
基本方針

社会福祉法人 相幸福祉会

飯野タウン なごみ

基本理念

一人ひとりのかけがえのない生涯を大切にし
明るく健康で心豊かに過ごせるような支援を。

　この法人で働き始めて、６年目になります。無資格で入職し長い間不安なままで働いていま
した。３年が経過し介護福祉士の資格を取得しようとしたときは、職場の皆さんが応援してくだ
さり合格することができました。私にとって資格取得は自信に繋がりました。今では任される仕
事も増え、自分からも積極的に取り組んでいます。また、内容をしっかり理解して行動できるよ
うにもなりました。介護の仕事は、日々変化する仕事です。利用者の「今」を大切にサービスを提
供します。他の職員と協力できる体制が整っていることが重要で、それがあるからより良い
サービスが提供できると思います。この法人は、全ての条件が満たされていて自分が大きく成
長できる職場です。

自分が成長できる職場。

小規模多機能型居宅介護　介護福祉士
（６年目）

梨井 美穂さん

　私達の職場は、多くの外部研修に参加できます。通常の勤務時間内で研修に参加できるの
で、より研修に集中することができると感じます。また午前中は通常の勤務をして午後からの研
修する等、融通が利くため、研修に参加しやすい環境が整っていると思います。そのため、研修
での学びをすぐに仕事に活かせると感じます。研修の他にも取得したい資格へのサポートが
しっかりとしているので新しい資格に挑戦することができます。また休日も多いので、趣味など
でリフレッシュをしてよい心身状態で仕事に励むことができます。

研修での学びを活かせる職場。

小規模多機能型居宅介護　介護福祉士（１年目）

杉林 朋佳さん

５事業所から成る「飯野タウンなごみ」は、職員が働きやすく、生きがいを持って
生涯働ける職場を目指しています。
現在、２０代から７０代の方が色々な職種で勤務しています。時として職員は、
利用者様の相談役であったり、家族であったりします。
日常の中で利用者様と職員が一緒に「一喜一憂」できる、「飯野タウンなごみ」
は、そのような施設でありたいと思っています。

より健康でうるおいの実感できる暮らしを！
利用者一人ひとりの「思い」を大切にしよう。

先 輩 か ら の メ ッ セ ー ジ

〒９３１-８３２４
富山市豊城町１５番７号
電話 ０７６-４２６-１２９４　FAX ０７６-４２６-１３１５
メール bz794042@bz04.plala.or.jp
http://www.aiu-g.jp/aikou
採用担当者
村松 富雄（法人本部）

法人概要

募集要項・待遇

施設紹介

ケアハウス（定員８０名）と法人本部があります。
６階の食堂とお風呂が入居者の皆様に大人気です。

地域密着型特別養護老人ホーム（20床）、グループホーム（９床）
ショートステイ（９床）小規模多機能型居宅介護（登録２９名）
認知症対応型デイサービス（定員１２名）の５事業所があります。

広田総合福祉センターには、広田地域包括支援センター、
広田居宅介護支援事業所、デイサービスくつろぎ日和、（定
員４５名）広田ヘルパーステーションの４事業所があります。

●ケアハウスゆりかごの里
富山市豊城町１５番７号　電話 ０７６-４２６-１２９４

●飯野タウンなごみ
富山市飯野１-１　電話 ０７６-４５１-８０６０

●広田総合福祉センター
富山市飯野１-２　電話 ０７６-４５１-４１２３

地域密着型特別養護老人ホーム（20床）、グループホー
ム（９床）ショートステイ（９床）小規模多機能型居宅介護
（登録２９名）の４事業所があります。

●城川原タウンみのり
富山市城川原１丁目１７-１４　電話 ０７６-４３７-７７２２

募集職種
応募資格

雇用形態
勤 務 地
採用試験
勤務時間

介護職員、看護職員
介護福祉士、看護師の資格を有する方、
もしくは取得見込みの方
正規職員
飯野タウンなごみ他
平成３０年８月中旬（予定）　面接試験等
８：３０～１７：４５他
シフト勤務（事業所により異なる）

休　　日
給　　与

待　　遇
保 険 等

年間休日１２３日（法人シフトによる）
基本給157,000円（短大・専門学校卒）
職務手当10,990円
処遇改善手当25,000円（平成29年実績）
資格手当（看護師）20,000円
夜勤手当5,000円（夜勤１回当り）
通勤手当等
賞与年２回（3.6ヵ月/平成29年実績）
雇用、労災、健康、厚生、退職共済加入

事業内容

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 光風会

特別養護老人ホーム にながわ光風苑

基本理念

光風会にとって職員は財産であり、
そのご家族の生活をも大切に考えています。

事業内容

施設紹介

　介護の仕事は、食事・排泄・入浴などの身体的な介助も多いですが、それ以上に利用者の
方とのコミュニケーションが大切な仕事だと思います。利用者の方の思いを受け止め、気持
ちに寄り添うことも私たち介護職の重要な仕事です。また、様々な方と接することで自分自
身の成長にも繋がっていると感じています。光風会では、先輩職員がエルダーとして1年間、
新人職員をマンツーマンで指導するエルダー制度があります。私も入職当時は不安でいっ
ぱいでしたが、先輩方の親切な指導のおかげで徐々に慣れることができました。日々の仕事
の中で厳しさや責任の重さを感じることもありますが、その分やりがいや喜びも実感できる
仕事だと感じています。

職場の雰囲気が和やかで安心。

介護職員　社会福祉士・介護福祉士
（勤続4年9カ月）

柴田 侑加里さん

　木目調の、まるで旅館のような落ち着く雰囲気のフロアで働いています。楽しくおしゃべり
をしながら風船バレーをしたり、カラオケをしたり、お店に出掛けたりと、利用者の方と生活を
共にする感覚で働くことができています。親睦会やリフレッシュ休暇など仕事の疲れを癒す
機会も豊富にあるので、ストレスを溜めずに楽しく仕事ができています。また、年齢や立場を
問わずに意見を言える場も用意されていて、日々介護の質を向上させることができます。社会
人1年目の私にはとても働きやすい職場だと思います。

仕事も休みも充実しています。

介護職員　介護福祉士
（勤続9カ月）

武石 一馬さん

４拠点の特別養護老人ホームと流
杉拠点の養護老人ホームを母体
に、施設サービスだけでなく、在宅
サービスや在宅支援にも力を入れ
ています。
在宅サービスでは、特養を母体にし
た短期入所、通所介護、地域密着
型通所介護、認知症対応型通所
介護、訪問介護、定期巡回・随時
対応型訪問介護看護、訪問看護、
居宅支援、地域包括支援センター
事業を行っています。

人を育て地域を支え、未来を創る。
住み慣れた地域で生活できるまちづくり。

先 輩 か ら の メ ッ セ ー ジ

〒939-8222
富山市蜷川89番地
電話 076-461-7473　FAX 076-429-7494
メール koufuu@po.incl.ne.jp
http://koufuukai.jp
採用担当者
吉田 薫

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

介護護員
5名
高卒以上
必要な経験　不問
必要な資格　無資格可
正社員
富山市
（蜷川89・堀川南262-15・南金屋111・流杉77）
7：00～16：00、9：30～18：30、
10：30～19：30、19：00～9：35　交替制
週休二日制（1カ月変形労働時間制）

給　　与

賞　　与
待遇・福利厚生

そ の 他

基本給 160,000～183,700円 
特殊業務手当 20,000円
夜勤手当1回5,000円（月4回程度）
通勤手当（上限16,100円）
年2回　3.7～4.3カ月
昇給年1回
社会保険完備
福祉医療機構退職共済加入
ソウエルクラブ加入
実務者研修受講料全額助成
就職支度金7万円支給
中途採用も随時募集しています

ユニット型特養です。馴染みのスタッ
フが、お一人ひとりの個性や生活リズ
ムを尊重した「暮らし」をサポートいた
します。  

にながわ光風苑のサテライトで、地域
密着型ユニット特養です。法人内の
介護予防・在宅介護サービスの拠点
でもあります。

にながわ光風苑のサテライトで、地域
密着型ユニット特養です。地域や家
族との結びつき、温かみのある暮らし
を大切にしています。

●にながわ光風苑
富山市蜷川89番地
電話 076-429-7474

●堀川南光風苑
富山市本郷町262-15
電話 076-464-3133

●くまの光風苑
富山市南金屋111
電話 076-411-8133

4人部屋を主にした従来型特養で
す。その人らしく、いきいきと安心した
生活が送れるよう、心の交流を大切
にしています。

日常生活の大半は自立しているも、自
宅での生活が困難な高齢者が生活
する施設です。楽しく生きがいのある
生活を支援しています。

●ながれすぎ光風苑（特養）
富山市流杉77
電話 076-424-7005

●ながれすぎ光風苑（養護）
富山市流杉77
電話 076-424-7005
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事業内容
●小規模多機能型居宅介護事業25名
●認知症高齢者グループホーム9名
●小規模特別養護老人ホーム（既設）20名
●小規模特別養護老人ホーム（新設）29名
●ケアハウス50名
●居宅介護支援事業所

行動規範

小規模多機能型居宅介護施設・認
知症高齢者グループホーム・小規模
特別養護老人ホームから成る複合
施設です。
平成23年4月に開設しました。 

今年春に新たに開設しました。
29床の小規模ならではのアットホー
ムな施設を目指します。
居宅介護支援事業所を併設してい
ます。

居室50室の全室が南向きで、眺望の
よい環境です。  
接続する「長八温泉花の湯館」との
交流により、心豊かな共同生活を提
供します。

●地域密着型介護施設
｢至宝館」
富山市堀川町465番1
電話 076-481-6226

●地域密着型特別養護老人ホーム
｢至宝館すまはぴ」
富山市堀川町375番地1
電話 076-420-6006

●ケアハウス
｢ひかりの花苑」
富山市上袋545番3
電話 076-493-2552

社会福祉法人 至宝会

地域密着型介護施設 至宝館

基本方針

「自分を大切に、家族を大切に」をモットーに、
職員みんなが利用者様と共に考え共に歩みます。

施設紹介

採 用 者 か ら の メ ッ セ ー ジ

　当時、ケアハウスの施設長の内示を受けたときは青天の霹靂でした。30代で責任者
なんて無理！が最初の感想です。しかし、そんな私の背中を押してくれたのが「能力があ
るから与えられる役職もあれば、成長するチャンスにして欲しいとの期待を込めた役職
もある」との会長（当時）の言葉でした。
　責任が大きい程「成長速度」は加速します。そんな若手の成長を期待し、思いっきり仕
事を職員に与える社風が至宝会にはあります。
　新規施設の特養の施設長も30代の男性。若さを生かした、活気と優しさが溢れる施
設になると思います。

職員を信用し、思いっきり仕事を任せてくれます。

居宅介護支援事業所管理者
（７年目）

西島 桂子さん

　私たち「至宝会」は平成16年11月に設立された社会福祉法人です。職場では「基本理
念」「行動規範」「行動指針」の三つを自らの行動の物差しとして業務にあたっています。
　その三つの中に「日々改善（現状維持は後退と認識する）」というのがあります。一
言でいうと「時間が経てば物事は改善されてて当り前。変わっていないのは後退に等
しい」といった意味です。
　いま、世の中はとても早いスピードで変化しています。必要とされるサービスの内
容もどんどん変化しています。私たちはその変化に対応できる、世の中から常に必要
とされる集団を目指しています。

利用者様のため、常に進化を目指しています。

本部　採用担当

多田 謙作さん

笑顔溢れる「健幸」人生の実現。
良心的にして良質なサービスの提供。

先 輩 か ら の メ ッ セ ー ジ

〒939-8071
富山市上袋545番3
電話 076-493-2552
FAX 076-493-2611
メール sihoukai@pk.ctt.ne.jp
http://www.ooifudousan.co.jp
採用担当者
本部　採用担当

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

賞　　与
保 険 等
応募期間
選考方法

介護職員
3名
不問　介護福祉士の資格があれば尚良し
正社員　フルタイム（シフト制）
富山市堀川町
至宝館もしくは至宝館すまはぴ
7：00～16：00、8：30～17：30、
11：00～20：00
週休2日制、年間休日数105日以上
基本給180,000円～220,000円
資格手当・役職手当・夜勤手当、別途通勤費
年2回
健康・厚生・雇用・労災
随時
面接（平均3回）

介護職員
若干名
不問　介護福祉士の資格があれば尚良し
パートタイム
富山市堀川町
至宝館もしくは至宝館すまはぴ
７:００～２０:００の間の５時間程度
週３日以上希望、土日勤務歓迎

時給９００円～１,２００円
夜勤手当、別途通勤費
　
雇用・労災
随時
面接（平均２回）

至宝館至宝館

至宝館
すまはぴ
至宝館
すまはぴ

ひかりの花苑ひかりの花苑

41
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●
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富山店

セ
ブ
ン
イ
レ
ブ
ン

●セ
ブ
ン
イ
レ
ブ
ン

●
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施設紹介

職 場 の 環 境

ご利用者や地域の高齢者のおひとりおひとりの日々の暮ら
しを支援しています。長い歴史の中で培われたものは、福祉
の専門性に加えて、チームワーク力です。お互いを認め合
い、思い合う風土があり、
人としての成長を肌で
感じられる職場です。地
域の方をチームで支え
ることに誇りを持ち、さ
らなる専門性の向上に
より、地域の福祉の発展
を目指します。

事業内容

地域に根ざした歴史ある法人
保育園の開設から約８０年、その後、障害、
高齢者分野に携わり、現在に至ります。地域
の皆様のお力添えをいただきながら、とも
に歩み、これ
からも地域の
皆様を支える
福祉を担って
まいります。

休暇をとりやすい環境多岐にわたる福祉事業

資格取得の支援
介護福祉士試験の受験資格でもある、「介護職
員実務者研修」の受講に際して、法人の助成金
制度により、授業料の約半額の補助を受けられ
ます。希望によ
り、介護福祉士
や介護支援専
門員の受験対
策講座の受講
も可能です。

介護力の向上
平成16年より、「オムツはずし」を中心とした自
立支援にチームで取り組んでいます。自分のこ
とはできるだけ自分でできるようにお支えする
介護について、知識や技術、経験を積み上げて
います。当施設の介護サービスを利用されてか
ら、ご家族様より、「サービスを利用したら元気
になった」と言われたり、以前ご自身でできな
かったことができるようになったり、いきいきと
した笑顔がみられることが何よりの喜びです。

保育、障害、高齢者介護の各分野の事業は多
岐にわたります。保育・障害では、園児の保育
だけでなく、放課後児童健全育成事業や放課
後等デイサービスなどにより、子育ての支援
にも注力しています。高齢者介護では、介護
予防事業やデイサービス、ショートステイ、入
所、住宅など多職種のスタッフがチームとな
り、おひとりおひとりの地域における安心し
た生活を支えるべく、日々研鑽しております。

有給休暇の取得率は78.2％（平成28年度、
常勤の日数平均12.4日）、誕生日休暇もあ
り、休暇を取りやすい環境です。また、産前産
後休暇、育児休暇をほとんどの職員が取得し
ており、休暇明けの職場復帰がスムーズにで
きるよう、相談により、ひとりひとりに合わ
せ、十分な準備期間を設けています。

腰痛予防の取り組み
介護による腰への負担を減らすため、移乗
用リフトなどの
福祉機器の導
入や介助方法
の工夫に積極
的に取り組ん
でいます。

充実した研修制度
新人研修では、担当の先輩職員が、ひとりひ
とりの習熟度に合わせた指導を行います（プ
リセプター制度の導入）。施設内研修では、接
遇などの基本
研修から、認知
症・感染症・救
急救命などの
専門分野につ
いて学びます。

基本方針

基本理念

法人概要

手をそえ、目をそえ、心をそえ。
おひとりおひとりの人生に寄り添います。

　私は、白光苑で働き、7年目の介護士です。祖母の介護を経験し、祖母や周りからの感謝の言
葉がきっかけで介護士を目指し、白光苑に就職しました。実際の介護の現場では、認知症のある
ご利用者様を相手にコミュニケーションの難しさを感じて悩んだり、大変な思いをすることもあ
ります。でも、そんな中で、先輩方の指導やお互いに助けあえる「チームワーク」、「人間関係の
良さ」があり、とても働きやすい環境です。大変なイメージの強い介護職ですが、ご利用者、ご
家族様からの笑顔や、「いつもありがとう」の言葉は、本当に励みになり、介護職としてやりがい
を感じる瞬間です。ぜひ、楽しい現場で、一緒に頑張りましょう。

ご利用者も、職員も、笑顔で溢れる楽しい現場です。

　私が介護の仕事に就くのは、この白光苑が初めてです。以前から興味はありましたが、初
めての介護職で不安もたくさんありました。ご利用者様ひとりひとり、性格やこれまでの環境
も違い、コミュニケーションの取り方ひとつにも悩むこともありましたが、心強い先輩方がい
ます。「わからないことは聞いてね。」と声をかけてくださり、いつも助けていただいていま
す。そしてご利用者様の笑顔に元気もいただいています。「ありがとう」の言葉に励まされな
がら、毎日楽しく働いています。

心強い先輩達に支えられています。

先 輩 か ら の メ ッ セ ー ジ

社会福祉法人 富山市桜谷福祉会

特別養護老人ホーム 白光苑（びゃっこうえん）
誰もが皆、より良い日 を々送れますように。

〒930-2215
富山市山岸95番地 
電話 076-433-8881　FAX 076-433-8891
メール 0941nakamura@byakkouen.jp
http://www.byakkouen.jp
採用担当者
中村、小林

