
杜のつどい土合（射水市土合461-1）
①正職員　1日8時間、週40時間
日勤　8:30～17:30
遅出　10:00～19:00
夜勤　17:00～翌日10:00

②パート職員　6時間程度
※時間帯、勤務日数は相談に応じます

休　　日
給　　与

試験内容
応募方法

保 険 等

年間休日数　108日
①基本給　153,000円～176,000円
資格手当　3,000円～10,000円
特別手当　10,000円～14,000円
処遇改善金別途支給
賞与年２回、交通費支給、夜勤手当

②パート職員　時給８５０円～
随時面接
履歴書、介護福祉士免許（有資格者）
専門学校などの卒業証明書
雇用、労災、健康、厚生
退職共済制度（勤続３年以上）

サービス付き高齢者向け賃貸住宅
入居者さん同士仲良く生活しています。

入居されている認知症の方の食事や排泄、入浴等の援助し生活を支えます。
認知症の方に寄り添い、記憶の混乱や被害妄想など認知症の悪化しないようします。散歩や買い
物しなど外出の機会を作り、行事等で地域との繋がりを持ち社会参加できるように介護しています。

デイサービスや泊、訪問のサービスを提供します。地域との繋がりを大切にして、在宅生活を支えます。
施設では、ゆっくりと一人ひとり入浴したり、健康麻雀や体操など楽しい時間を過ごせるようにしています。

小規模多機能型居宅介護
近隣地域の方がサービスを利用しています。

●ローカルセンター高岡 ●ローカルセンター野村

●杜のつどい土合 ●杜のつどい土合
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事業内容
介護サービスの基本は、個の尊重と自立（自律）支援
です。利用者さんが自分らしくご自身の人生を生きるこ
とを支援するのが私たちの仕事です。当社では、ホスピ
タリティにあふれ、しかもお客様ではなく生活者として利
用者さんおひとりお一人の生活を共に創り出していくこ
とを大切にしております。
利用者さんの「笑顔」を大切にして、「安心」「安全」に
生活できるよう、家族様・地域の皆さま、医療・福祉機
関との連携に努めております。

基本方針

地域の皆様に愛され、信頼される施
設運営を心がけています。

私たちは、人・心・和を大切にして、利
用者おひとりお一人と接しています。
所得に応じて最大23,700円/月の
家賃補助が受けられます。

利用者のために、自分のために。切
磋琢磨して頑張っています。

●充実の環境と万全の24時間サポートで
快適な生活
全室完全個室で各お部屋にトイレ・洗面台
付各フロアに食堂（フリーコーナー）を完備

●笑顔があふれるアットホームな雰囲気で
入居者様に生活の場を提供させていただ
いております。

●施設では、准看護師・介護福祉士・実務
者研修及び初任者研修の資格保持の
スタッフが常駐しております

●ケアホーム
くつろぎの里
高岡市木津2007番
電話 0766-28-0085

●ケアホーム
高岡ほほえみ館
高岡市木津1280-1
電話 0766-24-9077

●ケアホーム
砺波第2ほほえみ館
砺波市太郎丸1-5-9
電話 0763-33-7797

株式会社 フォレストリーフ

ケアホーム くつろぎの里

基本理念

私たちは入居者ひとりひとりの事を第一に考え
安心と安らぎに満ちた生活環境をサポートいたします。

施設紹介

採 用 者 か ら の メ ッ セ ー ジ

　この職場に入社して、4年目を迎えます。やりがいを感じることは、利用者さんと
接している時です。入浴介助では、「さっぱりした、ありがとう」、排泄介助では、「気
持ちよかった」など声が聞かれ、笑顔も見られます。利用者さんにもっと喜んでいた
だけるように日々頑張っています。「介護は大変」というイメージがあるかもしれま
せんが、アットホームな雰囲気で、利用者さんと職員がお互い笑顔があふれる職場
です。これから福祉の仕事を考えておられる方には、ぜひ、当施設に入社頂き、一緒
に利用者さんの笑顔を増やしていきましょう。

介護職員・介護福祉士
（4年目）

Mさん

　介護の仕事に就く方にとって最も大きな報酬は、利用者さんの笑顔であり、
日々の生活の中で培われていく心の絆そのものではないかと思います。介護
の仕事は決して楽なものではありません。当社では、働く職員それぞれが自ら
の立場で、利用者さんのために自ら考え、刺激しあい、行動することを大切にす
る人材を求めています。 施設長

Kさん

　
　

先 輩 か ら の メ ッ セ ー ジ

〒939-0857
高岡市木津2007番
電話 0766-28-0085　FAX 0766-28-0086
http://kutsuroginosato.jp/
採用担当者
西（にし）

法人概要

募集要項・待遇
募集職種
募集人員
応募資格
雇用形態
勤 務 地
勤務時間

休　　日

介護職員
5名
介護職員初任者研修（ヘルパー2級）以上
正社員・フルタイムほか
高岡市木津・砺波市太郎丸（3施設）
①7：00～16：00
②8：30～17：30
③10：00～19：00
④17：00～翌9：00（夜勤）
年間休日日数　115日　（シフト勤務による） 

給　　与

そ の 他

a 基本給　140,000～200,000円
b 定期的に支払われる手当 
【資格手当】 7,000～20,000円
【役職手当】 5,000～15,000円
【夜勤手当】 5,000円/1回
【職務手当】 8,000～20,000円
a ＋ b ＝ 155,000～240,000円
※通勤手当　上限 24,500円
賞与年3回
（前年度実績：夏季・冬季・期末の3回）
昇給あり 
駐車場完備（車通勤可）
パート労働も可（勤務時間応相談）
職場見学随時 
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北陸自動車道北陸自動車道

●オートバックス●オートバックス

●
魚津市役所

●
魚津市役所 ●魚津高校●魚津高校

新魚津駅新魚津駅電鉄魚津駅電鉄魚津駅

魚津IC魚津IC

●魚津警察署●魚津警察署
ア
ッ
プ
ル
ヒ
ル

●ア
ッ
プ
ル
ヒ
ル

●

●立山酒店●立山酒店●ありそ館●ありそ館

あいの風とやま鉄道あいの風とやま鉄道魚津駅

至黒部至黒部至富山至富山

魚津港
●
魚津港
●

施設紹介

職 場 の 環 境

事業内容

資格取得支援 職場環境改善
入浴や移乗介助など、日々の職員の身体的負
担を軽減するため、最新型の浴槽や移動式リ
フトなどを導入。女性職員や腰痛を抱える職
員の負担軽減
はもちろん、新
たな腰痛の発
生を未然に防
ぐ役割を果た
しています。

働きやすい環境づくり
「腰痛予防対策推進福祉施設」として、ご利用
者・介護者双方にとって安全で快適な介護技
術の普及に取り組んでいます。職員が、長期
間安心して働
き続けられる
ようハード・ソ
フト両面で環
境整備に取り
組んでいます。

育児休業取得・復帰率100%
正職員・パート職員共に、産前産後休業取得
及び育児休業復帰率は１００％（要件あり）。
復帰後、休業前と同じような働き方ができな
い場合は、そ
の方に合わせ
て様々な働き
方をご提案し
ますのでご安
心ください。

幅広い年代の方が活躍中
あんどの里では、正職員やパート職員、男女
を問わず10代～60代の幅広い年代の職
員が働いています。定年は満６３歳ですが、
ご本人の希望
によって満６５
歳まで正職員
として働き続
けることも可
能です。

短時間正職員制度
育児や介護等の理由により正職員としての勤
務に制限のある方に、「短時間正職員制度」を
ご提案しています（要件あり）。育児休業終了
後、ライフスタ
イルが大きく
変化する女性
職員の多くが
この制度を利
用しています。

業務をしっかりサポート
プリセプター制度を導入し、新人職員には先
輩職員がマンツーマンで丁寧に業務を指導し
ます。先輩ひとりではなく、事業所全体で人材
育成に取り組
んでいます。

ロケーション最高！
海と山を見渡せる素晴らしいロケーション
のあんどの里では、映画「カノン」「追憶」
「羊の木」のほか、介護の魅力をＰＲするＣＭ
撮影が行われ
ました。

充実の研修制度
スキルアップに役立つ様々な施設内研修を実
施。外部研修の受講も推進しています。また、
法人独自の「福祉プロ養成研修」では、職種
も年代もキャリ
アも違う職員
同士が、様々な
テーマに取り
組み意見を交
わします。

基本方針

基本理念

法人概要

「ありがとうとほほえみ」「ご利用者主義」。
ライフサポーターとして地域に貢献します。

採 用 者 か ら の メ ッ セ ー ジ

　学生時代、あるイベントで介護の仕事を体験したことがきっかけでこの仕事に興味を持ち、専
門学校卒業後に海望福祉会に就職しました。あんどの里では幅広い年代のスタッフが働き、若
い世代も多く勢いがあり、介護にイメージされがちな暗さは全くありません。また、法人にはラ
イフスタイルに合わせた働き方の変化にしっかり対応してくれる制度があります。自分自身、２
度の育児休業を取得し、この間に介護支援専門員試験に合格、復帰後は特養の介護支援専門
員として勤務しました。仕事と家庭との両立の中で、一時は短時間正職員制度を利用するなど、
柔軟に対応してもらいました。「長くいきいきと働き続けたい」と思えるこの「あんどの里」で、
わたしたちと一緒に働いてみませんか？

仕事と家庭を両立し、様 な々スタイルで自分らしく働けます。

介護福祉士、介護支援専門員
（１５年目）

宮野 恵さん

　わたしたち社会福祉法人海望福祉会は、「特別養護老人ホームあんどの里」をはじめ、障害者支援
施設やデイサービスセンターなどを運営し、地域からの多様なニーズにお応えしています。中でも魚
津市にある「あんどの里」は、富山湾と立山連峰を見渡すことができる素晴らしい場所にあります。
 日々、ご利用者様とのふれあいの中で出会うたくさんの笑顔と、「ありがとう」のことばは、何物にも
代えがたい喜びです。「誰かのためになる仕事をしたい」「やりがいのある仕事がしたい」という思い
を持った皆様のエントリーを、心からお待ちしています。

あなたのキャリアや人生経験を活かしてみませんか。

施設長

大﨑 雅子さん

先 輩 か ら の メ ッ セ ー ジ

社会福祉法人 海望福祉会

特別養護老人ホーム あんどの里
魚津・富山で多様な福祉サービスを展開し、
地域の皆様のニーズにお応えします。

〒937-0061
魚津市仏田3468番地
電話 0765-22-8808
FAX 0765-22-8802
メール ando-10@nice-tv.jp
http://www.kaiboufukushi.com/
採用担当者
髙畠 麻衣

海望福祉会では、働きながら「介護職員初任
者研修」や「実務者研修」を受講することがで
き、勤務調整について最大限に考慮します。
入社後にこれらの研修を修了した場合は、受
講費の全額を法人が負担します（要件あり）。
この受講費は、資格取得後3年以上海望福祉
会で勤務した場合、返還の必要はありませ
ん。また、介護福祉士の受験費用についても
助成制度があります。

募集要項・待遇
募集職種
募集人員
雇用形態
応募資格

勤 務 地
勤務時間

休　　日

介護職員
2名
正社員・フルタイム
（1）介護福祉士の資格を有する方
（2）介護職員初任者研修修了（見込み）の方
（3）無資格、未経験の方
魚津市（特別養護老人ホームあんどの里）
8時間/日
（就業時間は勤務表のシフトによります）
週休2日・年末年始休暇

給　　与

賞　　与

そ の 他

a基本給　142,400円（高卒・資格無し）～
※中途採用の方は、お持ちの資格や経験年
数、業務内容などを最大限に考慮しますの
で、その方によって待遇が異なります。

b手当
特殊業務手当、変則勤務手当、夜勤手当、
年末年始手当、通勤手当、扶養手当他
年２回
介護職員処遇改善一時金（毎年３月支給）
「通勤距離が遠くて心配・・・」という方は、社宅
制度並びに家賃補助制度があります（適用要
件あり）。ぜひご相談ください。

社会福祉法人海望福祉会では、特別養護老人ホームあ
んどの里（従来型）定員50名、（ユニット型）定員30名の
ほか、同敷地内にデイサービス、障害者支援施設ひゞ きを
併設しています。また、富山市では有料老人ホームなども
運営し、地域の皆様からのニーズにお応えする多様な福
祉サービスを展開しています。

特別養護老人ホームあんどの里は、穏やかな富山湾に臨
み、後方には雄大な立山連峰が見える自然豊かな場所
にあります。「ありがとうとほほえみ」「ご利用者主義」の理
念のもと、先輩職員がマンツーマンで業務指導を行い、サ
ポートします。また、休みを取りやすい協力体制で、プライ
ベートの充実と、仕事と子育ての両立をバックアップします。
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●
日産サティオ富山
●
日産サティオ富山 ●

カトル・セゾン
●

カトル・セゾン
魚津緑ヶ丘病院

●
魚津緑ヶ丘病院

●

●ナチュラル工房●ナチュラル工房●
V・ドラッグ魚津南店
●
V・ドラッグ魚津南店

基本方針

社会福祉法人 新川老人福祉会

特別養護老人ホーム 新川ヴィーラ

基本理念

「利用者のために」という思いを共有しませんか！

採 用 者 か ら の メ ッ セ ー ジ

　これから就職を考えておられる皆さんは、新しい環境で馴染めるか、ずっと仕事を続けられる
環境が整っているのかなど不安な事がたくさんあると思います。この法人では若手職員やキャ
リアを積んだベテラン職員が多数在籍しているので、サポートも手厚く相談しやすい環境で
す。私自身仕事で困ったことがあればすぐに先輩に相談したり、時には「こうしたらどうだろう
か？」と気付いたことがあれば提案したりととても良いコミュニケーションが取れているなと
思っています。他にも法人内研修だけでなく外部研修も多く、多数の職員が参加しており職員
育成においても法人サポートがしっかりしています。少しでも新川老人福祉会が気になった方
は見学だけでも良いので足を運んでみてください。

職員みんなが成長できる職場です。

生活相談員、介護福祉士、社会福祉士
（2年目）

中村 侑生さん

　毎年新規職員を迎えられることをとてもうれしく思います。当法人では介護の基本をしっかり身に付けて頂くために、
介護職員も生活相談員も特養勤務から始めています。そして在宅サービスの勤務へと進みます。入職当初は、養成校
での学びと現実とのギャップに戸惑われるようですが、そこは同じ職場の仲間達のフォローや利用者さんからの「あり
がとう」の言葉の応援で、乗り越えておられるようです。良いこと、つらいことをたくさん経験して、心の丈夫な介護職
員に成長して頂きたいと願っています。安心してください。いつも見守っています。

先輩たちが見守ってくれます。

人類愛と老人文化の構築に努めます。
介護を通して心の交流を。地域活力と介護力の一体を目指して！

先 輩 か ら の メ ッ セ ー ジ

〒937-0807
魚津市大光寺450番地
電話 0765-24-8822
FAX 0765-24-6127
メール nrf@jasmine.ocn.ne.jp
http://niikawa-fukushi.net/aboutus/
採用担当者
朝野 静香

法人概要

事業内容
その他運営施設
魚津ハウス（ケアハウス）、新川ヴィーラショートステ
イ、「新川ヴィーラ・魚津市西部・住吉・経田・水橋・片
貝」デイサービスセンター（６ヶ所）、新川ヴィーラ訪
問介護事業所、さくらヘルパーステーション、魚津市
訪問入浴介護事業所、魚津市在宅介護支援セン
ター、魚津訪問看護ステーション、魚津チューリップ
苑、チューリップ苑2号館、介護あんしんアパート小
津の里、介護予防事業、配食サービス

入所92名＜本館36名（4人部屋9室）、
新館20名（1ユニット10名×2ユニット）、
東館36名（1ユニット9名×4ユニット）＞

入所20名＜1ユニット10名×2＞地区の小
学校・保育園との交流を図り、生き生きとし
た生活への支援を提供します。

入所50名。年齢60歳以上の人で、所得があ
まり高くなく、家庭環境などにより居宅で生活
することが困難な高齢者の福祉施設です。

●特別養護老人ホーム
新川ヴィーラ
魚津市大光寺450番地
電話 0765-24-6126

●地域密着型特別養護老人ホーム
片貝ヴィーラ
魚津市島尻1520
電話 0765-32-7700

●軽費老人ホームＡ型（給食型）
新川ハイツ
魚津市大光寺321
電話 0765-24-9595

定数9名（個室9室）概ね65歳以上で軽度
認知症の人を対象に、その人らしく生き生き
とした生活が送れるよう支援します。

登録定員29名。住み慣れた地域で、24時間、
365日安心して生活が出来るよう、通い・訪問・
泊りのサービスを組み合わせ支援します。

居室数26室。生活相談員による高齢者生
活支援サービス（安否確認、生活相談、食
事等）を提供します。

●しんきろうハウス
（グループホーム）
魚津市東町12番1号
電話 0765-24-8866

●小規模多機能型居宅介護
小津の里
魚津市本町2丁目8番12号
電話 0765-24-6111

●さくらハウス2号館
（サービス付高齢者向け住宅）
富山市水橋市田袋108-1
電話 076-478-3705

施設紹介

募集要項・待遇
募集職種
募集人員
雇用形態
就業形態
応募資格

勤務時間
時 間 外

介護職員
3名
正規職員
フルタイム
介護福祉士の資格を有する方、
もしくは取得見込みの方
1日8時間、週40時間
月平均2時間程度

勤 務 地

休　　日
保 険 等
給　　与

賞　　与

魚津市内及び富山市水橋
＊ご本人と相談の上決定
年間114日
雇用・労災・健康・厚生・退職金制度
a基本給
162,750円
b定期的に支払われる手当
特殊業務手当 16,275円＊特養勤務の場合
a+b 179,025円
4か月（6月・12月）、
0.5か月＜処遇改善手当（3月）＞

