文 系

理 系

大学院

大 学

短 大

専 門

既 卒

イリョウホウジン コウエンカイ スズカケグループ

静岡県浜松市南区田尻町１２０-1

053-488-5200

企画調整室 人事担当
recruit@suzukake.or.jp

http://www.suzukake.or.jp/

採用データ

●採用実績（2018年度）：
看護師2名 介護福祉士1名 介護職1名
医療事務1名 理学療法士14名 作業療法士5名
●インターンシップ

企 業 データ
事業内容紹介
ここに注 目

！

●初任給（手当含む）
：
194,850円〜（介護福祉士）

189,850円〜（介護職）

●勤務地：
浜松市南区・天竜区、磐田市

●補足：
別途 通勤手当（最高24,000円まで）
、住宅手当、
扶養手当あり

有（見学型・実習型）

●設立：1965年7月
●出資金：9,905万円
●売上高：86億円
●従業員数（単独）：1,000名
うち正社員：817名
●代表者：
理事長 竹下 力

●年間休日：120日

●入社後1年間の主な行事：
◦法人新入職員研修
◦病院別研修
◦部門別研修
●離職数及び採用数（新卒者）
：
◦業務実践（プリセプターの支援で安心）
離職13名/採用28名（2015年度）
  5名/
39名（2016年度）
◦4か月目独り立ち
  3名/
34名（2017年度）
（他職種カンファレンスに参加）
●平均有給消化日数：8.8日

すずかけグループは、昭和63年10月、浜松市八幡町
平成24年11月には「すずかけ病院」「すずかけセン
「すずかけ病院」の開設をはじめとし、平成6年「天 トラル病院」を統合し、南区にケアミックス型の「す
ずかけセントラル病院」
として新築移転開設をしました。
竜すずかけ病院」、平成15年「すずかけヘルスケア
■すずかけセントラル病院：309床
ホスピタル（旧磐田すずかけ病院）
」を開設し、
“地域
（急性期87床、 回復期60床、 地域包括ケア46
に根差したやさしい病院”
を目指して活動を続けてい
床、 高次ケア58床、 慢性期58床）
ます。平成22年には旧社
■天竜すずかけ病院：220床
会保険浜松病院を引き継
（回復期55床、 医療療養165床）
ぎ「すずかけセントラル病
■すずかけヘルスケアホスピタル：160床
院」健康管理センター（健
すずかけセントラル病院
（回復期106床、 医療療養54床）
診事業）を開始しました。
すずかけグループの理念は、『すずかけの木陰の優
しさを信条として、 保健・医療・福祉をつなぐチー
ム医療を提供することに最善を尽くします』です。
職員一人ひとりが、 すずかけの一葉となり“すずか
けの木陰の優しさ”を提供しています。また、 すず
かけグループの合言葉は『あなたの笑顔がわたし
たちのよろこび』であり、患者さんやご家族の皆様
に笑顔になっていただくよう良質な医療、 看護の提
供を実践しています。
すずかけグループ病院では、医師、看護師、薬剤師、

〝地域に根ざしたやさしい病院〟を目指す

医療法人 弘遠会 すずかけグループ

コメディカル職員、 介護職などの各職種の垣根を越
えたチーム医療を推進しています。看護部だけでな
く全職員一体型のラダー教育（段階型教育）を実
践し、 やりがいのあ
る職場づくりを目指
しています。

天竜すずかけ病院

先 輩 社 員の 声

勤務地
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医療・福祉

こんな人

すずかけセントラル病院
すずかけの木陰の優しさを
森川さん
大切にした職場環境です。
はじめて介護の仕事をす
全職員を対象にした研修会
る方、経験があって転職
が多く参加しやすく、仕事
すずかけヘルスケアホスピタル
してくる方にもやさしく
にやりがいが持てます。
介護士 働いている様子
丁寧に指導が行われてい
！
！
るので安心して働くことができます。患者さんへ 求む 法人理念の「すずかけの木陰のやさしさ」
を常に共有でき、相手の身になって行動で
のケアは、看護師さん、リハビリスタッフさん、
きる人材を求めます。一緒に「日本一優し
栄養士さん、薬剤師さんなど多職種の方と一緒に
い病院づくり」をしませんか？
カンファレンスを行ない、適切な対応を考え実践
しています。患者さんはもちろんですが職員にも

文 系

理 系

大学院

大 学

短 大

専 門

既 卒

イリョウホウジンシャダン セイコカイ（フジトラノモンセイケイゲカビョウイン）

採用データ

静岡県御殿場市川島田1067番地1

0550-89-9953

人事労務部

http://www.toranomon.or.jp

高橋 寛光

事業内容紹介
ここに注 目

！

jinji@toranomon.or.jp

●初任給（手当含まない）
：
210,000円〜（看護師）

180,000円〜（理学・作業療法士／言語聴覚士）

180,000円〜（社会福祉士）

160,000円〜（介護福祉士 短大・専門卒）

155,000円〜（栄養士 短大・専門卒）

155,000円〜（介護職員 短大・専門卒）

●勤務地：
御殿場市
●採用実績（2018年度）：
看護師7名 理学療法士9名 作業療法士4名
言語聴覚士2名 栄養士1名 歯科衛生士1名
●インターンシップ

企 業 データ

教育体制充実！保育園完備！安心して働けます！

医療法人社団 青虎会（フジ虎ノ門整形外科病院）

有（実習型）

●設立：1982年10月4日
●資本金：3,000万円
●売上高：―――
●従業員数（単独）：455名
うち正社員：283名
●代表者：
理事長 土田 博和

●年間休日：125日
●平均有給消化日数：7.8日
●離職数及び採用数（新卒者）
：
離職4名/採用20名（2015年度）

3名/
21名（2016年度）

2名/
25名（2017年度）

●入社後1年間の主な行事：
◦新入職員研修
◦部門別研修
◦忘年会

病床数：211床（一般病床126床、回復期リハ
ビリテーション病床42床、医療療養病床43床）
診療科目：整形外科、形成外科、リウマチ科、リ
ハビリテーション科、脳神経外科、麻酔科、呼吸
器科、循環器科、消化器科、内科、神経内科、精
神科、心療内科、外科、歯科、口腔外科、美容外
科、放射線科、小児神経内科
2017年手術件数：1,927件

先 輩 社 員の 声

定制度を設けており座学と実践で一定の基準を満
たすとプロバイダー認定されます。さらに、 看護師
２年目で看護研究に取り組み、 定期的な研究指導
を受けながら、 論理的思考を養うことで筋道を立
てて説明する能力が身につき、プリセプターやリー
ダーを務める際の強みとなります。
＜保育園を完備しています＞
当院では保育園を併設しており、
小さなお子さんがいても安心して
働くことができます。

看護部 芹澤 春那さん
当院では、入職２年目で看護研究に取り組み、３
年目でプリセプターとして新人看護師を支える立
場となります。私は現在、３年目のためプリセプ
ターとして新人看護師と関わっておりますが、入
職当初は何をするにも不安が大きく困ることも
多々ありましたが、先輩や上司からの「困ったら
何でも言ってね」という言葉に支えられ日々の仕
事に向き合い成長することができました。現在で
も不安や困難に感じることは多々ありますが、同
期の仲間や先輩、上司の方々に相談しながら日々

の業務を遂行しております。今は、新人看護師が
困っている時に話をよく聞き解決に導けるような
関わりを大切にしています。

！
！
求む ◦明るい挨拶ができる方
◦笑顔で応対ができる方

勤務地
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こんな人

医療・福祉

＜教育体制が整っています＞
当院では新人看護師がリアリティショックを感じな
いように卒後教育に力を入れております。 看護専
門学校で教員経験のある教育担当者と師長や主任
を中心に構成される教育委員会のメンバーによって
定期的な勉強会が開催され経験年数の浅い看護師
が安心して働けるようにサポートしています。また、
職員のモチベーション維持・向上を目指し、
ＢＬＳ（一
次救命処置）、ＰＢＬＳ（小児一次救命処置）、 災
害時初期対応、 挿管介助の４部門において院内認

文 系

理 系

大学院

大 学

短 大

専 門

既 卒

イリョウホウジン トヨオカカイ

静岡県浜松市北区三ヶ日町都筑字愛宕3664-9

053-525-6861

人事部 布村 直人 
saiyo@toyookakai.or.jp

http://toyookakai.or.jp/

採用データ

●採用実績（2018年度）：
介護職3名 理学療法士1名
●インターンシップ

企 業 データ
事業内容紹介
ここに注 目

！

●初任給（手当含まない）
：
200,000円〜（介護職 大学卒以上）

195,000円〜（介護職 専門3年制）

190,000円〜（介護職 短大2年制）

200,000円〜（理学療法士 4年制）

195,000円〜（理学療法士 3年制）

●勤務地：
浜松市北区、愛知県
管理栄養士2名

有（見学型・実習型）

●設立：1973年3月10日
●基本財産：5,252万円
●事業収入：56億9,000万円
●従業員数（単独）：820名
うち正社員：550名
●代表者：
理事長 千田 金吾

●年間休日：112日
●平均有給消化日数：10.6日
●離職数及び採用数（新卒者）
：
離職3名/採用9名（2015年度）

3名/
6名（2016年度）

0名/
7名（2017年度）

浜松市北区、豊橋市、岡崎市に事業所をおいてい
ます。療養型病院2施設、介護老人保健施設3施
設を中心に入院透析センター、健康管理センター、
グループホー
ム、デイケアセ
ンターの運営を
行っています。
療養型病院と
は、状態は安定
しているもの