介護職員
（７年目）

岩村 ゆり江さん

介護職員（１年目）

上田 夏実さん

【高齢部門】
特別養護老人ホーム白光苑　白光苑デイサービスセンター
特別養護老人ホーム白光苑ショートステイ　白光苑居宅介
護支援事業所　百塚地域包括支援センター　サービス付き
高齢者向け住宅桜谷の里　桜谷の里デイサービスセンター
桜谷の里ヘルパーステーション

【障害部門】
富山市恵光学園(児童発達支援センター)　こども発達支援室
放課後等デイサービス

【保育部門】
認定こども園桜谷保育園　放課後児童健全育成事業

募集要項・待遇
職　　種
人　　員
応募資格

雇用形態
勤 務 地

勤務時間

介護職員
３名
介護福祉士（取得見込み可）、介護職員
初任者研修、社会福祉士、実務者研修
修了者、無資格でも可
正社員・フルタイム
①特別養護老人ホーム白光苑
②白光苑デイサービスセンター
③桜谷の里デイサービスセンター
①７:００～１６:００、９:３０～１８:３０、
１０:００～１９:００、１６:４５～翌９:４５
②７:００～１６:００、８:３０～１７:３０、
９:３０～１８:３０、１０:００～１９:００
③８:３０～１７:３０

休　　日
給　　与

賞　　与
保 険 等

施設見学

年間休日108日、誕生日休暇あり
ａ基本給150,000円～222,100円
ｂ定期的に支払われる手当
職務手当　1,000円～2,000円
介護職員特別手当　18,000円～19,000円
ｃ夜勤手当　１回6,000円（平均４回/月）
ｄ年末年始手当あり
年２回
雇用、労災、健康、厚生、
退職金制度あり（勤続１年以上）
いつでも対応します。
（事前に日時を採用担当者と相談）
中村、小林までお問い合わせください。
電話０７６-４３３-８８８１
メール0941nakamura@byakkouen.jp

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 富山城南会

特別養護老人ホーム 敬寿苑

基本理念

常に明るい笑顔と温かい心で接し、
高齢者の自立を支援しています。

地域に根ざした温かい福祉の実現。
地域の皆様から信頼され愛される施設づくり。

〒930-8281
富山市今泉西部町1-3
電話 076-491-0066
FAX 076-421-5222
メール honbu03@t-jonan.jp（採用）
http://toyamajonankai.jp
採用担当者
板倉 充

法人概要

　敬寿苑は創立32年の歴史ある確かな実績と信頼のある施設です。経験豊富な先輩職員
が新人職員に丁寧に仕事を教えて下さいます。大変な事や不安に思うことも相談しやすく、
また職員間でサポートし合っています。やりがいや感動が大きくてとても成長出来る職場で
す。職場の雰囲気はとても良く、利用者さんも職員も笑顔であふれています。昨年改修工事
が終わり、明るく気持ちの良い環境になりました。グループ内の保育園の園児や多くのボラ
ンティアの方々が四季折々のレクリエーションに参加され、利用者の皆さんも楽しんでおら
れます。職員は皆心優しく、利用者さんが心穏やかに笑顔で毎日過ごせるよう協力し合って
介護をしています。

笑顔があふれる職場です。

介護福祉士
（6年目）

熊代 真希さん

　私たちの施設では主に長期入所者、ショートステイ利用者の方々の介護をさせていただ
いています。年間を通しても、多くの方が利用されるため、たくさんの方々の人生に関わら
せていただくことで、私自身も介護福祉士として学ばされ、成長する機会を与えてもらって
います。私たちが関わらせていただく時間は、利用者の方々の人生の中でも短い期間かもし
れませんが、その貴重な時間が少しでも明るく、良いものとなるよう心掛けています。また、
職員間で協力し合い、明るく過ごしやすい雰囲気作りや、より良い介護を提供できるよう努
めています。

自分自身が成長できる職場です。

介護福祉士
（8年目）

石田 大志さん

先 輩 か ら の メ ッ セ ー ジ

事業内容
施設入所150名、短期入所23名、通所介護40名、訪問介護、居宅介護支援、
介護予防支援、地域包括支援センター●利用者様のご要望にお答えするため入
所、通所から居宅介護支援、訪問介護まで併設事業が多く、各事業間では24時
間の連絡体制を取り緊急時には近くにある協力病院との連携体制も整えていま
す。●施設では利用者様の自立支援を第一に考えた介護サービスの提供に努め
ています。また認知症の専門棟を設けることで特に重度認知症の受け入れも積極
的に取り組んでいます。●介護サービスの質の向上に向けて、事業所間を超えた
事例検討会や研修の開催を通じて職員の育成、啓蒙を図るとともに特に資格取
得に向けては施設の内外を問わず積極的な研修を重ねています。　

●特別養護老人ホーム　ふるさと敬寿苑
富山市婦中町羽根1092-2
電話 076-469-1000
緑豊かな自然に囲まれた2万平方メートルの複合福祉
ゾーンの一角にあり、要介護の高齢者の方々が可能な限
り自立した日常生
活を営むことがで
きるよう、様々な
サービスを受ける
ことができる施設
です。

●老人福祉施設　しみずまち敬寿苑
富山市清水町2-6-23
電話 076-492-6633
富山市中心部に近く身近で利用しやすく地域の皆様、ご
利用者様から信頼される新しい「しみずまち敬寿苑」はより
安全で快適な環
境、リハビリ機能
の強化を特徴とし
た多機能複合施
設です。

●介護老人保健施設　シルバーケア羽根苑
富山市婦中町羽根1092-2
電話 076-469-0666

シルバーケア羽根苑では、利用者様一人ひとりの状態や
目標にあわせたケアサービスを、医師を始めとする専門ス
タッフが行い、夜
間でも対応可能
な体制を整えてい
ます。

●総合福祉センター　にながわ敬寿苑
富山市二俣319-1
電話 076-428-3000
富山市南部の田園地帯に、温泉付きの老人福祉施設と
して開設し、通所介護や短期入所の他、地域密着型
介護サービスを展
開しています。地
域の方々には敷
地内の足湯や庭
園の無料開放も
しています。

その他の施設紹介

募集要項
募集職種
募集人員

介護職員
5名

応募資格

雇用形態
勤 務 地

介護福祉士の資格を有する方、
もしくは取得見込みの方
正社員・フルタイム  
敬寿苑、ふるさと敬寿苑、シルバーケア羽根
苑、しみずまち敬寿苑、にながわ敬寿苑

待　　遇
勤務時間

休　　日
育児休業
託 児 所
給　　与

シフトによる8時間/日、週40時間
（1ヶ月変形労働時間制）
116日（H28年度実績）
有り
有り
a基本給（月額平均）
147,500円～185,500円
b定額的に支払われる手当
特殊業務手当（基本給の18％）
26,550円～33,390円
夜勤手当（＠7,000円×4回として）28,000円

手　　当

賞　　与
昇　　給
保険加入

福利厚生

介護福祉士手当12,000円
a+b　214,050円～258,890円
通勤費21,000円まで支給　夜勤手当1回
7,000円支給　福利厚生手当（保育・学童・
住宅料補助）扶養家族手当、他
年2回（H28年度実績）計3.50月分
年1回
健康保険、厚生年金保険、雇用保険、労災
保険
職員住宅あり、退職金あり、職員親睦旅行、
社員旅行（2年に1回）、永年勤続慰労旅行
（10年・20年・30年）、グループ会社関連託
児所あり・保養所あり

●TSUTAYA●TSUTAYA

●富山市民病院●富山市民病院

至富山IC至富山IC

至婦中至婦中

至有沢至有沢

至富山駅至富山駅

イエローハット
●

イエローハット
●

掛
尾
西

掛
尾
西

根塚町（南）根塚町（南）

城南公園前城南公園前

今泉今泉

市民病院前市民病院前

41

69

359
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施設紹介

職 場 の 環 境

家族的な介護と家庭的な生活を心がけています。また、常楽園に
は、認知症の方はいません。障害者もいません。高齢者もいませ
ん。常楽園には「人」が居て、人間が生活しています。心と心の触れ
合い、心のケア、魂の介護を目標とします。

事業内容
入所定員８０名、短期入所２０床で合計１００床（４人部屋１５室、２
人部屋１３室、個室１４室）の特別養護老人ホーム。
定員２５名のデイサービス。居宅介護支援事業。

資格取得支援 働きやすい環境づくり
新人職員には指導職員が就き業務習
得の補助、不安軽減を図っています。

キャリアアップ支援

福利厚生 施設内研修
職員が講師となり、月に一回講習会を
自主的に開いています。職員の資質
向上のため実施しています。
外部講師等
も招き介護
の知識技術
向上を図っ
ています。

職場環境改善
天井リフトを多数導入（居室、脱衣場、
入浴）し職員の腰痛予防に役立てて
います。

基本方針

基本理念

法人概要

信じあう生活、希望ある生活、愛しあう生活。
上手な介護より「優しい」介護。

社会福祉法人 富山聖マリア会

特別養護老人ホーム 常楽園
「信・望・愛」信じあう生活、希望のある生活、愛しあう生活。

〒930-0474
中新川郡上市町舘209
電話 ０７６-４７２-３９９３　FAX ０７６-４７２-６９６７
メール shiroishi@seimaria.jp
http://www.seimaria.jp/jyorakuen/
採用担当者
城石 芳人

私は介護の仕事をするのが初めてで最初は「仕事を覚えられるか？」「小さい子どもが二人いる
ので両立できるのか？」が、とても不安でした。実際働いてみると周りの先輩方が丁寧に仕事内
容を教えてくれ「一人で悩みを抱え込むのではなくみんなで解決していこう」と言われてとても
心強かったです。休みも融通を効かせて頂けるのでとても働きやすいです。

介護の仕事が初めての方も安心して働けます。

介護職員

小森 梓さん

常楽園の職場は幅広い年齢層の方が一緒に働いていることで協力、相談がしやすい環境です。
介護の職場は腰痛になりやすいと職員の意見から常楽園は平成４年よりリフト導入し長く勤め
れるように配慮しました。今後も、職員の意見を大切にしつつ改善点などあれば取り組んで働き
やすい環境つくりに心がけています。

働きやすい環境づくりを心がけています。

特養居宅介護支援専門員
（２５年目）

吉田 克彦さん

常楽園の職場は、職種を超えて交流があり、雰囲気が良いです。
些細な事でも話しやすい環境にあり相談しやすく、私自身も助けられる事が多いです。
人と関わることが好きな人、人と話すのは苦手だけど頑張ってみようと思っている人、
意欲を持って学ぶ姿勢があればどんどん認めてもらえる職場ですので一緒に頑張りましょう。

意欲を持って働く人は認められる職場です。

西館リーダー・ケア担当・介護福祉士
（10年目）

松原 望さん

先 輩 か ら の メ ッ セ ー ジ

募集要項・待遇

介護福祉士・看護師（準看護師含）・社
会福祉主事等奨学金制度があります。
就業を希望する後継者（介護福祉士・
看護師・社会福祉主事等）を育成支援
しています。
通学月額５万円。通信、入学金・授業
料等の学校納入額の総額援助。　介
護福祉士、介護支援専門員（初回受
験料、施設負担）

短時間正職員制度も活用できます。
ぜひ、ご相談ください。
また、研修への参加にも積極的に支
援をしています。

職員同士の交
流を深めるた
め、年１回1人
5000円を園が
負担し、3名以
上の職員同士が
集まり、食事会
や旅行を楽しん
でいます。

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

介護職員
（正職員、パート職員、夜勤専門パート職員など）
各２名～３名
特に問いませんが、経験あれば優遇
正規介護職員（８時間労働）
パート職員（４時間～６時間など）、夜勤専門
パート職員（週１～２回、準夜・深夜勤も可）
上市町舘２０９
４時間～８時間（但しフルの夜勤は１６時間、
準夜・深夜は８時間～１０時間など）
正規職員は年間１０９日、パート職員は原則週
休２日、この他特別休暇、有給休暇制度有り
介護職員（正規、月額）
155,500円～226,700円
パート介護職員（時間給）970円～1,000円、
夜勤専門パート職員（1回）25,000円

待　　遇

そ の 他

正規職員賞与支給
（年2回 6，12月 4.0か月　2017年度実績）、
育休制度有り、通勤手当実費支給（夜勤
パート除く）、夜勤手当・資格手当・役職手当・
特殊業務手当・住居手当・扶養手当等有り
入職後６か月間試用期間

新 人 職 員 か ら の メ ッ セ ー ジ

14 15



施設紹介
ソレイユは、平成17年9月1日から共用を開始しています。
利用者の意向を尊重し、多様な福祉サービスを総合的に提供できるよう
創意工夫し、設立された施設です。

基本方針

基本理念 慈愛の心。
わけへだてのない慈愛のこもった福祉サービス。

法 人 か ら の メ ッ セ ー ジ

ソレイユの職員は、成人式を迎える人から高齢者まで幅広い年齢層の老若男女が助け合いながら勤務しています。

入居者様とのかかわりの中で、専門職の立場から意見を出し、その人らしい生活を送っていただけるよう取り組ん

でいます。

当施設は、腰痛予防推進施設であり、職員の腰痛予防、利用者様の安全・安楽な移乗移動を実施しています。

また、認知症のケアにも取り組みいろいろな職員研修会を開催しています。

歓迎！意欲のある方を求む。

介護に興味を持ち、パートから勤務しました。　

ソレイユは職員の仲が良く、いろいろ話し合います。

職場の先輩方の支えもあって現在は正社員、

今年からデイサービスのリーダーになりました。

ホップ！未経験スタート　

ステップ！キャリアアップ

ジャンプ！研修

新たな世界に。ホップ！ステップ！ジャンプ！

デイサービスリーダー
介護福祉士
（7年目）

神子田 恵理加さん

毎日ありがとうと感謝される職場で、みんないきいきと働いています。

困った事があっても、職員同士で助け合う事ができ、ずっと続けられるお仕事です。

居宅介護支援事業所も併設しているのでケアマネジャーとしてのキャリアアップ

も望めます。

めざせ、スキルアップ！！

居宅介護支援事業所管理者
介護福祉士、介護支援専門員

（7年目）

寺岡 妙子さん

先 輩 か ら の メ ッ セ ー ジ

個室

共同生活
スペース

普段自宅で生活しておられる方が、ご家族の
休息やご利用される方の気分転換に、短期間
施設をご利用いただけます。個室のお部屋や、
他利用者の方々とくつろげる共同生活室で、
一人ひとりに合った支援を提供します。

皆、笑顔がこぼれ、時に夢中になり、楽しんで
活動しています！

歩行訓練・体操・平行棒・階段昇降があり、
楽しく運動しています。

ご自宅にて生活されている方に、日帰りで通っていただき、食事・入浴などのサービスの提供と
併せて、季節に応じた行事やレクリェーション等を通して、元気で楽しくお過ごしいただきます
ようにスタッフがお手伝いいたします。
毎年、在宅で介護をしている家族等を対象に交流会を開催しています。介護についての不安や
悩みを話しあい、情報交換をすることで仲間作りや、不安の軽減を図り、介護者も介護される側も
元気になれる事を目的としています。

法人概要

社会福祉法人 堀川南会

特別養護老人ホーム ソレイユ
太陽のような　ぬくもりある生活。

〒939-8055
富山市下堀50番地6
電話 076-425-6200　FAX 076-425-6255
http://www.t-soleil.jp/
採用担当者
斎藤 鈴子

事業内容
●特別養護老人ホームの入所定員：70名
●ショートステイの入所定員：10名
●居宅介護支援事業所
ソレイユデイサービスの入所定員：25名

募集要項・待遇
募集職種
募集人員
雇用形態
応募資格

職務内容

応募方法

勤 務 地

勤務形態

①介護職員、②看護職員
①5名、②2名
正規職員・フルタイム
①介護福祉士（ヘルパー２級可）
※資格がなくても意欲のある方歓迎（資格
取得優遇）

②正・准看護師資格。
看護経験のある方。

①入居者様の生活援助
②入居者様の健康管理。オンコールあり
まずはお気軽にお電話ください。
（ハローワークを介して応募ください。）
富山市下堀50番地6
特別養護老人ホームソレイユ
シフト制

勤務時間

休　　日
給　　与

待　　遇

通　　勤
そ の 他

①日勤 8:30～17:30 
夜勤 16:30～翌日9:00  
早出 6:30～15:30 遅出 11:30～20:30

②日勤 8:30～17:30 遅出 10:00～19:00
年間休日116日※他有給休暇あり
①月額169,400（基本給+処遇改善等）
～199,100円+その他手当
②月額191,100～204,000円+その他手当
昇給 年1回（4月）
賞与 年2回（7月､12月）正規職員 4か月分  
加入保険 雇用保険､労災保険､健康保険､
厚生  退職金制度あり（勤続3年以上）
車通勤可能（駐車場あり）交通費支給
毎月勉強会も開催し、介護未経験の方でも
知識と技術の向上が図れます。

常時介護を必要とする方に入居いただき、日
常生活上の支援や介護を提供します。居室は
冷暖房完備の全室個室で、各室には洗面台・
高齢者用トイレが設置されておりプライバ
シーにも十分配慮されています。

特別養護老人ホームソレイユは、ユニット制
であり、全室に高齢者用トイレ、電動ベッド、
タンスが設置され、各ユニットには共同生活
スペースがあり家庭的ぬくもりを感じるよう
に建てられています。浴室は、リフト付き個室
浴室と一般浴室、車いす入浴装置付き浴室が
あり、週2回の入浴ができます。また、地域交
流ホールでは、各趣味活動の場として、園児
や児童の交流の場として利用しています。
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基本方針