【福 利 厚 生】永年勤続賞（勤続5年から 5年毎に旅行券 最高15万円支給、勤続20年は海外旅行）・
　　　　　　　職員旅行補助・リフレッシュ休暇・時間単位の有給休暇取得
【働きやすい環境】女性が輝く元気企業とやま賞受賞
【職場環境改善】職員によるアイデア提案（優秀賞1万円）・一二三研修委員会（入職3年目職員対象）
【キャリアアップ支援】新規採用職員育成プログラム
【資格取得支援】新川老人福祉会人材育成積立金
【各 種 表 彰】法人賞3万円・理事長賞3万円・精勤賞3万円・ハート賞1万円・自立支援賞1万円・研究発表奨励賞2万円
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基本方針

医療を通して地域高齢者の生命と健
康を守り、高齢者とその家族に幸福と
安心を提供します。
医療保険適用病床５８床
介護保険適用病床５０床

富山県で初めて、全国で８番目に開
設。介護を必要とする高齢者の自立
を支援し、家庭復帰を目指します。
入所、短期入所５１床
通所リハビリ、定員２０名

入居者に応じた自立支援のため、ケア
マネ、関係機関、家族と連携し、ニーズ
に合わせたサービスを提供します。

●魚津病院
魚津市友道７８９番地
電話 0765-24-7671

チームケアによる、利用者のＡＤＬの
向上、「自分で出来る」の積み重ねを
目指します。
定員１５名

●魚津病院吉島デイサービス
魚津市吉島200-3
電話 0765-24-6630

●魚津老人保健施設
魚津市友道７８９番地
電話 0765-24-7691 

●ぬくもり訪問介護事業所
魚津市友道777
電話 0765-24-7681

医療法人社団 七徳会

魚津病院/魚津老人保健施設

基本理念

七徳会は一人ひとりの情熱を大切にします。

施設紹介

採 用 者 か ら の メ ッ セ ー ジ

●定期的に先輩からのフィードバック面接があるので、自身の状況を客観的に知ることができ、
成長につながりました。
●育てようとしているのが実感できるから、自分の成長にもつながりました。
●先輩の方が、結婚、出産、育児休暇を取得し、周りのフォローがあります。
　仕事と家庭を両立して働き続ける姿を見て、私もずっとここで勤務したいと思いました。
●職場の雰囲気が良く、働きやすいです。

一緒に歩みましょう。シルバーライフ応援隊。

３０歳以下
入職３年以内の若手職員

一二三会メンバー

　七徳会は、医療を通して地域高齢者の生命と健康を守り、ご家族と連携して高齢者の幸せと
その人らしい生活を支えます。その基盤として、職員一人ひとりの資質向上と協働体制の確立
を重視しています。働き甲斐のある職場、助け合いのある職場づくりに努めています。
　是非、法人の仲間として、高齢者医療・介護の充実に向けて、一緒に汗を流しましょう。

情熱あるあなたをお待ちしています。

事務長

四月朔日 秀典さん

真の高齢者医療・介護で地域社会に貢献。
時代に即応した新しいサービスの提供。

先 輩 か ら の メ ッ セ ー ジ

〒937-0806
魚津市友道789番地
電話 0765-24-7671
FAX 0765-24-7157
メール info@uozubyouin.jp
http://www.uozubyouin.jp
採用担当者
四月朔日 秀典

法人概要

事業内容
●魚津病院（療養病棟、外来、歯科）

●魚津老人保健施設

●片貝診療所

●通所リハビリ

●デイサービス

●有料老人ホーム

●訪問歯科

●訪問リハビリ

●訪問介護

●居宅介護支援等

●プリセプター制度を採用しており、現場での指導や相談役として先輩の
職員がマンツーマンで指導・支援をします。

●健康保持、子育て、趣味などを楽しみ、生きがいのある豊かな生活支援
のために、有給休暇の取得促進、部署内調整でのリフレッシュ休暇の
取得促進に取り組んでいます。

募集要項・待遇
募集職種
募集人員
雇用形態
応募資格

勤 務 地
勤務時間
休　　日
給　　与
賞　　与

介護職員
3名
正規職員
介護福祉士の資格を有する方、
または、取得見込みの方
法人各施設内（魚津市内）
各施設による勤務時間
年間114日
173,000円～（有資格者）
4ヶ月（6月、12月）、および、1か月程度（3月）

【職員サポート】
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基本方針

特定非営利活動法人 生活支援センターアットホーム新川

グループホーム/デイサービス 金さん銀さん

基本理念

利用者様と心触れ合うゆっくりな時間と
ぬくもりのある木の施設で快適職場。

新 人 職 員 か ら の メ ッ セ ー ジ

　グループホームは３６５日２４時間休みがありません。利用者様と伴に職員全員が交代で共同
生活をする職場です。
　利用者様は１施設９人が定員で、日々の生活を伴にしているとお互いの気持ちが通じるように
なり、おばあちゃんと孫のような関係が生まれてきます。一つ一つの声がけにも思いがこもり、嬉
しい事楽しい事や辛い事も一緒に共有できる仕事は他には無い大事なものだと思います。
　職員は若い人から高齢の方までバラエティーですが、お互いに教えあいながら日々成長できる
職場です。介護経験のない方でも安心して仕事ができ、スキルアップも自然に出来て行きます。
一緒に介護をして、一生の大切な仕事として自信と誇りを持ちませんか？お待ちしています。

思いやりとチームワークで毎日が充実しています。

主任管理者
（６年目）

木下 美沙さん

　初めて仕事に来たときは、何からやって良いか分からず不安でした。しかし、数日後にはそん
な心配すら忘れて仕事をしていました。利用者様からは孫のように可愛がられ、先輩職員はお
母さん・お姉さんで、みんなから激励されながらアッと言う間の一年でした。
　今では随分前から勤めているような顔になったと言われます。最近、自分でも仕事に余裕が
持てる気がします。また、利用者様に楽しんでもらえる自分らしい企画をするのも楽しみの一つ
です。初心者でも安心して楽しみながら仕事ができてやりがいがあります。
　自分の一生の仕事として一緒に働きませんか。

初めてでも安心！お母さんがやさしくアドバイス。

介護職
（１年目）

囲 佳緒梨さん

地域に密着し利用者へ安心・安全のサービス。
温もりと思いやりをチームワークで提供。

先 輩 か ら の メ ッ セ ー ジ

〒９３７-００４１
魚津市吉島1118-1（法人本部）
電話 ０７６５-２４-０３１５　FAX ０７６５-２４-０３７４
メール niikawa@at-home.or.jp
http://www.at-home.or.jp/
採用担当者
関口 斎

法人概要

滑川市の郊外で旧国道８号線とバイパスに近いが静かな
ところです。
地域に根ざした施設で個を活かしたケアの実践を目指しています。

あいの風とやま鉄道滑川駅近くの住宅街の真ん中です。
「わいわい　がやがや　しゃべらんまいけ」みんな一緒に
楽しめる施設です。

魚津市の丘陵地にあり海と山が一緒に楽しめる施設です。
利用者様一人一人の思いを大切に、生き生きした介護を
目指しています。

●グループホーム沖田金さん銀さん
滑川市沖田新４１
電話 ０７６-４７６-５３６７

●グループホーム柳原金さん銀さん
滑川市柳原３３-１
電話 ０７６-４７６-６４１１

●グループホーム天神金さん銀さん
魚津市天神野新６７１
電話 ０７６５-３１-９０８５

黒部市の真ん中で色 な々施設が周囲にある便利な施設です。
笑顔と思いやりのケアで、気軽に遊びに来てもらえる施設を
目指します。

あいの風とやま鉄道西入善駅近くののどかな田園の中に
あります。
いつも賑やかでいつもどこかで笑い声のある元気な施設です。

「きらきら　生き生き　自分らしさでやわやわ
行こう」がテーマの認知症対応デイサービスです。
東狐金さん銀さんの前にあります。

●グループホーム荻生金さん銀さん
黒部市荻生２６７３-２
電話 ０７６５-５７-０５５３

●グループホーム東狐金さん銀さん
入善町東狐６０３
電話 ０７６５-７４-８２２８

●デイサービス金さん銀さん
入善町東狐６０３-１
電話 ０７６５-７２-００９５

施設紹介

事業内容
入居定員９名の認知症対応型グループ
ホーム５箇所と定員１２名の認知症対応
型デイサービス１箇所の地域密着型施
設を滑川市から入善町までに分散して運
営する特定非営利活動法人（NPO）で、
地域と密着した活動を目指しています。
職場環境においてもキャリアパス制度を
導入して、有資格者が自信を持って働け
る職場となっています。
また、入居者様や職員の声が法人の運
営に反映される明るい職場です。

募集要項・待遇
募集職種
募集人員
雇用形態
就業形態
勤 務 地

応募資格
採用試験
試験内容
応募方法

グループホーム等の介護職員
5名ほど
正規職員
フルタイム（パートタイム・夜勤専門も可）
滑川市から入善町までの各施設
お住まいに近い所を優先
資格不問（介護福祉士は手当てあり）
随時
面接
履歴書、有資格者は資格者証
※専門学校等の　卒業見込証明書

勤務時間
休　　日
給　　与

賞　　与
期末手当
昇給制度

１日８時間、週４０時間
年間休日１０８日
a基本給（月額平均）
145,000～165,000円
bその他手当て
資格手当　10,000円
夜勤手当　1回4,500円（月6～7回）
遅出手当　1回　800円（月6～7回）
a+b
176,800円～202,800円
年２回（6月、12月）
年度末に１回
キャリアパス制度導入済み
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氷見市役所

●
氷見市役所

施設紹介

職 場 の 環 境

年間カレンダー（研修プログラム、施設内イベントなど）

当施設は、氷見市の中心部に立地しています。高齢化社会
を迎えた今日、お年寄りの方々にとって住み慣れた地域で生
きがいを持ち、健康で暮らして頂くことがとても大切です。ほの
ぼの苑では、地域や家庭との結びつきを大切にし、入所者が
安心して日 を々過ごせる生
活の場をご用意しました。
優しく声をかけ、手をかけな
がら、明るく元気な毎日をお
過ごしになれますよう、お世
話させて頂きます。

事業内容
●特別養護老人ホーム　定員80名
サービス内容
サービス計画に基づき、入浴、排泄、食事等の介護　相
談・援助、社会生活上の便宜の供与、その他の日常生活
上の世話、機能訓練、健康管理
等のサービス
●併設事業
・短期入所生活介護　定員20名
・通所介護　定員40名
・居宅介護支援事業所

資格取得支援
介護福祉士の資格を取得する為の奨学金制
度があります。受験当日や施設外研修受講は
勤務扱いとなり自分の休日を使うことはあり
ません。
研修費用も施
設負担となっ
ており、不安な
くスキルアップ
が出来ます。

働きやすい環境づくり
「腰痛予防対策推進福祉施設」の認定を受け、
リフトや福祉用具を積極的に活用し、職員の腰
痛予防対策と利用者の自立支援・安心安全な
介護に取り組ん
でいます。研修
も整備し職員が
不安なく実施出
来るよう対応し
ています。

キャリアアップ支援
介護福祉士実習指導者講習、認知症介護実
践者研修、キャリア段位アセッサー・レベル
認定、特定行為業務従事者認定、その他保
有資格（研修
終了）への手
当支給や研修
受講の支援が
あります。

頑張る介護職員応援
「がんばる介護職員応援事業」に於いて、ほ
のぼの苑の介護職員が表彰されました。
今後も、スキルや資格を活かし、介護職員と
して 自 信 を
持って輝ける
環境を提供し
て行きます。

子育て支援
子育てを積極的に支援する環境を就業規則
に整備しています。
また、「子育て支援優良企業」を目指し、安
心して仕事と
子育てが両立
できる体制づ
くりに取り組ん
でいます。

福利厚生
ビーチバレーやリレーマラソン大会、ボー
リング大会等に参加し、多職種と共に楽し
い時間を過ごし、職員間の交流を大切にし
ています。

4月

10月

●お花見
●春を楽しむ会
●救命救急講習

●ほのぼの祭
●感染予防対策研修

5月

11月

●ドライブ
●職員育成研修

●そば打ち実演会
●秋を楽しむ会
●身体拘束ゼロ虐待防止研修

6月

12月

●運動会
●食中毒予防研修

●餅つき大会
●クリスマス会
●事故発生防止研修

7月

1月

●七夕の会
●夏を楽しむ会
●事故発生防止研修

●新年の会 
●認知症研修

8月

2月

●納涼祭
●褥瘡予防研修

●節分の会

9月

3月

●敬老の会
●看取りケア研修

年間を通して
●手作りおやつ
●喫茶
●法話会
●移動図書
●行事食
●誕生会
●ドライブ
●腰痛予防研修●ひな祭り会

●施設方針説明会

基本方針

基本理念

法人概要

地域から愛され親しまれ続ける福祉施設。
サービス精神の原点を追求～利用者様の尊厳を守り、自立（自己実現）を支援するサービスを提供します。

　介護の仕事は「人」相手の仕事です。そして、利用者様がその人らしく生活して頂けるよう、一
番身近で関わり支えていく仕事です。些細な事で笑い合い、手を叩いて喜び合える。時には一緒
に悲しみ手を握って涙する事もあります。そんな日々の中で悩みや壁にぶつかった時、利用者様
の笑顔や「ありがとう」の言葉に沢山支えられました。そして、相談に乗ってくれ、協力してくれる
仲間がいてくれたからここまで続けてくる事が出来ました。私はほのぼの苑に入職して15年目
を迎えます。介護という仕事に携わる上で、戸惑う事も沢山ありましたが「人」相手の仕事で私が
「人」に支えられているんだと感じています。「人は宝」です。私はほのぼの苑の利用者様や仲間が
大好きです。そんな人達と支え合いながらこれからも頑張っていきたいと思います。

「人」との関わりが私のエネルギー!!