●入社後1年間の主な行事：
◦新人研修
◦施設別研修
◦フォローアップ研修
◦コンプライアンス研修
◦評価面談

『ひと』を支えるプロになる。

医療法人 豊岡会

の、自宅に戻るのは難しく継続的な医療管理が必
要な患者様を対象とする病院です。
介護老人保健施設とは、自宅における生活への復
帰を念頭に置き、介護・リハビリ・医療などを通
じて機能訓練を行い、それぞれの能力に応じ自立
した日常生活を営むことを目指した施設です。
このように長期間の療養に対応した施設の運営を
通して、地域に必要とされるサービスを提供して
います。

医療・介護業界には知識・経験がなくても『ゼロ』 現場に入ってからも先輩がついて指導していきま
からスタート出来る仕事があります。
すので、安心して働くことができます。
医療・介護業界は知識や経験がないと働けないと
また、現場に配属されてからも各施設で定期的に
イメージされる方もいらっしゃいますが、実は介
勉強会を開催しています。
護の仕事は『ゼロ』からスタートできるのです。
継続的な勉強と現
場での経験によ
その仕組みが研修制度になります。
座学で知識を学びつつ、体験型の研修も行います。 り、ひとを支える
座学での学びと身体を使った体験の両方を経験す 『プロ』になるこ
ることで基礎を構築してから現場に入ることがで
とができます。
きます。

先 輩 社 員の 声

りましたが、定期的に開催される勉強会やたくさ
んの先輩に助けられました。法人として常に先を
見据え回復期病棟の新設や資格取得の福利厚生が
充実している事から、やり甲斐や夢をもって職務
に就く事が出来ています。

勤務地
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医療・福祉

！
！
求む ◦思いやりがある人 ◦素直な人
◦協調性がある人
◦真面目な人
◦責任感がある人
◦向上心がある人
こんな人

浜松とよおか病院
大石 幹雄さん
病院・施設にはたくさ
んの部署があり、それ
ぞれ役割・責任があり
ます。私は相談室とい
う部署に所属し、主に患者様やその御家族から入
院相談を受け入院に至るまでの連携を行っていま
す。幼少期の入院経験や祖父の介護から、この業
界に興味を持ち目指そうと思いました。入社当初
は医療や介護の事が全然分からなく不安な事もあ

文 系

理 系

大学院

大 学

短 大

専 門

既 卒

シャカイフクシホウジン アシタカタイヨウノオカ

静岡県沼津市宮本5-2
総務企画課
採用データ

佐野 宗敬

事業内容紹介
ここに注 目

！

055-923-7850
saiyou@a-taiyou.jp

http://www.a-taiyou.jp/
●初任給（手当含む）
：
214,114円〜（支援員
190,264円〜（支援員

●勤務地：
沼津市、富士市
●採用実績（2018年度）：
支援員2名
●インターンシップ

企 業 データ
先 輩 社 員の 声

障害のある方の社会自立を総合的に支援する、未来に期待の持てる法人です。

社会福祉法人 あしたか太陽の丘

●補足：
（上記金額に含まない実績による手当）
資格手当・通勤手当・住居手当・(法人規定による)、
夜勤手当・当直手当・時間外手当（勤務実績による）

有（見学型）

●設立：1977年8月
●資本金：1億500万円
●売上高：14億2,000万円
●従業員数（単独）：179名
うち正社員：117名
●代表者：
理事長 宮城島 好史

大学卒以上）

短大・専門卒）

●年間休日：112日
●平均有給消化日数：12日
●離職数及び採用数（新卒者）
：
離職1名/採用4名（2015年度）

0名/
4名（2016年度）

0名/
8名（2017年度）

法人設立以来、障害のある方の生活の自立、就労
による社会参加、地域生活の実現を支援するため
の福祉サービスを提供しています。

◦障害者支援施設 あまぎ学園、ワークスうしぶ
せ、かぬき学園、ワークスとおがさ、県立富士
見学園
◦障害福祉サービス事業所 クリエート太陽
◦共同生活援助事業所 太陽の丘グループホーム
第１事業所～第６事業所
◦相談支援事業所 総合地域サポートセンターひ
まわり（特定相談支援事業所、障害者就業・生
活支援センター、地域生活定着支援センター）
◦研修センター（福祉専門研修、福祉教育）

障害者支援に特化した事業を展開しています。
施設の現場経験をベースに、グループホームや相
談支援センター、研修センター、総務企画課など
希望や適性に合った様々な部署で活躍することが
できます。
幅広い福祉の現場で力を発揮できる人材を育てて
いきます。
福祉系以外を学んできた方も多数勤務しています。
基本的な知識は、新人研修や職員研修、業務の中
で習得できるので、安心です。

職員の男女比はほぼ同数です

そして何より、障害のある方と関わることで、多
くの気づきや学びを得ることができています。ま
だまだ、職員としても人としても発展途上ですが、
日々の業務の中から多くのことを学び、考え、自
らを高めていきたいです。
！
！
求む ＊一つでも当てはまれば◎
◦明るく、人と接することが好きな方
◦人として成長したい方
◦体力に自信のある方
◦障害者福祉に興味のある方

勤務地
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こんな人

医療・福祉

総務企画課 杉山 大貴さん
在職５年目ですが、身体障害者
施設、知的障害者施設の支援員
を経験し、今は総務企画課で事
務員として勤務しています。
大学時代に、保育と社会福祉を
学び、地元沼津市でその知識を生かした仕事をし
たいと思い太陽の丘を希望しました。
職場では、頼れる先輩や上司、歳の近い同僚にも
恵まれ、和気あいあいとした雰囲気の中で仕事を
しています。

●入社後1年間の主な行事：
◦新規採用職員研修
◦職員全体研修 年1回
◦職務別研修
◦福祉職員キャリアパス対応生涯研修
◦職員親睦会行事 年3回

文 系

理 系

大学院

大 学

短 大

専 門

既 卒

カブシキガイシャ イー・ケア

静岡県沼津市高島本町16-16
三井生命沼津高島本町ビル2階

055-924-5218

人事課

http://www.e-care.co.jp/

採用担当

採用データ

●勤務地：
熱海市、田方郡函南町、沼津市、御殿場市、富士市、
富士宮市、神奈川県

●初任給（手当含む）
：
208,370円〜（大学院・大学卒）

200,463円〜（短大・専門卒）

●採用実績（2018年度）：
事務・介護職5名


●補足：時間外手当（20時間相当）
、通勤手当含む。
他に住宅手当（上限2万円）
、勤続、経験手当が追加、
さらに介護職は夜勤手当（1回5,000円〜）
、在宅手
当（1,000円）
、訪問手当（上限22,100円）等が追加。

●インターンシップ

企 業 データ
事業内容紹介
ここに注 目

！

有（見学型・実習型）

●設立：2005年12月8日
●資本金：2,350万円
●売上高：12億円
●従業員数（単独）：232名
うち正社員：115名
●代表者：
代表取締役 稲生 康

●年間休日：108日

●入社後1年間の主な行事：
◦新人研修（合宿）
◦介護職員初任者研修受講（希望者）
◦eラーニング受講
●離職数及び採用数（新卒者）
：
（トラブル予防研修等）
離職6名/採用10名（2015年度）

◦職場見学委員会
1名/
  5名（2016年度）

1名/
  5名（2017年度）
●平均有給消化日数：7日

者様の心身のケアに努めています。
また、私達は介護の新しい働き方を実現していま
す。例えば、施設行事では、企画から実施、予算
管理まで全てを若手職員が運営しています。その
ため、文化祭好きなら企画、簿記を学んだなら予
算、イラストが得意なら装飾を担当するなど、今
までの経験・趣味が十分に活かせる職場です。
更に、未来を見据えて、コンサル業・相談業・物
販業・不動産業など医療・介護の施設運営に関わ
る周辺事業にも積極的にトライしています。

私達は、有料老人ホームやグループホームなど、
多種多様な介護施設や事業所を運営しています。
「あらゆる利用者様に安定した老後とその人らし
い生活を提供し
ま す。
」をモッ
トーに、コンプラ
イアンスを重視
して、医療・介護
の知識や技術の
習得に励み、利用

の介護企業で初めて、国から認定されました（く
（1）事務と介護の両方が経験できます。入社し
るみんマーク）。県内60数社しかありません！
て3年間に様々な経験を積んでいただき、自分の
向いている仕事を発見して下さい。私達イー ･ケ （4）会員制の福利厚生が充実。数万種類のサー
ビスを割引価格で利用できます。
アならそれが可能です。
（2）4人に1人が国家資格の保持者です。設備の （5）360度評価（ 部下
整った自社の研修所で合宿研修があります。eラー
が上司を評価）、定年70
ニングや通信講座の受講、提携学校での資格取得、 歳（法律上限）、家族介
県主催研修への会社推薦など、会社が皆さんの資
護の支援制度など人事
格取得を積極支援します！
制度が非常に充実して
（3）育児と仕事が両立しやすい会社だと静岡県
います。

先 輩 社 員の 声

イー・ケアには、自分自身が成長するためのチャ
ンスがたくさんあります。そして、経験豊富で頼
れる先輩・上司が大勢います。少しでも興味をもっ
ていただけたら、是非一緒にイー・ケアで自分の
可能性を広げていきましょう。