社会福祉法人 めひの野園

基本理念

自閉症者支援の専門施設として35年。
笑顔の支援で生活の質の向上を実現。

採 用 者 か ら の メ ッ セ ー ジ

　その人の出来ないことに焦点を当てるのではなく、出来ることやその人の良さを見つけ、引
き出していくところが素敵だなと感じたことが、私が福祉の仕事を志したきっかけの１つです。
めひの野園では利用者さんの出来ること、好きなこと、得意なことを活かし、伸ばしていくこと
を大切にし、様々な日中活動を展開しています。まだまだ未熟な私が毎日笑顔でいられて、仕事
が楽しいと思えるのは、優しい先輩職員の方々に支えられ、利用者さんの笑顔に癒されている
からだと思います。これからもめひの野園が、利用者さんのたくさんの笑顔であふれ、得意なこ
とや好きなことを活かして日々の生活が穏やかで潤いのあるものとなる場所になるよう支援出
来たらいいなと思っています。

その人の良さ、その人らしさを大切に。

生活支援員
（１年目）

村井菜津子さん

　当法人では利用者へのサービス提供の内容を客観的な目でチェック出来るようＩＳＯ９００１を取得していま
す。また、職員一人ひとりがめひの野園の顔であるという意識を持って業務に取り組んでおり、各人の頑張りを
年２回の考課（査定）で評価するシステムになっています。研修に関しては、日々の現場でのＯＪＴはもちろん、職
員全体研修会（年２回）、施設外研修（随時）、配属先ごとの定例会議やミーティング、ケース会議などを通して実
技や支援方法について先輩職員から直接アドバイスが受けられることで、「福祉のプロ」を育てる環境を整えて
います。当法人のモットーである「笑顔、挨拶、礼儀」を実践出来る方の応募をお待ちしています。

〝福祉のプロ〟を目指そう！

事務長

めひローさん

利用者一人ひとりを見つめ、寄り添い、理解する。
生涯を通した総合的な療育・援助の実践。

先 輩 か ら の メ ッ セ ー ジ

〒930-0143
富山市西金屋６６８２番地（法人本部）
電話 076-436-0270 （代表）　FAX 076-436-0599
メール mehino@gmail.com
http://www.mehino.jp/
採用担当者
岡部

法人概要

事業内容
●施設入所支援（１ヵ所） 定員51名
●生活介護事業所（２ヵ所） 定員合計80名
●就労継続支援Ｂ型事業所（３ヵ所） 定員合計115名
●就労移行支援事業所（２ヵ所） 定員合計21名
●共同生活援助[介護サービス包括型]事業所（８ヵ所）
　定員合計51名（サテライト型住居１ヵ所を含む）
●相談支援事業所（１ヵ所）
●地域活動支援センター（岐阜県飛騨市）
●自立支援医療機関（１ヵ所）
●直営店舗「フレンドリーショップ希望」の経営
主な行事
●りんどう祭（園祭)の開催（11月3日）
●夏祭り・花火大会（７月下旬）
●地域交流体験教室(８月）
●呉羽・まいもん広場(年１回)

利用者一人ひとりの特性に合わせた
小ユニット体制を整えた施設入所支
援。安心して心豊かに過ごせる環境
に配慮し個室を提供。

富山市内に８ヵ所のグループホーム。
寮ごとに世話人を配置し、利用者が
地域で快適な生活を送れるよう、質
の高いサービスを提供。

食彩、鶏卵、栽培、石鹸、家具の５部
門と、機織り、手芸、和紙、漆・工芸の
４つの班で、利用者とともに生産活動
を行っている。

●うさか寮
（施設入所支援・生活介護）
富山市西金屋６６８２番地
電話 076-436-0270

●梨の木苑
（共同生活援助［介護サービス包括型］）
富山市西金屋地内、他
電話 076-436-0270（法人本部）

●ウォーム・ワークやぶなみ
（就労継続支援Ｂ型・生活介護）
富山市西金屋８３６３番地２
電話 076-434-5895

地域に愛される「町のパン屋さん」。
毎日、利用者にパン・菓子の製造作
業を提供し、地域で普通に生活でき
るよう支援している。

菌床しいたけの一貫生産の工場。製
造工程ごとに利用者が各自担当の
仕事に取り組んでいる。２０１８年度
は年間売上１億円を目指す。

障害者の心身の状況や置かれてい
る環境に応じて自己選択・決定できる
よう支援し、適切な障害福祉サービス
に結び付けている。

●やねのうえのガチョウ
（就労継続支援Ｂ型・就労移行支援）
富山市呉羽町２１６４番地９
電話 076-434-1017

●作業センターふじなみ
（就労継続支援Ｂ型・就労移行支援）
富山市西金屋６６９４番地4
電話 076-436-7673

●めひの自閉症地域生活支援センター
（相談支援）
富山市西金屋６６９６番地８
電話 076-471-8880 

施設紹介

募集要項・待遇
職種・人員
応募資格

雇用形態
勤 務 地
採用試験

生活支援員（２名）、職業指導員（１名）
１９９０年４月２日以降に生まれた方で、学校教
育法に基づく大学等において所定の単位を
取得して卒業した方、または２０１９年３月まで
に卒業見込みの方※社会福祉士、介護福祉
士、精神保健福祉士の資格を有する方、また
は２０１９年３月までに資格取得見込みの方、
若しくは受験資格を取得できる方を優遇します
正職員・フルタイム
富山市西金屋６６８２番地、他（富山市内）
２０１８年６月頃（第１回）及び８月頃（第２回）の

試験内容
応募方法

勤務時間

休　　日

給　　与

賞　　与

予定（決定次第当法人ホームページに掲載）
面接、作文、小論文
履歴書、卒業見込証明書、資格証明書等を
送付のこと。書類選考後、追って詳細を連絡
８：３０～１７：１５（休憩４５分を含む。勤務シフト
により早番・遅番・当直勤務あり）
１ヵ月単位の勤務表により月８日以上の休日を
付与
基本給　１８０,０００円以上（四大卒）
　　　　１６０,０００円以上（短大卒）
上記の他、住居手当、通勤手当、扶養手当、
宿日直手当等あり
年２回（6.5カ月、2017年度実績）

直営店舗店内

地域活動支援センター
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基本方針

基本理念 ●地域とのつながりを大切にします。 
●自分らしく生きることを大切にします。 
●これからの可能性を大切にします。 

●住み慣れた地域での暮らしを大切にします。 
●これまでの知識、経験を大切にします。 

地域に密着した施設づくり。

　認知症対応型デイサービスセンターに勤務しています。職場では、上司や先輩からの指導やア
ドバイスが適時的確にしていただけるため、失敗を恐れず積極的に介護業務に専念できるとても
働きやすい職場です。苑内での研修や勉強会が時期を選んで、目的別に開催されるため、自分自
身の成長、知識の吸収が自然に出来る環境となっています。日常の介護業務をとおして、同僚の
方々や、ご利用者様から日々勉強させてもらっており、感謝の気持ちでいっぱいです。
　人と人との良き出逢いが幸せを運んでくるといいますが、どうぞ「陽光福祉会」で多くの良き出
逢いとめぐり逢い、充実した毎日を過ごしてみませんか？

日 、々成長できる職場です。

介護福祉士

藤田 結希さん

　入社当初、何もわからない私にユニットのリーダーや先輩方が丁寧に業務を教えて下さり、的確なアド
バイスをくださいました。そのおかげで徐々に仕事に慣れ、職場の雰囲気に溶け込むことができました。
　業務で困った時や悩んだ時に、気軽に相談し話し合える雰囲気があり、とても居心地が良く働きやすい
です。また4交代制の勤務で、次に業務に就く方が働きやすいように、引き継ぎや声掛けがしっかりと行
われています。
　職員同士のチームワークがよく、思いやりをもって業務に取り組むことができます。
　毎日変化していく介護現場で、日々学ぶことや気づくことが多々あります。入居者の方との関わりを大
切にしていきながら、自分自身の成長に繋げていくことのできる職場です。

働く自分も居心地が良い職場です。

介護福祉士
（5年目）

三井 里紗さん

　短大を卒業してから10年間、ずっと、くれは苑で楽しく働いています。
　初めの頃は利用者様への対応の仕方がわからず、混乱したり悩んだりし、自分に務まるか不
安になることもありましたが、先輩方の指導や励ましに背中を押され、周りの方々に助けられな
がら経験を積み、徐々に利用者様と良好な関係を築けるようになりました。
　また、若い職員や男性職員が多く在籍しており、明るく活気があります。職員間の仲も良く、
休憩時間には雑談に花を咲かせています。年間休日が多いので、プライベートを充実させるこ
とができ、それが仕事へのモチベーションを上げることに繋がっています。
　求職活動中の皆さん、一緒に楽しく働きませんか、お待ちしています！

年間休日が125日、長く勤められる職場です。

介護福祉士
（11年目）

宮田 枝里佳さん

先 輩 か ら の メ ッ セ ー ジ

苑内研修を行い、介護の質の向上をはかっています。 利用者様の持っておられる能力を維持・向上する取り組
みとして「自立支援」に力をいれています。

法人概要

社会福祉法人 陽光福祉会

特別養護老人ホーム くれは苑/地域密着型サービス施設 くれは陽光苑
明るく家庭的なサービスで利用者さまの笑顔を支えます。

〒933-0166 
富山市中老田845番地
電話 076-436-7805
FAX 076-436-7848
メール kurehaen@cap.ocn.ne.jp
http://www.youkou-fukushikai.or.jp/
採用担当者
事務長　山森 克朗

施設紹介
【特別養護老人ホーム　くれは苑】
　富山市中老田845番地（平成18年4月開設）

【地域密着型サービス施設　くれは陽光苑】
　富山市中老田844番地1（平成23年5月開設）

事業内容
【地域密着型サービス施設　くれは陽光苑】
●小規模多機能型居宅介護　　定員25名
●小規模特別養護老人ホーム　定員20名
●グループホーム　　　　　　定員9名
●認知症対応型デイサービス　定員12名

【特別養護老人ホーム　くれは苑】
●特別養護老人ホーム　定員70名
●ショートステイ　　　定員20名
●デイサービス　　　　定員35名
●居宅介護支援センター

機能訓練指導員が在籍して、リハビリに力をいれています。アクティビティをくれは苑の特養では週2回、ショートステイ、デイ
サービスでは毎日行っています。
くれは陽光苑では音楽療法を月2回、クラブ活動（書道・華道）を行っており、楽しみと刺激のある時間を提供しています。
また地域交流が盛んで、夏祭りや茶話会、餅つきでは地域の方がボランティアとして来てくださり、地域に根差した施設と
なっています。

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
勤務時間

休　　日
育児休業
託 児 所
保 険 等

介護職員
5名
正社員・パート
不問　※介護福祉士またはヘルパー２級、介
護職員初任者研修修了以上あれば尚良
随時
面接（履歴書持参）
電話
日勤8：30～17：30　早番07：00～16：00
遅番11：00～20：00　夜勤17：00～翌09：00
休憩60分　夜勤休憩90分
年間休日125日
あり
なし
雇用、労災、健康、厚生
退職金制度あり（勤続1年以上）

給　　与

賞　　与
そ の 他
パ ー ト

a基本給　154,800円～244,300円
※基本給は経験年数・年齢により相談に応
じます。※定期昇給あり

b定期的に支払われる手当
特殊業務手当　14,000円
特別調整手当　15,000円
a+b　183,800円～273,300円
cその他の手当
通勤手当　上限24,200円まで
夜勤手当　1回5,000円
住居手当　該当者
年2回　計3.46ヵ月～3.5ヵ月（H29年度実績）
ソウェルクラブ加入
時給850円以上＋各種手当
勤務時間、休日については相談に応じます。
就業条件により、加入保険・有給休暇日数が
変動します。
詳細については、お問い合わせください。
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基本方針

基本理念 時に癒し　しばしば支え　常に慰む。
サービスを提供する全ての人を支え、思いやりと感謝の気持ちを持ち、安心を永続的に提供します。

採 用 者 か ら の メ ッ セ ー ジ

元気・勇気・笑顔のある方を求めています。法人として「個室ケア」に取り組んでいます。
一緒に働きましょう。

充実した待遇でやりがいのある仕事を！

事務長

奥 宏治さん

入居者様、家族様から信頼されるケアプランを立案して自立支援をめざし仕事をしています。
入居者さんの笑顔が見れたときや出来なかったことが出来た瞬間などにやりがいを感じて
います。
毎日が充実していて、やりがいのある仕事だと思います。目標を持って頑張ってください。

皆さんの笑顔が原動力に！

副主任施設介護支援専門員
（12年目）

平田 梨恵さん

私は梨雲福祉会に入職して丸4年になり、入居者の方々に囲まれ笑顔の絶えない毎日を送っ
ています。
まだまだ未熟な私ですが日々入居者の方々から感じ、学ばせて頂いている事がたくさんあ
ります。
他の仕事ではきっと感じる事の出来ない温かさが、この仕事にはあると思います。

あなたの笑顔を待ってます！

介護福祉士
（4年目）

山藤 南美さん

先 輩 か ら の メ ッ セ ー ジ

法人概要

社会福祉法人 梨雲福祉会

特別養護老人ホーム 梨雲苑
一人ひとりが、安心して健やかに暮らすためのお手伝い
元気・勇気・笑顔のある人を求めています。

〒930-0142
富山市吉作1725番地
電話 076-436-2002　FAX 076-436-2165
メール riun1725@ybb.ne.jp
http://www.riunen.com
採用担当者
奥 宏治

施設紹介
「自宅」から「住まいの引
越」、『もうひとつの我が
家』こんなふうに暮らしたい！
その思いを実現するために

お一人おひとりが
「いつもの・当たり前の暮らし」が
できるところ

事業内容
【特別養護老人ホーム　梨雲苑】
ユニット型介護福祉施設
２Ｆ　定員60名：６ユニット
１Ｆ　定員30名：３ユニット

【梨雲苑デイサービスセンター】
通所介護　一般40名・認知症型12名
併設【呉羽地域包括支援センター】
　　【梨雲苑居宅介護支援事業所】
　　【梨雲苑ヘルパーセンター】

【特別養護老人ホーム　梨雲苑ゆうゆう】
ユニット型介護福祉施設　定員40名：４ユニット
短期入所生活介護　一般型　定員40名

【ゆうゆう居宅介護支援事業所】

【ゆうゆうガーデン】（職員向け託児室）

【デイサービスさいさい】
地域密着型通所介護　利用定員18名

【さいさい居宅介護支援事業所】

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
給　　与
待　　遇

そ の 他

介護職員
若干名
介護福祉士又は保育士
常勤（正規職員）
事業所所在地に同じ　転勤の可能性なし
（1）9:20～18:00
（2）7:15～15:55
（3）21:00～翌7:30
勤務表で指定（年間115日）
月給166,500円～319,700円
退職金共済
退職金制度あり（勤続1年以上） 
雇用保険 労災保険 健康保険 厚生年金
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基本方針

在宅生活を支える仕掛けとして、１日の
予定を立てる、施設内通質、足す引く
介護、バイキング方式を行っています。

回復期のリハビリを支える専門職と一
緒にチームとなり患者様の在宅復帰
の手助けをしています。

平成27年度介護報酬改定により通所リハビリには、利用者の状態を高め、通所
リハビリから通所介護や地元のサークル活動へ繋げる「利用者の回転」が求めら
れています。
このため、集団運動メニュー以外に、利用者の日常生活上での問題点と目標を
把握した上で、多くの家事プログラムや屋外活動を実施しております。全ての利
用者に対して、目的を持って過ごして頂きますが、介護度の重い利用者に関して
は、過ごしやすい環境の提供。主介護者へ楽な介護ポイントを説明し、一日でも
長く在宅生活が送れるよう支援を行っております。　

●通所リハビリテーションあいの風
富山市楠木300番地
電話 076-438-7530

●通所リハビリテーションきたまえ
富山市東岩瀬町275番地
電話 076-437-7713

●アルペンリハビリテーション病院
富山市楠木300番地
電話 076-438-7770

総合外来と専門外来を組み合わせ、
様々な病気に対して対応し、必要に
応じて介護・保健・福祉の分野との連
携を図ります。

●アルペン室谷クリニック
富山市東岩瀬町275番地
電話 076-437-9336

医療法人社団 アルペン会

通所リハビリテーション あいの風

基本理念

「幸せなこれから」に向かって進めるよう、在宅生活での工夫、
コツをサポートします。

施設紹介

　あいの風にはリハビリスタッフがたくさんおり、いつでも医療・リハビリについて相談ができ
ます。介助方法について直接指導も受けられるので、知識・技術も身に付きます。また、利用者
様の「やりたい」をサポートするため、運動メニューの他、各種趣味的メニューが豊富にあり、一
見「あれ？介護士の仕事って・・・？」と思われるかもしれません。あいの風では利用者様の心に寄
り添い、在宅生活での問題点を確認し、「やりたい」を見つけ、実現に向かって何が必要か、一緒
に考え取り組みます。利用者様の笑顔を引き出し、一緒に通所リハの現場ではたらきませんか？

利用者様の「やりたい」とサポートしましょう！

サブマネジャー・介護福祉士
（14年目）

中居 尚美さん

　広々とした空間に、のびのびと活動する利用者さんの姿を目のあたりにしたことが、「あいの風」への就
職の決めてでした。利用者さん、一人ひとりに合わせたリハビリ内容は勿論のこと、スリングやマット運動、
パワリハなど身体面へのアプローチに加え、陶芸や料理、園芸療法や音楽療法などの生活に必要な動作
や趣味活動へのアプローチも同時に行っていける環境は「あいの風」ならではでないかと思います。
　実際に入職してみて、利用者さんとともに楽しみながら、リハビリや運動、趣味活動を行いながら自立支
援をしていく大切さを知りました。

明るく開放的な空間に惹かれました。

介護福祉士（1年目）

柴田 由貴さん

「できる」を増やし、夢に向かって踏み出そう。
心が動く、仕掛け創り。

先 輩 か ら の メ ッ セ ー ジ

〒931-8442
富山市楠木300番地（富山市東岩瀬町275番地）
電話 076-438-7770　FAX 076-438-7780
メール info@alpen-reha.jp（代表）
http://www.alpen-reha.jp
採用担当者
中村 巳紀子