　私は福祉系専門学校卒業し約18年間療養型老人福祉施設・地域密着型グループホームと就労し結
婚を機に離職しました。再就職を考えた際、自分に何が出来るだろうか？と考えましたが、やはりこれま
での経験や知識を活かしてまだ私自身経験したことの無い施設で働いて学んでみたいという気持ちが
あり、特別養護老人ホームを再就職先として選びました。
　現在就労し５ヶ月が経ちますが、先輩方の細やかで温かい指導・力強い支えの下、日々学びチームケ
アの一員として育てて頂いています。介護職１年生に戻り新たな気持ちで前を向いて頑張っています。

新たな気持ちで前進していきたい。

先 輩 か ら の メ ッ セ ー ジ

社会福祉法人 白寿会

特別養護老人ホーム ほのぼの苑
～声かけて　心をかけて　手をかけて～

〒935-0063
氷見市加納４９５番地１
電話 0766-74-7500
FAX 0766-74-7511
メール info@hakuju-kai.jp
http://hakuju-kai.jp
採用担当者
木原 誠三

介護副主任・介護福祉士
（１４年目）

名内 博美さん

介護福祉士

川縁 奈央子さん

募集要項
募集職種
募集人員
応募資格

雇用形態
就業形態
応募方法

介護職員
３名
資格は不問　※あれば尚良し
資格が無くても安心。奨学金制度があります
※未経験の方もしっかりフォロー致します
※経験者は給与面で優遇されます
正社員
交替勤務
履歴書（写真貼付）

休　　日

給　　与

賞　　与
見学希望

年間休日１０８日
※年次有給休暇・時間有給・慶弔等特別休暇あり
ａ基本給　１６５,０００円～１７１,０００円
ｂ手　当
・夜勤手当１回８,０００円（月４回程度）
・交替者手当（夜勤実施者）６,０００円
・職能手当６,０００円～１２,０００円
ｃ資格手当
・介護福祉士６,０００円
・実務者研修４,０００円
・介護支援専門員１０,０００円
ｄ研修修了者手当
・初任者研修終了２,０００円
・認知症介護実践研修２,００0円
・特定行為業務従事者認定３,０００円
※記載以外に特定研修取得により手当支給あり
年２回
随時受け付けています。お気軽にお電話ください。
担当：浦田・橋本  

待　　遇
保 険 等

時　　間

社会保険、労災、雇用、健康、厚生年金
※退職金制度あり
１日８時間　週４０時間
7：１５～１６：１５、９：００～１８：００
１０：３０～１９：３０、１７：３０～翌９：30

新 人 職 員 か ら の メ ッ セ ー ジ
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施設紹介

基本方針

基本理念 自分らしく過ごせる場所であり続けたい。
一人ひとりのために（心　笑顔　つながり）。

採 用 者 か ら の メ ッ セ ー ジ

　私は、お一人おひとりを大切に、ご利用者様とその家族が地域の中で安心して元気に暮らせるよ
ういただけるようお手伝いをさせていただける会社を目指しています。皆さんに安心して元気に暮
らしていただくためには、まず私たち職員が安心して元気でいなければいけません。私は来夢に関
わるすべての『人材』を『人財』であると考えています。介護のお仕事のよいところの１つとして、幅
広い年代の方が同じように活躍できるところです。未経験やブランクのある方、キャリアアップを目
指す方など、様々な方をバックアップしていきますので、一緒に働いてみませんか。

『身体』だけでなく『心』の介護サービスをしていきたい。

代表取締役

岩倉 香織さん

　通所介護は、ご利用者様の送迎やお食事、健康チェック、口腔ケア、入浴、機能訓練、見守りや話
し相手、各種レクリエーションなどの日帰りサービスを提供します。
　来夢では、各種レクリエーションに力を入れていて、スタッフ全員で案を出し合って考えてい
る毎日提供しているゲームは種類が豊富で、ご利用者様から大変好評を得ています。
　生活相談員の仕事は色々な職種の方と関わる仕事なので、現場の職員をはじめご利用者様や
ご家族様、担当のケアマネージャー等と連携を取りながら、ご利用者様が安心して生活できるよ
うサポートしていく仕事です。
　日々大変なこともありますが、ご利用者様の笑顔や元気を見るとやり甲斐を感じています。来
夢は笑顔がいっぱいで、アットホームな働きやすい職場です。

風通しのよい、明るい職場で一緒に働いてみませんか？

通所介護、生活相談員・介護福祉士
（4年目）

荒勢 優希さん

　訪問介護・住宅業務は、入居者様の日常生活の自立を支援する介護サービスの中心的なお仕
事です。食事や入浴、排せつや衣服の着脱や移動などの介助のほか、清掃や環境整備、バイタル
測定の記録や日誌などが主な仕事です。
　仕事をしていて何気なくお話ししている時に笑顔になっていただけるととてもうれしく思い
ます。ですので私は、皆様に笑顔になっていただくために、いつでもどんな時でも『明るく・楽し
く・笑顔』を絶やさないよう心がけています。
　入居者様からの『ありがとう』の温かい言葉や笑顔をいただくことで、この仕事をしていてや
りがいを感じています。
　定期的に勉強会を実施しているので、介護の未経験や知識がなくても安心して働くことがで
きます。一緒にお仕事しませんか。

『ありがとう』の言葉が、明日の私の活力です。

住宅責任者兼訪問介護職員・介護福祉士
（2年目）

的場 雄一さん

先 輩 か ら の メ ッ セ ー ジ

『のんびり』『ゆっくり』『あったかい』ご利用者様の
能力に応じ、可能な限り自立し、安心して楽しい日
常生活を送っていただけるよう、住宅部分では個
別にサービスを計画し、提供しています。  

毎月全てのご利用者様を対象としたいろ
んなイベントを行っています。ご利用者様
だけでなく、職員も楽しくイベントを楽しん
でいます。いろんな企画が目白押しです。  

ご入居者様の生活は、24時間365日変わらずに続いて
いきます。『終の棲家』として、通所介護、訪問介護、住宅
職員が介護保険事業や自費サービスを組み合わせること
によって、すき間のないサポート体制を実現しています。  

いつまでもお元気で過ごしていただくために、デイサービス
のリハビリルームでは機能訓練指導員が個別にリハビリ
をサポートしています。お一人おひとりに合わせたペースに
て取り組んでいただいており、大変好評です。  

日差しの差し込む広 と々した吹き抜けの中庭は、お天気の日にな
りますとオープンテラスでティータイムを楽しんだり、夏にはバーベ
キュー等のイベントを行うこともあります。冬には樹木にイルミネー
ションライトを設置するので、寒いながらも華やかになります。  

切れ目のない安心のため、24時間対応型の
訪問介護を提供しています。

いつまでもお元気で過ごしていただくため、
リハビリに特化したデイサービスです。

居心地のいい空間で素敵な空間をリハ・ハウ
ス来夢は提供しています。

法人概要

株式会社 来夢

リハ・ハウス 来夢（らいむ）
一人ひとりの個性、あなたらしさを大切に。
安心で快適な、感動ある毎日を。

〒935-0015
氷見市伊勢大町2丁目14番20号
電話 0766-54-5519　FAX 0766-54-5591
メール info@raimucare-t.jp
http://raimucare-t.jp/
採用担当者
矢代 虎太郎

募集要項・待遇

リハ・ハウス来夢［らいむ］は、通所介護（デイサービス）・訪問介護・居宅介護支援事業
所を併設した氷見市にあるサービス付き高齢者向け住宅です。施設内には介護職員
が２４時間常駐し、ご入居の皆様にとって安心で、快適に、そして感動ある毎日となる
よう支援させていただいています。

事業内容
●サービス付き高齢者向け住宅
入所定員４０室
（1人部屋：３６室、2人部屋：４室）
●通所介護（デイサービス）
定員３０名
●訪問介護事業所
●居宅介護支援事業所

職種・人員
　
　

応募資格

雇用形態
勤 務 地

勤務時間

①デイサービス職員（1名）
②訪問介護員（3名）
③住宅職員（2名）
④介護支援専門員（1名）
①③資格なしでも可、介護福祉士優遇
②介護福祉士、介護職員初任者研修、ケアマ
ネジャーなどの資格を有する方、もしくは取得
見込みの方

④介護支援専門員
正社員・パート　日勤・夜勤
リハ・ハウス来夢
（氷見市伊勢大町2丁目14番20号）
8:30～17:30（実働8時間）
17:00～9:00（実働15時間）

休　　日
給　　与

待　　遇

そ の 他
P　　R

週休2日制　※年間休日104日
A：基本給（正社員）月給150,000円以上、
（パート）時給800円以上
B：定期的に支払われる手当
資格手当、役職手当、夜勤手当、年末年始
勤務手当
A＋B：月給150,000円～260,000円
時給：800円～1,300円

昇給：年1回、賞与：実績に応じて
社会保険完備、交通費支給、処遇改善加算
手当（Ⅰ）、福利厚生制度
資格取得支援制度あり  
元気いっぱいのスタッフが、あなたからのご
応募をお待ちしています！
まずは、お気軽にお電話の上、一度見学に
来てください！
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施設紹介

職 場 の 環 境

年間カレンダー（研修プログラム、施設内イベントなど）

　清寿荘は昭和５９年４月に富山県内１０番目の特別養
護老人ホームとして開設し３３年が経過いたしました。
　利用者の皆様の希望に添えるよう「和顔愛語」をモッ
トーに誠実にサービスを提供できるよう努めています。

事業内容
○特別養護老人ホーム（定員80名）
短期入所（定員20名）　障害福祉サービス

○滑川市老人デイサービスセンター（定員30名）　
障害児通所支援事業
○清寿荘在宅介護支援センター
（在宅介護支援センター　居宅介護支援事業所）
○介護予防・日常生活支援事業

年間休日・有給休暇 給与・賞与
基本給（介護職員）
155,000円～205,000円
基本給（看護師）
178,200円～230,000円
賞与：年2回（4.4か月）

産休・育児休暇　
産前・産後休暇、育児休暇の取得率
は100％です。復帰後も希望により短
時間勤務制度があります。

手当等
特殊業務手当（介護職員 基本給×16% 上限25,000円）
　　　　　　（看護職員 基本給×8% 上限20,000円）
夜勤手当（介護職員 1回7,000円）
住宅手当　賃貸住宅を借り受している者（上限27,000円）
扶養手当　配偶者6,500円/月、子供1人につき10,000円
処遇改善手当（年度末に一時金として支給）
待機手当（看護職員 1回2,000円）

福利厚生
・ソウエルクラブ（社会福祉法人福利厚生センター）への加
入。
・職員親睦会による部活動
（温泉、園芸、旅行、ウォーキング等）や、食事会を開催し
ています。

4月 5月 6月 7月 8月 9月

10月 11月 12月 1月 2月 3月

●花まつり
●追悼法要

●園児来荘

●ふれいあランチ会 ●インフルエンザ予防接種
●施設内職員研修

●そば打ち体験
●施設内職員研修

●赤十字奉仕団慰問
●園児来荘

●もちつき
●クリスマス会
●仏具磨き

●書初め
●左義長

●仏具磨き
●お招霊

●敬老会

●節分
●施設内職員研修
　

●ひなまつり
●避難訓練

基本方針

基本理念

法人概要

理解、尊敬、愛情、いたわりの精神を旨とします。
生きがいの持てる健全で安らかな生活。

採 用 者 か ら の メ ッ セ ー ジ

　平成１８年４月から介護福祉士として特別養護老人ホームの現場で５年間勤務しました。そ
の後、生活相談員を拝命し特別養護老人ホーム、短期入所利用者、ご家族様への相談業務や契
約、面接、連絡調整等の業務に日々励んでいます。
　利用者の皆様やご家族の皆様とのコミュニケーションを大切に、より適切なサービスを提供
できるよう誠意をもって業務にあたっています。

笑顔が絶えない明るい職場です。

　現在の日本は、急速な高齢化、少子化、核家族化により多くの業種が働き手を確保するの
に困難を感じています。介護の現場は一般の会社より状況はさらに厳しいものとなっていま
す。障害のある高齢者の方々のお世話をすることは、大変なことだと思われる方も多いと思
いますが、日々の介護業務の中で利用者の方も職員も明るく楽しく生きがいをもって生活を
しています。
　経験や資格のない方でも是非私たちの仲間になりませんか。

仕事と家庭の両立を目指せる職場です。

先 輩 か ら の メ ッ セ ー ジ

社会福祉法人 清寿会

特別養護老人ホーム 清寿荘
和顔愛語。
なごやかな笑顔とやさしい言葉で接します。

〒９３６-０８４３
滑川市赤浜５７３番地１
電話 ０７６-４７５-３６００　FAX ０７６-４７５-３９５９
メール seiju@rondo.ocn.ne.jp
http://care-net.biz/16/seijusou
採用担当者
山本 真理子

生活相談員・介護福祉士
（７年目）

高瀬 悠貴さん

施設長・社会福祉士、介護支援専門員

小山 尚さん

募集要項
募集職種
募集人員
雇用形態
応募資格

配 属 先

介護職員・看護師
介護職員３名・看護師２名
正職員・パート職員
【介護職員】
不問（介護福祉士資格者優遇）

【看護師】
正看護師または准看護師の有資格者
特別養護老人ホーム清寿荘
または滑川市老人デイサービスセンター

勤務時間 ◎特別養護老人ホーム清寿荘
（介護職員・看護師・正職員）
介護職員
【日　勤】９：４５～１９：００（内休憩１時間１５分）
【早　出】６：４５～１５：４５（内休憩１時間）
【準早出】７：３０～１６：３０（内休憩１時間）
【夜　勤】１７：００～翌日１０：００（内休憩３時間）
看護師
【日　勤】９：00～１8：００（内休憩１時間）
【遅　出】9：3０～18：3０（内休憩１時間）
◎滑川市老人デイサービスセンター
（介護職員・看護師、正職員）
８：３０～１７：３０（内休憩１時間）
◎介護職員・看護師のパート職員については
相談に応じます。

120日（年度により2～3日の変動あり）。
有給休暇取得日数（年平均13日）。
時間単位での取得も可能で、有給休
暇は取りやすい環境にあります。
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施設紹介

職 場 の 環 境

雄大な北アルプスの山並みを眺望できる緑豊かな自然
環境は心を和ませます。建物は地域の生活の延長上で
安心して生活が続けられるよう配慮され、ホームの名[おら
はうす宇奈月]に込められています。一人一人が安らぎの
中で生きがいのある
快適な日 を々送って
いただける高齢者
総合施設です。

事業内容
9つの事業で地域の笑顔を支えます。
●特別養護老人ホーム おらはうす宇奈月（定員55名）
●ショートステイ（定員5名）
●宇奈月デイサービスセンター（定員30名）
●宇奈月ホームヘルプサービスセンター
●宇奈月在宅介護支援センター
●宇奈月グループホーム（定員9名）
●グループホームくぬぎの里（定員9名）
●小規模多機能ホームかたかご（登録25名）
●うらやま保育園

働きやすい環境作り
当法人では、最大の財産である
「人」が安心して「笑顔で」働ける
環境づくりを目指し、職員の「働
きやすさ」に力を入れています。
この働きやすさを、あなたもぜ
ひ感じてください。

健康管理体制
職員が心も体も健康でいられるよう、年2回の定期健康診
断（腰痛検診を含む）、インフルエンザ予防接種費用の助
成、予防マスクを低価格で提供しています。また、職員のメ
ンタルヘルス対策として、職員が自らのストレス状態や傾
向を把握してセルフケアを行えるよう、セルフチェックシス
テムを用意するとともに、管理職を含む社員向けの研修を
実施し、メンタル不調の予防に取り組んでいます。

資格取得支援
実務者研修受講費用の助成制度と資格手当制度がありま
す。実務者研修受講費用の助成制度については、実務者研
修受講日は、勤務扱い。要件を満たした場合は、受講費用の
半額助成を行います。資格手当制度については、資格を取
得した結果を評価するものとして、資格に見合った能力、ポ
ジションの有無にかかわらず永続的に支給しています。

長時間労働への対応
当法人での長時間労働への対応に関しては、（1）職員
の心身の健康、（2）法令・規定の順守、（3）恒常的な長
時間残業への適切な対処の3点について重点的に取り
組んでいます。一定の基準を超えた社員に対しては指
導を行い、また、正確な残業時間の申告などの取り組み
も行っています。

人材育成
法人理念を実現するための行動基準があり、それに基づ
き育成を行います。当法人の職員にふさわしい行動のあ
り方について研修等を交え説明いたします。介護技術、業
務の流れについては先輩ス
タッフが丁寧に指導いたし
ます。あなたのペースにあ
わせて原則マンツーマンで
指導いたします。

育児・介護との両立
子育てや介護をしながら働き続けられるよう、仕事と家庭
を両立しやすい職場環境づくりを推進しています。具体的
には、妊娠中・出産後の母性保護（産前産後休暇、時間外労
働・深夜業の制限、育児休業、育児短時間労働、所定外労働
の免除等）や介護（介護休業、短時間勤務、時間外労働・深
夜業の制限、介護休暇）があります。

基本方針

基本理念

法人概要

地域と共にあなたと共に笑顔の花を咲かせます。それが私たちの仕事です。
法令遵守、利用者主体、人材育成、安定経営、地域貢献。

採 用 者 か ら の メ ッ セ ー ジ

　私が初めて宇奈月福祉会を訪れたのは、訪問介護実習の時でした。職員のみなさんが、優
しく丁寧に笑顔で教えてくださったのが印象的でしたね。ご利用者様の特性について分から
ないことがあるたびに質問していました。当法人に入職してからは、職員同士の信頼関係が
構築されているところや、なにより笑いの絶えない職場だなと感じています。もちろん、仕事
という意味では楽しいことばかりではないですが、仲間同士の繋がりがあるからこそ乗り越
えていけると思っています。また、施設内勉強会が定期的に開催されており、常に勉強でき
る環境で働いていけるのがいいですね。 

皆さんと一緒に働ける日を楽しみにしています。

　当施設は、理念である「笑顔の花を咲かせる」をモットーに「ご利用者様の生活（暮らし）を
良くする」を一番に謳っています。しかし、そのために最も重要なことは、「サービスを提供す
るスタッフが笑顔であること」であると考えています。現在はスタッフが日々余計な心配を
することなく、理念に向かって仕事に打ち込める環境を整えるため、行動基準の策定、給与水
準の適正・向上化や、キャリアパスの整備、長時間労働の是正などに力を入れてきました。今
後も「スタッフの笑顔」を実現するための仕組みづくりに注力してまいります。おらはうす宇
奈月で「仕事を通じて人生を豊かにしたい」「自分の目標を達成したい」と思う方のご応募を
お待ちしております。

笑顔で働くことの大切さ。

先 輩 か ら の メ ッ セ ー ジ

社会福祉法人 宇奈月福祉会

特別養護老人ホーム おらはうす宇奈月
笑顔の花を咲かせます。

〒938-0861
黒部市宇奈月町下立37番地 
電話 0765-65-1180　FAX 0765-65-1245
メール orahausu@bz01.plala.or.jp
http://orahausu.jimdo.com/
採用担当者
芦崎 高志