勤務地
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医療・福祉

！
！
求む 様々な専門的な業務があるため、高い専門
性を身につけ成長したいと考えている方、
どんな仕事にも積極的にチャレンジできる
方を求めています。
こんな人

営業課 大石さん
営業課では、弊社の施設を紹
介するため、役所や病院や関
連の事業所への訪問営業を行
う他、入居相談への対応から
入居契約、入居後のトラブル
対応まで、お客様に関係する様々な業務を行って
います。毎日悩んで、壁にぶつかることも多いで
が、そのたびに先輩や上司に相談し、助けを借り
つつなんとかこなしていると、いつのまにか成長
している自分に気がつくことがあります。

職員の「尊厳」を大切に。会社の成長よりも、職員本人が成長できる会社を目指しています。

株式会社 イー・ケア

文 系

理 系

大学院

大 学

短 大

専 門

既 卒

シャカイフクシホウジン セイレンカイ トクベツヨウゴロウジンホーム カイザンソウ

採用データ

静岡県牧之原市片浜1013番地1

0548-53-1230

事務

https://kaizansou.com/

川野 義和

seirenkai@ai.tnc.ne.jp

●初任給（手当含まない）
：
203,000円〜（大学卒以上）

182,000円〜（短大・専門卒以上）

●勤務地：
牧之原市
転勤なし
●採用実績（2016年度）：
介護職員2名
●インターンシップ

企 業 データ
事業内容紹介

有（実習型）

●設立：2005年3月22日
●基本金：7,050万円
●売上高：5億6,500万円
●従業員数（単独）：135名
うち正社員：86名
●代表者：
理事長 鈴木 義一

●年間休日：110日
●平均有給消化日数：9.1日
●離職数及び採用数（新卒者）
：
離職0名/採用1名（2015年度）

0名/
2名（2016年度）

0名/
0名（2017年度）

●入社後1年間の主な行事：
◦新人職員研修
◦夏祭り
◦懇親会
◦職員旅行（予定）
◦フォローアップセミナー

ご家庭では介護を受けることが困難な方に入所し
て頂き、介助、日常生活のお世話、健康管理など
を行います。②デイサービス：施設を一日ご利用
して頂き、食事・入浴・レク等を行います。一般
の方のデイサービスと認知症の方のデイサービス
があります。その他③ショートステイ、④ヘルパー
ステーション、⑤居宅
介護支援事業所、⑥地
域密着型特別養護老人
ホーム（牧之原市波津）

求める人材として、入居者様・利用者様に快適
な介護サービスを提供できる能力、資質をもった
職員を求めております。入職してからは、外部研
修への参加や内部
勉強会の実施、資
格取得に向けて実
技指導や報奨金の
支給などを活用
し、介護職員の技
術・能力・資質の

向上を目指していただきます。
有給取得率も高く、残業時間も少ないので、プ
ライベートを充実させることもできます。近くに
は海水浴場もあ
り、サーフィンや
釣りを楽しむ職員
も多く在籍してお
ります。

特別養護老人ホーム
鈴木 加保さん
利用者様・入居者様だけで
はなく、ご家族の方に利用者
様の施設での様子をお伝えし
たりすると、 施設でしか見ら
れない一面があることを知ることができ、ご家族か
らあたたかいお言葉をいただけるとやりがいを感じ
ます。また、 働きながら資格を取得できる環境があ
り、 有資格者の先輩も多数いるため、 スキルアッ
プがしやすく、 成長できる職場です。

福祉の仕事は『ありがとう』のお言葉をいただけ
た時に、この仕事をしていてよかったなと感じます。
大学や専門学校等で福祉について学んでいない人で
も、やりがいをもって働いている人は多数在職してい
ます。ぜひ私たちと一緒に海山荘で働きましょう。

！

先 輩 社 員の 声

！
！
求む 福祉について勉強している方はもちろん、
勉強していない方でも入職していただけれ
ばと考えています。資格取得や勉強は働き
ながら無理なくできます。明るく、相手に
好感を与えられる方お待ちしております。

勤務地
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こんな人

医療・福祉

基本理念、基本
方針を順守した施
設経営「個人の尊
厳」
、
「和み」、「あ
り が と う の 心 」、
「創意工夫」に則
り、入居者様・利
用者様に安心・安全・和やかに利用し生活できる
環境を提供し、皆様から信頼され親しまれる施設
運営を行っております。①特別養護老人ホーム：

ここに注 目

高い有給取得率！少ない残業！仕事もプライベートも充実できる自然豊かな職場です
!!

社会福祉法人 正廉会 特別養護老人ホーム 海山荘

文 系

理 系

大学院

大 学

短 大

専 門

既 卒

シャカイフクシホウジン ショウエイカイ トクベツヨウゴロウジンホーム カンザンジノサト

庄栄会 特別養護老人ホーム 舘山寺の里

静岡県浜松市西区舘山寺町463-1

053-487-3050

施設長 鈴木 幸子
kanzanji_no_sato@ybb.ne.jp

http://kanzanji-no-sato.shoeikai.or.jp/

採用データ

●採用実績（2016年度）：
介護職1名
●インターンシップ

企 業 データ
事業内容紹介
ここに注 目

！

●初任給（手当含まない）
：
171,000円〜（介護職 大学卒）

161,800円〜（介護職 短大・専門卒）

●勤務地：
浜松市西区
転勤なし

有（見学型・実習型）

●設立：2004年4月1日
●基本財産：13億円
●事業収入：5億7,500万円
●従業員数（単独）：102名
うち正社員：76名
●代表者：
理事長 髙柳 益江

●年間休日：112日
●平均有給消化日数：10.4日
●離職数及び採用数（新卒者）
：
離職1名/採用3名（2015年度）

0名/
1名（2016年度）

0名/
0名（2017年度）

●入社後1年間の主な行事：
◦新入職員オリエンテーション
◦初任者研修
◦施設行事「花火大会」
◦福利厚生「忘年会」
◦施設行事「新年会」

入居者130名、ショートステイ20名、合わせて
150名を受け入れている特別養護老人ホームで
す。経管栄養（胃
ろう）やインシュ
リン注射の方も受
け入れています。
全室個室のユニッ
トケア施設とし
て、入居者様に“暮
本館ベランダからの景色
らしている”とい

う実感をもっていただけるようなケアの実践を目
指しています。
西側居室や施設本館・別館の屋上からは、浜名湖
や舘山寺温泉街の景色が眺められ、夏季期間中は
舘山寺温泉灯篭流し花火大会や、浜名湖パルパル
の花火を楽しむことができます。
浜名湖畔での散歩や釣り、フラワーパークやガー
デンパーク散策、競艇等、外出レクの計画が立て
やすい立地にあり、介護施設としての一つの強み
になっています。

当施設の基本方針は、「“いつまでも自分らしい生
活を”支援します」です。
各ユニットに配
属された職員は、
10 ～ 12名 の 入
居者様一人ひとり
に、その方の個性
や生活リズムに合
わせたケアの提供
舘山寺の里 全景
を心がけていま

す。そのため、同じユニットで働くスタッフ同士
のチームワークと情報共有は、とても重要になり
ます。
当施設の教育プログラムに沿って、新人スタッフ
が不安なく働けるよう、先輩スタッフがしっかり
とサポートしています。
資格取得助成制度があり、介護福祉士実務者研修
も受講しやすいよう、施設での開催を研修校と調
整したり、受講費用を施設で全額負担したり、職
員のキャリアアップを支援しています。

先 輩 社 員の 声

勤務地
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!!

医療・福祉

こんな人

介護課 鈴木 知憲さん
居心地のいい職場となっています。施設の資格取
僕は東京からのUターン
得助成制度を活用して、仕事をしながら実務者研
就職組です。地元に戻る
修を受講し、介護福祉士国家資格も取得すること
話をした時、友人が自分
ができました。これからも入居者様の笑顔を引き
も働いている舘山寺の
出せる介護職員として頑張っていきたいです。
入居者様とお買い物外出
里を就職先として紹介
！
！
してくれました。友人は 求む 舘山寺の里では、施設の基本方針に沿って
働いていただくため、①高齢者とのかかわ
資格を持って就職しましたが、僕は無資格・未経
りが好き、②仲間とチームワークよく働け
験だったので、就職当初は勤まるかなぁと不安で
る、③今何をすべきか自分で判断できる、
したが、先輩スタッフが丁寧に教えてくださり、
以上3つの条件を満たす方を求めています。
入居者様も温かく迎えてくださったので、今では

資格取得助成制度を活用してキャリアアップ

社会福祉
法
人

文 系

理 系

大学院

大 学

短 大

専 門

既 卒

シャカイフクシホウジン コセイカイ

採用データ

0545-35-2244

法人事業部 渡瀬 祥子 
saiyou@koseikai.jp.net

http://www.s-koseikai.jp/
●初任給（手当含まない）
：
190,000円〜（大学卒以上）

172,000円〜（短大・専門卒）


●勤務地：
富士宮市、富士市、熱海市
●採用実績（2018年度）：
介護職5名 管理栄養士2名
●インターンシップ

企 業 データ
事業内容紹介

有（見学型・実習型）

●設立：1998年12月15日
●資本金：5億3,000万円
●売上高：2億9,000万円
●従業員数（単独）：490名
うち正社員：366名
●代表者：
理事長 湖山 泰成

●年間休日：112日

●入社後1年間の主な行事：
◦湖成会入職式
◦新入職員研修
◦湖山医療福祉グループ入職式
●離職数及び採用数（新卒者）
：
◦フレッシャーズ・フェス
離職10名/採用20名（2015年度）