法人概要
募集要項
職種・人員
応募資格
雇用形態
勤 務 地

介護福祉士
介護基礎研修修了以上
正職員・フルタイム
富山市（法人内異動もありうる）

試 験 日
試験内容
応募方法

随時、見学あり
面接、適性検査、作文
電話連絡の上、応募書類を送付ください

事業内容
●通所リハビリテーションあいの風（定員数70名）
●回復期リハビリテーション病院（病床数60名）
●アルペン室谷クリニック
●訪問看護ステーション
●訪問介護ステーション
●通所リハビリテーションきたまえ
●アルペンリハビリ訪問看護ステーションいみず

待　　遇
給　　与 a.基本給

（初任給）136,500円～160,000円
（中途採用）経験により
b.定期的に支払われる手当
職責手当7,000円～15,000円（資格によ
る）、介護職員処遇改善手当5,000円
c.その他手当
皆勤手当3,000円
通勤手当（当法人規定による）
a＋b＝148,500円～180,000円＋c

勤務時間
休　　日

賞　　与
昇　　給
育児休業
保 険 他

8：30～17：30、１日８時間
年間115日
1年経過後よりリフレッシュ休暇取得可（年間5日）
年２回（2.3か月/平成28年度実績）
有り（毎年５月）
育児介護休業　取得実績あり
雇用・労災・健康・厚生
退職金制度あり（勤続３年以上）

新 人 職 員 か ら の メ ッ セ ー ジ
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基本方針

当施設は、様々な不利な心身条件を持つ御利用者へ個
別のプランに沿って、きめ細かいケアサービスを提供いた
します。

お一人おひとりの、これまで生きてこられた時間を大切に、
その人らしい“暮らしの場”を提供いたします。

●老人保健施設　シルバーケア栗山
富山市栗山字沢下割900　電話 076-429-8686

●グループホーム　いずみの家
富山市今泉209番地　電話 076-425-1165

医療法人社団 いずみ会

温泉リハビリテーション いま泉病院

基本理念

その人の生活を大切に可能な限り
自立した生活を送って頂けるよう支援します。

施設紹介

　就職後に勤務しながら国家資格、認定資格を取得しました。結婚、出産する際は十分な休暇
をいただくことができ、子供が1歳になるまでじっくり子供と向き合うことができました。また、
育児休暇からの復帰後も新しい病棟で温かく迎えてもらい、周りのサポートにより、時間外勤務
もなく無理なく仕事が続けられています。そして、個人の生活に合わせた多様な勤務形態も選
択でき、子供の行事にも参加できています。

子育てと仕事を両立し、安心して働いています！

介護福祉士
（12年目）

毛利 亜紗美さん

　いずみ会では、新人教育も充実しており無資格者であった私でも無理なく介護の知識を習
得できました。また、介護実務者研修も社内奨学金制度を利用させて頂き経済的にも無理なく
受講することが出来ました。今は、介護福祉士の取得を目指してがんばってます！

どんな業界か不安でしたが.....。

介護職員

大江 美代子さん

利用者様を中心に真心こもったサポートを。
地域に求められる医療・福祉を目指します。

先 輩 か ら の メ ッ セ ー ジ

〒939-8075
富山市今泉220番地
電話 076-425-1166　FAX 076-425-1228
メール imhp-jimu01@izumi-kai.or.jp
http://izumikai1166.la.coocan.jp/
採用担当者
植田、中谷

法人概要

事業内容
1986年に高齢者に対する内科の病院として「いま泉病院」を開設しました。1995年には、生活の自立支援を目的にリ
ハビリテーションの強化をはかり、リラクゼーション・治療目的で天然温泉を発掘しています。
現在はあらゆる機能障害、精神障害に対し、多職種によるチームアプローチにより、高い専門性を持って治療リハビリ
テーションを行っています。利用者のニーズが多様化する中で、お一人おひとりの利用者に個別のプランを立て、きめ細
かいサービスを提供し、可能な限りその人らしく自立して頂けるよう支援しています。ご自宅に戻られた後も訪問リハビリ、
ならびに安全に生活できるよう必要な動作や介助方法を指導しております。
また、老人保健施設シルバーケア栗山、グループホームいずみの家も運営しており地域に求められる医療・福祉施設を
運営することを目指しております。

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

介護職員
3名
正社員・非常勤
①介護福祉士
②特になし（介護福祉士取得に意欲がある方）
③看護師・准看護師取得者、
もしくは取得見込み
①③温泉リハビリテーションいま泉病院、シル
バーケア栗山、グループホームいずみの家
②法人内施設（富山市内）
①6：30～15：05、8：45～17：20、
　12：55～21：30、16：45～9：15（休憩６０分）
②6：30～15：05、8：45～17：20、
　12：55～21：30、16：45～9：15（休憩６０分）
③8：45～17：20、16：45～9：15、
　7：35～15：35（休憩６０分）

休　　日
保 険 等

給　　与

そ の 他
賞　　与
福利厚生

年間休日106日（日曜、祝祭日、第２・４土曜日）
健康保険、厚生年金保険、雇用保険、
労災保険
①固定給178,000円～、時給850円～
②固定給161,000円～、時給850円～
③看護師206,000円～、
　准看護師186,000円～、時給1,300円～
夜勤手当・通勤手当・年末年始手当　別途支給
年２回支給（昨年度実績　３.５カ月）
社員寮あり、退職金あり、職員親睦旅行、社員
旅行（2年に1回）、永年勤続旅行（10年・20年・
30年）、グループ関連託児所あり、保養所あり

新 人 職 員 か ら の メ ッ セ ー ジ
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基本方針

基本理念 信頼と奉仕。
明るく　たのしく　すこやかに。

　高校生の時に、介護老人保健施設でボランティアをした事がきっかけで「人と関わる仕事がした
い」と思い介護の道に進みました。高校で福祉を学び介護職員基礎研修を修了、みどり苑での3年
間の実務経験の後、試験を受け介護福祉士資格を取得しました。
　認知症専門棟で働く中で、自ら学ぶことはもちろん、先輩や入所者の方々に教えられることが多
くあります。互いにサポートし合い成長することが出来る、やりがいのある職場です。「明るく・たの
しく・すこやかに」をモットーに、利用者の方々が過ごしやすい環境を一緒につくっていきましょう。

やりがいをもって働ける、明るい職場です。

介護福祉士（１年目）
介護職員（３年）

髙土 はるかさん

　みどり苑には医師、看護師、管理栄養士、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士などの医療従事者、
介護福祉士、社会福祉士、ケアマネジャーなどの介護従事者が常時勤務しています。これら異なる専
門職種が集まり、利用者一人ひとりに適したアプローチができるよう日々意見交換を行っています。
　私は介護福祉士の養成学校で介護のことを学んできましたが、みどり苑に入職し多職種の
方々と関わらせていただくことで、それぞれの立場からの視点でも物事を考えられるようにな
りました。また、職種をこえて定期的に行われる勉強会が、スキルアップにも繋がっています。私
は、多くの職員とのコミュニケーションによって作られるチームワークの良さがみどり苑の最大
の魅力であると感じています。

多職種協働で専門性を活かせる職場です。

介護福祉士
（３年目）

宮田 希さん

　私が感じるみどり苑の最大の魅力は「プリセプター・フォロー制度」です。数名の先輩方によ
る介護技術・メンタル面の手厚いサポート、3ヶ月毎の面談など、2年間のプログラムとなって
います。常に先輩方に見守られながら業務を行える安心感に加えて、あらかじめ担当指導者
が決っているため、分からないことを相談しやすい環境は、私が毎日楽しく職場へ通うことが
出来る理由の一つです。
　また、職場内外で研修の機会が多く設けられていますし、自発的に取得した資格について
も資格取得支援制度の申請により法人から費用の補助が受けられるため、常に介護福祉士
としてのスキルアップを図ることが出来ます。様々な分野を幅広く学習でき、それらの知識
をすぐに現場で生かすことができるので、自分の成長を力強く実感出来ています。

成長が実感できる職場です。

介護福祉士
（２年目）

森 加奈絵さん

先 輩 か ら の メ ッ セ ー ジ

法人概要

医療法人財団 五省会

介護老人保健施設 みどり苑
明るく快適な空間のなか　たのしく安らぎに満ちた
すこやかな人生をサポートします。

〒９３９-８２５２
富山市秋ケ島１４６番１
電話 ０７６-４２８-５５６５
FAX ０７６-４２８-５５９０
メール khoriuchi@sainouhp.or.jp
http://www.sainouhp.or.jp/̃midori/
採用担当者
堀内 和夫、菊元 加奈子

事業内容
●入所定員１００名
（認知症専門棟４０名・一般棟６０名）
●ショートステイ
●通所リハビリテーション定員６０名
●訪問リハビリテーション

平成28年度「がんばる介護事業所
表彰・要介護度維持改善部門」表彰
受賞（富山県主催）。
平成25･26年度「新人介護職員指
導体制整備モデル事業」モデル施設
認定（富山県社会福祉協議会主催）。

通所リハ利用者の皆さんが過ごされ
るデイフロアです。

料理リハビリテーション　管理栄養士
と共に生活機能向上リハの一環とし
て料理作りに取り組んでいます。

ロコモ体操　地域のロコモボランティ
アに、ロコモ体操を指導しています。

腰痛予防研修会　腰痛予防、感染、
ＮＳＴ、接遇など、院内において各種
勉強会、研修会を行っています。

個別の栄養管理体制に加え、栄養サポート
チーム（NST）の活動、嚥下食の工夫、料理リ
ハビリへの取り組みなど充実した栄養ケアマ
ネージメントを実施しています。平成23年に
は栄養関係功労施設として厚生労働大臣表
賞を受賞しました。

通所リハにおいては、セラピストによる個別
リハビリだけでなく、オリジナルのロコモ体
操やセラバンド体操、メディカルフィットネス
など、多職種協働による質の高いリハビリを
提供しています。
また、「在宅復帰強化型施設」として在宅復帰
に積極的に取組んでいます。

平成29年度、富山県内の老健施設では初め
て「腰痛予防対策推進福祉施設」の指定を受
けました（富山県社会福祉協議会主催）。
利用者・介護者双方にとって安心・安全・快適
な介護技術の普及に取り組んでいます。

募集要項・待遇
募集職種
募集人員
応募資格

雇用形態
採用試験

試験内容
応募方法

給　　与

介護福祉士
5名
介護福祉士の資格を有する方、
もしくは取得見込みの方
常勤職員・フルタイム
１回目/９月２２日
2回目/別途広報
適性検査、作文、面接
履歴書、卒業見込み証明書、成績証明書、
介護福祉士免許証（有資格者）
支給実績：209,400円より
（短大卒基準、固定手当・夜勤手当４回分含む）
各種手当：職務手当：6,000円
教育研修手当：3,500円
夜勤手当：10,000円/回
通勤手当（～26,000円）
保育料補助手当（保育料の３割補助）等

昇　　給
賞　　与
勤務時間
休　　日

保 険 等

年１回（10月）
年２回（約4.3ヶ月）
1日8時間（早出・遅出・夜間勤務有）
公休:年間110日
特別休暇：記念日休暇（年間1回1日を任意に
設定）・リフレッシュ休暇（2年目以降の職員に
連続5日程度の休暇を支給）・慶弔休暇等、
年次有給休暇・育児・介護休業・短時間勤務等
各種保険加入、退職金制度、確定拠出年金制
度、制服貸与（クリーニングあり）、慶弔・傷病見
舞金、互助会（各種レクリエーション等）、職員
旅行（年1回、海外あり）、提携保育園あり、夜勤
者・腰痛健診、資格取得支援制度（最大5割） 

無資格者の方も応募可能です！
介護職員として入職後、五省会実務者研修制度
（割引制度あり）を利用し介護福祉士の資格を取
得できます。  

施設紹介　介護老人保健施設みどり苑は、高齢者への総合的ケアや福祉サービス
を提供する介護施設です。
建物は、心の安らぎや家庭的な「家」の雰囲気を醸し出すように木質系を多用しています。
各居室には殺菌・防臭に効果のあるオゾン装置を設置するとともに、温度・照明・防音にも
配慮した設計設備になっています。
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基本方針

医療法人社団 城南会

富山城南温泉病院

基本理念

『信頼が誇り』―富山の中心地で医療福祉分野において、
永く地域を支えています。

　自己研鑚を応援してくれる職場です。職場には、介護福祉士資格取得を目指して実践者研修
を受講している人や、働きながら看護学校へ通学して、看護師資格取得を目指す仲間がいます。
法人が受講料や学費を補助してくれるので助かっているようです。今は、認知症ケア専門士や、
認定看護師など、新たな資格を視野に入れて、スキルアップ・キャリアアップを考えている人が増
えています。上昇志向の仲間が多く、互いにモチベーションが上がり、俄然やる気が増します。
　自分をもっと高めたい人、新たな仕事に挑戦して自分を伸ばしたい人には、最適の職場環境と
思います。また、職員旅行、保養所や社員寮、幼稚園・保育園、学童クラブ等福利厚生は、職員皆
が気に入っています。

磨きあい、響きあう職場です。

主任・介護福祉士
（20年目）

今市 博之さん

　私は奨学金制度を活用して、看護師を目指しています。高校3年生の夏、絶対ここで働きながら看護師に
なると決め、卒業後迷うことなく城南会に入りました。社会に出る不安・学校生活への不安がありましたが、新
卒向けの研修を受け、心構えや目標設定ができました。研修で同期の仲間と打ち解け、皆で将来の夢に向
かって挫けず頑張る約束をしています。今もフォローアップ研修が定期的にあり、同期の仲間と顔を合わす
と刺激になります。社員寮で住む仲間と、一緒に食事を作ったり、休日一緒に出掛けたり、仕事以外の楽しみ
もあります。私は絶対に看護師になり、もっと資格取得に挑戦し、皆と一緒に城南会を支えたいです。

夢を実現できる道へ進みました。

看護助手（看護学生）

竹林 凛さん

ひとり一人の人間性の尊重。
医療をつうじて地域社会に貢献する。

先 輩 か ら の メ ッ セ ー ジ

〒939-8271
富山市太郎丸西町1丁目13-6
電話 076-491-3366　FAX 076-491-2852
メール ueda@jonankai.or.jp
http://www.jonankai.jp/
採用担当者
人事部長　植田 秀次

法人概要

事業内容
城南会は昭和55年、富山県下の老人病院のさきがけとして開設以来、常に利用者様お一人おひとりの人間
性を尊重し、その人それぞれに合った医療と療養に努めてまいりました。こんにちでは高齢者医療を中心に、慢
性期の維持透析、入所介護、通所リハビリ・通所介護、認知症対応型グループホームなど医療から介護に渡って
幅広く、かつ良質な医療・介護サービスを展開しております。今後もそれぞれの施設単体の活動だけではなく、
相互の施設サービスを複合的に組み合わせてご提供することで、さらに利用する皆さまやご家族の満足度を高
めていきます。
今後は、地域医療構想のネットワークの一翼を担う存在として貢献できるよう、行政と協力して、時代が求める
サービスの在り方を追求して参ります。

富山城南温泉病院と同じく、長期療養型の病院として
安心できる環境を整えています。
在宅療養が困難な人工透析患者を受け入れます。

専門医による治療と、充実の医療機器によって、
人工透析を実施しています。
基幹病院と連携し、患者様のニーズに対応します。

医学的な管理の下、リハビリ・介護職員が機能向上のため、
皆さんと真摯に向き合います。
一緒に日々の暮らしを高めましょう。 

●富山城南温泉第二病院
富山市太郎丸西町1丁目13-6
電話 076-421-6300

●城南内科クリニック
富山市太郎丸西町1丁目6-6
電話 076-491-3113 

●シルバーケア城南
富山市太郎丸西町1丁目6-6
電話 076-420-6363

リハビリに打ち込めるよう、全スタッフでサポートします。
居心地の良いロビーは、利用者の皆さんやご家族が談笑
される心安らぐ場所です。

●シルバーケア今泉
富山市今泉218
電話 076-493-3636

施設紹介

上記のほか、グループホーム城南、城南温泉デイサービス、城南デンタルクリニック、城南居宅介護支援事業所、
城南地域連携室を事業運営しております。

募集要項・待遇
職　　種
人　　員
雇用形態
応募資格

勤 務 地

勤務時間

休　　日

看護補助者ならびに介護職員
当法人で４名募集します
正社員
不問です。ただし資格や経験がある方は、
給与・手当決定時に反映されます
富山城南温泉病院、富山城南温泉第二病院、
城南内科クリニック、シルバーケア城南、
シルバーケア今泉、グループホーム城南、
城南温泉デイサービス
８：２０～１７：２０まで
ただし夜勤の場合は　16：00～翌9：30まで
年間休日は116日（週休2日制）

給　　与

賞　　与
福利厚生

159,500円～255,500円
各手当
特殊勤務手当：18,000円～25,000円
資格手当（介護福祉士）：12,000円
夜勤手当：7,000円～9,000円/回あたり
他、お盆・年末年始手当、保育手当、
扶養手当、役職手当等があります
年２回支給　3.5か月分（H28年度実績）
社員寮や託児所、保養所は人気があり、
系列法人の幼稚園・保育園を利用する職員も
多く、女性が働きやすい環境です。
職員旅行や親睦会、サプライズプレゼントも
働く楽しみのひとつです。