介護職員
（3年目）

辰尻 彩子さん

事務長

芦崎 高志さん

募集要項・待遇
募集職種
募集人員
雇用形態
応募資格

採用試験
試験内容
応募方法

勤務時間

休　　日

介護職員
3名
正社員・フルタイム
介護職員初任者研修修了者、介護福祉士、
社会福祉士（いずれも取得見込含む）
※高卒は無資格OK
年間3回あり
作文・面接
申込書、履歴書、資格証明書（有資格者）、
卒業見込証明書（学生のみ）
7：00～16：00、8：00～17：00、9：15～18：15、
12：00～21：00、夜勤（20：40～翌7：10）
年間休日　117日

給　　与

賞　　与

a基本給（月額平均）
140,100円～161,600円　
b定期的に支払われる手当
特殊業務手当 月額10,000円
介護特例手当 月額10,000円
a+b
160,100円～181,600円
通勤手当、超過勤務（残業手当）、資格手
当、夜間勤務手当、職務手当、扶養手当、住
居手当があります。
年2回（夏・冬）
※その他、年度末に介護特例手当として
300,000円程度（前年度実績による）の
支給があります。
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基本方針

昭和62年4月1日開設
・特別養護老人ホーム越野荘
・越野荘デイサービスセンター

平成12年4月1日開設
・特別養護老人ホーム越之湖
・越之湖デイサービスセンター
・在宅介護支援センター

平成25年4月1日開設
・地域密着型特別養護老人ホーム
越路さくら
・認知症対応型デイサービスセンター
・在宅介護支援センター

●特別養護老人ホーム越野荘
黒部市若栗2111番地
電話 0765-54-0622

●特別養護老人ホーム越之湖
黒部市堀切1002番地
電話 0765-57-3511

●地域密着型特別養護老人ホーム
越路さくら
黒部市荻生7120番2
電話 0765-32-4811

社会福祉法人 緑寿会

特別養護老人ホーム 越野荘

基本理念

緑寿会の心　敬　愛　信

施設紹介

　この仕事をはじめて９年目になります。まだまだ勉強することが多いですが、利用者の方と接
する事はとても楽しくやりがいを感じています。
　私は一児の母ですが休みや有休がしっかりとれ子供との時間もとれ安心して育児ができます。
腰痛予防対策にも力を入れています。先輩職員のサポートも厚く、安心して働けます。一緒に楽
しくやりがいのある仕事をしましょう。 

みんなで支える介護のシゴト。

介護職・介護福祉士
（9年目）

能村 麻未さん

　専門学校から今の職場に就きました。幼い頃、母が患者と接する姿を見て、私も人の役に立つ
仕事がしたい、笑顔にしたいと思ったことがきっかけです。はじめは、とても緊張と不安でいっぱ
いでしたが、今まで学校で学んできた技術、知識を活かしたり、頼もしい先輩方がたくさんおられ、
毎日がとても勉強になります。
　利用者の方と接し、その方のできることできないことを見極め、自立支援を活かした援助を目
指しています。利用者の方の「ありがとう」の言葉、笑顔が毎日の仕事の励みになっています。皆
さんも一緒に介護の現場で働きませんか。

職員同士仲良く、助け合える職場です。

介護職・介護福祉士（1年目）

井村 晴香さん

入所者お一人おひとりをしっかり見つめ、寝たきりや認知症など
入所者の健康状態に合わせた支援を行います。
皆様の意向、要望を受け止めて、大切な一日一日をその人らしく
生活されることを支援します。地域への貢献　人権尊重の介護　職員の能力・人格向上

信頼を築き、ケアプランに基づく人権尊重の介護の提供

先 輩 か ら の メ ッ セ ー ジ

〒938-0802
黒部市若栗2111番地
電話 0765-54-0622　FAX 0765-54-3211
メール koshino@ruby.ocn.ne.jp
http://koshinosou.e-294.net
採用担当者
尾山 久仁子

法人概要
募集要項・待遇
募集職種
応募資格
雇用形態
勤 務 地
採用試験
勤務時間
休　　日
給　　与

賞　　与
保 険 等

①介護職員（介護福祉士資格あり）３名
介護福祉士資格、もしくは取得見込み
正規職員
越野荘、越之湖、越路さくらのいずれか
面接
フルタイム、早遅出、夜勤あり
年間休日日数１２１日
ａ基本給　１６４,９００円～２０２,６００円
ｂ定期的　特殊業務１６,４９０円～２０,０００円
夜勤手当１回 ７,０００円（夜勤４～５回）
ａ＋ｂ　２１６,３９０円～２５７,６００円
年２回　４．４５月（初年度２．９６月）
雇用、労災、健康、厚生、退職共済、
従事者相互保険

②介護職員（介護福祉士資格なし）３名
なし
臨時職員
越野荘、越之湖、越路さくらのいずれか
面接
フルタイム、早遅出（夜勤できれば）
年間休日日数１２１日
時給１,０0０円～１,０５０円（夜勤＋５０円）
ａ月額１４４,０００円～１６８,０００円
ｂ夜勤手当１回 ７,０００円（夜勤４～５回）
ａ＋ｂ　１７９,０００円～２０３,０００円
年２回　２月分（初年度１．３３月）
雇用、労災、健康、厚生、従事者相互保険

事業内容
●越野荘　　入所定員80名、短期入所定員20名、通所介護定員30名
●越之湖　　入所定員50名、短期入所定員20名、通所介護定員35名、在宅介護支援センター
●越路さくら　入所定員29名、認知症対応型通所介護定員12名、在宅介護支援センター

新 人 職 員 か ら の メ ッ セ ー ジ

86 87



砺
波
駅

359

359

116

北
陸
自
動
車
道

北
陸
自
動
車
道

砺波IC砺波IC

至高岡至高岡 至富山至富山

至金沢至金沢

庄
川
庄
川

砺波東部
小学校

●

砺波東部
小学校

●

●
砺波総合
運動公園

●
砺波総合
運動公園

●
砺波
警察署

●
砺波
警察署

砺波市役所
●

砺波市役所
●

●
チ
ュ
ー
リ
ッ
プ
公
園

●
チ
ュ
ー
リ
ッ
プ
公
園

砺波大橋砺波大橋

太田橋太田橋

となみ野
大橋
となみ野
大橋

基本方針

社会福祉法人 砺波福祉会

特別養護老人ホーム やなぜ苑

基本理念

信頼と安心のやなぜ苑　あなたの今までと、
「これから」を大切に　「人生」に寄り添う介護を・・・。

採 用 者 か ら の メ ッ セ ー ジ

最初は戸惑うことも多かったですが、先輩職員の丁寧な指導やアドバイスのおかげで、今では
新人職員の指導や腰痛予防の指導を任されるようになりました。やる気があれば、働きながら
資格取得もでき、それを認めてもらえるので、とても働きやすい職場だと思います。
また、旅行やクラブ活動など、他の部所の職員とも交流を深める機会も多く、明るい雰囲気の職
場です。今年は結婚し、ますます仕事も家庭も充実させていきたいので、様々な制度を活用し
たいと思っています。そして、これからも、職員同士の和を大切にしながら、利用者の皆さんに
寄り添ったサービスができるように努めていきたいと思います。

やりがいのある仕事を！！

介護員
（２年）

深田さん

少子高齢化が進む日本の社会にあって、介護の現場が直面している問題は、非常に深刻です。
しかし、介護の仕事には、普段の生活で味わえない『達成感』や『満足感』があります。
介護の職場に興味のある皆さん、是非、一緒に働いてみませんか。

一緒に働いてみませんか！

事務長代理

高島さん

人間としての尊厳と社会連携の思想。
利用者の人権を最大限に尊重する・・・・安心とぬくもりのあるケア。

先 輩 か ら の メ ッ セ ー ジ

〒939-1313
砺波市柳瀬３番地
電話 0763-32-3050
FAX 0763-32-6543
メール yanazeen@hyper.ocn.ne.jp
http://yanaze.org/
採用担当者
高島

法人概要

介護認定により要介護
が1～5と認定された常
時介護が必要なかたで、
家庭で充分な介護を受
けることが困難なかたに
日常生活の場を提供し、
介護支援専門員による

ケアプランに基づき、安心して安全な生活を送ることができるよ
う、日常生活上必要な介護を提供します。

●特別養護老人ホームやなぜ苑
砺波市柳瀬苑3番地　電話 0763-32-3050

冠婚葬祭等の社会的
理由や旅行、介護疲れ
などの理由により、家庭
で介護できなくなった利
用者に一時的に入所
していただき、介護支援
専門員によるケアプラ

ンに基づき、安心して安全な生活を送ることができるよう、日常
生活上必要な介護を提供します。

●やなぜ苑ショートステイ
砺波市柳瀬苑3番地　電話 0763-32-3050

利用者の皆様に、入浴
や食事等のサービスを
提供するとともに、介護
予防体操や機能訓練
を行うことにより心身機
能の維持、向上を図っ
ています。介護者の皆

様には、身体的及び精神的負担の軽減のため、家族懇談会
や介護教室を開催し、利用者がご家族とともに住み慣れた地
域で安心して生活できるよう支援しています。

●やなぜ苑デイサービス
砺波市柳瀬苑3番地　電話 0763-32-3050

砺波市やなぜ苑在宅
介護支援センターは、
地域で生活していらっ
しゃる高齢の方が住み
慣れた地域で安心して
過ごせるよう、居宅介
護支援事業所と高齢

者を対象とした総合相談窓口を開設しています。

●やなぜ苑在宅介護支援センター
砺波市柳瀬苑3番地　電話 0763-32-3050

利用者の皆様に、入浴や食事等のサービスを提供するとともに、介
護予防体操や機能訓練を行うことにより心身機能の維持、向上を
図っています。介護者の皆様には、身体的及び精神的負担の軽減
のため、家族懇談会や介護教室を開催し、利用者がご家族とともに
住み慣れた地域で安心して生活できるよう支援しています。

●砺波市庄東デイサービスセンター 
砺波市安川297番地　電話 0763-37-2161

▲ケータイ・スマホから

施設紹介

募集要項・待遇
募集職種
募集人員
応募資格
雇用形態

勤 務 地
勤務時間
休　　日

介護職員
5名
概ね４０歳まで、資格要件無し  
正職員・週４０時間で勤務表（1ヶ月単位）によ
る（夜勤有）  
富山県砺波市内  
１日８時間（変形1ヶ月単位）  
土曜日・日曜日・祝祭日分の休日を勤務表で
調整している（交替制が基本）

給　　与 給料・諸手当有
給料初任給：大学卒１６４，７００円

短大卒：１４７，８００円
高校卒：１４１，０００円
（但し、実務経験がある方は、経
験による前歴評価をします。）

諸手当：職務手当、主任手当、特殊業務手
当、扶養手当、住宅手当、夜間勤務
手当、年末年始特別手当、車両運転
手当、超過勤務手当、休日勤務手
当、通勤手当など

事業内容
ホームは「安心とぬくもりのあるケア」を基本として、利用者さまが安全
に穏やかな生活を送り、ご家族様が安心して利用できることを目標に
しています。毎日の暮らしの中に楽しみや生きがいを見出しながら過ご
せるよう、利用者さまの強みや個性を把握し、それぞれの生活支援に
つながる介護を提供できるように努めています。

88 89



資格取得支援

施設紹介

職 場 の 環 境

2010年開設
砺波駅南口すぐ傍
同一法人
●ものがたり診療所
●ものがたり訪問看護ステーション

事業内容
「ものがたりの郷」と
いうアパートへの訪問
が主な仕事です。
身体面や生活面の
困っている事を支えま
す。また利用者の想
いを汲んでその想い
に近づけるように努力
しています。他に一般
在宅への訪問や障害
事業所としての訪問
もあります。

福利厚生
社会保険完備
退職金制度
制服支給
慶弔見舞金
社内外研修制度
予防接種費用補助

働きやすい環境づくり
小さなお子さんがいても働き易く子育
て支援重視しています。急なお休み
になっても大丈夫！！

地域交流
太田地区では、ものがたり茶屋を拠
点に地域との交流を行っています。
興味がある人は積極的に参加が可
能です！

全国の仲間とつながる
「ものがたり」をキーワードに多くの事業所の方とつながっています。

キャリアアップ支援
キャリアアップのための研修受講が
受けられます。費用の負担も法人で
します。（但し上限あります）基本方針

基本理念

法人概要

ひとりひとりの「ものがたり」を大切にします。
何でも相談しながらチームで関わります。

採 用 者 か ら の メ ッ セ ー ジ

　私は以前介護施設で働いていました。介護施設では、一人の職員が何人ものご利用者を
ケアしなければならないので、日々の業務をこなすだけで精一杯でした。ものがたりホーム
ヘルパーステーションでは、ご利用者と一対一でしっかりと向き合えます。そのためひとりひ
とりに合ったケアをすることが出来ます。また一緒に働いているスタッフは気さくな人ばかり
です。定期のカンファレンス以外にもご利用者のことで気になる事はいつでも相談しています。
同じ法人には、医師、看護師、セラピスト、医療ソーシャルワーカーが在籍しているので、連携
を図り易いのも魅力の一つだと思います。

ご利用者ひとりひとりとしっかり向き合えます。

　“「ものがたりヘルパーステーション」に来て、ゆったりと利用者に関わることができて、やり
がいがある。”と入職した若い職員から聞かれることが嬉しく思います。当事業所は利用者や
ご家族の想いに沿った関わりを持つことが出来る事業所です。関わる中で自分のいちばんし
たいこと、やりたいことを見つけてください。介護の仕事が好きな方をお待ちしています。

あなたのやりたい事を応援します。

先 輩 か ら の メ ッ セ ー ジ

医療法人社団 ナラティブホーム

ものがたりホームヘルパーステーション
自分の住み慣れた地域で人生の最終章を自由に自分らしく。

〒939-1374
砺波市山王町2-12 
電話 0763-55-6200　FAX 0763-34-0103
メール m_kaigo_s@narrative-home.jp
http://www.narrative-home.jp/
採用担当者
増山 淳代、近久 知子

サービス提供責任者・介護福祉士

大浦 絵美さん

管理者・介護福祉士

増山 淳代さん

募集要項・待遇
募集職種
応募資格
雇用形態
勤 務 地

勤務時間

介護職員
不問　介護福祉士資格あれば尚良し
正社員
砺波市山王町2-12
ものがたりホームヘルパーステーション
（１）8：30～17：30
（2）10：00～19：00
（３）17：00～09：00
（１）～（３）ローテーション
（２）は週に2回程度

時間外あり月平均4時間程度

休　　日
給　　与

待　　遇

そ の 他

週休2日　月10日～12日  
基本給　160,000円+10,000円（資格手当）
夜勤手当7,500円
能力手当
資格手当
役職手当
給食手当
処遇改善加算Ⅰ
人事評価制度あり
要普通自動車免許（AT限定可）

介護福祉士資格取得、喀痰吸引資
格取得、スキルアップの為の資格、自
分に合った資格取得が可能です！！
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施設紹介
白寿の里　ふくみつ

基本方針

基本理念 利用者様へ誠実に関わり豊かさを提供する。
自分の家族にされたい介護を行います。

　「白寿の里太郎丸」が誕生したのとほぼ同じく、この会社に入社しました。もう少しで３年間が
過ぎようとしています。初めての慣れない仕事で不安だったり立ち止まる事もありましたが、そ
んな時は上司や同僚の皆さんが優しく手を差し伸べてアドバイスしてくれます。
　利用者さんとも忙しくも楽しい毎日を過ごしています。人生経験も豊富な利用者さんから教
えて頂ける事も多く、利用者さんの笑顔に心癒される毎日です。スタッフの年齢層も幅広いで
すが和気あいあい明るく楽しい職場です。ぜひ一緒に働きましょう！待っています！

アットホームで明るく楽しい職場です！

介護職員
（勤続年数３年）

村上 比呂美さん

　利用者様は元気でコミュニケーションが上手な方が多く、反対に職員を気遣ってくださっ
たり、アットホームな感じで楽しく仕事をさせていただいています。職員は幅広い年齢層で、
利用者様の事を考え、熱心に仕事をされる先輩方から日々色々なことを教わっています。
　「白寿の里」は、利用者様に喜んでもらえるようなバラエティに富んだ手作りの食事が出た
り、普段使う設備から行事に使う物までこだわって選んであり、利用者様も職員も明るく楽し
くなれる職場です。
　職員のレクリエーションもあり、忘年会などの他に八尾のおわらや能登のお祭りを観に
行ったりして貴重な体験をさせていただいています。

明るい雰囲気のアットホームな職場です。

介護福祉士
（勤続年数１年）

畑田 夕子さん

　私が働かせていただいている「白寿の里」では、職員、利用者様とそのご家族様が連携を
取り合い、利用者様へより良いサービスを提供する事を意識し行動する事のできる職場で
す。利用者様との間にある壁を少しでも無くそうと、夏の納涼祭や流しそうめん、敬老会、冬
のクリスマス会など、季節に沿って様々なイベントを設けています。また、利用者様が慣れ親
しんだ名前があれば職員が呼び名を統一し、少しでも利用者様に寄り添っていける環境作り
に取り組んでいます。
　職員同士の仲も良く、コミュニケーションをとれる会食の場も設けたりしています。経験の
多いベテランの職員が何人もおられるため、初心者の私でも分かりやすいアドバイスで丁寧
に教えてくださっています。