  4名/
29名（2016年度）

  3名/
13名（2017年度）
●平均有給消化日数：6日

私たち社会福祉法人湖成会は、全国18都道府県
で31法人・229サービス拠点・565事業所（2018
年3月1日現在）を広域的に展開している福祉グ
ループ「湖山医療
福祉グループ」で
す。個を大切にし、
心を満たす医療・
福祉の実現を目指
しています。
特別養護老人ホーム 月のあかり

ここに注 目

！

先 輩 社 員の 声

県東部において、その人らしさを尊重した笑顔の絶えない施設として運営しています。

社会福祉法人 湖成会

静岡県富士市大淵847-4

特別養護老人ホーム楓の丘

職員が成長することは、企業の資産価値を高めてい
くと定義し、「人材」 ではなく「人財」を育成する
ための体制を整備しています。 入職直後は、 先輩
社員がつき、 仕事の
技術から職場の決ま
りごとを教えてくれた
り、困った時のサポー
トなどをしてくれ る
「サポーター制度（プ
湖山医療福祉グループ 入職式
リセプター制度）」が

あります。また、技術や知識を共有するための全体
研修や、幅広いジャンルの研修、リーダー職への挑
戦なども。
どう成長をしたいかに合わせ、あなたのキャ
リアパス応援をし
ていきます。また
業界初の介護福祉
士 「実務者研修」
講座を開設し、ま
すます若い力を育
KOYAMA college（介護福祉士実務者研修）
てていきます。

こんな人

医療・福祉

デイサービスセンター
変だと思う以上に、お客様の笑顔や言葉に日々元
楓の丘 諸星 奈美さ
気を頂き、人生の大先輩方からたくさんの事を学
ん
ばせて頂いています。私はこの仕事が大好きで
介護の仕事は、行動や
す！少しでも興味のある方はぜひ、思い切って飛
声掛け一つでお客様が
び込んできてください。
笑顔になって下さり、
！
！
ご家族様やお客様から直接「ありがとう」
「良かっ 求む 介護資格の有無を問わず、「この人なら任
せられる」が採用基準です。時代に適した
たよ」と嬉しい言葉を頂く事ができます。
新しいケア提供の為に、若い力と感性の発
お客様の生活や人生を支えている一員だという実
揮を期待しています。
感に、やりがいを感じています。
介護の仕事は大変だと言われていますが、私は大
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文 系

理 系

大学院

大 学

短 大

専 門

既 卒

シャカイフクシホウジン サンコウカイ

静岡県浜松市西区大平台一丁目34番30号

053-485-1136

法人本部 立川 尚余 
miyuki@sankoukai.or.jp

http://www.sankoukai.or.jp/

採用データ

●初任給（手当含む）
：
198,560円〜（介護職
190,550円〜（介護職

●勤務地：
浜松市西区・中区
●採用実績（2018年度）：
介護職6名
●インターンシップ

大学卒以上）

短大・専門卒以上）

有（実習型）

企 業 データ
事業内容紹介

●設立：1973年12月20日
●資本金：―――
●事業収入：17億1,000万円
●従業員数（単独）：249名
うち正社員：190名
●代表者：
理事長 竹村 寿文

●年間休日：108日
●平均有給消化日数：14.7日
●離職数及び採用数（新卒者）
：
離職0名/採用6名（2015年度）

2名/
3名（2016年度）

0名/
3名（2017年度）

●入社後1年間の主な行事：
◦新人職員研修
◦バースマンス研修
◦新人職員歓迎会
◦納涼祭
◦法人まつり（三幸会まつり）

45年前、近い将来起こりうる高齢者を取り巻く
環境の変化から、介護問題を予測し、問題意識を
持ち、諸問題に対応するために設立した社会福祉
法人です。
特別養護老人ホーム施設、救護施設など４施設
２２事業所を運営しています。
厚生労働大臣により、2016年から【ユースエー
ル認定企業】に認定されています。

特別養護老人ホーム
三幸の園

運動会で一致団結
エイエイオー！

ここに注 目

◆若いスタッフが、未来に希望が持てる職場
◆チャレンジを応援し
てくれるから向上心
を持ち続けられる
◆安定した運営
◆教育システムの充実
◆地域に根差した福祉
事業

！

マスコットキャラクターはぴろう

特別養護老人ホーム三幸の園の職員

先 輩 社 員の 声

また、福利厚生もしっかりしているので「良く学
び良く遊べ」ができる職場です。

勤務地
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医療・福祉

！
！
求む ◦自分が考えて実行することで、 人の役に
立つことに喜びを感じる人 ◦根気強く、人
の話に対して親身に耳を傾けることができる
人 ◦チームワークや 「報告・連絡・相談」
を常に大切にし、周りへの気配りが出来る人
こんな人

特別養護老人ホーム
三幸の園 岡田さん
職員同士がとても仲
が良く働きやすい職
場です。
研修制度も整ってお
り日々勉強出来る事はもちろん自分自身が成長す
ることができます。
「介護は初めてで不安」と感じる方も先輩職員が
優しく教えてくれるので安心して働ける環境で
す。

「心地良さ」と「居場所」と「豊かな時間」を常に求めた地域福祉の向上に邁進！

社会福祉法人 三幸会

文 系

理 系

大学院

大 学

短 大

専 門

既 卒

シャカイフクシホウジン サンポカイ

採用データ

055-946-1700

総務課 土屋 まさ江 
sanpokai@fancy.ocn.ne.jp

―――

●採用実績（2018年度）：
介護職4名
●インターンシップ

有（見学型・実習型）

●設立：1999年4月1日

●年間休日：109日

●資本金：8億3,569万円

●平均有給消化日数：11.7日

●売上高：―――
●従業員数（単独）：85名

事業内容紹介

●代表者：
理事長 土屋 雅利

●離職数及び採用数（新卒者）
：
離職5名/採用9名（2015年度）

4名/
7名（2016年度）

4名/
7名（2017年度）

●入社後1年間の主な行事：
◦新入社員OJT
◦新入社員歓迎会
◦年2回の親睦会

当法人の施設は、沼津市の南部地域を管内とする
福祉の総合施設です。施設内には、特別養護老人
ホーム、ショートステイ、デイサービス、ヘルパー
ステーション、居宅介護支援事業所、地域包括支
援センター、ケアハウスがあります。
職種は、事務系では、総務事務、技術系では、
介護サービス全般の職種（ケアワーカー、生活相
談員、ケアマネージャー、看護師、社会福祉士、
機能訓練指導員、運転手など）があります。

ここに注 目

三保会（さんぽかい）という法人名称は、
「幸福」、
「慈悲」
、
「円満」の三つを保つことが、人の幸せ
を実現するために必要であるという考えに基づ
き名づけられたものです。施設で働く職員一同、
利用者の皆さんの人生が、最後まで幸せであり
続けられるよう、精いっぱいの介護事業を展開
しています。職員は明るい性格の人たちばかり
です。立地は、沼津市南部のリゾート地域内に
あり、眼下にヨットハーバーを見下ろす小高い位
置（標高18m）にあります。津波の心配はあり

先 輩 社 員の 声

ません。福祉避難所となっています。また、車で
30分以内には、多くの観光施設、商業施設があ
ります。通勤では、沼津市内や、隣接する伊豆の
国市にアパートを借りて自家用車通勤する職員
が多いです。職場の近くに観光施設が多いので、
仕事のON-OFFともに充実できるのではないで
しょうか。

地域包括支援センター
仕事では、介護の不安を抱えて相談にこられた方
杉山さん
の対応をしますが、相談の後、安心して帰られる
私は、看護師として、地
と本当にうれしく感じます。多くの方に安心を与
域包括支援センターに勤
えられるよう、これからもがんばっていきます。
め始めました。これまで
チームワークの良いこの職場に感謝しています。
病院勤務の経験がほとんどでしたので、この仕事
！
！
が務まるのだろうかと不安でした。赴任した当初 求む 私たちは高齢の方の様々な不安を取り除ける
よう日々精進しています。その方たちの人生
は、分からないこと、戸惑うことが多く有りました
の最後まで、すばらしい満足な時が続くよう、
が、そのたびに職場の皆さんから丁寧に教えてい
私たちと一緒に働きませんか。幸せな時を作り
ただき、仕事を覚えることができました。今では
出すために、あなたの力を貸してください。
現場の対応もスムーズに出来るようになりました。
こんな人

医療・福祉

に建ち、施設から見る景色がとても美しいです。

18
m

！

●初任給（手当含む）
：
210,000円〜（大学卒以上）

195,000円〜（短大・専門卒）

210,000円〜（看護学校卒）

●勤務地：
沼津市
転勤なし

企 業 データ

リゾート地のヨットハーバーを見下ろす標高

社会福祉法人 三保会

静岡県沼津市内浦重須624

勤務地
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文 系

理 系

大学院

大 学

短 大

専 門

既 卒

シャカイフクシホウジン シユウカイ

静岡県下田市吉佐美１０８６

0558-27-3000

法人本部 総務課 鈴木
n-suzuki@shiyuukai.or.jp

http://www.shiyuukai.or.jp/

採用データ

●勤務地：
下田市、賀茂郡南伊豆町、賀茂郡西伊豆町
●採用実績（2018年度）：
ケアパートナー 7名 栄養士1名
●インターンシップ

企 業 データ
事業内容紹介
ここに注 目

！

●初任給（手当含む）
：
256,300円〜（介護福祉士
248,800円〜（介護福祉士
247,300円〜（介護福祉士

大学卒以上）

短大卒）

専門卒）

有（見学型・実習型）

●設立：1988年10月24日
●基本金：―――
●売上高：16億8,000万円
●従業員数（単独）：322名
うち正社員：172名
●代表者：
理事長 川島 優幸