新 人 職 員 か ら の メ ッ セ ー ジ
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41

183

340

318

69

至上滝至上滝

至高山至高山

至富山空港至富山空港

至八尾至八尾

富山南
警察署

●

富山南
警察署

●

TSUTAYA大沢野店
●
TSUTAYA大沢野店
●

すき家
●
すき家
●

●
大沢野消防署

●
大沢野消防署

●マクドナルド●マクドナルド

基本方針

社会福祉法人 中山会

希望の郷ケアタウン

基本理念

いつまでも、みんなと仲良く助け合って、
楽しく生きて行けるようお手伝いいたします。

採 用 者 か ら の メ ッ セ ー ジ

　ここで働く前は接客業をしていましたが、介護に関わりたくて介護士の資格を取得して転職
しました。介護士として初めての職場なので、不安もありましたが、やさしい先輩方に助けられ
ながら成長させていただています（笑）。
　趣味はアロマテラピー。利用者さんと一緒にアロマの香りを楽しむこともありますよ。

接客業から転職！日々の充実感が変わりました。

グループホーム介護士・介護福祉士
（勤続３年）

荒川 尊子さん 

　我々は、医療、介護、ケアの専門家が連携して地域の人々が安心して暮らせる街を目指す「地
域包括ケアシステム」を実践しています。病気や障がいがあっても、自分の家で「その人らしく
生きられる」ようにサポートします。
　医療・介護両方の専門性が身に付き、やりがいのある仕事です。新人さんには、教育担当がマ
ンツーマンで指導しますので、経験がなくても安心して働いていただけます。
　待遇面では、週休2日・定時で帰れるように配慮するほか、労働条件の改善にも力を入れ、職
員が幸せに働ける環境づくりを進めております。

「働きがいのある、働きやすい」希望の郷ケアタウンへようこそ。

統括施設長

清水 弘美さん

自分らしく生き笑顔でいられる社会づくり。
地域包括ケアシステムの構築と実践。

先 輩 か ら の メ ッ セ ー ジ

〒939-2252
富山市上大久保1581-1
電話 076-461-5300
FAX 076-461-5332
メール saiyo@kibounosato.toyama.jp
http://kibounosato.toyama.jp/
採用担当者
清水

法人概要

事業内容
3つの施設に8つの事業所があります。
【希望の郷】
サービス付き高齢者向け住宅定員62名、デイサービス定員25名、訪問介護

【希望ヶ丘ハウス】
看護小規模多機能定員29名、認知症対応型グループホーム定員18名、
訪問看護

【いきいき元気クラブ】
デイサービス定員18名、居宅介護支援事業所

北陸最大級の居室数（62室）を誇るサー
ビス付き高齢者向け住宅。広いお部屋と
大人気のアクティビティが特徴です。

H29年6月に開設した新しい施設。いつ
までも在宅生活をおくれるよう支援する看
護小規模多機能の拠点となります。

リハビリ、脳トレなど元気を生み出すカリ
キュラムを提供するデイサービスと「介護
のプロ」ケアマネの事務所となります。

●希望の郷
（サービス付き高齢者向け住宅、デイサービス、訪問介護）
富山市上大久保1575-1
電話 076-461-5510

●希望ヶ丘ハウス
（看護小規模多機能、グループホーム、訪問看護）
富山市上大久保1581-1
電話 076-461-5300

●いきいき元気クラブ
（デイサービス、居宅介護支援事業所）
富山市上大久保1308-2
電話 076-467-0580

【採用状況】バランスが取れた年齢層
10代から60代まで万遍なく採用。ベ
テランからは知恵やサービス精神、若
手からは元気ややる気をもらい、お互
いに高め合っています。  

【採用状況】看護師も豊富 
大沢野中央診療所が併設されるな
ど、医療介護連携が特徴ですので、
介護士だけではなく看護師が大活躍
な職場です。  

【採用状況】旧富山市からの採用多
富山ICから15分と、市中心から近い
ことから、旧富山市からの採用が最も
多いです。朝夕の渋滞とは逆走なの
で通勤もスムーズです。  

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

介護士（グループホーム）
4名
未経験の方、資格がない方も歓迎いたします。
正社員
〒939-2252
富山市上大久保1581-1（TSUTAYA大沢
野店向かい）
グループホームきぼう　もしくは　ナーシング
ホーム希望のひかり
以下のシフトのいずれか
6:00～15:00、9:00～18:00、
12:00～21:00、21:00～翌7:00

休　　日

給　　与
待遇・福利厚生

年間休日120日
週休2日のシフト制
土日出勤・夜勤あり
192,000円～222,000円/月給
昇 給:年1回
賞 与:年2回（実績3ヶ月）
休 暇:有給休暇、育児休暇、産前産後休暇、
　　 慶弔休暇他
保 険:健康保険、厚生年金、雇用保険、
　　 労災保険
その他:退職金制度あり、再雇用制度あり
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富山県生活協同組合

基本理念

地域社会に笑顔とありがとうをお届けします。
素直で謙虚な姿勢、感謝の心で活動します。

　私は介護支援専門員として利用様の受付や家族との連絡、他事業所との連絡など多岐にわた
り極め細かく調整しています。開所して日も浅く、まだまだ未熟と思うこともありますが、利用者
様本位となり得るケアを目標に日々研鑽しています。
　けんせいきょう輝城東は、[自立支援による生協10の基本ケア]を基に居住に住みやすさを織
り込んだ施設です。食事は生協の安全･安心な食材を使用し、コミュニテイスペースサロン城東・
コープハウスの併設など生協ならではの特徴やサービスがあります。
　利用者様やご家族から感謝の言葉を頂けたときは本当に嬉しく達成感に繋がります。感動を
スタッフと共有し日々のヤル気に繋がっています。ヤル気や達成感に繋がる私たちの職場で一
緒に取り組んでみませんか。

富山県生協だからこそできるケアを目指して。

リーダー・介護支援専門員
（2年目）

間嶋 美貴さん

　施設は自慢の中庭と開放的なホールで明るく、清潔感があふれる建物です。「通い･泊り･
訪問」を通し利用者様の健康をチェックし、家族の一員という思いでレクリエーションを一緒
に楽しみ、時にはいっぱい談笑しながらケアを行っています。この施設を選んでよかったと
思ってもらえるように利用者様と向き合っています。
　私たちは何よりも利用者様の笑顔が大好きです。利用者様が楽しんで下さる姿は達成感に
繋がります。
　これからも明るく元気に安全に安心できる環境をモットーにやりがいのある職場で頑張っ
ていきます。

利用者様の「笑顔」に寄り添う職場。

介護福祉士
（1年目）

山田 智恵さん

わたしたちは協同の力で、心豊かなくらしと共生社会を創ります。

先 輩 か ら の メ ッ セ ー ジ

〒930-0873
富山市金屋５５５
電話 076-443-8800　FAX 076-443-8810
メール m-yasue@tks.coop
https://www.toyamaken-coop.or.jp/
採用担当者
管理部人事労務グループ　保江 政彦

法人概要

事業内容
富山市にショートステイ・デイサービス・富山
型デイサービス・訪問介護の施設を運営。

黒部市・高岡市には小規模多機能居宅
介護施設を運営し、利用者さんだけでな
くそのご家族、職員など誰もがいつまでも
自分らしく、幸せでいられるよう、心の通
い合う支援を目指しています。

デイサービス20名　ショートステイ19床
利用者さんの状態に合わせたレクリエーションを行っており、午後
からは、ゲームや体操など皆で楽しく交流できる場も設けています。

定員18名
静かな住宅地で富山型デイサービスとして、高齢の方、障がい
をお持ちの方やお子様に幅広くご利用いただいています。

限られた時間の中で、掃除や洗濯、食事作り
をしています。時には認知症の方と一緒に献
立を考え、夕食を作るお手伝いもしています。

●デイサービスセンター　ゆとり～な
富山市中間島2-27-6
電話 076-492-4114

●デイサービスセンター　まる～な
富山市開発223
電話 076-429-3256

●ヘルパーステーション　まる～な
富山市月見町4-42
電話 076-429-5740

小規模多機能型居宅介護　25名
登録・認知症デイサービス1日12名
利用の地域密着型の施設です。

組合員さん・利用者さんとそのご家
族、地域の方、職員が共に「わかち
あい、かたりあい、ささえあい」3つの
愛を大切にし、生協らしい福祉事
業所となるよう心がけています。

小規模多機能型居宅介護　29名
登録・通い15名・泊り9名の地域密
着型の施設です。

●けんせいきょう輝　くろべ
黒部市牧野750-1
電話 0765-33-4515

●けんせいきょう輝　城東
高岡市城東１-787
電話 0766-30-2071

「けんせいきょう輝 城東」に併設されイベント
や移動販売、県生協宅配商品の受取場所
として利用者・組合員に活用されています。

●サロン城東
高岡市城東１-787
電話 0766-30-2071

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

休　　日

介護職員
正規職員・定時職員
介護の資格をお持ちの方、
普通自動車免許をお持ちの方
各事業所
各事業所によって異なる
【基本】日勤⇒8：15～17：15（休憩60分）
夜勤⇒16：00～翌8：30（休憩210分）仮眠有り
週休2日制
（シフト制、1ヵ月単位の変形労働時間制）

給　　与 正規職員　159,892円～（資格・経験で決定）
定時職員　850円～（資格・年齢で決定）
【正規職員】家族手当10,000円～、住居手
当3,000円～、夜勤手当6,000円/回（深夜
割増含む）、年末年始手当7,000円/日
【定時職員】祝日手当50円/時間、土日手当
100円/時間、早朝手当200円/時間、夜勤
手当6,000円/回（深夜割増含む）、年末年
始手当4,000円/日

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 人に元気を、社会にひかりを。
地域の皆様に必要とされるサービスの提供。

採 用 者 か ら の メ ッ セ ー ジ

　私たちはご利用者様の満足を第一に考え、地域に密着した「手作り介護」をモットーに、ご利用様
の喜びが私たちの喜びと感じられる介護を心掛けています。
　私たちの仕事は人との関わりを大事にしています。ご利用者様であったりそのご家族であった
り、一緒に仕事をする仲間であったり、様々な人が携わっています。その中で一人一人がご利用者
様に何ができるか考え意見を出し合い、本当に必要なサービスを提供できる環境を作っています。
　互いに切磋琢磨しながら共に成長していける、志のある方をお待ちしております。

一人一人がお客様と向き合い、活躍できる職場です。

統括責任者

浅畑 高之さん

　介護の仕事は一言では伝えきれない奥が深い仕事で、自分の生き方を学べる仕事でもあります。
　みんな誰もが年老いていきます。そして少しでも長く、自宅で自分らしく生きていたいと
願うはずです。
　支援が必要となった時、自分だったら何を求めるか考えます。技術はもちろんですが、私は
一番大切なのは「心のあるサービス」だと思っています。介護の仕事を通じて笑顔も増えま
した。真のコミュニケーションとは何かも学びました。人を幸福にするためにやってきたこと
が、自分を成長させ、幸福にしてくれていると感じています。
　是非、自分の可能性を信じて「心のあるサービス」を提供し、一緒に成長していきませんか。

生きるとは誰かの為になる生き方をするという事。

主任サービス提供責任者

安川 恵子さん

　私たちは、事前に立てたサービス計画を基に、ご利用様へサービスを提供していきます。
サービスを提供するにあたって、ご利用者様がどのような人生を歩んでこられたのか知ること
が大事ですが、すぐにすべてを知ることは出来ません。しかし、サービスでの会話であったり、1
つの行動であったりとご利用者様の生き方が徐々に見えてきます。それを関わっているすべて
の人に共有することで、チーム全員が同じ意識・考え方でご利用者様と向き合っていくことがで
き、さらにサービス計画の改善にも繋がり、よりよいサービスを提供することができます。私は
チーム全員で同じ目標に向かって仕事をすることに楽しさややりがいを感じ、充実した毎日を
送っています。

チーム全員で同じ目標を目指すことの楽しさ。

サービス提供責任者
（1年目）

長坂 愛香さん

先 輩 か ら の メ ッ セ ー ジ

居宅介護支援

ケアマネジャーが介護全般のご相談に応じ、
ケアプランの作成を行うサービスです。
 介護に関するあらゆるご相談に応じ、介護
サービスのトータルサポートをいたします。

高齢者の方々の快適で安心の暮らしをサポートします。
サービス付き高齢者向け住宅とは国や県の様々な基準をク
リアして届け出を行った高齢者の為の賃貸住宅です。
安心の完全個室。入居者様ひとり一人のプライバシーを
しっかり守ります。

サービス付き高齢者向け住宅

訪問介護員（ホームヘルパー）がご自宅を訪問し、
身体介護や生活援助のサービスを提供します。
ご本人はもちろん、ご家族にとっても住み慣れた
ご自宅での生活が送れるようお手伝い致します。

訪問介護

法人概要

株式会社 ｉｆＤ

さくら・介護ステーション とやま南
何がほんとうに必要なのか。
私たちが介護にできること。

募集要項・待遇
募集職種
雇用形態
勤 務 地
応募資格

仕事内容
勤務時間

給　　与

諸 手 当
賞　　与
保　　険

介護士
正社員・フルタイム
さくらコンフォート黒崎
初任者研修修了者
ヘルパー2級以上の有資格者
入居者の介護、食事の準備、介護記録
①6：00～15：00　 ②9：00～18：00
③12：00～21：00　④21：00～翌7：00
週休２日　シフト制
月給制　192,000円～222,000円
※経験・能力などを考慮して給与を決定させて
いただきます。
交通費全額支給
年2回（6月・12月）
雇用・労災・健康・厚生

福利厚生

そ の 他

教育研修 社内研修制度、社外研修への参
加補助（費用）、資格取得支援制度
平成30年7月にオープン予定のサービス付き
高齢者向け住宅でオープニングスタッフを募
集します。
事業所の発展、地域社会への貢献に、あなた
の力を活かしてみませんか？
利用者様に笑顔を届け、日々感謝の気持ちを
頂きながら取り組める仕事です。
互いに切磋琢磨しながら共に成長していけ
る、志のある方をお待ちしています。
訪問介護、訪問看護のスタッフも募集してい
ます。詳しくはご連絡ください。

さくら・介護ステーション
とやま南

さくらコンフォート黒崎
平成３０年７月にオープンの新しい施設です。
２４時間スタッフが常駐し、お元気な方から要介護5の方
まで入居可能な住宅です。全館がバリアフリー仕様のた
め、車いすをご利用の方も安心して移動が可能です。

看護師等が生活の場で看護ケアや自立への
援助を支援します。

訪問看護

国家資格の鍼灸師がご自宅を訪問し、鍼灸
の施術を行います。

訪問鍼灸

事業内容
●サービス付き高齢者住宅
　入居定員　41名

●デイサービス　定員30名

●訪問介護・訪問看護

●居宅介護支援事業所

●訪問鍼灸

〒939-8212 富山市掛尾町２４９番地スペースイン掛尾３階　http://if-d.net
電話 076-481-6245　FAX 076-481-6246　メール asahata.t@if-d.net　採用担当者　浅畑 高之
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事業内容
利用される方の必要に応じた支援ができるよう、連携しあう施設を設立し、他の
施設とも連携し、利用される方が住み慣れた地域で安心して生活を継続できる
よう支援しています。

【高岡市】ケアホームかたかごの郷：登録２５名（通い：１５名、泊まり：最大8名）、
デイサービスセンターかたかごの郷：定員１２名、グループホームかたかご
の郷：定員９名

【富山市】小規模多機能ホームくれはの郷：登録２５名
（通い：１5名、泊まり：最大９名）

基本方針

株式会社 ウェブインテリジェンス

ケアホーム/デイサービスセンター かたかごの郷

基本理念

住み慣れた地域で安心して生活を継続できるよう、
一人一人に寄り添う介護を行います。

採 用 者 か ら の メ ッ セ ー ジ

　私は富山短期大学福祉科卒業後、約4年老人保健施設で働きました。業務中心ではなく、利用者様に寄
り添い一人一人に応じたケアをしていきたいと思い、約1年前よりケアホームかたかごの郷小規模多機能
施設に就職しました。
　天気の良い日には利用者様と共にドライブや買い物へ出かけたり、装飾品の作成など思い出を共有出来ます。
また、地域の話や料理の話など利用者様から教えて頂くことも多く、ゆったりとアットホームに仕事をしています。
　かたかごの郷では従来型の施設より身体介護は少ない為自分の身体を痛める心配もなく、ゆっくりと知
識・技術を習得出来るので、初めて介護の仕事をされる方でも働きやすいと思います。経験者の方も未経
験者の方も一緒に働きましょう。

働くことで心豊かになります。笑顔あふれるハートな職場。

介護職員・介護福祉士
（2年目）

曽田 彩華さん

笑顔や笑い声の絶えない職場で、経験のない方でも働きながら介護について一から学ぶことが
でき、資格取得の為のサポートをします。
経験のある方はその経験を活かし、研修にも参加出来、更なるステップアップを目指せます。
感謝の心と共感する心を持った方、私達と一緒に働いて見ませんか？
利用者様の笑顔は私達の活力源です。

家庭的で働きやすい職場です。

介護長・統括管理者

杉江 昌美さん

地域に必要とされ支えになる施設を目指しています。
心通う環境づくりと介護技術習得支援。

先 輩 か ら の メ ッ セ ー ジ

〒９３０-００８７
富山市安野屋町３丁目４-２０
電話 ０７６-４５６-３２１７　FAX ０７６-４５６-３２１７
メール m.komai.webintelligence@gmail.com
http://www.webintelligence.co.jp 
採用担当者
杉江 昌美