環境が整っている良い職場です。

介護職員
（勤続年数１年）

本江 凌さん

先 輩 か ら の メ ッ セ ー ジ

季節ごとのイベントも開催しています。 ご利用者様の生活を24時間サポート
します。

 介護に関するいろんな相談を受けて
います。

法人概要

株式会社 愛癒

白寿の里 太郎丸/白寿の里 ふくみつ
いつも笑顔でアットホームな施設を目指しています♪

〒939-1363
砺波市太郎丸180-1
電話 0763-33-7077　FAX 0763-33-7097
メール info@hakuju-sato.com
http://hakuju-sato.com
採用担当者
野村

募集要項 待　　遇
募集職種
応募資格

雇用形態
勤 務 地
就業時間

介護職員
介護福祉士、介護職員初任者研修又はホー
ムヘルパー2級以上
正社員・フルタイム・パート
砺波市太郎丸または南砺市遊部
〈正社員〉
7：00～16：00
10：00～19：00
11：00～20：00
17：00～翌9：00

〈パート〉
応相談

勤務時間
休　　日
加入保険等
給　　与

そ の 他

1日8時間　夜勤15時間
4週8休交代制、年間休日数114日
雇用、労災、健康、厚生、退職金共済
a基本給 160,000円～160,000円
b定期定期に支払われる手当
処遇改善手当 35,000円～90,000円
cその他の手当
介護福祉士手当 5,000円/月
夜勤手当 4,000円/回
a+b
195,000円～250,000円
パートタイムで働いていただける方も
随時募集しています。（時給950円～）

事業内容
住宅型有料老人ホーム　訪問介護事業　居宅介護支援事業

ご利用者様に寄り添い、生活を２４時間サポートするお仕事です。
普段は和気あいあいで、決めるときはビシッと決める。そんなメリハリの利いた職場環境を目指しています。
●入居定員：32名×2施設
●入居対象者：65歳以上　要介護1～5の方
●居室：個室

白寿の里　太郎丸
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基本方針

基本理念 安心安全な温かいサービスの提供。
人権尊重と地域の福祉、医療との連携。

　以前レクリエーションで出来なかったことが少しではありますが、出来ている事です。また、入
居者様と楽しい時間を過ごせたりしていることです。以前は、特別養護老人ホームや病院などで
働いていていましたが、サービス付き高齢者住宅で働くのは初めてで不安もありましたが、職員
の皆さんに丁寧に教えていただいて頑張っています。最後に入居者様の健康に気をつけて質の
あるケアをしていきたいと思います。

私がこの職場に入って良かったと思う事は。

常勤ヘルパー
（新任）

おおたさん

　毎日、育児や家事に追われながらもここまで続けてこられたのは、家族の協力もあってで
すが、周りの仲間のサポートのお陰だと思います。サービス付き高齢者住宅で働くのは初め
てで、最初はとまどいや不安もありましたが、丁寧に仕事を教えて頂き効率よく仕事ができ
るようになりました。職員同士も仲が良く、お互いに協力し合いながら楽しく働くことができ
ます。若い職員からベテランの職員まで在籍しており、男女問わず働ける職場だと思います。
仕事で分からない事や、気になる事があれば気軽に聞ける環境だと思いますので私たちと
一緒に楽しく働きませんか？

私は二人の子供を持つ母です。

現場リーダー
（２年目）

ふじさわさん

　入居されている方が自分のペースで思い思いに過ごされており職員の表情も活き活きと働
いておられたので、この職場なら自分が思う仕事をして働いていけるのではないかと思い入
職しました。常に入居者様の健康状態を把握し、ユニットリーダーとともにより良いケアを行え
るように話し合い、実践をしています。毎日、入居者の皆様に日々の楽しみや生きがいを感じて
いただける人生のサポートをしています。毎月のカンファレンスで改善内容を職員で話し合い、
より質の高いケアを実現していくために試行錯誤しながら検討しています。いろんな施設で経
験を積んだ職員が在籍していますので、いろんな意見や知恵を出し合いながら職員一人一人、
日々成長していけると思います。

この職場に入職しようと思ったきっかけは。

現場サブリーダー
（２年目）

かくたにさん

先 輩 か ら の メ ッ セ ー ジ

レクで入居者様と七夕の飾りつけを
しました。　

入浴介助など先輩が優しく教えてく
れます。

法人概要

株式会社 ヒューマンケア

ケアホーム 砺波ほほえみ館
入居者様に家族のように寄り添い、
ともに歩む介護施設です。

〒939-1361
砺波市平成町1-11
電話 0763-34-7501　FAX 0763-34-7502
メール hohoemi3@tulip.ocn.ne.jp
採用担当者
澤田、小倉

施設紹介 充実の環境と万全の２４時間サポートで快適生活。
全室完全個室で各お部屋にトイレ洗面台付き。各フロアに食堂完備。
笑顔があふれるアットホームな雰囲気で入居者様に生活の場を提供させていただいています。
施設では、介護福祉士、実務者研修及び初任者研修の資格保持のスタッフが常駐して
います。　

事業内容
入所定員２３名　サービス者付き高齢者住宅
入居者の「笑顔」を大切にし、「安心」「安全」に生活できるよう、家族様、地域の皆さま、医療、福祉機関と連携に努め
ています。当施設では、外部ボランティア慰問のマンドリン演奏や舞踊などの鑑賞や、ドライブに行き、パフェなどを食べ
に行ったりしております。
また、誕生会の開催や地域の納涼祭に参加したりと、入居者様に喜んでもらえうようレクなどに力を入れております。
現在在籍しているスタッフは、２０代から６０代と幅広いスタッフがいる、活気のある職場です。先輩スタッフが、優しく、丁寧
に教えてくれますので、不安な気持ちをなくし、気持ちよく働けますので、安心してください。現場リーダー中心になり、みんな
で意見を出しあいながら、入居者様と職員が、笑顔で楽しく日々過ごせるよう心掛けています。子育て中のスタッフも多数
活躍しており、日勤帯だけの勤務も可能です。
福利厚生としまして、リフレッシュ休暇があり、利用して旅行などに行かれるスタッフもおります。活気のある職場なので、
一緒に砺波ほほえみ館で働きましょう。いつでも見学もできますので、ご連絡ください。

募集要項・待遇
募集職種
募集人員
雇用形態
応募資格
勤 務 地
勤務時間

休　　日
保 険 等

介護職員
2名
正社員・フルタイム
介護職員初任者研修（ヘルパー２級）以上
砺波市
1）7：00～16：00
2）8：30～17：30
3）10：00～19：00
4）17：00～9：00
年間休日数　115日
雇用・労災・健康・厚生

給　　与

賞　　与
昇　　給
そ の 他

a基本給
140,000～200,000円
b定期的に支払われる手当
資格手当　7,000～20,000円
役職手当　5,000～15,000円
夜勤手当　5,000円/1回
職務手当　8,000～20,000円
a+b
155,000～240,000円
通勤手当　上限24,500円
年３回
あり
駐車場あり、車通勤可
パート労働も可（勤務時間相談可）
職場見学もできます。
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基本方針

基本理念 思いやりと真心がこもった質の高いサービス。
一視同仁。

採 用 者 か ら の メ ッ セ ー ジ

　当法人では魅力ある職場作りを目指し、人材確保・育成・定着支援に取り組んでいます。子
育て支援としての育児休業取得は100％。育成面では新人職員はもちろん、全ての職員へ
の教育（研修）が充実しています。
　利用者の尊厳を守り、心の通ったふれあいを大切にできる人、向上心を忘れることなく直
接援助の場面において、わずかなしぐさや感情に気づくことができる人を求めています。

安心して働ける職場を目指しています。

総務部長

福江 清美さん

　認知症の利用者の方への対応に日々試行錯誤を重ねる一方、利用者の方々からの「ありがと
う」「あなたがいてくれてよかった」と言う言葉に元気づけられ、やりがいを感じています。中堅
職員として指導にあたっていますが、教えることの難しさと自身の介護知識・技術を向上させる
必要を再認識しました。
　利用者の方々がその人らしく安心して笑顔で過ごすことができるよう寄り添った支援を心が
けていきたいと思います。一緒に利用者を支える仲間になってくださるとうれしいです。

元気をもらえる職場であり、
　　　　　　やりがいのある仕事です。

介護職員
（5年目）

澤田 佳織さん

　生活相談員として利用者、家族等の各連絡機関への調整の等仕事をしています。仕事の
中で利用者や家族からの「いつもありがとう。」などの言葉を頂くことによって嬉しさを実感
しています。
　また、レクワングランプリ第１回優勝後、各報道関係にとりあげられました。その結果、たく
さんの方々に認知され、他の施設やイベント等によんでいただけるまでに成長しました。こ
れからもたくさんの方々を笑顔にする活動を続けていきます。「どうすれば楽しいだろう？」
を職員全員で考え、日々進化する施設です。僕たちと共に働きませんか？

介護を通して皆を笑顔にしたい。

生活相談員
（8年目）

砂田 大輔さん

先 輩 か ら の メ ッ セ ー ジ

法人概要

社会福祉法人 清楽会

特別養護老人ホーム 清楽園
つながる心　あふれる　笑顔。

〒932-0027
小矢部市法楽寺1800-1
電話 0766-67-6664　FAX 0766-67-4884
http://seirakuen.com/
採用担当者
総務部長　福江 清美

施設紹介
「安心して生活ができる施設」として、根気強く常に思いやりのある
質の高いサービスを提供しています。 

募集要項・待遇
募集職種
募集人員
雇用形態
応募資格

採用試験
試験内容
応募方法

勤 務 地
勤務時間

休　　日

介護職員
3名
正職員・フルタイム
介護福祉士の資格を有する方
もしくは取得見込みのある方
随時
小論文、面接
履歴書、介護福祉士免許（有資格者）
専門学校等の卒業見込み証明書
小矢部市法楽寺1800番地の1
7：00～16：00
9：00～18：00
10：00～19：00
16：00～翌9：00
年間休日110日
（1カ月単位変形労働制による）

育児休業
保 険 等

給　　与

賞　　与
福利厚生

あり
雇用、労災、健康、厚生
退職金制度あり（勤続1年以上）
a基本給（月額）
149,400～167,600円
b定期的に支払われる手当
特殊業務手当　8％～16％
夜勤手当
夜勤回数1回～4回まで1回あたり3,000円
夜勤回数が5回以上1回あたり4,000円
資格手当
介護福祉士5,000円
年2回
ソウェル倶楽部

従来型４フロアで、ご利用者の生活を
支えています。

日通いで入浴やレクリエーション、リハ
ビリ等の支援をしています。

【特別養護老人ホーム清楽園】 【清楽園デイサービスセンター】

お困りごとへの相談や、ケアプラン作
成を行います。

小矢部市中心部に開設した地域密
着型デイサービスです。

事業内容
【特別養護老人ホーム清楽園】
●入所定員80名
●ショートステイ定員10名

【清楽園デイサービスセンター】
●定員30名

【清楽園在宅介護支援センター】

【デイサービスセンター心楽】
●定員10名

【清楽園在宅介護支援センター】 【デイサービスセンター心楽】
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●社会福祉法人ＹＧは、平成２８年３月に認可を受けた新設の
社会福祉法人です。

　まだ小さな法人なので、地域の皆様のご理解とご協力が必
要です。また、当法人は働きやすい環境を目指しております。
お子様を育てながらの時短制度や資格取得の助成制度、
一般的には長時間拘束される夜勤時間帯を圧縮して（８時
間夜勤）、朝早くにご自宅でお子様の世話をできるような設
定にしております。

●未経験者の方でも自信を持って、継続勤務していただけるよ
う、社員教育もしっかり行っております。緊張感を持ちつつも
楽しく、新たな世代の福祉サービスを職員みんなで目指して
いきませんか！

●当法人は定年制を取っておりません。２０代～７０代の方が働
いておられます。再雇用制度もなく、年齢を基準に退職を求め
ることはありません。多様な働き方を目指してみませんか！

施設紹介

基本方針

基本理念 一人一人の想いを知りその人の生活を支える。
笑顔と思いやりの心で心地よい施設を目指す。

　介護の職についた当初はこの仕事を続けていけるか正直不安でしたが、職員の方が優し
く丁寧に指導してくださいました。入所者様とコミュニケーションを少しずつとっていくなか
で、相手の伝えたいことなどがわかってくるようになり、嬉しく感じました。
　日々勉強で覚えることがたくさんあり大変ですが、その分やりがいも感じることができ、毎
日が楽しいです。

やりがいのある仕事で、毎日が充実しています。

介護職員

津田 実佳さん

　私はグループホームからの転職で、介護の仕事を始めて6年になります。ヘルパー2級受
講時に聞いた講師の話で今も心にのこる言葉があり、目標としています。それは『ふ』だんの
『く』らしを今より少しでも『し』あわせにすることを目指すです。
　現在、ユニットリーダーを務めさせていただき失敗と気づきのある毎日ですが、やりがいも
感じられる仕事だと思っています。
　人によっては介護職は「きつい」と思われがちですが、どんな仕事も仕事である以上きつい
面はあると思います。入所者様より「ありがとう」と言われた時や元気をいただいた時は、この
仕事をしていて良かったと思います。

『ふ』『く』『し』の気持ちを大切に。

ユニットリーダー・介護福祉士

野村 弘枝さん

　私は介護の仕事をして６年になります。当初は自分なんかにできるだろうかと不安も多々あり
ましたが、今日では介護に真剣に向き合えるようになり、この仕事に生き甲斐を感じています。
　私が介護の仕事についた理由は、単純にお年寄りが好きということでした。今は毎日の介護
を通してどうすれば入所者様に喜んでいただけるか、笑顔を見られるかを考え日々の業務に努
めています。
　最近特に実感している事は、お年寄りに接することで逆に自分自身が癒され、楽しく仕事がで
きるという事です。介護のスペシャリストを目指し、ひとりでも多くのお年寄りに寄り添っていき
たいと考えています。このような和気あいあいの職場でご一緒に働いてみませんか？

入所者様に寄り添う介護を。

介護福祉士

種村 博子さん

先 輩 か ら の メ ッ セ ー ジ

ユニット型の特別養護老人ホームです。
9名程度のユニットごとに共同生活をしながら、入所者様の個性や生活リズムを尊重した暮らしをサポートします。

各ユニットごとに顔なじみの介護ス
タッフがお一人おひとりに寄り添った
個別ケアを行います。

月に1回程度、地域のボランティアを
お迎えし交流を図っています。

小規模多機能型居宅介護では在宅
での生活を支えるためのサービス（デ
イサービス、訪問介護、ショートステ
イ）がすべて備わっており、絶え間ない
サービスを提供します。

法人概要

社会福祉法人 ＹＧ

イエローガーデン石動
お一人おひとりの暮らしを大切にします。

〒932-0046
小矢部市観音町５番４０号
電話 0766-67-3335　FAX 0766-67-3336
メール is@ryg.jp
https://www.yg-isurugi.org/
採用担当者
堂田 俊樹、澤田 梨恵

事業内容
●地域密着型特別養護老人ホーム
入所定員29名

●小規模多機能型居宅介護
登録定員29名

株式会社ウェルフェアネットワーク
南砺市東赤尾横平577-1
電話 0763-67-3700

グループホーム
『イエローガーデン五箇山』

株式会社ガーデン
小矢部市観音町5-44
電話 0766-54-0165

グループホーム
『イエローガーデン小矢部』

募集要項・待遇
職　　種

応募資格
雇用形態
勤 務 地

時　　間

休　　日
給　　与
待　　遇
そ の 他

①介護職員
②介護職員（夜勤専門）
不問
正社員
イエローガーデン石動
（小矢部市観音町5-40）
①早番　７:００～１６:００
日勤　８:００～１７:００
遅番　１２:００～２１:００
夜勤　２１:００～翌７:００

②夜勤　２１:００～翌７:００
８～９日/月
２００,０００円～２５０,０００円
車通勤可、駐車場あり
雇用・労災・健康・厚生保険あり

新 人 職 員 か ら の メ ッ セ ー ジ
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事業内容

●グループホーム　２ユニット

●認知症デイサービス　定員12名

●居宅介護支援事業所

施設紹介

基本方針

基本理念 いつも笑顔と優しい言葉で利用者様に寄り添います。
「笑顔で・優しく・即対応」を基本に接することに努めます。

採 用 者 か ら の メ ッ セ ー ジ

　ケアサポートいろどりが求める人材は経験者・未経験者を問わず、明るく元気な方を広く
求めています。
　施設理念にもありますが、いつも笑顔と優しい言葉で利用者様に寄り添える方。介護職員
としての経験を積んだ後、リーダーや管理者として活躍したい方も大歓迎です！
２ユニット目オープン予定につき、今ならオープン同様のスタートが切れますよ！一緒に笑顔
あふれる施設を創って行きましょう！皆さんのご応募お待ちしています！