●年間休日：110 〜 116日
●平均有給消化日数：4日
●離職数及び採用数（新卒者）
：
離職1名/採用6名（2015年度）

1名/
5名（2016年度）

1名/
3名（2017年度）

●入社後1年間の主な行事：
◦新任職員研修
◦OJT（プリセプターによる）
◦１か月フォローアップ研修
◦半年後フォローアップ研修
◦部門別研修

先 輩 社 員の 声

体間連携による特別養護老人ホームとなっていま
す。
各施設では地域の皆さんとの交流事業を実施する
中で、地域住民との連携に力を入れています。ま
た、
「人財」の採用・育成にも力を入れており、
「伊
豆移住プロジェクト」という入職案内を作成し、
県内はもちろん、県外からのＵＩターン就職者を
積極的に受け入れたり、入職後のフォロー研修も
実施しています。

○ISO9001を全事業に取得
サービスの継続的改善を目的として、ISO9001
を取得しています。（今後取得予定を含む）
○認知症ケアを追求した学習療法の導入
認知症予防や新たなコミュニケーションツールと
して、学習療法を活用しています。
○ユニットリーダー養成研修施設として認定
ユニットリーダー養成研修の実地研修施設として
認定を受け、その受入れを通じて、個別ケア推進
のために日々研鑽しています。

○職員研修の充実
内定者研修や入職時研修、フォローアップ研修や
育成担当者研修などの内部研修や外部研修への参
加も積極的に行っています。
梓友会ブログ「伊豆暮らし。」では各施設の取り
組みを紹介しています。
ぜひチェックしてみてく
ださい。

みくらの里 ケアパートナー
髙田 将大さん
大学では保育を専攻していたのです
が、実習をしていく中で介護の仕事
を知りました。そこで子供たちの成長
を見届ける保育の仕事と同じくらい、人生の先輩で
ある高齢者と接する介護の仕事に魅力を感じてこの
仕事を選びました。介護は専門外だったので、きち
んと仕事ができるようになるのか不安だったのです
が、梓友会にはプリセプター制度というレベルに応
じてマンツーマンで指導してもらえる教育制度があ

るので、安心して基本から学ぶことができましたし、
職場の人間関係がとてもよいのでいろんな人から声
をかけてもらえます。また、どんなことでも質問し
やすい雰囲気があるので私のように専門外の人でも
安心して働くことができるようになると思います。

梓友会ブログ

こんな人

！
！
求む ○あなたの「笑顔」で、周りの人達を「笑
顔」にできる方
○あなたの「行動力」で、法人を動かすこ
とができる方
○あなたの「やる気」で、先輩職員の刺激
になれる方
勤務地
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下田市を中心
に賀茂地域に
５つの介護老
人福祉施設と
小規模多機能
型 居 宅 介 護、
企業主導型保
育所を運営し
ており、平成３０年３月にオープンした「介護老
人福祉施設エクレシア南伊豆」は、全国初の自治

私たちは地域福祉の専門職として、共に学び、共に笑い、成長していきます！

社会福祉法人 梓友会

文 系

理 系

大学院

大 学

短 大

専 門

既 卒

トクテイヒエイリカツドウホウジン シンセア

採用データ

0545-57-2940

事業部 井出 雅 
npo-sincere@vesta.ocn.ne.jp

http://www.npo-sincere.org

事業内容紹介
ここに注 目

！

●初任給（手当含まない）
：
182,725円〜（大学卒以上）

166,975円〜（短大・専門卒）

●勤務地：
富士市、駿東郡長泉町、静岡市葵区、駿河区、

清水区
●採用実績（2017年度）：
介護総合職6名
●インターンシップ

企 業 データ

大切な人の大切な人を大切にします

特定非営利活動法人 シンセア

静岡県富士市錦町1-2-1 シンセアビル錦町3F

有（見学型・実習型）

●設立：2003年10月1日
●資本金：0円
●売上高：3億6,000万円
●従業員数（単独）：72名
うち正社員：29名
●代表者：
理事長 髙田 竜太郎

●年間休日：105日
●平均有給消化日数：5日
●離職数及び採用数（新卒者）
：
離職0名/採用3名（2015年度）

0名/
0名（2016年度）

0名/
6名（2017年度）

●入社後1年間の主な行事：
◦新任職員研修
◦理念・ビジョン研修
◦フォローアップ研修
◦現場研修
◦デイキャンプ

認知症介護にこだわり、認知症介護のプロ集団と
して業界のリーディングカンパニーを目指してい
ます。静岡県内を中心にグループホームを展開・
運営しており、今後もその歩みを止めず、将来の
日本を支えていきます。
知識や経験がなくても心
配はいりません。誰かの
為に役に立ちたい、社会
貢献したいと思う方に
ぴったりの仕事です。
自分のキャリアデザインは自分で描く！介護の会
社だからずっと介護職・・・と思っていませんか？
そんな事はありません。もちろん最初は介護職に
従事して頂きますが、ご自身が描いたキャリアデ
ザインが実現できる
ようバックアップし
ていきます。役割は
無数！自分の強みを
最大限に活かして下
さい。

先 輩 社 員の 声

がら日々奮闘しています。これからも自分を持ち
続け成長していきたいと思います。さあ、皆さん！
シンセアで一緒に輝きましょう！

！
！
求む ◦チャレンジ精神旺盛な方
◦大切な人を大切にできる方
◦成長したいと思っている方
◦弊社の理念に共感して頂ける方
◦実直な方

勤務地
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こんな人

医療・福祉

たみの里 清水 関さん
弊社の強み！それは、新
卒で入社した社員が辞め
ていません。私も新卒で
入社して３年が経ちまし
た。もちろん、上司や先
輩からも怒られる事はあ
ります。しかしそれは私に対する愛情であり、私
の定めたキャリアデザインを具現化する為の激励
だと思っています。ご利用されている方からの「あ
なたがいるから・・・」という言葉に励まされな

就業風

文 系

理 系

大学院

大 学

短 大

専 門

既 卒

シャカイフクシホウジン セイセイカイ

静岡県静岡市清水区折戸5丁目18-36

054-335-3353

採用担当 樋口 真澄
inoue@hagoromono-sono.jp

http://www.hagoromono-sono.jp

採用データ

●初任給（手当含む）
：
253,400円〜（看護学校卒）

190,750円〜（大学卒以上）

172,900円〜（短大・専門卒）
●補足：

●勤務地：
静岡市清水区
転勤なし
●採用実績（2018年度）：
介護職3名
●インターンシップ

企 業 データ

資格手当:8,000 〜 20,000円（介護福祉士・社会福祉士・看護師・
管理栄養士・その他民間資格等）・加算手当:34000円・夜勤手当:
1回4000円・通勤手当・住宅手当・賞与・各種保険完備

有（見学型・実習型）

事業内容紹介

●設立：1987年12月10日
●資本金：―――
●売上高：7億5,000万円
●従業員数（単独）：124名
うち正社員：77名
●代表者：
理事長 池谷 百合江

●年間休日：108 〜 120日
●平均有給消化日数：9日
●離職数及び採用数（新卒者）
：
離職2名/採用6名（2015年度）

1名/
2名（2016年度）

0名/
2名（2017年度）

働く職員にとって
「居心地の良い職
場づくり」をする
ことで、人が集ま
り良いケアができ
る。そんな想いで
H29年7月より看
護師から施設長に就任した岩本施設長のもと「特
別養護老人ホーム羽衣の園」を中心に、ショート
ステイ、デイサービス、ホームヘルパー、居宅介

ここに注 目

！

●入社後1年間の主な行事：
◦新規採用職員・フォローアップ研修
◦事業所横断研修
◦その他内部研修

護支援事業所等のお年寄りの介護サービスを展開
しています。世界遺産となった三保の松原を望む
素晴らしい環境下で、お年寄り一人ひとりが「そ
の人らしい」生活を送れるよう、女性スタッフが
中心となり日々の仕事に取り組んでいます。
また、新しい地域コミュニティ創設のための活動
の一つとして「プレセント・バンク」活動を実施、
コミュニティスペースの運営や、ワークショップ、
栄養教室等のイベントの企画運営にも力を入れて
います。

先 輩 社 員の 声

お年寄りと同じ
視点に立ったケ
アを学ぶ「フォ
ローアップ研
修」など安心し
てスキルアップ
できる環境が
整っているので
確実に成長でき
ます。

介護スタッフ 女性職員
たくさんの介護施設がある中
で、先輩スタッフが一対一で
指導してくださる新人教育
と、豊富な研修制度がある羽
衣の園でなら、私の足りない
部分をフォローし教えてもら
えるのではと強く惹かれ入社しました。働き始め
たころは、先輩スタッフの方々が教えてくださる
介助技術のコツ、一つ一つに感動し、そのコツを
自分で覚えることができた時にやりがいや楽しさ

を感じていました。上手くできたときも、間違っ
たときも本気で向かい合い、支えてくださる先輩
に感謝しながら、少しずつ出来ることが増えて自
信をもつことに繋がっています。