法人概要

認知症対応型通所介護施設
家庭的な雰囲気を大切にし、利用者
の方が安心して利用できるように寄り
添う介護を行っています。

小規模多機能型居宅介護施設
「通い」「泊まり」「訪問」を組み合わ
せ、住み慣れた地域で安心して生活
を続けられるように必要な介護や支
援を行っています。

認知症対応型共同生活介護施設
安心して生活できるよう、少人数なら
ではの心の通い合う暖かい介護と支
援を行っています。

●デイサービスセンター
かたかごの郷
高岡市伏木古府２丁目６-２
電話 ０７６６-４４-１６６６

●ケアホーム
かたかごの郷
高岡市伏木古府２丁目６-２
電話 ０７６６-４４-１６６６

●グループホーム
かたかごの郷
高岡市伏木矢田上町１３４-５
電話 ０７６６-４４-１７７１

居宅介護支援事業所
支援の必要な方の意思を尊重し、生
活環境に応じて介護サービスを受けら
れるように連絡や調整を行っています。

小規模多機能型居宅介護施設
「通い」「泊まり」「訪問」を組み合わ
せ、住み慣れた地域で安心して生活
を続けられるように必要な介護や支
援を行っています。

●居宅介護支援事業所
かたかごの郷
高岡市伏木矢田上町３-３
電話 ０７６６-４４-０７８９

●小規模多機能ホーム
くれはの郷
富山市呉羽町３９１８-１５０ 
電話 ０７６-４７１-５９０８

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
採　　用

応　　募

勤 務 地

勤務時間
休　　日

介護職員
4名
介護福祉士有資格者もしくは取得見込みの
方、または介護職の経験のある方を募集して
おります。
正社員・フルタイム
随時【面接（持ち物：履歴書、有資格者の方は
資格免許証、専門学等の卒業見込みの方は
卒業見込証明書）】
電話にてお問い合わせください。
（☎ ０７６６-４４-１６６６（担当：スギエ））
※職場の見学や質問等のお問い合わせも受け付
けておりますので、お気軽にお問合せください。
高岡市（デイサービスセンターかたかごの郷・ケア
ホームかたかごの郷・グループホームかたかごの
郷）、富山市（小規模多機能ホームくれはの郷）
１日８時間、週４０時間
年間休日１０８日（月９日）

育児休業
介護休業
保 険 等

給　　与

賞　　与

あり
あり
健康・厚生、雇用、労災、
スタッフ傷病保険加入済（会社規定）
a.基本給：170,000円～（能力に応じて相談）
（能力に応じて定期昇給有り）
b.手当：介護福祉士資格手当10,000円、
　　 夜勤手当4,000円/1回
実例：介護福祉士有資格者（経験３年）
　　 a+b=200,000円
その他手当：通勤手当、役職業務手当等　
有り（会社規定）
年２回

ライフステージに合わせた働き方ができるよう出産前
後、子育て中や介護中など家庭の状況にできるだけ
対応した働き方の相談受付・支援を行っています。資
格取得/キャリアアップを目指す方には、資格支援制
度があります（会社規程）。
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基本方針

株式会社 うちくる富山

住宅型有料老人ホーム うちくる

基本理念

「おはよう」も「おやすみ」も家族みたいに当たりまえ。

採 用 者 か ら の メ ッ セ ー ジ

　介護だけではなく、介護に付随するたくさんの業務があります。私たちは、少しでも満足して
いただけるように心に向き合ったケアを心掛けています。
　月に１回、ミーティングの他に満足向上委員会も開催し担当入居者さんの食べたい物、困り
ごと、したい事など様々な想いの発表の場を設けて、満足の向上を目指し職員全員での情報
共有とケア方法を考え検討しています。
　介護の仕事は大変ですがその分、充実を実感できます。また、会社が評価してくれるので
すごくやりがいを感じています。

私たちの仕事はサービス業です。

エリアマネージャー

島田 宏司さん

　家（うち）くる？気軽に来ていただける施設にしたい。そんな想いを社名にしました。
　未来を見据えた事業計画や戦略を経営者と現場スタッフが一丸となって話し合える環境
です。何より仕事を楽しめる場所を目指すことが高齢者にとって利用したい場所だと考えて
います。

貴方の探していた場所がココにある。

代表取締役

中野 俊一さん

「介護力より会話力」。 
寄り添う介護をモットーにサポートします。

先 輩 か ら の メ ッ セ ー ジ

〒939-8214
富山市黒崎338-1
電話 076-429-8766　FAX 076-429-5503
メール info@uchikuru-k.com
http://www.uchikuru-k.co.jp/
採用担当者
採用係

法人概要

事業内容
高齢者向け住宅運営、訪問介護事業、居宅介護支援事業、グループ会社の介護施設向けに食事を作る業務。
時代のニーズに合わせた住宅型施設で、プライバシー
を守りながら安心して暮らせる環境をご提供致します。
医療機関とのスムーズな連携をし、24時間体制のサ
ポート致します。
また、家庭的な食事にこ
だわり、皆さまに美味しく
楽しくなっていただける
お食事を提供します。

和風の共有空間、季節を感じる庭
園。理想のセカンドライフがここにあり
ます。

伝統の街、高岡。近隣に公共施設多
数の閑静な場所です。

天窓からたっぷり光が降り注ぐ明るい
食堂で、１日が始まります。

●セカンドホームほのか
射水市下若81
電話 0766-50-8438

●うちくる高岡古定塚
高岡市古定塚9-5
電話 0766-23-1288

●うちくる富山新庄
富山市向新庄町2丁目11-26
電話 076-451-2041

和のテイストを随所に取り入れた、落
ち着きのある空間。

木のぬくもりと自然光に包まれた癒し
と憩いの場所。

●うちくる富山有沢
富山市有沢155-1
電話 076-422-4846

●うちくる砺波杉木
砺波市杉木5丁目71
電話 0763-32-3933

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

介護スタッフ
①正社員
②パート（日勤スタッフ）
③パート（夜間スタッフ）
介護初任者研修以上
富山県内　5施設
①（1）8：30～17：30
（2）17：00～9：00（休憩120分）
（3）10：00～19：00
②（1）9：00～17：00
（2）9：30～16：30
　（3）9：00～17：00の間の6時間以上
③17：00～9：00

休　　日

給　　与

①月に9公休　年間休日109日（シフト制）
②③シフト制（相談に応じます）
①基本給　219,200円～
職務手当　10,000円～
資格手当　1,000円～
夜勤手当　6,000円/回
昇給有、賞与前年実績２回

②基本時給　1,000円、賞与有
通勤手当　300円/日

③日給　22,000円（セカンドホームほのか）
日給　21,000円（その他4施設）
賞与有
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基本方針

●福祉用具ショップ　あっぷる
富山市今泉北部町1-5 今泉ふれあいハウスシティ内
電話 076-493-1199

富山市民病院の西隣にある福祉用具ショップあっぷ
る。常時１，０００点以上の品揃えで必要な福祉機器や
介護用品がきっと見つかると思います。
補聴器の相談もお受けします。

●オークスライフケア　レンタル事業部
富山市中島４丁目2-14　電話 076-432-1199

車いすやベッドなどの福祉機器のレンタルを多数取り
扱ってます。取扱い品目は１，６００点！！
専門家がご利用者様の身体状況に合わせて商品を選
定いたします。

●オークスライフケア　リフォーム事業部
富山市中島４丁目2-14　電話 076-432-1199

ご利用者様の身体状況や生活環境から判断し手すり
等のご提案をさせて頂きます。段差解消工事や和式便
器から洋式便器への交換工事もお任せください。

オークス株式会社

オークスヘルパーステーション

基本理念

明るく安心な介護生活をトータルにサポート。

施設紹介

　介護職としての仕事はいろんな仕事があり、いろんな出会いがあります。介護と一概に言って
も何を指して介護というのか？悩む毎日がありますが、共に働く仲間に助けられ、時には意見の
ぶつかりもありましたが、利用者様の事を思ってのぶつかりは、利用者の動き、職員の動きや言
葉１つで解決が出来る。本当に人の力ってすごいと感じます。そんな生きるを考え、生きるを伝
え、生きる事を楽しくするのが訪問介護の辛さであり、楽しみ・やりがいでもあるのです。チーム
で相談をし、自分で行動が出来る。安心した気持ちで取り組めるからこそやる気が出る。たいへ
んな利用者様ほど、私たちを育てて下さる先生であると思い、チームで取り組んでいます。たま
にはみんなで美味しいものを食べて、無駄話に花を咲かせていますよ。

パートナーがたくさんいます。

職場環境の良さ。成長出来る場所。

サービス提供責任者
介護福祉士

田中 景子さん

　訪問介護は1人で利用者様たくを訪問して入浴や食事、排泄などの介助をします。１対１
の対面サービスなので自身で判断しなくてはいけないこともあります。普段から不測の事
態に対処出来るようカンファレンスや研修にて知識や技術を学び、相談できる職場環境が
あります。職員同志、共通認識をもち、利用者様の立場にたって考え行動できるヘルパーで
あるための努力をしています。心にゆとりをもって穏やかな気持ちで接することで、利用者
様の変化に気づく事ができ、笑顔を見せてくださり「ありがとう」と喜んでいただけることが
仕事を続ける力となっています。

訪問介護員
介護福祉士

杉森 さおりさん

安心・快適な介護生活のサポート。
皆さまの立場に立って、共に生活する介護を目指します。

先 輩 か ら の メ ッ セ ー ジ

〒930-0801
富山市中島4丁目2-14
電話 076-432-1199　FAX 076-442-5096
メール mitsuyama@oarks.co.jp
http://www.oarks.co.jp/apple/
採用担当者
密山（みつやま）

法人概要

事業内容
当社は冠婚葬祭業（結婚式場、貸衣裳、葬儀会館）を営んでお
りますが、1988年（今から約30年前）福祉業界にも参入し、現
在では福祉用具ショップ「あっぷる」や居宅介護支援事業、訪
問入浴事業なども運営しております。
　
オークスヘルパーステーショ
ンでは生活援助、身体介護
サービスや、介護保険外で
冠婚葬祭や、通院介助サー
ビスも行っています。

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

休　　日
給　　与

賞　　与
そ の 他

訪問介護員（ホームヘルパー）
3名
パート職員・アルバイト職員
介護福祉士または実務者研修修了者
活動エリアは富山市内の北部地区が中心です。
8：00～19：00で週1H～20H勤務可能な方
勤務曜日、時間は相談に応じます。
相談に応じます。
時給1,000～2,100円
就業時間帯により変動します。
交通費、研修費、その他手当支給あり。
なし
研修制度も充実しています。ブランクのある方
もまずはお気軽にご相談ください。
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カーマ
●
カーマ
●

北陸自動車道北陸自動車道

菩提樹南店●菩提樹南店●
●

いちい保育園
●

いちい保育園
●タカヤス自動車●タカヤス自動車

南富山駅南富山駅

布市駅布市駅

●
サンコー

●
サンコー 富山南高校

●
富山南高校

●

施設紹介

基本方針

基本理念 介護に関わる全ての人の幸せを目指します。
より健康に、より自分らしい生活の支援。

採 用 者 か ら の メ ッ セ ー ジ

　ナーシングデイサービスこもれびは、平成29年の5月にオープンしたばかりの新しい

デイサービスです。毎日明るい職員と利用者様に囲まれて、和やかな雰囲気で一日を過

ごしていただいています。利用者様に喜んでいただくこと、笑顔になっていただくことが

こもれびで働く職員みんなの力になっています。ぜひ、我々と一緒にたくさんの方を幸

せにできるよう頑張ってみませんか！

代表取締役

中川 雄哉さん

　私は介護の現場で長年働いていましたが、医療的処置が必要な方と関わることが少な

かったため、それらに関する知識がほとんどなく、はじめは不安を抱えながら業務に取り

組んでいました。しかし、医療の現場で長年働いてきた看護スタッフがたくさんいる中で、

わからないことを看護スタッフが丁寧に教えてくれるため、私自身とても良い経験をさせ

てもらいながら日頃の業務に取り組んでいます。

　こもれびで働く中で、医療的な処置や管理により在宅での生活が難しい方が多いこと、

ご本人や家族様が大変困っている現状を知りました。そんな中、日々の関わりの中で「安

心してお任せできます。」、「本当に感謝しています。」というお言葉をいただき、毎日とて

もやりがいを感じています。
相談員

吉川 真由美さん

先 輩 か ら の メ ッ セ ー ジ

事業内容
●地域密着型通所介護、介護予防通所介護：定員18人

6台のベッドがあり、それぞれカーテン
で区切ることができます。

一般浴とストレッチャー浴。

2か所。広 し々た空間で、立ち上がり
補助装置付き。

カフェのような落ち着いた空間で、楽し
くお話をしたり、機能訓練を行います。

毎日、手作りの美味しい食事を提供し
ています。

青 と々した芝生のドッグラン。利用者
様と笑顔の触れ合いの場に。

⑥ドッグラン⑤厨房④トイレ

①食堂・機能訓練室 ②静養室 ③浴室

法人概要

株式会社 コノハ

ナーシングデイサービス こもれび
介護と看護の新しいかたち。

〒939-8191
富山市布市650番3
電話 076-428-2335
FAX 076-428-2336
メール nursing.care@konoha-inc.co.jp
http://konoha-inc.co.jp
採用担当者
追本

ナーシングデイサービスこもれびでは、看護師と介護職員により医療依存度や介護度の高い方でも、住み慣
れた地域で安心して生活するためのお手伝いをしています。
入浴や排泄のお手伝いのほかに、健康管理や看護処置なども多く行っています。
当施設ならではの特色としては、週に2回程度セラピー犬の「そら君」との触れ合いによるアニマルセラピーを
行っています。そら君が利用者様の笑顔に一役かっています。

募集要項・待遇
職　　種

　

　

応募資格

雇用形態

勤 務 地

時　　間

休　　日

介護職員

看護師（准看護師）

機能訓練指導員

各種資格（看護師、准看護師、介護福祉士、

理学療法士、作業療法士）を有する方もしくは

取得見込みの方

パートタイマー

ナーシングデイサービスこもれび

（富山市布市650番3）

8：30～17：15の間で5時間以上働ける方

定休日：日曜日

その他：年末年始（12/31～1/3）

給　　与

待　　遇

そ の 他

時給：1,000円～1,400円

（試用期間3ヵ月は基本給から100円減額）

労働時間に応じて各種保険制度あり

通勤手当支給

制服貸与
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基本方針

株式会社 ツクイ

ツクイデイサービス

基本理念

お客様・ご家族様・職員など
「人の心に寄り添える」仲間をお待ちしています。

採 用 者 か ら の メ ッ セ ー ジ

　私は普段、入浴介助や排泄介助、レクリエーション等の介護業務と、書類作成や利用の調整
等を行う相談員業務を行っています。入社当初は、介護の基礎から少しずつ学んでいき、苦戦
する事ばかりでしたが、お客様からの「ありがとう」のお言葉や笑顔を頂き、日々のやりがいを感
じながら業務に慣れていきました。今では自分の得意分野を活かし広報面にも力を入れ、営業
所の魅力を多くの皆様に発信しています。私がここまで成長できたのは、多くの先輩スタッフの
熱心な教育と常に学ぶことのできる環境があるからです。これからもお客様の笑顔を引き出
し、楽しい時間を提供できるように、自分自身ももっと学び、成長していきたいと思います。

自分の趣味や得意なことを活かして働くことができます。

生活相談員
（3年目）

森野 いづみさん

　介護の仕事を通じて成長したいという従業員の想いを、全力で応援していきます。お客様の
人生観や思いを理解・尊重し、「どうしたらもっと良いサービスを提供できるのか」を常に考え、
妥協せずに実行していける人材を求めています。会社の目標である「従業員の幸せを実現す
る」ために、事業所単位だけではなく、地域で職種ごとの勉強会を開くなど、多くの研修制度を
設けています。『ともに地域価値を創造する』の会社定義どおり、富山の地域がもっと活性化し、
より良いサービス提供ができるよう、私達自身が成長できる環境づくりに努めています。

お客様にいつもまっすぐ向き合える存在でありたい。

富山地区エリア統轄

原 純子さん

事業内容
全国47都道府県で約650事業所を運営す
る東証一部上場企業です。
富山県内ではデイサービス5ヵ所、訪問介護、
グループホームの運営を行っています。
私達ツクイが大切にしているのは、お客様の
「その方らしく生きる」を支えること。
「どうしたらその方らしい生活を送っていただけ
るのか」「何を工夫すれば出来るのか」を考え、
提案し、実現していきたいと思っています。

地域に根付いた真心こもったサービスの提供。
お客様重視の運営、法令遵守の徹底。

先 輩 か ら の メ ッ セ ー ジ

〒233-0002
神奈川県横浜市港南区上大岡西1-6-1
ゆめおおおかオフィスタワー16階
電話 045-842-4115　FAX 045-842-0249
メール jnk_hara@apps.tsukui.net
http://www.tsukui.net/
採用担当者
原 純子

法人概要

通所介護・訪問介護・居宅介護支援３つのサービ
スが連携し、本人様の生きがい作りから、ご家族
様のレスパイトケアまで生活全般を支えます。

明るくて元気が一番の藤ノ木です。お客様のカル
チャー教室やクラブ活動も盛んです。普段の日もイベ
ントの日も楽しく、満足できるサービスを追求します！

一日を通じて活発に動くデイサービスです。コン
セプトは「生きがいつなぐ」やりたい事が出来る
よう社会・地域・在宅とお客様を繋ぎます。

●ツクイ富山
富山市稲荷元町2-8-9アクトピアトヤマ１階
電話 076-431-3133

●ツクイ富山藤ノ木
富山市藤ノ木1847-2
電話 076-425-1207

●ツクイ富山上冨居
富山市上冨居3-1-29 
電話 076-452-5455

楽しいイベントが大好評。「夢を叶える誕生
日」等、元気なお客様のために職員はいつも
楽しいことを考え、一緒に楽しんでいます。

自立支援型の「動くデイサービス」です。
「活動と参加」をテーマに、お客様の「生
涯現役」の在宅生活をサポートします。

毎月、スタッフで構成する「認知症ケア
向上委員会」が研修を実施。
認知症の方の声なき声に耳を傾けます。

●ツクイ富山萩原
富山市萩原179-1
電話 076-420-2488

●ツクイ富山赤田
富山市赤田535-1
電話 076-424-6131

●ツクイ富山萩原グループホーム
富山市萩原179-1
電話 076-420-2477

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

勤務時間
休　　日
保 険 等

給与［正社員］

給与［パート］

介護職員
6名
正社員・パート
［正］介護福祉士以上
［パ］介護職員初任者研修あれば尚良し
8：00～18：00　※勤務時間、相談可
シフト制（社員：年間休日119日）
［正］雇用、労災、健康、厚生、確定拠出年金、
　　退職金制度（勤続３年以上）
［パ］労働条件により異なります
月給196,000～208,000円
※別途、扶養手当・賞与あり（年2回0～50万円）
時給890～990円　※土・日・祝：時給100円up 
※介護福祉士手当：時給10～30円up