業務拡大のためスタッフ大募集です！

取締役

飯 健治さん

　グループホームで利用者様の介助をしていますが、利用者様やご家族の方に喜んでもらえ
ることにやりがいを感じます。「ありがとう」と言ってもらえた時、笑顔が見られた時は嬉しいで
す。社員同士、何でも話せて和やかな雰囲気ですよ。私たちの意見が上司や社長に届きやすく、
耳を傾けてもらえます。勤務時間と休憩時間がきちんとしていて、働きやすいですよ。
　私たちと一緒に「いろどり」のある日々を創って行きましょう！

恵まれた人間関係の中で一緒に働きましょう！

常勤介護職
（オープニングスタッフ）

北市 一世さん

　いろどりはとても働きやすく、上司・社長を含めスタッフ全員がとても親切で、どんな小さ
な問題でも、みんなで意見を出し合って改善できるようにいつも話し合っています。またス
タッフの誕生日には社長から誕生日プレゼントが貰えますよ！地域の方々との交流も積極的
に行っていて、利用者のご家族様との食事会があったり、とても家庭的な温かい職場だと思
います。私自身はスタッフ一同「ここでの生活は楽しい！笑いが絶えない。」と言っていただけ
るような明るい、温かい介護を提供して行けたら良いと思っています。帰り際にいつも利用
者様に「あんた気つけて帰られ～。明日も待っとるよ。」と言っていただけるのがとても嬉し
いです。皆さんと一緒に働ける日を楽しみに待っとるよ！

中途入社で不安でしたが、すぐに馴染めましたよ！

常勤介護職
（中途入社）

富田 美保さん

先 輩 か ら の メ ッ セ ー ジ

提携施設のグループホームいろどり
(小矢部市今石動町)さんでもスタッフ
募集中です。

居宅介護支援事業所いろどり
管理者　天池 浩子
自分らしく安心して暮らせるように一緒
に考え、支援していきます。

サッカーやボウリングなど楽しみなが
ら機能訓練をしています。また、カラ
オケを使用し口腔機能向上に役立
てています。

ボランティアさんにご協力いただき、ご
家族様や、地域の方 を々お招きし施
設の１周年をお祝いしました。

施設の家庭菜園では、利用者様とそ
れぞれの季節に収穫した野菜を召し
上がっていただいています。

法人概要

株式会社 いろどり

ケアサポート いろどり
ひとりひとりに光を当てた人材育成と
その人らしさを大切にした福祉経営を目指します。

〒９３２-０１２２
小矢部市浅地583番地
電話 ０７６６-５４-０４７０
FAX ０７６６-５４-０４７１
メール spft3wc9@globe.ocn.ne.jp
採用担当者
飯 健治
電話 ０８０-３０４７-５７３７（直通）

募集要項・待遇

入居者様の生活空間です。
広 と々したリビングは解放感
抜群で、ごゆっくりお過ごしい
ただいてます。

広 と々したウッドデッキです。
お天気の良い日には、日向
ぼっこをしながらティータイム
を楽しんでいます。

募集職種
募集人員
応募資格
正 社 員
休　　日
正社員給与

加入保険

そ の 他

介護職員（グループホーム）
正社員4名　パート・アルバイト2名 
不問 

年間休日105日 
基本給　153,000円～
皆勤手当　5,000円
夜勤手当　4,000円/1回
　　　　　月6回目以降は5,000円/1回
介護福祉士　10,000円
実務者研修修了者　5,000円
初任者研修修了者　3,000円
年末年始手当　3,000円～5,000円
賞与　年2回
雇用　労災　健康　厚生 
退職金制度あり（勤続3年以上） 
誕生日プレゼントあり 
インフルエンザ予防接種助成あり 

雇用形態
勤務時間

パ ー ト
勤務日数
パート給与

加入保険

そ の 他

正社員・パート・アルバイト（ダブルワーク可）
①7：30～16：30　 ②9：30～18：30 
③10：00～19：00　④18：30～9：30 
※特定の勤務のみでもご相談ください 

週1日から可（ダブルワーク可） 
基本給　時給：850円～
夜勤手当　3,000円/1回　
　　　　　月6回目以降は4,000円/1回
介護福祉士　50円アップ
年末年始手当　3,000円～5,000円
賞与　年2回
雇用　労災　健康　厚生 
退職金制度あり(勤続3年以上) 
※勤務日数によります。 
加入保険は労働日数に応じます 
誕生日プレゼントあり 
インフルエンザ予防接種助成あり 

100 101



事業内容
●ケアハウス：入居定員50名
●デイサービスセンター：定員３４名
●介護老人保健施設：定員８０名
●短期入所療養介護（ショート）
●通所リハビリ（デイケア）：定員１５名
●在宅介護支援センター
●居宅介護支援事業所　

施設紹介

基本理念 住み慣れた環境の中で個人の尊厳を保ち、その人らしさを大切にした多様なサービスを
提供し、地域社会に貢献します。

　私は未経験で入社し、資格も介護の知識もない状態からのスタートでした。介護はつらい・き
ついというイメージから、自分にできるのか？という不安もありました。実際、仕事は大変です
が、先輩方の手厚いサポートと、利用者への関わりから得られるやりがい・癒しがあります。ま
た、休みも多くプライベートも充実しています。だからこそ今も頑張れているのだと思います。
気づけば、入社から3年が過ぎていました。今年は、資格取得を目標に頑張って行きたいと思い
ます！私のように無資格から働き、資格を取った方も多くいらっしゃいます。

「つらい・きつい」は「やりがい・癒し」に変化。

介護職員

高西 瑛里さん

　以前は、サービス業を10年行っていました。介護訓練校を経て介護の世界である老健城端
うららに転職して6年目になり、現在はフロアの介護リーダーとして勤務しています。最初は、介
護の仕事に戸惑いを感じていましたが、周りの心優しいスタッフのフォローと新人への丁寧な
教育のお蔭で、やりがいを感じながら利用者の介護を行ってきました。平成29年度に当施設
は、富山県の腰痛予防推進施設に選ばれました。私は、その中で推進委員の一員として施設内
で活動しています。これは利用者と職員の双方にとって無理のない介護を目指す取り組みで
す。お互いに笑顔であり続けられるために、今後も頑張って行きたいと思います。

転職を経て。

介護リーダー：介護福祉士

古田 優介さん

　私が当施設に入社してから、約4年経ちました。以前より、福祉に興味はあったものの“介護”
と言う職種は初めての分野でした。最初は「できるかな？」といった不安が常にありましたが、先
輩職員が一つ一つ、それこそ用語の意味から教えてくれたのでここまで来ることが出来たと思
います。また若手も多く、馴染みやすい環境でした。そうして経験を積み3年。職員数が多いと
は言い難い中でも、月に数回の実務者研修のために勤務体制を調整してもらい、介護福祉士の
試験に挑みました。結果、無事合格し報告に回ると、みんな自分のことの様に喜んでくれまし
た。温かい職員が多い当施設に、福祉を志す方が興味を持ってもらえたら嬉しいです。

温かい環境に支えられ。

介護職員：介護福祉士

岩倉 美樹さん

先 輩 か ら の メ ッ セ ー ジ

自立生活を基本として、入居者が心身共に健やかに、
楽しい在宅生活を長く続けていただけるよう援助する
ことを目指しております。個人の尊厳を重んじ、食事
サービスや、入浴サービスのほか、生活や健康状態
等の指導や助言、又、緊急時の対応等をいたします。

日常生活を営むのに支障のあるおおむね65
歳以上の方に、日帰りで入浴や食事などの
サービスを提供し、生活機能の維持向上を目
指し心身機能の保持増進を図るとともに家
族介護負担の軽減を目的としています。

『なんでも相談室』です。３人のケアマネジャーが
介護計画の作成の他、利用者や家族の方が安
心して介護サービスのご利用ができるようお手
伝いします。相談の料金は無料です。介護に関
することなら、どんなことでも相談に応じます。

専門職（理学・作業療法士）による個別リハビリと、
通所リハビリだからこそできる多職種によるケアの
提供を行っています。また、安全・安楽に在宅生活
を送って頂くための適切な介助方法を提示し、不
安を解消していく取り組みを行い支援しています。

利用者の皆さまが自分らしさを大切にし、生活の質を
高めることができるように支援を行っています。医師を
中心とした専門職チームが協働し、利用者の活気や
笑顔を求め、より良いケアの提供に努めています。ま
た、生活の場としての環境作りにも工夫をしています。

法人概要

社会福祉法人 城端敬寿会

ケアハウス/介護老人保健施設 城端うらら
「枝は鳥を選ばず」をモットーに、
高齢者の恵まれた環境確保に努め支援します。

〒９３９-１８１１
南砺市理休270 
電話 ０７６３-６２-８１１１　FAX ０７６３-６２-８１６０
メール urara@p1.tst.ne.jp
http://www.keijyukai.or.jp/
採用担当者
杉村 稔

【ケアハウス　城端うらら】
入居定員：５０名（平成１４年５月開所）
住み慣れた地域で心豊かに自
分らしく生きる新しいふる郷とし
て発展

【介護老人保健施設　城端うらら】
入所定員：８０名（平成１６年５月開所）
生き生きした生活を続けられ、地
域や家庭との結びつきを重視
し、開かれた施設として発展

募集要項・待遇
募集職種
募集人員
雇用形態
就業形態
勤 務 地

応募資格

応募方法

採用選考
選考方法
勤務時間
休　　日

介護職員
若干名
正職員
フルタイム  
デイサービスセンター　城端うらら
介護老人保健施設　城端うらら
介護福祉士の資格を有する方、
もしくは取得見込みの方
履歴書、介護福祉士免許（有資格者）、
卒業見込証明書、成績証明書
※郵送又は持参
随時　※別途通知
小論文、面接
1日8時間、週40時間・変形労働時間制
年間121日（平成30年度）、別に夏季休暇有

給　　与

諸 手 当

賞　　与
昇　　給
加入保険等

そ の 他

国家公務員人事院勧告・福祉職給料表採用
基本給（介護福祉士所有）
高卒172,100円～　短大卒178,100円～
大卒184,800円～　※前歴、資格加算有
特殊業務手当　月2,000～3,000円、
夜勤手当１回5,000円、宿直手当１回2,500円
通勤手当　上限21,300円（2キロ以上より支給）、
扶養手当、住宅手当
年2回（4.2ヶ月分）
年1回（4,400～5,200円）福祉職給料表による
健康・厚生・雇用・労災加入
退職金制度あり（勤続1年以上）
育児、介護休業取得実績あり、宿舎なし
マイカー通勤可、ユニホーム貸与
福利厚生センター（ソウェルクラブ）加入
※見学可（事前連絡必要/平日9：00～17：00）

●ケアハウス　城端うらら ●デイサービスセンター　うらら

●通所リハビリ●在宅介護支援センター・居宅介護支援事業所 ●介護老人保健施設　城端うらら

新 人 職 員 か ら の メ ッ セ ー ジ
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基本方針

社会福祉法人 福寿会

基本理念

心豊かな生活を支援します。

施設紹介

　職員同士　業務をしている中での疑問点やそれに対する改善策などを話し合い利用者に心
地よく生活していただけるように支援をしています。また、利用者のレベルに合わせ洗濯物たた
み、ちぎり絵や習字などの作品つくり等、楽しみの場を提供し快適な暮らしが送れるように工夫
しています。利用者が体調を崩した際や処置が必要な時には看護職と連携を取り、また家族が
面会に来られた時に健康状態や行事に参加された時の様子などを伝え、家族との連携も図って
います。このようなやりがいのある職場で、ぜひ私たちと一緒に働いてみませんか？

チームワークがよく、働きやすい職場です。

介護職員
（１年）

山本 芽依さん

　子供をあすなろ保育園に預ける時、最初はどんな保育園でどんな先生か分からず不安な部
分が多くありました。しかし、実際に通い始めると朝早くから夜遅くまで見ていただきとても安
心して預けることが出来ています。また、1対1で接していただく時間が多く毎日子供も元気に
楽しそうに通わせることが出来て預けて良かったと今は思っています。

安心して出産・子育てができています。

介護職員
（10年）

関谷 由貴さん

利用者の尊厳の保持と自立支援を通し豊かな生活に貢献します。
質の高い安全なサービスを公平に提供します。

先 輩 か ら の メ ッ セ ー ジ

〒939-1518
南砺市松原678番地1
電話 0763-23-2910　FAX 0763-23-2911
メール fukuju01@fukuju.jp
http://fukuju.jp
採用担当者
高山 博文

法人概要

思いに寄り添い、その人らしい生活
を支援します。また、職員の腰痛予
防に取り組み、利用者にはもちろん
職員にも優しい職場です。

利用者の尊厳や温かい雰囲気を大
切に個々に寄り添うユニットケアを
行っています。配食サービスを開始
し在宅生活を支えています。

利用者の自立を支援するため、「水」
「食事」「排泄」「運動」の基本ケア
により、日中おむつを外して過ごせる
取組みを行っています。

●特別養護老人ホーム　福寿園
南砺市松原678番地1
電話 0763-22-3556

●特別養護老人ホーム　やすらぎ荘
南砺市天池1570番地
電話 0763-52-6166 

●特別養護老人ホーム　いなみ
南砺市井波1310番地1
電話 0763-82-7040

『あふれる笑顔　幸せなくらし』をモッ
トーに職員一丸となり頑張っています。
あなたもチームきららの一員になりま
せんか！

「我が家で暮らしたい」思いを叶える
２４時間３６５日の介護サービスです。
人生経験を習うこともあり、奥が深く
学びが多い職場です。

子育てしながら安心して働ける職場
にと開園し、職員の子供たちを中心
に「子」は「個」を大切にした自由保
育を行っています。

●特別養護老人ホーム　きらら
南砺市理休247番地1
電話 0763-62-2323 

●福寿会北部定期巡回センター
南砺市松原678番地1
電話 0763-23-3650

●あすなろ保育園
南砺市松原678番地1
電話 0763-23-2915 

入所定員　　　福寿園：142名　やすらぎ荘：100名
　　　　　　　いなみ：80名　きらら：80名
　　　　　　　ショートステイ 4ヶ所：92名
通所介護定員　福野デイ：40名　旅川デイ：45名
　　　　　　　やすらぎ荘デイ：37名　ふく満デイ：40名
　　　　　　　デイいなみ：40名　井口デイ：30名　きららデイ：28名
旅川訪問介護、ふく満訪問介護、ふく満訪問入浴、
南部・北部定期巡回、あすなろ保育園
５か所の居宅介護支援事業所、配食サービス

募集要項 待　　遇
募集職種・人員

応募資格
雇用形態
採用試験
試験内容
勤 務 地

介護職員（１０名）
看護職員（３名）
資格不問
正職員
７月２９日（日）
一般教養、作文、面接
採用後、配属を決定

勤務時間
休　　日

給　　与

賞　　与

１日８時間、週４０時間
年間休日日数１２１日、
別にリフレッシュ休暇（夏期休暇）あり
a基本給（月額）
156,100円（高卒）～172,100円（大卒）
中途採用は前歴換算あり　H29年度実績
b手当
資格手当 1000円～4000円、通勤手当、
夜勤手当、扶養手当　他
年２回（４.４ヶ月分）
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常勤体制です。ケアマネージャー間の報告・相談を心掛け、より良い支援を目指しています。

●JA福光ふれあいセンター
（居宅介護支援介護事業所）

南砺市福光1165番地　電話 0763-52-8585

基本方針

ワンフロアーで、明り取りの飾り屋根が目印です。
ゆったりしたお風呂とリフト個浴３つがあります。
郷土食の作りたての給食が自慢です。デッキに面した
畑には四季の花や野菜が植えられています。

常勤ヘルパーと登録ヘルパーの２種類の勤務体制です。登録ヘルパーは働ける曜日や時間を指定する
ことができます。
ご利用者ご家族に寄り添った介護の提供をモットーに、日々明るく訪問しています。

●JA福光デイサービス日向ぼっこ 南砺市福光1192番地　電話 0763-52-3939 

●JA福光ふれあいセンター
（訪問介護事業所）

南砺市福光1192番地　電話 0763-52-2621

ＪＡ福光

ＪＡ福光 デイサービス 日向ぼっこ

基本理念

ワンフロアーで、明り取りの飾り屋根が目印です。ゆったりしたお風呂とリフト個浴３つがあります。
郷土食の作りたての給食が自慢です。デッキに面した畑には四季の花や野菜が植えられています。

事業内容
営業地域は南砺市（旧福光管内のみ）です。
通所介護、訪問介護、居宅介護支援事業所を営業しております。

施設紹介

　元気で明るい職場です。

　ぜひ見学にいらしてください。お待ちしています。

居宅支援専門員管理者
（１７年目）

野嶋 京子さん

　職員間でいつも話合いながら、より良い介護を目指しています。明るい

人が多く、和気あいあいとしています。休憩時間はリラックスしながらも、

ついつい「今日の○○さま、少し元気ないかな？」と仕事の話をしてしまい

ます。ぜひ、私たちと一緒に働きましょう。介護職員

東 陽子さん

尊厳を守り、ご利用者の思いに寄り添います。
笑顔と声掛け、温かな介護に努めます。

先 輩 か ら の メ ッ セ ー ジ

〒939-1732
南砺市荒木5318番地
電話 0763-52-1335　FAX 0763-52-1333
メール katada2655@ja-fukumitsu.or.jp
採用担当者
片田 行成