こんな人

！
！
求む ◦お年寄りを通して日本の文化や価値観を
引き継ぎ、自身の能力を高めたい方
◦支援活動を通じ、他者との連携や繋がり
を大切にしていきたい方
◦専門的能力を身に付け、社会機能の強化
を目指した起業を目指す方
勤務地
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医療・福祉

静清会では、あなたが学んできた知識、技術が発
揮でき、あなたらしさを活かした働き方ができる
環境があります。手先が器用な人が中心となりハ
ンドメイドやＤＩＹ、料理が得意な人がお料理イ
ベント等を担当するなどあなたの好き・得意・興
味のあることを通して、一緒にいる人たちを笑顔
にさせる活躍ができます。福祉の経験、資格がな
い方でも入社後は1年間の新任スタッフ教育制度
があり、先輩スタッフが1対1で技術・知識の習
得をサポートしてくれる「プリセプター制度」や、

私たちの夢は、
「お年寄りが活き活きと暮らせる『福祉の村』をつくること」です。

社会福祉法人 静清会

文 系

理 系

大学院

大 学

短 大

専 門

既 卒

シャカイフクシホウジン ダイトウフクシカイ

静岡県掛川市下土方3584-1

0537-74-5111

大東苑 採用担当 土井 孝久
daitoen@piano.ocn.ne.jp

http://daitofukushikai.com/

事業内容紹介
ここに注 目

！

●初任給（手当含まない）
：
185,976円〜（介護職 大学卒）

165,024円〜（介護職 短大・専門卒）

211,752円〜（介護職 大学卒 夜勤４回）

189,248円〜（介護職 短大・専門卒 夜勤４回）

189,200円〜（保育士 大学卒）

167,800円〜（保育士 短大・専門卒）

●勤務地：
掛川市
転勤なし
●採用実績（2018年度）：
介護職員2名 保育士4名
●インターンシップ

企 業 データ

！？

採用データ

介護＝大変 ・・・えっ？大変なの

！？

社会福祉法人 大東福祉会

応相談

●設立：1977年9月27日
●資本金：―――
●売上高：16億円
●従業員数（単独）：320名
うち正社員：171名
●代表者：
理事長 鳥井 昌彦

●年間休日：119日
●平均有給消化日数：11.0日
●離職数及び採用数（新卒者）
：
離職1名/採用6名（2015年度）

0名/
4名（2016年度）

0名/
4名（2017年度）

●入社後1年間の主な行事：
◦オリエンテーション
◦現場実習
◦新入職員振り返り研修
◦法人全体研修
◦施設長面談

地域に根ざした福祉事業の運営を目的とし、その
中で特別養護老人ホーム大東苑及びくにやす苑、
養護老人ホーム小笠の郷を中心とした高齢者福
祉、城東保育園、千浜保育園、大坂保育園を中心
とした保育園部といった、高齢者や児童に関する
あらゆる事業をトータルに運営しています。

入社前に先輩職員が講師となり、介護の基礎を始
め高齢者の特徴や現場の日常業務を学びます。そ
の他にも接遇マナーや、ストレスの対処法等を学
び、４月から安心して働くことができるよう、講
師を招いての新人研修があります。６月頃には、
約３か月間働いてみての振り返り研修として、新
人同士での情報交換をする機会を設けています。
また、資格・経験に応じて相談員職・管理職等へ
の転身もできます。

先 輩 社 員の 声

こんな人

医療・福祉

大東苑 両角 尚士さん
ご利用者が見て、
「頑張ってるね。
「
」ありがとうね。
」
全く触れたことのない介護でした
などの労いのお言葉をいただけると、この仕事を
が、この仕事を始めてから３年が
続けて良かったと感じます。どの仕事よりも、達
経ちました。学生時代は接客業を
成感ややりがいを直に感じられる仕事ではないか
志望していましたが、お年寄りと
と思います。ぜひ、一緒に働いてみませんか？
接したりするのも接客業じゃないかと思い、この
！
！
仕事を選びました。最初の頃は想像していたこと 求む 人と接するのが好きな方、明るく笑顔が多
い方、何事にも前向きに取り組める方、慎
と違うことが多く、驚きと戸惑うことばかりでし
重で細かいことによく気が付く方
た。先輩方からの手厚い指導をいただき、今まで
戸惑っていたことが少しずつできるようになり、
成長していると日々実感できました。そんな姿を
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文 系

理 系

大学院

大 学

短 大

専 門

既 卒

シャカイフクシホウジン テンリュウコウセイカイ

  

静岡県浜松市天竜区渡ケ島217-3

053-583-1115

総務課 大橋 ふみ 
soumu@tenryu-kohseikai.or.jp

http://www.tenryu-kohseikai.or.jp/

採用データ

●初任給（手当含まない）
：
199,400円〜（大学院卒）

193,500円〜（大学卒）

179,600円〜（短大（３年）卒）

175,000円〜（短大（２年）
・専門（３年）卒）

168,600円〜（専門（２年）卒）

●勤務地：
浜松市天竜区・浜北区、湖西市、磐田市、掛川市、

藤枝市、静岡市駿河区、富士宮市
●採用実績（2018年度）：
総合職25名 介護職13名
●インターンシップ

保育職25名

有（見学型・実習型）

企 業 データ
事業内容紹介

●設立：1950年5月1日
●資本金：―――
●事業収入：125億6,870万円
●従業員数（単独）：2,306名
うち正社員：1,120名
●代表者：
理事長 山本 たつ子

  

●入社後1年間の主な行事：
◦新任職員研修
◦新任職員ワークブック
◦法人全体研修
●離職数及び採用数（新卒者）
：
◦職種別研修
離職6名/採用53名（2015年度）

4名/
65名（2016年度）

4名/
50名（2017年度）
●年間休日：120日

●平均有給消化日数：6.5日

事の相談やよきライバルとして切磋琢磨できる
人財に恵まれた職場です！職種や部署を超えて、
サークル活動やレクリエーション活動等に多くの
職員が参加しており、職員交流が盛んです。職員
一人ひとりが専門性を持ったプロフェッショナル
として、ご利用者へより良いサービスを提供する
ためには、職員が同じ意識を持って仕事をしてい
く必要があります。あなたも、天竜厚生会の一員
となって、ご利用者の「笑顔」を支えるプロフェッ
ショナルを目指しませんか？

当法人は、設立から68年と歴史も深く、子育て、障
がい者・高齢者福祉、医療と人の人生に大きく関わ
る事業を幅広く行っています。仕事内容も介護から相
談支援・総務・会計・建物管理など様々な業務で経
験を積むことができ、現場から法人運営に至るまで福
祉サービス提供者として総合的な能力を身に付けるこ
とができる総合職、介護のエキスパートを目指す介護
職、保育のエキスパートを目指す保育職があります。
天竜厚生会では、職員一人ひとりのキャリアアップこ
そが、将来に渡る法人の発展に繋がるものと考えて

います。昇級、研修・出向派遣など、原則職員の手
上げに基づくという基本姿勢があります。将来の姿へ
の自己実現に向けて、自己成長の機会を積極的に活
用し、自らの意思でキャリアアップを果たしてください。
天竜厚生会としてその機
会を十分に提供することを
お約束します！
！誰もが暮ら
しやすい地域社会を創る
ため、 当法人であなたの
力を活かしてください！

ここに注 目

『私たちは誰よりも静岡の福祉を考え変えていく、
スペシャリスト集団です』
静岡県内に253事業の福祉・医療サービスを展
開し、職員数も2,300名以上を抱える社会福祉法
人です。自治体との共同プロジェクトや、カンボ
ジアでの幼児教育の推進など、静岡の地域に密着
しつつ、全国屈指の規模だからこそ取り組める事
業を数多く行っています。
当会には2,300名を超える職員が
います。同期の仲間も多く、悩み

！

先 輩 社 員の 声
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医療・福祉

こんな人

施設サービス事業部 三室 真希さん
れる存在であるため、 福祉の方向性を決める市の
私が福祉に関心を持ったのは、 中
重要な会議に参加させていただくこともあり、ここ
学生のころに天竜厚生会の福祉教
でなければできない経験を積んでいます。これから
育に参加した時でした。 そこで福
も「株式会社」 ではできないことを、 未来の静岡
祉の重要性を感じ、 学んでいく中
のために行っていきたいと考えています。
で、どこよりも地域社会に貢献できるのはここだと
！
！
思い、 就職を決めました。天竜厚生会は 「株式会 求む 経験の中でいろいろな角度からモノを見る
力、考える力を養ってもらいたいと考えて
社」ではなく、
「社会福祉法人」です。だからこそ、
います。仕事を通して自分自身を成長させ
売り上げや利益だけにとらわれることなく、 純粋に
たい方、新しいことへ前向きに挑戦できる
地域のことを考えたサービスが展開できます。また、
方をお待ちしています。
豊富なノウハウを持ち公的機関や市役所からも頼ら