車 通 勤
無料駐車場
交通費支給

待　　遇

可
あり
あり（車通勤：月額上限31,600円、公共交通
機関：月額上限50,000円）
産前産後休暇、介護育児休暇制度、
資格取得支援制度、ジョブリターン制度
スタッフ紹介制度
会員制福利厚生制度「ツクイ倶楽部」
例）・プライベートの宿泊　1泊5,000円まで
・結婚祝い金　10,000円～50,000円
・結婚10年記念　10,000円
・お子さん入学記念　10,000円
・暑気払い／忘新年会　5,000円
など　詳細は弊社HPをご覧ください
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基本方針

株式会社 ビレッジ・フィールド

ふる里の風グループ

基本理念

現状の自分に満足していますか？
ここにはすべてを叶えるチャンスがあります！

施設紹介

採 用 者 か ら の メ ッ セ ー ジ

　利用者様の「笑顔」「幸せ」「喜び」を常に考え私達は日々行動しています。現場では、毎日
色々な発見や感動があり、楽しく働いています。働きやすい環境として当施設で実際に働い
ている職員の声を聞いたところ「明るい」「楽しい」「何でも気軽に相談し合える」「居心地が
良い」等と熱く語る職員が沢山います。
　介護業界が未経験の方はもちろん、介護の仕事に興味がある方は是非このページを読ん
でみて下さい。一緒に働いてみませんか？

一緒に働いてみませんか。

生活相談員兼介護職員・介護福祉士
（11年目）

能澤 由貴さん

　「入社したら思っていた会社と違った」ということはないですか？弊社では就職活動をされ
る方には、見学、体験就業など自分が納得して働けるよう透明性を重視しています。また、働
きやすさを考え様々な取り組みを行っています。「午前中だけ働きたい・・」、「子供がいるから
常勤が難しい・・」、「送迎が苦手・・」など求職者の合わせた働き方もOK!興味のある方はぜひ
ご連絡下さい。

働いて良かったと思われる職場づくり。

取締役兼統括責任者・介護福祉士、社会福祉主事

村野 秀治さん

利用者様、職員が満足できる施設へ。
親切・丁寧・安心・安楽・安全。

先 輩 か ら の メ ッ セ ー ジ

〒930-0031
富山市住吉町2-6-19
電話 076-407-0078　FAX 076-407-1178
メール murano.furusato0078@cotton.ocn.ne.jp
http://www2.bbweb-arena.com/syuji2/
採用担当者
村野 秀治

法人概要

定員36名
職員数19名（男性7名、女性12名）
勤務時間 8：15～17：00

定員60名
職員数25名（男性8名、女性17名）
勤務時間 8：15～17：00

定員60名
職員26名（男性10名、女性16名）
勤務時間 8：15～17：00

●デイサービスセンターふる里の風
富山市住吉町2-6-19
電話 076-407-0078

●デイサービスセンターふる里の風　中田
富山市中田1丁目11-16
電話 076-481-7738

●デイサービスセンターふる里の風　堀川
富山市堀川町475
電話 076-491-6228

部屋数24部屋
職員数14名（男性3名、女性11名）
勤務時間①7：00～16：00、②9：30
～18：30、③17：00～9：00

（株）ビレッジ・フィールドふる里の風グループは設立13年を迎えました。職員が働きやすい職場づくりとして、有給取得、大
型連休の確保、「遅く来て、早く帰る」ワークライフバランスの実施、企業内保育、忘年会などの福利厚生会社負担、外部
研修の会社負担、資格取得の費用立て替え、昼食費の負担など様々な取り組みを行っています。
（上記、施設の他にふる里の風訪問介護事業所有り）

職員数5名（男性4名、女性1名）
勤務時間 8：15～17：00

部屋数18部屋
職員数23名（男性5名、女性18名）
勤務時間①7：00～16：00、②9：30
～18：30、③17：00～9：00

●サービス付高齢者住宅「ふる里の風」
富山市上赤江町1-12-6 
電話 076-431-0168

●ふる里の風居宅介護支援事業所
富山市上赤江町1-12-6 
電話 076-431-0158

●グループホーム「ふる里の風」
富山市新庄町2-9-43
電話 076-464-6738

施設紹介

事業内容
●デイサービス
（住吉、中田、堀川）
●サービス付高齢者住宅
●訪問介護事業所
●居宅介護支援事業所
●グループホーム 

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
常勤・非常勤
訪問介護⇒ヘルパー2級以上
その他施設は不問
株式会社ビレッジ・フィールド施設
デイサービス常勤（8：15～17：00）
訪問介護・グループホーム常勤
①7：00～16：00
②9：30～18：30
③17：00～翌9：00
非常勤は勤務時間要相談
年間休日 110日

給　　与

賞　　与
待　　遇

採　　用
試験内容
応募方法

デイサービス常勤 18万円～、
訪問介護・グループホーム常勤
20万6千円～
非常勤 950円（時給）
年2回（2.5カ月）
厚生、労災、健康保険 等
退職金制度あり（勤続1年以上、常勤職員）
随時
面接
履歴書（写真貼付）当日持参、本社にて面接
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施設紹介

基本方針

基本理念 私達の仕事はお年寄りに満足してもらうこと。
お年寄りを寝たきりにしない、させない。

　施設に入ったときの、雰囲気が明るくいいなぁと思いました。私は看護師なので、他にも大
規模施設を見学しましたが、介護業務、看護業務と別れていました。その雰囲気が苦手でした。
この施設では、すべて一緒にしているので、私には合っていると思いました。今までもしてき
たことですが、職員もできること、できないこともあるので、お互いにできることを補っていく
形で、働くことが利用者の幸せにつながると思います。利用者様が安心して暮らすことができ
るように、頼られる存在になれるよう頑張って成長していこうと思います。

職員のチームワークがよく、明るい職場です。

看護師
（入社3年目）

安倍さん

この会社の良い所は、職員１人１人の利用者様への声掛けが温かく、優しいことだと常に感じ
ています。利用者様も安心しているような表情を見せてくださいます。また、トランス（移乗介
助）がとても素晴らしいです。最初は重度の方は２人で抱えていましたが、腰痛にならない方
法を教えてもらい、負担少なく移乗しています。利用者様を大切に思い、お互い安心安全な関
係を築いている現場で、様々なことを学ぶことができています。そのような現場に共感して頂
けると思います。ぜひ一緒に働きましょう。

職員同士の信頼があつい、温かい職場です。

生活相談員
(入社7年目)

日高さん

　志望動機は施設見学をした際にレクレーションをしており、その雰囲気が明るく、働いてみ
たいと思ったことがきっかけでした。介護経験10年あり、他施設は1か所しか知らないけれ
ども、あさひホームは勉強会があり、自分のためになっています。またトランス（移乗介助）も
素晴らしく、先輩職員に教えていただきました。今までは普通のトランス（移乗介助）しか知ら
なく、腰痛もありましたが、教えてもらうことで、現在腰痛もなくなりました。日頃からの情報
共有はできており、チームワークは良いので、このまま継続できればよいと思います。休みも
多く、しっかりと休めてリフレッシュし、また気分新たに仕事ができますので、プライベートも
充実できています。ぜひ、一緒に働きましょう。

トランスの技能が抜群！スキルアップできる職場環境です。

介護職員
（入社3年目）

吉野さん

先 輩 か ら の メ ッ セ ー ジ

法人概要

有限会社 朝日ケア 

あさひホーム
お年寄りの心からの笑顔を大事にしています。

〒930-0103
富山市北代189
電話 076-427-0770
FAX 076-427-0771
メール kitadai＠asahicare.com
http://asahicare.com
採用担当者
総務部　吉田

募集要項・待遇

●あさひホーム（北代）
自然の風が通り、太陽の光
を十分感じて、朝日のように
さわやかな毎日を・・

●あさひホーム吉作
会話の広がる温かい雰囲
気の空間づくりにつとめて
います。

事業内容
◆デイサービス◆
入浴・食事・休養・レクリエーション等のサービスを利用しながら一日を楽しく過ごしていただきます。
◆ショートステイ◆
ご家族の方の介護疲れの軽減のため、旅行・行事等で介護が困難な場合に短期間お年寄りに滞在していただきます。
◆グループホーム◆
家庭的な雰囲気の中で少人数で共同生活を送ることにより、認知症の症状の進行を緩和させ、よりよい日常生活を送る
ことができるよう支援する介護サービスです。
◆居宅介護支援事業所◆
お年寄りやご家族の依頼に応じて、どのような介護サービスが必要かを相談し、一緒になって介護サービス計画（ケアプ
ラン）を作成する身近な相談機関です。
◆吉作 グループホーム◆
家庭的な雰囲気の中で少人数で共同生活を送ることにより、認知症の症状の進行を緩和させ、よりよい日常生活を送る
ことができるよう支援する介護サービスです。
◆吉作 有料老人ホームあさひ荘◆
馴染みの場所の家庭的な環境で最期まで生活したいと願うお年寄りを支援する施設です。
◆吉作 訪問介護◆
住み慣れた住居で自立した日常生活を送ることができるよう生活援助全般にわたる援助を行います。

募集職種
応募資格

雇用形態
勤 務 地

勤務時間

休　　日

介護職員
不問　介護福祉士、介護職員初任者研修
修了者（ヘルパー２級）優遇  
正社員・フルタイム　パートタイマーも可
あさひホーム（北代）
あさひホーム吉作 
8：30～17：30（日勤）
17：00～翌9：00（夜勤）夜勤は月4～5回程度
年間休日数１１８日  

給　　与

待　　遇

そ の 他

基本給135,000円～250,000円
資格手当2,000円～5,000円
夜勤手当6,000円/回
特別手当（年末年始）3,500円～5,000円/日
訪問手当600円/日
通勤手当（上限31,500円まで）  
労災、雇用、健康、厚生年金保険
退職金制度あり（勤続３年以上）
資格取得支援制度あり  
時間、休日はご相談に応じます  
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基本方針

特定非営利活動法人 ふるさとのあかり

ふるさとのあかり

基本理念

赤ちゃんからお年寄り、障がいのある人もない人も集える
心のふるさとを目指します！

事業内容
【利用定員】
●ふるさとのあかり　２５名
●ショートステイふるさとのあかり　６名
●ふるさとのあかり八町　１４名
●グループホームあかり　４名
●居宅介護支援事業所
●自主事業

施設紹介

　ふるさとのあかりは、職員みんなが生き生きとして明るく、楽しい職場です。どんな時もチー
ムワークが良く、互いにできること、苦手な事を補いながら先輩、後輩、正社員、パート立場は関
係なく、お互いに協力しながら仕事ができます。失敗があったとしても、その失敗を責めるので
はなく、周りがフォローをして下さり、とても暖かい職場です。また、利用者様それぞれ介護の
仕方も違ってくるので、どんな仕方がいいのかみんなで互いに考え学びながら仕事ができるの
で、技術面等が不十分でも日々が学びなので大丈夫です。人生の先輩もおられ、就職後結婚を
しても、家庭のこといろいろなこと等アドバイスを下さったり、相談のってくださったり結婚後も
安心して働けます。

明るく、楽しく、チームワーク良く、前向きになれる職場。

生活相談員兼介護職・介護福祉士、社会福祉主事
（１０年目）

市古 琴栄さん

　ふるさとのあかりは、高齢者・障害者(児)・子供と、色んな方々が利用しておられます。皆が一緒
にいる姿をイメージしにくいかもしれませんが、障がい児が高齢者に宿題をみてもらったり、障が
いの方々がスタッフの手伝いをして下さったりと、大きな家に集っているような感じで、和気あい
あいとしています。落ち込むことも時にはありますが、利用者様の何気ない一言に励まされたり、
子供の笑顔にほっこりしたりと、全体的に賑やかで暖かい雰囲気なので、介護未経験の私も様々
な事を学びながら、楽しく働いています。まずは、ぜひ、気軽に遊びに来てみて下さい。

アットホームな職場です。

生活相談員兼介護職・社会福祉士、社会福祉主事（新任）

坂井 美仁さん

心の古里にあかりが灯る家でありたい。
在宅生活が長く維持できるよう支援します。

先 輩 か ら の メ ッ セ ー ジ

〒９３０-２２４３
富山市四方荒屋３２２３番地
電話 ０７６-４３５-６５１１
FAX ０７６-４３５-６５１２
メール furusatono-akari@toyamagata.com
http://www.toyamagata.com/furusatono_akari/
採用担当者
秋盛 美保代

法人概要

富山型デイサービスとして2002年に
開設。様々な方がご利用でき、楽しい
社交の場として活力をひきだします。

富山型の短期入所施設として、様々
な方がご利用できます。自宅でのお世
話が困難になった場合に一時的に
宿泊できます。

高齢者、障がい者の方々が利用できる
デイサービスです。少人数で家庭的な
雰囲気の中でゆったり過ごせます。

●ふるさとのあかり
富山市四方荒屋３２２３番地
電話 ０７６-４３５-６５１１

●ショートステイふるさとのあかり
富山市四方荒屋３２２３番地
電話 ０７６-４３５-６５１１

●ふるさとのあかり八町
富山市八町２０３７番地２
電話 ０７６-４３５-６５２２

介護を必要とする人に関する相談、様々な
サービスの調整など在宅生活をより快適
に過ごせるようご提案、ご支援いたします。

短期入所施設の居室です。少人数
でご自宅にいられるような気持ちで居
心地よく過ごしていただけます。

障がい者の方が利用できます。少人
数で自立した生活を目指し、支援を受
けながら共同生活する家です。

●ふるさとのあかり居宅介護支援事業所
富山市四方荒屋３２２３番地
電話 ０７６-４３５-６５１１

●グループホームあかり
富山市八町２０３７番地２
電話 ０７６-４３５-６５２２

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

介護職（生活相談員兼務）
2名
正社員・フルタイム
介護福祉士、社会福祉士、社会福祉主事の
いずれかの資格を有する方
別途通知いたします
面接、レポート
履歴書、介護福祉士等免許（有資格者）
専門学校等の卒業見込証明書

勤務時間
勤 務 地
休　　日
育児休業
託 児 所
保 険 等
給　　与

賞　　与

１日８時間、週４０時間
富山市四方または八町
年間休日１０８日
あり（育休明けには、子連れ出勤可）
なし
雇用、労災、健康、厚生
a基本給（月額、初任）
150,000円～160,000円
b定期的に支払われる手当
資格手当（5,000円～）
a+b
155,000円～165,000円
年2回

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 “その人らしさ”を支援。
私たちは「スタッフ」第一主義。

　私は、おじいちゃん・おばあちゃんが好きなのと、身近にいる介護をしている先輩からやりが
いのあるとてもすばらしい仕事だと話を聞いていて、介護をしたいと思いました。職員の年齢
はバラバラですが、みんな仲がよく、仕事の相談も気軽にできてとても働きやすいです。介護
職員として楽しい時は、利用者の方に直接「ありがとう！」と言われる時です。今後の目標は、国
家資格である介護福祉士の資格を取得することです。

利用者からの「ありがとう！」が私の励みです！！

介護職員・介護職員初任者研修

八万 柊さん

　居宅介護支援事業所のケアマネジャーとして「あいの風」に入社しました。その後は、グルー
プホームや小規模多機能型居宅介護など多数の介護事業に携わりました。現在は施設長という
職務ですが、介護現場での経験を活かし、働きやすい職場作りに努めています。「あいの風」は、
男女年齢問わずさまざまな方々が活躍できる職場です。資格スクール（介護職員初任者研修、
介護福祉士実務者研修、喀痰吸引等研修）の自社開講もしており、就業後でも介護資格取得が
可能です。介護のプロを育成し、充実したワークライフを応援します。

「あいの風」は充実したワークライフを応援します！

施設長・介護福祉士、介護支援専門員
（９年目）

金瀬 裕さん

　「あいの風」は、とても明るくよい雰囲気で仕事ができると聞いたので就業先に選びました。
現在は特別養護老人ホームで勤務しています。介護の仕事は大変なこともありますが、一人で
はなく一緒に働く仲間と協力し合って介護することにとてもやりがいを感じますし、高齢者の方
から笑顔で「ありがとう！」と言われることが介護職にとって一番嬉しいことです。「あいの風」
は、職場環境がとても整っていてよい職場だと感じていますので、これから働かれる方も安心
して勤めていただけると思います。

仲間と協力しあう介護にやりがいを感じます！

介護職員・介護福祉士
（４年目）

丹波 陽子さん

先 輩 か ら の メ ッ セ ー ジ

法人概要

社会福祉法人 あいの風福祉会

福祉コミュニティ 高岡あいの風
ご利用者様、ご家族様の最高のパートナーとして存在したい。

〒933-0941
高岡市内免5丁目50番1
電話 0766-26-0311　FAX 0766-26-0312
メール mail@ainokaze.ne.jp
http://www.ainokaze.ne.jp
採用担当者
金瀬 裕