法人概要
募集要項・待遇
募集職種
　
　
　
　
　

通所介護：看護師
作業療法士
理学療法士
介護員
訪問介護員
介護支援専門員
事務職員

募集人員

応募資格

雇用形態

勤 務 地

勤務時間

休　　日

給　　与

若干名

経験不問、未経験者大歓迎、経験者優遇

常勤：フルタイムおよびパートタイムはご相談

に応じます

南砺市福光

8：30-17：30

日曜、祝日、週１

時給　780円～1,200円程度

職種・時間・経験・資格など考慮
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社会福祉法人 小杉福祉会

基本理念

あなたの笑顔　あなたの優しさ。
ありがとうがいっぱいの小杉福祉会。

法人基本方針
一、地域の福祉サービスの拠点として役割を担うことをめざします。

一、健全で快適な生活が保障されるよう説明と同意のもとにサービスを提供します。

一、利用者さんの権利とプライバシーを尊重し、安全と信頼に基づいたサービスをめざします。

一、保健・医療・福祉との連携を密にしたサービスをめざします。

一、福祉職員として、職員の研修、教育を推進し、職員及び提供するサービスの資質の向上に努めます。

施設紹介

新 人 職 員 か ら の メ ッ セ ー ジ

　私は、人の役に立つ仕事がしたくて、介護の道を選びました。介護の仕事は時には大変だ
な、辛いなと感じることはあります。しかし、それ以上にやりがいのある仕事だと思います。
入居者様の笑顔や「ありがとう」「助かった」と感謝の言葉を聞くと嬉しく、自分の仕事が人の
ための役立っていると実感が湧き、この仕事を選んで良かったなと思います。
　働き始めた時は戸惑いが多く、毎日入居者様と接する中で、少しずつ自分らしさを発揮で
きるようになりました。また、優しい先輩方に丁寧で的確な指導をいただき、多くの学びと経
験を積むことができました。和気あいあいとした職場で皆さんと一緒に働ける日をお待ちし
ております。

やりがいのある職場です。

介護職員・介護福祉士
（平成２８年４月採用）

山崎 玖瑠光さん

　私が中学２年生の１４歳の挑戦の時、近くの介護施設で入居者様と交流した事がきっかけで、
介護福祉の仕事がある事を知りました。短期大学の福祉学科を卒業した後、介護職員として入
社しましたが、実際の現場に勤めると、学生では学べないことが多く戸惑うことも時々ありまし
た。しかし。太閤の杜の先輩職員が優しく丁寧に指導してくださり、とても勉強になります。これ
からも学んでいくことは多いですが、入居者様の想いを大切にすることを忘れず、日々入居者
様と共に笑顔でいれるような介護ができるよう頑張っていきます。

入居者様と職員の笑顔あふれる職場です。

介護職員・介護福祉士（平成２９年４月採用）

 木挽 理沙さん

豊かな感性　燃える情熱　未来を開く小杉福祉会。

先 輩 か ら の メ ッ セ ー ジ

〒９３９-０３１７
射水市池多８２２番地
電話 ０７６６-５６-１０７８　FAX ０７６６-５０-８３１６
メール syakaifukushihoujin@kosugifukushikai.jp
http://kosugifukusikai.jp
採用担当者
肥田

法人概要
募集要項・待遇
募集職種
募集人員
応募資格

雇用形態
勤 務 地

勤務時間

休　　日
給　　与

諸 手 当

介護職員
5名
介護福祉士の資格有りが望ましいが、
無資格者でも大丈夫です。
常勤職員
エスポワールこすぎ・大江苑・太閤の杜の
いずれか
１ケ月単位の変形労働制
1日8時間・週40時間以内勤務
年間休日１１０日
基本給
160,700円から186,100円（前歴換算有）
特殊業務手当 17,000円（資格有）
夜勤手当、住居手当、賞与（年２回）

保 険 等

休 暇 等
応募方法
福利厚生

健康保険、厚生年金保険、雇用保険、
労災保険、福祉医療機構退職共済加入
育児・介護休暇、誕生日休暇
履歴書を法人本部に提出、面接は随時
福利厚生センター（ソウェルクラブ）加入

子ども一人ひとりの育ちのために、共
に考え、相談し合い、協力し合って、
保育士自身も喜びを感じられる笑顔
が多い職場です。 

「届けよう！感謝の気持ち、あふれる笑
顔」をモットーに、利用者様、ご家族
様、地域の皆様に愛される施設づくり
に取り組んでいます。

利用者満足度ＮＯ１を目指して、常に
利用者目線で向き合い寄り添い、お
もてなしの心で個別ケアに取り組ん
でいます。

●あいあい保育園
射水市南太閤山3-2-1
電話 ０７６６-５６-４１４１

●特別養護老人ホーム
エスポワールこすぎ
射水市池多822
電話 ０７６６-５６-１０７８

●特別養護老人ホーム大江苑
射水市大江333-1
電話 ０７６６-５５-８８８８

全室個室で10人の少人数を、１ユ
ニットとし、家族に近い関係作りをし、
入居者様一人ひとりの生活を大切に
しています。

パークゴルフ場に隣接している地域
密着型のデイサービスで、暖かく楽し
い雰囲気に包まれています。
「ここなら毎日これるね」と言って頂け
るよう少数精鋭で頑張っています。

●特別養護老人ホーム太閤の杜
射水市中太閤山18-1-2
電話 ０７６６-５６-８７２７

●下村デイサービスセンター
射水市加茂西部64-1
電話 ０７６６-５９-２００２
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基本方針

基本理念 信じ合う生活・希望ある生活・愛し合う生活。 
「あなたらしさ」を大切にします。

採 用 者 か ら の メ ッ セ ー ジ

　介護は喜びを生みます。同時に悲しみも生まれます。そのような関わりの中で、私たちは
人としても成長させてもらっています。
　また、いいサービスを提供するためには職員一人ひとりの私生活が充実していなければ
いけません。こぶし園では、コミュニケーション豊かな職場環境で仲間意識を高めながら自
己研鑚し、私生活が充実できるようワークライフバランスに取り組んでいます。興味のある
方はお気軽にご連絡ください。

副施設長・介護福祉士、介護支援専門員

鈴木 透さん

事業内容
50名定員の従来型（3グループ）と34名定員のユニット型（4ユニット）を運営しています。
時間の流れは穏やかに、温かみと笑顔を忘れず支援できるよう心掛けています。

地域の方のお力添えがあってこその
事業運営です。

法人概要

社会福祉法人 大門福祉会

特別養護老人ホーム こぶし園
こぶしの花のように美しい人生が送れるよう支援します。

〒939-0241
射水市中村20番地
電話 0766-52-6700　FAX 0766-52-6800
http://www.kobushi-en.com/
採用担当者
鈴木 透
メール suzuki@kobushi-en.com

施設紹介
地域福祉の拠点となるよ
う取り組み、介護を楽しむ
職場となれるよう取り組ん
でいます。

木のぬくもりと自然の光が
感じとれる温かみある施設
です。

　こぶし園では利用者の生活しやすい環境作りはもちろん、職員の働きやすい職場環境作りにも力を入れ
ています。私が結婚で休暇日数を相談をした時です。配属先の勤務が成立するか心配でしたが、逆に結婚
前の家庭での時間を優先していただけました。
　また、職場には小さいお子さんのいる職員も大勢いますが、夜勤免除や勤務時間の制限など、女性が働
きやすく結婚後にも仕事を続ける勇気をもらえます。男性の上司も育児休暇を取得されています。悩みは
共有すべき、と何でも相談できる環境で、東京ディズニーランドやユニバーサル・スタジオ・ジャパン(USJ)
へ行く楽しい親睦旅行など職員交流も盛んです。

介護職員・介護福祉士
（6年目）

宮原 美穂さん

　介護は利用者の方と関わりながら色んなことを学んでいく仕事だと思います。こぶし園では介護に関
すること以外にも、イベント等を通じて地域との連携など様々なことを学んでいけます。
　私はユニット型で勤務しているので、ひとりで業務することも多く不安もありますが、先輩職員には
気兼ねなく聞けて学べています。そんな優しい職員や楽しい生活を送れるこぶし園で一緒に学んでい
きましょう。

介護職員・介護福祉士
（3年目）

山口 達也さん

　入社して早5年、振り返れば、最初の頃は職場の雰囲気と仕事に慣れることに精一杯でした。ですが、先
輩からの丁寧な指導や、焦らず自分のやるべきことをしっかりと行うことで、自分なりの仕事の仕方が確立
し、今日を迎えられました。仕事をしていて良かったと思うこと、それは、利用者の皆さんに笑顔で「ありがと
う」と言われた時やご家族から感謝の気持ちいただいた時です。
　困難なことは多々ありますが、大切なことは、いかにして自分なりに楽しく仕事をするか、です。介護の仕
事はやりがいや達成感があり、自分自身の成長も感じとれる素晴らしい仕事だと思っています。

介護職員・介護福祉士
（6年目）

杉岡 亜衣さん

　こぶし園で仕事をしながら、2度の産前産後育児休業を取得させてもらいました。私が妊娠中の体調不
良で勤務できない時も、勤務を調整し体のことを気遣ってもらえる心優しさを感じた環境でした。特に、2年
連続休業を取得したことで先輩方に迷惑を掛けていると心苦しく感じていましたが、顔を出した時は温かく
迎え入れてもらえました。今も育児に奮闘していますが、短時間勤務の活用で仕事と育児の両立ができて
います。
　みんな色々な事情を抱えていますが、みんな仲良く協力し合い、なんでも気軽に相談できる、優しさと思
いやりが溢れる、そんなこぶし園で一緒に働いてみませんか。

介護職員・介護福祉士
（7年目）

水上 沙亜耶さん

先 輩 か ら の メ ッ セ ー ジ

募集要項・待遇
職種・人員
応募資格

雇用形態
採用試験・日程

時　　間
休　　日

介護職員・３名
人と関わる仕事をしたい方・積極的かつ前向
きに取り組める方・介護に興味のある方
正規職員・常勤
面接、作文・9月下旬
まずはご連絡下さい。
1日8時間、週40時間
シフトにより決定（週休2日制）
年間休日117日＋生活支援特別休暇4日

給　　与

昇　　給
そ の 他

a基本給　156,000円～216,400円
（最終学歴や資格取得、経験等で決定します）
b定期的に支払われる手当
職務手当3,000円～7,000円
処遇改善手当2,000円
その他各種手当あり
a+b　161,000円～225,400円
c賞与　年2回（約4.25ヶ月分）
年1回（2,000円～3,000円）
敷地内に駐車場あり

先輩職員のフォローやスキルアップ
の仕組みを整備し、自己研鑚できる
環境です。

地域の小中高校生との交流も盛ん
です。
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施設紹介

基本方針

基本理念 それぞれの事情により、慣れ親しんだ家庭や地域を離れて、新しい生活が始まる
利用者の皆様に、日々の喜びと生きる意欲を持っていただけるような施設づくりを
目指します。  
１　利用者の人権と人格を尊重します。
２　家庭や地域と交流を深め暮らしていた生活様式を最大限尊重します。
３　心と心の結びつきを大切にします。
４　利用者の立場にたって考えそして行動します。
５　利用者が安心して生活できるよう努力します。

採 用 者 か ら の メ ッ セ ー ジ

　ふなはし荘は地域の方々に支えられ、今年で18年目になります。施設は平屋建てで窓から
立山連峰が一望できる恵まれた自然環境の中にあります。職員は常に「笑顔」をモットーにし
ており、利用者様が毎日笑顔で過ごせるような環境作りを目指しています。
　年中行事では職員が企画・運営を一丸となって行い、利用者様やご家族皆が一緒に盛り上
がり、楽しんでいます。幅広い世代の職員がお互い自然に助け合いながら仕事を行い、新人
職員でも安心して働ける環境にあります。そんな抜群のチームワークの良さがふなはし荘の
魅力です。

職員のチームワークがよく、働きやすい職場です。

介護長

岩田 教子さん

　介護職は大変だというイメージを持たれるかもしれません。実際、介護士として多くの利用
者様と関わりを持つ中で、そのような事は確かにあります。しかし、それだけではなく、介護の
仕事にはたくさんのやりがいと魅力があります。利用者様との関わりの中で最もやりがいを
感じるのは「ありがとう」と笑顔で感謝されることです。いつも聞き慣れた言葉ですが、こんな
にも人の心を打つのかと驚かされます。利用者様の笑顔や優しさに触れる日々を送り、人の
温もりを感じ私自身が支えられています。
　これからも利用者様一人ひとりの心に寄り添い、思いを尊重し支援していきたいです。

利用者様が笑顔でいる事。それが私の元気の源。

介護サブリーダー
（７年目）

永原 優花さん

　この職場で働くようになり、12年になります。いつまでも新人のつもりでいましたが気付
けば若い職員に囲まれ、日々たくさんの刺激を受けています。私がこのように続けていられ
るのは、利用者様が常に快適に過ごせるように職員が自分たちで何でも話し合い、改善でき
る環境があるからだと感じています。
　また、私には子供が三人います。よく周りから「子供がいて介護の仕事を続けるのは大変
だね」と言われますが、子供たちも私の仕事を理解し応援してくれています。そのことが私
にとってとても励みになっています。他にも子育てしながら頑張っている職員が大勢います。
決して介護職は楽な仕事ではありませんが、このふなはし荘はお互いサポートし合える温か
い職員ばかりです。

互いにサポートし合える職場です。

介護主任
（１２年目）

小林 智子さん

先 輩 か ら の メ ッ セ ー ジ

法人概要

社会福祉法人 中新川福祉会

特別養護老人ホーム ふなはし荘
私たちふなはし荘職員は地域の皆様に愛され
笑顔と安らぎのある施設づくりを目指します。

〒930-0281
中新川郡舟橋村舟橋58番地1
電話 076-462-9888　FAX 076-462-9777
メール info@funahashisou.jp
http://care-net.biz/16/funahashisou/  
採用担当者
酒井 隆幸

募集要項・待遇
職　　種
人　　員
応募資格

雇用形態
勤 務 地

時　　間
休　　日

介護職員
２名
介護福祉士または取得を目指す基礎研修、
ヘルパー２級、初任者研修
正規職員　　フルタイム
〒930-0281 
中新川郡舟橋村舟橋58-1　 転勤なし
１日8時間、週40時間
年123日（事業所カレンダーによる）

給　　与

待　　遇

そ の 他

初任給基準147,500円（高等学校卒）～
初任給基準156,500円（専門学校卒）～
学歴経験資格考慮
他　体制加算3,800～4,000円
処遇改善3,000円
夜勤手当5,500円（1回当り）
人事考課制度（昇格昇進あり）
育児休業あり、退職金制度あり、雇用、労災、
健康、厚生年金
賞与　年２回（基準4.1ヶ月）

事業内容
【介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム）】
自立を支援し、家庭への復帰を目標としている施設です。
介護保険の要介護認定で要支援を除いた、要介護３～５と認定された要介護者で、 寝たきりや認知症などで日常生活全
般にわたって常時介護を必要とし、在宅での生活や介護が困難な高齢者の方などを対象とした施設です。
食事や入浴、排泄といった日常生活上の介助や機能訓練、健康管理等を行ないます。
看護師・生活相談員・機能訓練指導員・介護職員などのスタッフがサービスをご提供いたします。
[ 実施事業 ]
□ 第一種社会福祉事業　定員８０名（うちユニット３０名）特別養護老人ホーム　ふなはし荘
□ 第二種社会福祉事業　定員２０名　老人短期入所事業・身体障害者短期入所事業・知的障害者短期入所事業
□ ふなはし荘居宅介護支援事業
□ 舟橋村デイサービス運営受託事業　定員３０名

がんばる介護事業所表彰
人材育成の充実や職場環境の改善に
より介護人材の安定的な確保に積極
的に取り組む優れた法人と認められ、平
成29年度の「がんばる介護事業所」雇
用環境部門で富山県知事から表彰を
受けました。

当施設は、東に立山連峰、西に田園と素
晴らしい景色に囲まれた中にあり、お部屋
から眺める立山はとても素敵です。
舟橋村、立山町、上市町の2町1村の高
齢者介護の拠点として、地域の皆さまが
安心して暮らせる社会づくりに貢献させて
いただいております。
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基本方針

ケアプラザ虹の丘 三郷/ケアプラザ虹の丘 たてやま

会社スローガン

「和顔愛語」（「和顔」＝和やかな顔・優しい顔、笑顔・「愛語」＝愛しみある言葉、思いやり、
感謝）を施設モットーとし、一人一人が利用者様、スタッフに接する際に実践しています。