私たちは誰よりも静岡の福祉を考え変えていく、スペシャリスト集団です

社会福祉法人 天竜厚生会

文 系

理 系

大学院

大 学

短 大

専 門

既 卒

シャカイフクシホウジン ノウキョウキョウサイナカイズリハビリテーションセンター

採用データ

農協共済中伊豆リハビリテーションセンター   

静岡県伊豆市冷川1523-108

0558-83-2111

経営管理部総務課 鈴木 茂雄 
shigeo.s-pt@janrc.or.jp

http://www.janrc.or.jp/
●初任給（手当含まない）
：
197,500円〜（大学卒以上）

184,800円〜（専門以上・短大3年）

178,200円〜（専門・短大2年）


●勤務地：
伊豆市および伊東市
●採用実績（2018年度）：
理学療法士6名 作業療法士3名
●インターンシップ

企 業 データ
事業内容紹介

言語聴覚士1名

有（実習型）

●設立：1972年1月4日
●資本金：―――
●売上高：―――
●従業員数（単独）：359名
うち正社員：270名
●代表者：
理事長 野中 康

●入社後1年間の主な行事：
◦新入職員研修
◦部門別研修
◦現場実習
●離職数及び採用数（新卒者）
：
◦1年目面談
離職4名/採用36名（2015年度）

4名/
13名（2016年度）

4名/
18名（2017年度）
●年間休日：85日

●平均有給消化日数：10日

１）福祉事業 ①障害者支援施設（機能訓練、生
活訓練、生活介護、施設入所支援） ②就労継
続支援B型 ③短期入所事業 ④相談支援事業
２）医療事業 ①回復期リハビリテーション病棟
②外来診療科目（リハ科・内科・循環器内科・
整形外科・脳神経外科・泌尿器科・歯科）
３）介護保険事業 ①訪問看護 ②訪問リハ ③
訪問介護 ④通所リハ ⑤通所介護 ⑥居宅介
護支援
センター外観

ここに注 目

当センターは、生活の充実と心のやすらぎを支援します。

社会福祉
法
人

！

先 輩 社 員の 声

し人材育成にも力を入れており、福利厚生面では、
職員宿舎（月額4,000円）や託児所も完備してい
ます。
※職場見学は
随時受け付
けておりま
すので、是
非お気軽に
ご連絡下さ
センター内観
い。

福祉部就労支援課
藤原 達也さん
私の所属する福祉部では、生活支
援員・ケースワーカー・セラピス
ト・看護師・栄養士・医師等の多
職種が連携し、障害をお持ちの方の支援を行って
います。
「福祉」というと「介護」をイメージさ
れがちで、どちらかというとネガティブな印象を
受けやすいかと思います。しかし実際には、
「地
域移行を目指す為の自立訓練の場」、「生活の充実
の場」
、
「働く場や一般就労に向けたステップアッ

プの場」等さまざまな場面があり、「障害があっ
ても○○したい！」と前に進んでいる利用者様を
見ると、こちらもパワーをもらえます。職場内は
明るい方が多く、活気があり毎日楽しく働いてい
ます。皆さまと働ける事をお待ちしています！
！
！
求む 明るく元気よく挨拶ができて、総合的なコ
ミュニケーション能力を持つ人材を求めま
す。

勤務地
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こんな人

医療・福祉

当センターは、「福祉」「医療」
「介護」の3部門
の機能を持ち合わせた社会復帰支援型の総合リハ
ビリテーション事業所で、その人らしい生活づく
りへの支援をモットーとしています。尚、医療
事業の特徴として、リハ訓練へのロボットスー
ツHALや3次元動作解析装置・自動車シュミレー
ター等の最新機器利用や、敷地内にある自動車教
習コースでの自動車運転評価の他、嚥下造影検査
と電気刺激を用いた安全で効果的な嚥下訓練にも
積極的に取り組んでいます。尚、研修制度も充実

文 系

理 系

大学院

大 学

短 大

専 門

既 卒

シャカイフクシホウジン ハナゾノカイ

静岡県静岡市清水区中河内2780番地

054-395-2621

法人事務局

http://hanazonokai.com

林 肇裕

採用データ

●初任給（手当含まない）
：
186,700円〜（介護職 大学卒以上）

176,500円〜（介護職 短大卒以上）

174,600円〜（介護職 専門卒以上）

●勤務地：
静岡市清水区・駿河区
転勤なし
●採用実績（2018年度）：
介護職6名
●インターンシップ

企 業 データ

応相談

●設立：1982年4月1日
●資本金：―――
●売上高：約18億円
●従業員数（単独）：350名
うち正社員：166名
●代表者：
理事長 林 靖隆

事業内容紹介
ここに注 目

！

hyakkaen@tokai.or.jp

●年間休日：124日
●平均有給消化日数：18.5日
●離職数及び採用数（新卒者）
：
離職0名/採用5名（2015年度）

1名/ 10名（2016年度）

0名/
7名（2017年度）

●入社後1年間の主な行事：
◦入職式・オリエンテーション
◦新人職員研修会
◦若手職員合同研修会
◦イベント運営（夏祭り・秋祭り）
◦職員親睦会（納涼会・忘年会）

花園会は、障害者支援施設「百花園」
、特別養護
老人ホーム「レジデンス花」の運営を通じて、施
設や在宅において介護が必要な方への生活支援
サービスを行っています。「旅路をともに」とい
う理念の下、障害
や年齢に関わらず
自分らしく暮らせ
る場所を提供する
ことを使命に活動
自然の中に、介護があります。
しています。

障害者就労事業としてレストランの運営、障害児
放課後デイサービス、高齢者リハビリデイサービ
スなどの事業やＨ29.8月より障害者支援施設「百
花園宮前ロッヂ」を新規開設し、今後も新たな事
業展開に挑戦していきます。豊かな自然環境の中
で、また、地域の福祉拠点として利用者様や地域
の方々との関わりを楽しめること。そんな職場環
境がお互いの信頼関係を育み、自分が必要とされ
ている実感につながり、やりがいの手触りを感じ
ることができます。

【花園会＝働きやすい職場環境：３つの理由】
①職員同士の関係性が良い…理念に共感し、 同じ
視点から利用者様主体のケアを考える先輩や仲間
たちは、 身近な目標像です。きっとあなたの働くモ
チベーションを高めてくれるでしょう。もちろん困っ
た時には頼もしい相談相手になってくれます。
②研修体制が充実している…施設が実施する新人
研修やケア研修会、法人が主催する役割別研修会、
また施設外で行われる様々な研修会への参加な
ど、学ぶ機会がしっかり用意されているので、必

要な知識や技術が身に付きます。
③仕事もオフも楽しめる…年間休日１２０日以上
＝月10日以上の休日があるので、プライベート
も充実。趣味活動や友人との交流など、やりたい
ことをする時間を無理なく
持つことができます。生活
が充実すれば、自然と仕事
も充実します。体調も管理
しやすいため、仕事に対す
施設イベント「七夕まつり」
る意欲も増します。

先 輩 社 員の 声
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医療・福祉

こんな人

百花園入所支援課
もここで働きたい」と思いました。入社してから
吉永 知世さん
は試行錯誤の連続で、悩むこともありますが、そ
私は大学で美術を学んで
れ以上に毎日がとても楽しく充実しています。利
いたので全く畑違いの所
用者様の笑顔を増やしていけるよう、これからも
からのスタートでした。 一人ひとりに真摯に向き合っていきたいです。
就職活動をしていた時、
！
！
自分はどの道に進むべきかとても悩んでいました 求む 花 園 会 は 常 に チ ャ レ ン ジ し て い ま す！
2019.4月～「児童発達支援センター」新
が、
「人を笑顔にできる仕事」に就きたいという
設をはじめ、地域の福祉拠点として新たな
思いだけは固まっていて、その時に出会ったのが
事業展開をしている今、
《やる気のあるチャ
花園会でした。施設見学会で実際に来た時、迎え
レンジャー》の皆様をお待ちしております。
てくれる職員や利用者様が本当に温かくて、「私

「旅路をともに」～豊かな自然と人の温かさを感じる暮らしの場所～

社会福祉法人 花園会

文 系

理 系

大学院

大 学

短 大

専 門

既 卒

シャカイフクシホウジン マツカゼ

採用データ

静岡県浜松市北区三ヶ日町三ヶ日1148-2

053-528-0300

採用担当 仲屋 秀樹
mizuumi@po3.across.or.jp

http://plaza.across.or.jp/~mizuumi/
●初任給（手当含む）
：
211,050円〜（大学院・大学卒 ※夜勤あり）

200,850円〜（短大・福祉系専門学校卒 ※夜勤あり）

167,800円〜（大学院・大学卒 ※夜勤なし）

159,050円〜（短大・福祉系専門学校卒 ※夜勤なし）

●勤務地：
浜松市北区
転勤なし
●採用実績（2016年度）：
介護職1名
●インターンシップ

企 業 データ
事業内容紹介

応相談

●設立：2004年1月28日
●資本金：―――
●売上高：―――
●従業員数（単独）：57名
うち正社員：38名
●代表者：
理事長 松原 孝昌

●年間休日：105日
●平均有給消化日数：6.8日
●離職数及び採用数（新卒者）
：
離職0名/採用2名（2015年度）

0名/
1名（2016年度）

0名/
0名（2017年度）

特別養護老人ホーム、ショートステイ、デイサービ
ス、 ヘルパーステーション、 居宅介護支援事業所
を運営しています。 介護職の主な業務は、ご利用
者様の食事・入浴・排泄の介助、 掃除・洗濯等身
の周りのお世話な
どですが、 松風で
は特に、ご利用者
様との日常生活で
の関わりを大切に
しています。 特別

●入社後1年間の主な行事：
◦新入社員研修（就業規則、
心構え等）
◦新入社員研修
（介護技術、感染症、緊急時等）
◦現場実習
◦夏祭り慰労会（8月）
、新年会（1月）