募集要項・待遇

Ｈ27年４月開業。
高岡市内免で地域に密着
した福祉施設を目指します。

デイサービスや特別養護老
人ホーム等、複数のサービ
スを設置し、軽度者から重
度者まで幅広く担当します。

事業内容
全室完全個室のユニット型高齢者介護施設。
１ユニット９～10人のご利用者を、日中帯３～４名程度のスタッフで担当します。
１階は、デイサービス18人/日、グループホーム２ユニット18人。
２階は、特別養護老人ホーム３ユニット29人。
３階は、小規模多機能型居宅介護25人/登録定員、サービス付き高齢者向け住宅24人。
また、居宅介護支援事業所、訪問介護ステーションも併設しています。

募集職種
応募資格
雇用形態
勤 務 地

勤務時間

休　　日

給　　与

介護職員
介護の仕事に興味のある方
正社員　フルタイム
富山県高岡市内免5丁目50番1
福祉コミュニティ高岡あいの風
7:00～20:00の間における8時間の
交替シフト制
105～129日（月の夜勤回数により、
夜勤特別休暇を月１～２日付与）
a基本給
150,000～170,000円
（所持資格により基本給優遇）
b定期的に支払われる手当
職務手当　　　　 5,000円
介護業務手当　 　5,000円
cその他手当
夜勤手当　　　　 25,000～30,000円

昇給・賞与

待　　遇

初任者研修修了　 2,500円
実務者研修修了　 5,000円
介護福祉士　　　15,000円
介護支援専門員　15,000円
a+b+c
185,000～240,000円
昇給は年１回0.6～1.2％（人事考課よる）
賞与は年２回２～４ヶ月
（業績、人事考課による）
各種保険加入
夜勤は月５回程度
（夜勤手当は月５回で計算）
自社開講の資格スクール（初任者研修・実務
者研修・喀痰吸引等研修）無料受講制度あり
リフレッシュ休暇制度あり
母子家庭家賃補助制度あり
社宅制度あり（規定あり）

新 人 職 員 か ら の メ ッ セ ー ジ
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社会福祉法人 永寿会

特別養護老人ホーム 雨晴苑/氷見苑
軽費老人ホーム ケアハウス氷見

基本方針

笑顔あふれる、豊かな暮らしを支えます。
利用者様に親しまれ、愛される施設、地域の皆様から信頼される施設を目指します。

〒933-0138
高岡市太田58番地
電話 0766-44-7370　FAX 0766-44-6686 
メール eijyukai@lilac.ocn.ne.jp
採用担当者
石浦 克行

法人概要

　氷見苑はユニットタイプの特別養護老人ホームとして、定員５０名で全室個室、１０人を１ユ
ニットとした個別ケアを実践しており、家庭的な雰囲気の職場です。同僚はもとより、上司や先
輩ともコミュニケーションが取り易く、なんでも相談できる居心地の良い職場です。入居者の皆
さま一人ひとりとも距離が近く、家族のような信頼関係を築きながら支援に努めています。介
護は「つらい」という印象を持たれがちですが、それ以上に仕事へのやりがいや楽しさもありま
す。感情を上手く表現できず意思疎通も難しい入居者様に毎日声をかけ手に触れることで、笑
顔を見ることができたことは、私の心に強く残っています。またそれを報告し、一緒に喜び合え
る職員同士の信頼関係も私の財産です。

氷見苑は、スタッフ同士仲が良く、高め合える職場です。

介護職員
（3年目）

笹原 奈津希さん

　私が雨晴苑に就職した理由は、学生時の実習中に職員間のチームワークが良いところと、利
用者の方のことを親身になって考え、心から接している姿勢が見えたからです。就職してから
は、プリセプターの方やその他の先輩方から仕事について１から丁寧に教えてもらい、介護の
やりがいを実感しながら、利用者の方々が豊かな生活を送れるよう取り組んでいます。働き始
めて２年になりますが、私にとって雨晴苑は、１日の中で何度も笑顔になれる、そんな場所に
なってしまいました。そう思えるのも手厚いフォローをしてくれる先輩方や利用者の方々との
日々の関わりがあるからこそだと感じています。

雨晴苑は、人の心の温かさを実感できる職場です。

介護職員・介護福祉士
（２年目）

堀 いく子さん

先 輩 か ら の メ ッ セ ー ジ

施設紹介

高岡市太田58番地　電話 0766-44-7370　http://www.amaharashien.jp/
●特別養護老人ホーム　雨晴苑

事業内容
【雨晴苑】特別養護老人ホーム定員80名
　　　　ショートステイ定員20名、デイサービス定員30名
　　　　訪問介護、居宅介護支援事業

【氷見苑】特別養護老人ホーム定員50名
　　　　ショートステイ定員10名、デイサービス定員30名
　　　　訪問介護、居宅介護支援事業

【ケアハウス氷見】軽費老人ホーム定員50名

景勝地雨晴海岸近くの小高い山の中
腹にあり、遠くに海を見渡せる環境の
中、やさしい時間が流れる施設づくりに
努めています。
利用者様の立場にたったケアを心掛け、
職員同士支え合い、利用者様も職員も
笑顔があふれる施設です。

氷見市藪田2063　電話 0766-72-8900　http://www.himien.jp/ 
●特別養護老人ホーム　氷見苑

富山湾と海越しの立山連峰を一望でき
る風光明媚な場所に建っており、四季
の美しさが実感できる素晴らしい施設
です。
若手、中堅、ベテランがバランス良く配
置される中、多職種で連携し利用者本
位の生活ができるようチームケアに取
り組んでいます。

氷見市藪田2058　電話 0766-72-8500　http://www.ch-himi.jp/ 
●軽費老人ホーム　ケアハウス氷見

独立した生活を送ることに不安がある方
に、安心して生き生きと明るく生活できる
ように必要な手助けをする施設です。
リゾート感覚あふれる館内には、食堂、映
画や音楽が楽しめる娯楽室、理美容室
等を完備。浴室からは富山湾を眺望でき
ます。

募集要項・待遇
募集職種
応募資格

雇用形態
勤 務 地
採用試験日
試験内容
応募方法

勤務時間

介護職員
介護福祉士の資格を有する方、
もしくは取得見込みの方
正職員
高岡市太田、氷見市藪田
随時相談に応じる
面接、作文
履歴書、学校等の卒業見込証明書、
成績証明書、資格証明書（有資格者）
１日8時間、週40時間

休　　日
給　　与

賞　　与
育児休業

112日
基本給138,000円～154,000円
処遇改善手当23,000円～30,000円
夜勤手当1回5,000円（月４回～５回）
通勤手当1,000円～12,000円
その他手当12,500円～18,000円
年２回（4.4ヶ月分）
実績有り

西田西田
山岸山岸 太田太田

JR氷見線
JR氷見線

雨晴駅

415

160
296

373

●
国泰寺
●
国泰寺

太
田
中
村

太
田
中
村

至高岡至高岡

雨晴海岸
雨晴海岸

至氷見至氷見
至氷見至氷見
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基本方針

社会福祉法人 高岡市身体障害者福祉会

基本理念

利用者には「ここで生活ができて本当によかった」と思える
施設をめざしています。

　わたしは、祖父母がきっかけで介護福祉士になりました。足腰が悪い祖父母と一緒に買い物
へ行ったり身の周りの世話をする中で、同じように困っているお年寄りの力になりたいと思い、
福祉の学校へ進みました。いざ就職してみると、祖父母とは違い介護度が高い方が多く、思って
いたよりも大変な仕事だと気付きました。認知症の方に初めはどう対応すればいいのか分から
ず戸惑う日もありましたが、生い立ちや趣味からどんな人だったのかを知ることで関わりが大
きく変わりました。認知症の方でも感情はあり、職員に感謝の気持ちを言われたり、頼りにされ
るので、わたしも嬉しい気持ちになり、もっと力になりたいと思います。これからも日々やりがい
を感じながら業務に努めていきたいと思います。

日々やりがいを感じられる仕事です。

生活介護員・介護福祉士
（7年目）

沢江 絵美さん

　入職当初は介護経験もなく、戸惑いや不安、緊張が大きかったですが、先輩職員の皆さんが
優しくしっかりと指導してくださったおかげで、いつしかその不安もなくなりました。ここの職場
は、4ヵ月ほどで学ぶことのスケジュールも細かく組まれているので焦らず一つずつでき、利用
者さんの笑顔もよく見られ、施設自体の雰囲気も明るいので毎日楽しく働くことができていま
す。まだまだ未熟で、できないことも多く勉強することがたくさんありますが、できることを一つ
一つ増やしていきながらこれからも元気に仕事をしてスキルアップしていきたいです。

しっかりとした育成で、スキルアップできる職場です。

生活介護員

島 ひかるさん

利用者の尊厳と地域社会との共生・連帯。
地域福祉（高岡福祉圏）の充実発展に寄与する。

先 輩 か ら の メ ッ セ ー ジ

〒939-1273
高岡市葦附1239-27 
電話 0766-36-1200　FAX 0766-36-1203
メール shikino@orion.ocn.ne.jp
http://www.shikino.or.jp
採用担当者
松井 宏

法人概要

家庭での生活が困難な方々、また介護を必要とする方に、生
活支援や作業を通して自活をはかれるよう支援しています。

一般の職場で働くことが困難な方、また離職された方々が利用し、作
業を通して自活や一般就労の促進をはかれるよう支援しています。

サポートを必要とする方に介護や健康維持・改善を図り、生き
甲斐を持ち自立した生活を送って頂けるよう支援しています。

●障害者支援施設　志貴野苑
（施設入所支援・生活介護）
高岡市葦附1239-27
電話 0766-36-1200

●志貴野苑就労継続支援事業所
（就労継続支援Ｂ型）
高岡市葦附1239-27
電話 0766-36-1200

●障害者支援施設　志貴野ホーム
（施設入所支援・生活介護・短期入所）
高岡市下麻生字天洞5340
電話 0766-36-2600

自立に向けて生活の改善や身体機能の維持向上等を図り、生活介護や機
能訓練及び創作活動等を行い、充実した毎日が送れるよう支援しています。

障害福祉サービスと高齢
福祉サービスを行ってい
ますので、様々な職種が
あります。ぜひ一度ご見
学にお越しください。

在宅での介護が困難な方に、安心できる暮らしと
快適で充実した生活を送れるよう支援しています。

生活の改善や身体機能の維持向上等を図り、レクリエーションや
創作活動等を行い、充実した毎日が送れるよう支援しています。

●志貴野ホーム障害者福祉センター
（生活介護・自立訓練）
高岡市下麻生字天洞5340
電話 0766-36-2600 

●特別養護老人ホーム　志貴野長生寮
（介護老人福祉施設・短期入所生活介護）
高岡市滝新21番地1
電話 0766-36-8181 

●志貴野長生寮デイサービスセンター
（通所介護）
高岡市滝新21番地1
電話 0766-36-8181 

施設紹介

募集要項・待遇
職　　種
人　　員
応募資格

雇用形態
勤 務 地

時　　間

介護職員
8名（法人全体）
介護職員初任者研修（旧ヘルパー2級）以上
あれば尚良し
正社員
志貴野ホーム
志貴野長生寮
各事業所の就業時間による
例）早出6:30～15:30
日勤8:30～17:30
夜勤16:30～9:30等

休　　日
給　　与

賞　　与

年間休日125日
a基本給（月額平均）
141,600円～202,700円
b定期的に支払われる手当
特殊業務手当　11,328円～16,216円
c夜勤手当1回7,500円
月平均5回37,500円
a+b+c  190,428円～256,416円
年間4.4ヶ月

事業内容
１.障害者支援施設 志貴野苑の設置経営
2.障害者支援施設 志貴野ホームの設置経営
3.特別養護老人ホーム 志貴野長生寮の設置経営
4.障害福祉サービス（短期入所事業、生活介護事業、
　自立（機能）訓練事業、就労継続B型事業）　
5.相談支援事業
6.老人短期入所事業（志貴野長生寮）
7.地域密着型老人デイサービス事業（志貴野長生寮デイサービスセンター）
8.指定居宅介護支援事業（志貴野長生寮居宅介護支援事業所）

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 「報恩感謝」。
人格の尊厳と地域や家族との結びつきを大切に。

採 用 者 か ら の メ ッ セ ー ジ

　誰もが安心して働き続けられるように、先輩職員が寄り添って一緒に業務をサポートしてい
ます。また、経験年数に応じて資格取得の為の受験には受験料を法人で負担しています。外部
研修に於いても少しでも多くのスタッフが参加できるように計画しています。各種委員会も多
く常に職員の資質向上を図れるよう活動を行なっています。そんな香野苑ですが、私たちと一
緒に働いてみませんか。育児休業も取得しやすい環境で働くママも応援します。男性職員もも
ちろん大歓迎です。見学もいつでも受け付けています。

職員が輝ける職場を目指して。

施設長

山岡 喜治さん

　中学生の頃、家族の介護をきっかけに福祉の仕事に興味を持ち、高校・大学と福祉を専攻し今
の職場に就職しました。これだけで、自分の力でも十分介護の手助けが出来ると思っていまし
たが、勤めてみて知識や技術があっても実際に利用者と関わる中でサービス提供にはとても
緊張し難しかったです。今では利用者と関わる事が楽しく思え、また働いている内に自分が手
助けするのではなく、利用者から学ばせて頂いているのだと理解しました。自分が高齢者の方
々との関わりの中で、仕事の楽しさを学び自分自身の成長にも繋がるこの仕事に就けた事を
誇りに思っています。

日々学び、自分自身が成長できる職場です。

介護福祉士
（１年目）

南 まこさん

　私は香野苑に勤めて2年が経ちます。年齢は52歳です。女性が多い職場で、男性は必要
とされるだろうか、50歳を超えて採用してもらえるだろうかが一番の気がかりでした。利用
者は私の事を「お兄ちゃん」と呼んでくれます。どんなに忙しくて疲れていても｢お兄ちゃん、
ありがとう」の一言に元気になれます。確かに疲れますが、他の肉体労働と違うのは充実感
です。年齢・性別は香野苑では全く気にする必要ありません。初めの頃は不安でいっぱいで
したが、職員同士の団結力があり、皆で助合いながら仕事をしています。突然休みが必要な
時でも、先輩や周りの人に助けて貰っています。頑張る人を皆が支えてくれます。

皆で助け合う職場です。

介護職
（2年目）

村井 康真さん

先 輩 か ら の メ ッ セ ー ジ

法人概要

社会福祉法人 立野福祉会

特別養護老人ホーム 香野苑
社会を支えて下さった高齢者の方 に々
敬愛の念をもって援助します。

〒933-0341
高岡市上渡161番地
電話 0766-31-5700　FAX 0766-31-8123
メール kanoen-master@viola.ocn.ne.jp
採用担当者
山岡 喜治、嶋 裕子

募集要項・待遇

香野苑は、天然温泉かけ流しの一般浴や身体の不自由な方にも満足いただける特殊浴を完備。
全館冷暖房で且つ床暖房となっており、大きな窓からは立山や稲葉山を一望できる等快適に生活することができます。 
ご利用者様の食事は管理栄養士の立てる献立表で、全て施設内の厨房で手作りで行っています。
おやつも手作りのものを用意しています。一人一人の嗜好を考慮した食事を提供しています。

事業内容
ホーム入所定員50名、短期入所生活介護定員20名、通所介護定員85名、認知症対応型デイサービス定員12名、
ホームヘルプサービス、居宅介護支援事業所、地域包括支援センター。
●ホーム＝日中明るい日差しが入るホールで過ごし、季節の行事を行う等楽しい会話が弾んでいます。
●デイサービス＝デイサービスにおいては、365日年中無休で営業しており、目配り、気配り、心配りをモットーにたくさんの笑

顔が見られ「また、来るね。」と言ってもらえるよう、一人一人に合った介護を心がけています。
●認知症対応型デイサービス＝家庭的な雰囲気の中、ドライブや手作りおやつなどを皆で楽しみ、笑顔いっぱいです。
●ホームヘルプサービス＝香野苑ホームヘルプサービスは３人のヘルパーで３６５日サービスを提供しています。各利用者

のニーズに応えるべく、日々ヘルパー同士で情報を共有し相談しながら、より良い支援を提供で
きるように努めています。

●居宅介護支援事業所＝介護が必要な方が、在宅で自立した生活が送れるように、様々な生活上の課題に対してご支
援致します。主任ケアマネジャー資格保有者を複数配置し、勉強会や事例検討会を実施する
等、質の高いケアマネジメントの取り組みをしております。

●地域包括支援センター＝医療・介護・介護予防・生活支援に関する様 な々悩みごとや相談を受けています。高齢者の方々、
その家族や地域にお住まいの方々の心配ごとや困りごとについて何時でもお気軽にご利用いた
だきます。

職種・人員
　
　

応募資格

雇用形態
勤 務 地
勤務時間
休　　日

介護職（5名）
介護支援専門員（2名）
生活相談員（1名）
訪問介護員（ヘルパー） （2名）
介護職員の資格有は尚良し、社会福祉士
社会福祉主事
正職員及びパート職員
通勤可能であれば制限なし
シフト制度有り
年間休日数114日
就労6ヶ月後より年次有給休暇10日取得

給　　与

待　　遇

そ の 他

正職員
a基本給（月170,000円～）
パート職員時間給
（930円～、有資格者980円～）
b定期的に支払われる技能手当
（介護福祉士13,000円、介護支援専門員
15,000円、社会福祉士10,000円）
皆勤手当（5,000円）、通勤手当
年1回昇給有り、賞与年2回
保険等　雇用保険・労災保険・健康保険・厚
生年金・退職金制度
育児休業有り、介護休業有り、職員駐車場完備

60 61