　私は現在、富山支店長を行なっております。介護経験無しで入社しましたが、先輩に優しく
時には厳しく指導していただいたおかげで、楽しく仕事を行なえるようになりました。
　働きやすい環境作りは自らも率先して行なっております。新しい事にチャレンジさせて
くれる企業なので、アイデアが実現できた時は皆で大喜びします。利用者様、スタッフと
共に楽しみましょう！

自分の夢を虹の丘で一緒に実現しましょう！

（13年目）

金井 康徳さん

　資格が無く入社し、施設にお世話になりましたが、スタッフ皆が仲が良く丁寧に指導して頂
き、すぐに利用者様とも打ち解ける事ができました。また、「社内段位制度」が設けられており、
社内研修の試験の結果、年間上位3名となることができ、海外研修に同行させて頂きました。
発展途上国の介護施設、病院などを見学し、とても有意義で世界観が変わりました。
　この施設は、個々の長所を活かせる職場だと実感しています。

やる気！元気！笑顔が溢れる施設です！

「地域環境福祉の創造企業」常に新しい福祉への挑戦を行ない続けます。
「自律の精神」「創造の情熱」「共生の思想」を三信条としています。

先 輩 か ら の メ ッ セ ー ジ

株式会社 日本エコ・ケア・サービス
〒４９１-００２６
愛知県一宮市和光2丁目４-３２
電話 ０５８６-７２-０３９１　FAX ０５８６-７２-０３９２
メール nishiyama@jecs.jp
http://www.jecs.jp
採用担当者
西山 恵美

法人概要

【ケアプラザ虹の丘三郷】
●デイサービス虹の丘三郷　富山市水橋小路２８７-１　電話 ０７６-４７８-5681（代）
広 と々したケアルームで、定員32名の利用者様と共に、季節のイベントを盛大に行なっています。日当たりもよく芝生
スペースを活用して、気候の良い時は外でイベントを行ない共に楽しんでいます。
●へルパーステーション虹の丘　富山市水橋小路２８７-１　電話 ０７６-４７８-１４44（代）
利用者様のご自宅に訪問し、生活援助、身体介助を行なっています。
●ライフサポート虹の丘三郷　富山市水橋小路２８７-１　電話 ０７６-４７9-9650（代）
利用者様が、イキイキと過ごしていただけるように、しっかりとお話しを聞き、必要なサービス提供案を作成しています。
●住宅型有料老人ホーム 虹の丘三郷　富山市水橋小路２８７-１　電話 ０７６-４７８-１４００（代）
安心・安全に、一緒に笑顔で過ごしていただけるような空間創りを行っております。 

【ケアプラザ虹の丘たてやま】
●虹の丘たてやま（デイサービス）　中新川郡立山町米沢４４-１４　電話 ０７６-４６２-９３６６
広 と々したケアルームで、定員3０名の利用者様と共に、季節のイベントや日々のレクリエーションを楽しみながら、個々に
あったサービスを行なっています。
●ライフサポート虹の丘たてやま　中新川郡立山町米沢４４-１４　電話 ０７６-４６２-９３６６
利用者様が、イキイキと過ごしていただけるように、しっかりとお話しを聞き、必要なサービス提供案を作成しています。
●住宅型有料老人ホーム 虹の丘たてやま　中新川郡立山町米沢４４-１４　電話 ０７６-４６２-９３６６
安心・安全に、一緒に笑顔で過ごしていただけるような空間創りを行っております。 

施設紹介

募集要項・待遇
募集職種

雇用形態

応募資格

勤 務 地

勤務時間

①介護職員、②介護職員（夜勤）、③看護師、
④介護職員（正社員）
①②パート雇用（試用期間3か月）
③正社員雇用・パート雇用（試用期間3か月）
④正社員雇用
①②④やる気、元気、笑顔あふれる方優遇
③看護師・准看護師
①デイサービス虹の丘三郷・虹の丘たてやま
②住宅型有料老人ホーム虹の丘三郷
住宅型有料老人ホーム虹の丘たてやま

③④デイサービス虹の丘三郷・虹の丘たてやま
①８：００～１９：００の間の時間帯で相談応ず
②１６：３０～翌８：００（休憩3時間）
③８：００～１９：００の間の時間帯で相談応ず。
（正社員は基本８：００～１７：００）
④８：００～１7：００

休　　日

給　　与

①②シフトに応ず
③④シフトに応ず（正社員は4週８休）
①時給800円～１，1００円
（資格・経験の有無による）
②夜勤１１，５００円～１５，０００円
（資格・経験の有無による）
③時給１，2００円～１，5００円
（資格・経験の有無による）
（正社員）総額245,000円
（パート）時給1,200円～1,400円
　　　（経験に応ず）

④（正社員）総額160，0００円～280，0００円
（社内段位、資格、役職、夜勤勤
務による）

施設・職場環境
充実した研修によりスキルアップでき、社員の定着率も抜群です
　当社では有資格者も無資格者も参加できる社内研修が充実しています。
社内インストラクターによる介護技術に関する講習から、スタッフ同士でお互い
に介助をしあう実技研修、利用者さまを楽しませるレクリエーションの研修、
日常生活で取り入れられるトレーニングの研修など様々な研修を定期的に
実施しています。
　それにより、スタッフの介護スキルが向上するとともに、全スタッフがモチ
ベーション高く利用者さまと向き合っています。
　定期的な研修によるフォローや、先輩による日常のサポートにより、しっかりと
仕事に取り組むことができるのが当社の特徴です。働きやすい環境が整って
いるので、社員の定着率も良く、長く活躍するスタッフが多数います。

― 施設スローガン ―
行きたい・居たい・また来たい
皆が笑顔で「ありがとう♥」

ハロウィーンパーティー

両施設合同でバーベキュー大会

ケアプラザ虹の丘たてやま

皆様大好きなおやつ作り

ケアプラザ虹の丘三郷

毎日の身体・心・脳が刺激されるレクリエーション 社内研修優秀者3名
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施設紹介

※朝日町直営の介護事業所です。

　「きっちりと掃除をすることに捉われないで、それよりもご利用者さんの体調を窺ったり、状態の変化
や食事を摂れているのかなど観察することの方が大切だからね。」との先輩の言葉に、業務をこなす事
だけ考えてご利用者を見ていなかったと気づかされました。また、仕事で感じた疑問にみんなが真剣に
考えて意見を出し合ったりする時など、決して独りでしている仕事ではないという安心感が持てます。
　40代後半という年齢で資格を取り、初めて就いた介護の仕事。これからも職場の先輩方の助けを借
りてご利用者に向き合ったお仕事をしていきたいと思っています。

安心して働ける職場です。

常勤ヘルパー（新任）

Nさん

　ご利用者の自宅訪問や相談支援をはじめ、病院や施設等の関係機関との連絡調整等を行っ
ています。ご利用者がお変わりなくお元気で生活していれば安堵し、また、時には心配をするよ
うな状況もあります。これを繰り返しながら、日々、ご利用者が安心して自宅での生活を続けて
いけるよう支援に励んでいます。
　当居宅介護支援事業所は常勤ケアマネジャー6名で業務しています。ワンフロアで訪問看護と
訪問介護も業務しているため、多職種での連携も図りやすいのも特徴です。職員は中堅からベテ
ラン揃いで、ケアマネジャー業務未経験でも安心して仕事をすることができます。希望休暇や連休
も取り易く、また、研修参加等のバックアップも手厚いため、公私ともに充実できる職場環境です。

仕事とプライベートも両立できる職場です。

常勤ケアマネジャー
（7年目）

Kさん

　総合病院・リハビリ病院を経て訪問看護師となりました。病院で働いていた頃は、治療する
こと、退院することがゴールと考えていたように思います。偶然、参加した研修会で生活行動
回復看護（NICD）に出会い、生活することに視点をおいてケアを行う大切さを学びました。
「生活することを支えたい」と考えるようになり、訪問看護師となりました。1日4～6件の訪
問で、入浴介助から薬剤管理(内服・点滴)、ストマやポート管理といった医療的処置や看取り
を行っています。今までの経験を生かせ、また“家”ならではの新しい学びができ、とてもやり
がいのある仕事だと思います。一緒に働くメンバーは看護臨床経験の、また人生においても
先輩であり、いつも心強い存在です。

仕事にやりがいがあり、毎日が充実しています。

常勤訪問看護師
（2年目）

Yさん

先 輩 か ら の メ ッ セ ー ジ

事業内容

笑顔あふれる元気で明るい仲間たち
です。地域での暮らしに寄り添います。

ベテランから中堅看護師4名でご利
用者約40名の対応をさせていただい
ております。

職員6名のうち5名が主任介護支援
専門員を取得しています。経験豊富な
職員が“～らしさ”をご支援いたします。

【訪問介護】【訪問看護】【居宅介護支援・介護相談】

1.介護に関わる相談や要介護認定に必要な
申請手続きの代行

2.居宅介護サービス計画（ケアプラン）の作成
3.介護サービスを利用するために必要な
サービス事業所等との連絡調整

4.町・保健医療福祉サービス機関との連絡
調整

5.居宅サービス利用の苦情受付

認知症の2人暮らしや独居でも安心・安全に
療養生活ができるように訪問看護師がお伺
いします。
お顔を拝見しながら健康状態の観察をした
り、医療処置から生活コーディネートまでを
お手伝いさせていただきます。

誰もが住み慣れた家で安心に暮らせるため
に、また様々なニーズにお応えできるように
生活援助や身体介護にてご支援いたします。
“目配り”“気配り”“心配り”をモットーに利用
者様の笑顔が引き出せるよう日々、町中を飛
び回っています。

事業所概要

朝日町

朝日町在宅介護支援センター
「お家が一番！！」の思いをお支えします。

〒939-0741
下新川郡朝日町泊555番地
電話 0765-83-0303　FAX 0765-83-9091
メール zaitakukaigo@int.town.asahi.toyama.jp
http://www.town.asahi.toyama.jp/
採用担当者
越坂 俊治

在宅介護支援センターは特別養護老人ホーム有磯苑の敷地内にあります。
介護に関わる相談受付業務の他、「居宅介護支援事業所」「訪問看護ステーション」
「ホームヘルパーステーション」の3つの事業所をワンフロアで運営しておりますので、
医療、福祉の連携が図りやすく、早急な対応ができます。

募集要項・待遇
職種・人員
　
応募資格

雇用形態

勤 務 地
時　　間
休　　日

①介護支援専門員(ケアマネジャー)1名
②訪問看護師1名
①介護支援専門員資格
②看護師資格
※いずれも要普通運転免許
①②いすれも臨時職員
（勤務状況により嘱託職員への登用もあり）
フルタイム
朝日町内
原則8:30～17:15
週休2日制、有給休暇は勤続6カ月以降から有

給　　与

待　　遇

そ の 他
応募方法

①日額8,200円
②経験等による
日額8,000円～12,800円
通勤手当有、賞与年2回（勤続1年以降）
各種社会保険有
車通勤可能
市販の履歴書または朝日町臨時職員等（登
録）申込書に、応募に必要な資格証と運転免
許証の写しを添付して朝日町役場総務政策
課人事係または朝日町在宅介護支援セン
ターにご提出ください。
※申込書は朝日町ホームページからもダウン
ロードできます。

新 人 職 員 か ら の メ ッ セ ー ジ
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基本方針

基本理念 “笑顔で挨拶、笑顔で応対、笑顔で介護”
誰もが自分らしい人生を送れるよう支援する。

新 人 職 員 か ら の メ ッ セ ー ジ

　最初は自分に勤まるかどうか不安でしたが、指導してくださる先輩から丁寧に教えていただ
けたので安心して精一杯取り組むことができました。また、日々仕事していく中で、どうしたらよ
いか分からない時や問題が出てきた時は、その問題を共有して自分一人ではなくチームで一
緒に考えてくださるので、皆さんの考えや意見も共有することができ、とても心強いです。
　これからも不安はありますが、心強い先輩の意見を聞きながら頑張っています。 介護士（１年）

古 琴絵さん

　就職してから、結婚、出産とライフスタイルが変化して働き方を考えることもありました。
また産休、育児休業の約４年間のブランクがあったので職場復帰は不安だらけでした。しか
し、復帰後は先輩たちが丁寧に仕事を教えてくださったおかげですぐに慣れることができま
した。また、先輩や同僚に相談しながら、働き方を変えることなく続けることもできました。
　今はまだ子供が幼いので、急な体調変化で休暇をとることもあります。そんな時も「子供のそば
にいてあげて」と温かい言葉とともに理解を示してくださるので、気持ちの上でも助かっています。
　同じ悩みを持つ方も多いのではないでしょうか。結婚や出産を機に職を離れた方も、もう一度
一緒に働いてみませんか。

介護士・介護福祉士
（１２年）

中村 有加子さん

  介護福祉士養成校を卒業し、有磯会に勤めてからあっという間に５年になります。最初は「仕事
をこなせていけるのか」「周りの職員に迷惑をかけないか」など不安でしかなかったのですが、良
い上司、先輩、同僚に恵まれ、毎日楽しく介護しています。
　働き始めてから目標にしていることは「誰からも信頼される介護福祉士になること」で、利用
者様から安心していただき、職員間のコミュニケーションを常に図ることで、情報の共有や利用
者様のより良いケアに努めることができています。
　正直辛い日もありますが、そんな時こそ皆で助け合い、理念にもある「笑顔」に自然となれる
職場環境です！　目標に向かって「一笑懸命」働くことができますよ！

先輩と問題を共有して

職場の温かい言葉に支えられています

目標に向かって毎日充実しています！

介護士・介護福祉士
（５年）

水野 敬さん

先 輩 か ら の メ ッ セ ー ジ

職員同士和気あいあい

笑顔で応対笑顔で介護 利用者様、職員も共に楽しめる行事の実施

法人概要

社会福祉法人 有磯会
広い海、透き通る空の青さ。
思いやりと優しさをあなたに・・・。

〒939-0741
下新川郡朝日町泊555番地（有磯苑内）
電話 0765-82-2200　FAX 0765-83-2532
メール ariｓoen＠arisokai.jp
http://www.arisokai.jp/
採用担当者
宇田 速雄

施設紹介

募集要項・待遇
募集職種
募集人員
雇用形態
応募資格

採用試験
試験内容
勤 務 地

勤務時間

休　　日

介護職員
10名
正職員、フルタイム、交代制
介護福祉士、社会福祉士、介護福祉士実務
者研修（ホームヘルパー１級、介護職員基礎
研修）修了および介護職員初任者研修（ホーム
ヘルパー2級）修了のいずれかの資格を有する方
又は取得見込みの方
随時
作文、面接
有磯苑、デイサービスセンター、つるさんかめさん、
通所リハビリテーションつるさんかめさん
1日８時間勤務・休憩１時間
日勤8：30～17：30、早出7：00～16：00
遅出10：00～19：00、12：00～21：00
夜勤16：30～9：30、18：00～7：00、
22：00～7：00
４週間で8日の休日、年間110日

給　　与

手　　当

退 職 金
賞　　与
入職支援金

託 児 所

大卒180,600円、短大（２年）卒160,200円、
高卒154,400円
中途採用者は「中途採用者格付け基準」に
基づき基本給を決定
通勤手当上限55,000円
夜勤手当１回6,500円
職務手当13,000円、8,000円
独立行政法人福祉医療機構の共済に加入
年２回
介護職員として２年以上の経験のある方で、
当法人に正職員として入職された方に次のと
おり支給します。
介護福祉士30万円、実務者研修修了者20
万円、初任者研修修了者15万円
●あさひ総合病院院内保育所利用可能（土・日・
祝祭日に利用可。夜間は火・木の利用可。）

●朝日町病児保育室スマイルの利用可能
（土・日・祝日・年末年始以外）

特別養護老人ホーム
有磯苑
一人ひとりに合った介護
サービスを提供します。

介護老人保健施設
つるさんかめさん
多職種協働で自立した生
活が送れるよう支援します。

事業内容
特別養護老人ホーム　有磯苑　　　　　　 【定員】入所150名、短期30名
朝日町デイサービスセンター　　　　　　 【定員】30名
居宅支援事業所　有磯苑
介護老人保健施設つるさんかめさん　　　 【定員】60名
通所リハビリテーションつるさんかめさん 【定員】30名
ケアハウスみんなの家　　　　　　　　　 【定員】60名

【特別養護老人ホーム有磯苑】
利用者様一人ひとりに寄り添った介護サービスを提供し、地域の保健・医療・福祉サービスとも密接な連携を図り、健康で快
適に過ごしていただけるよう努めています。
【朝日町デイサービスセンター】
食事、入浴サービスなど日常生活上の世話及び機能訓練により、心身機能の維持向上並びに利用者家族の負担軽減を図ります。
【介護老人保健施設つるさんかめさん・通所リハビリテーションつるさんかめさん】
サービス計画に基づいた介護、看護、機能訓練その他必要な医療と日常生活のケアを行い、居宅での生活復帰を目指しています。
【ケアハウスみんなの家】
自立生活ができる方に食事・住居を提供し、自主性を尊重した快適な生活が送れるよう支援しています。
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