養護老人ホームは治療を行う病院ではなく、ご利
用者様が日常を過ごす生活の場所です。 皆さんも
約20年生活してきていると思います。その中で皆
さんが感じる「生活で大事なこと」を、そのまま仕
事に活かせるのが介護の仕事です。例えば、挨拶、
笑顔、信頼関係など、皆さんも想像するといくつも
出てくると思います。それらを一つずつ実現してい
けば、素晴らしい介護士になれます。松風の介護は、
介護の知識や技術よりも、感じること、考えること、
想像すること、 実践することを大切にしています。

ここに注 目

松風は、職員さん全員が〝人として〟成長できるよう支えていきます！

社会福祉法人 松風

『アピールポイント』
『経営理念・戦略・ビジョン』
松風は『1人の利用者、1人の職員を大切にします』
。 私たちはスーパーマンでもなければ天才でもない。毎
職員が、活き活き、のびのび仕事ができる環境、関
日起こる色々な問題に対して、すぐに解決策がひらめ
係を作るために、管理者やリーダーが、職員に積極的 くわけがない。だからこそ、失敗しても、また一生懸
！ に声掛けを行い、職員の不安や悩みなどを相談しやす 命考えて、誠実に実行するを繰り返す。そして、周り
の管理者、先輩、同僚も一緒になって一生懸命考え
い雰囲気作りに注力し、現場の職員を孤立させない取
て、協力する。一生懸命さがあれば、失敗は活かされ、
組みを全力で行っています。管理者を含むすべての職
一体感も生まれます。松風は、そんな施設に向かって
員が支え、支えられていることを感じ、互いに協力し
ながら行う仕事を通して、全員が少しずつ着実に成長
います！ぜひ、一緒にチャレンジし続けましょう
！
できる環境を整えていきたいと考えています。
先 輩 社 員の 声

こんな人

医療・福祉

特養介護（H28.4入社）
です」、Q5「大変なこと、悩んでいることはあります
古田 優香さん
か？」⇒A5「移乗のときに1回でうまくできないこと
【職員インタビュー！入社3年目、 です」、Q6「楽しいこと、嬉しかったことはあります
着実に成長してくれています！】 か？」⇒A6「利用者様から褒められたこと、利用者
Q 1「 今の仕 事は楽しいです
様から安心すると言われたことです」
か？」⇒A1「楽しいです」、Q2「今、何に気を付けて
！
！
いますか？」⇒A2「いつも落ち着いて行動すること 求む ご利用者様それぞれに適した介護を行うた
めには、その方の立場に立って想像力を働
です」、Q3「先輩の指導はどうですか？」⇒A3「優
かせ、考え、実践するを何度も何度も繰り
しく、丁寧に教えてくれます」、Q4「どんなことを教
返します。粘り強い方、誠実な方はぜひ一
わりましたか？」⇒A4「主に、食事や排泄介助、移
緒に仕事をしたいです。
乗などの基本的な介護手順、記録の記入方法など

勤務地
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文 系

理 系

大学院

大 学

短 大

専 門

既 卒

シャカイフクシホウジン ミダラケフクシカイ

静岡県焼津市一色435番地

054-623-9002

採用担当

http://www.aoiso.net

芹澤 智之

aoiso@ace.ocn.ne.jp

採用データ

●初任給（手当含む）
：
212,260円〜（大学卒（夜勤４回の場合）
）

199,270円〜（短大・専門卒（夜勤４回の場合）
）

●勤務地：
焼津市
転勤なし
●採用実績（2018年度）：
介護職員1名
●インターンシップ

有（見学型・実習型）

企 業 データ
事業内容紹介

●設立：1985年7月15日
●資本金：―――
●売上高：5億３,000万円
●従業員数（単独）：105名
うち正社員：57名
●代表者：
理事長 良知 淳行

●年間休日：120日
●平均有給消化日数：6日
●離職数及び採用数（新卒者）
：
離職1名/採用2名（2015年度）

0名/
1名（2016年度）

0名/
1名（2017年度）

●入社後1年間の主な行事：
◦新入社員研修
◦施設内研修（毎月）
◦職員面談（年２回）
◦外部研修参加
◦プリセプター面談（１か月、３か
月他）

「特別養護老人ホームあおい荘」を昭和６１年に
へのサービスを行わせて頂いております。大切に
している荘訓は「優しさを心に顔に言葉にも」。
開設し、高齢者介護サービスを中心に事業を行っ
法人ミッション「笑顔に囲まれた安らかな時間
ています。特別養護老人ホーム（90名）、ショー
トステイ（20名）、 （とき）をいつまでも」を掲げ、介護・看護・介
護支援専門員・機能訓練指導員・栄養士・相談員
デイサービス（20
等の多職種が連携し、ご利用者様の生活のサポー
名）
、居宅介護支
トを行わせて頂いています。地域コミュニティセ
援事業に加え障害
ンター和を開設し、介護予防教室や認知症サポー
サービスも実施
ター養成講座等に活用し、今後様々な活動を計画
し、高齢者などサ
しています。
ポートが必要な方

ここに注 目

！

「ひと」を「笑顔」にする仕事をしてみませんか

社会福祉法人 みだらけ福祉会

リニューアル工事も完了し、お客様もスタッフも
より快適に。①新人スタッフには指導担当２名体
制の丁寧なフォロー体制②休みも充実「年間休日
１２０日」
（平成３０年度）③福利厚生も充実「５
年毎に記念旅行」⑤研修が充実、就職してからで
もスキルアップ可能！法人のキャリアパスに基づ
く目標設定と毎月の施設内研修に加え、資格取得
のための自主勉強会「あおい寺子屋」も開催中。
年間を通しての実践的な研修

先 輩 社 員の 声

の活動の企画なども行っています。地域コミュニ
ティセンター和での各種講座や、ＥＭ菌を活用し
たリハビリ農園での活動などを通して、多くのボ
ランティアの皆様のネットワークを広げていきた
いと思います。

勤務地
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医療・福祉

！
！
求む 人生の大先輩である高齢者の皆様等に尊敬
の念を持って接することが出来る方、常に
明るい笑顔でご利用者様に接し、元気にあ
いさつが出来る方。
こんな人

特養 生活相談員 松永 英士さん
人の役に立つ仕事がしたかったこ
と、祖父、祖母と一緒に住んでい
て、高齢者と接することが好き
だったことから、知識、経験共に
無く飛び込みで入った介護の世界ですが、そんな
私を必要として下さる方がいて自信とやりがい
につながりました。ご利用者様と接して、笑顔や
感謝の言葉を頂くことに充実感があります。以前
はデイサービスで介護を行っていましたが、現在
はサービス利用の調整や、ボランテイアの皆様と

文 系

理 系

大学院

大 学

短 大

専 門

既 卒

シャカイフクシホウジン ミヨシカイ

採用データ

静岡県富士市増川510-1

0545-39-0061

人事担当

https://miyoshikai.or.jp/

大塚 渉爾

事業内容紹介
ここに注 目

！

jinji@miyoshikai.or.jp

●初任給（手当含む）
：
210,000円〜（介護職
183,000円〜（相談職
191,000円〜（看護職
170,000円〜（相談職

●勤務地：
富士市
●採用実績（2018年度）：
介護職3名 相談職1名
●インターンシップ

企 業 データ
先 輩 社 員の 声

有（見学型・実習型）

●設立：1996年2月8日
●資本金：―――
●売上高：8億円
●従業員数（単独）：150名
うち正社員：100名
●代表者：
理事長 大塚 芳正

●年間休日：111日
●平均有給消化日数：12.4日
●離職数及び採用数（新卒者）
：
離職0名/採用2名（2015年度）

0名/
0名（2016年度）

0名/
4名（2017年度）

大学卒以上）

大学卒以上）

短大・専門卒以上）

短大・専門卒以上）

●入社後1年間の主な行事：
◦オリエンテーション
◦与薬研修
◦契約研修
◦ＭＳＧ研修
◦エルダー実習１年

富士市東部を中心に4つの施設を運営し、高齢者
介護のサービスを行っております。
職員数は150名、平均年齢44歳の法人です。
法人理念である「地域でのこころ豊かな生活のた
めに」「想いに副う」を掲げ、職員が自ら楽しん
で支援できる環境を整え、ご利用者様へよりよい
サービス提供につなげ、心の豊さの支援ができる
ように取り組んでおります。

えるぼし・ユースエール認定企業です。
法人として職員の「働きやすさ」「働きがい」「成
長」をテーマにとりくんでおります。
正社員の残業時間は平均6.9時間、有給休暇は
12.4日と高い水準の働き方を実現し、さらに職
員の満足度を高め、ご利用者様・ご家族様・地域
の方々へ最高のサービス提供ができるようにつと
めております。

東部地域包括
共感し、また職員の人たちがとても感じがよかっ
支援センター
たため美芳会に決めました。
長橋 亜紀さん
美芳会を選んだ理由
は、高齢者の方ひと
りひとりに寄り添え
！
！
る、抜群の環境から 求む 1年後、 3年後、 10年後のみなさんが目指
す将来を考え、 一緒に成長できるよう対話
です。もともと県外の大学に進学していて就職を
を通じ可能性を拡げていきます。 職員の働
考える際に、学校の先生より静岡の東部が福祉が
きやすさと働きがいと成長を大切にする会
進んでいると聞き、そこから施設見学をしました。
社、 美芳会で一緒に成長していきましょう。
そのなかで美芳会の「想いに副う」という理念に
こんな人

医療・福祉

「働きやす さ 」
「働きがい」
「成長」ができる環境で、想いに副ったサービス提供を実現します。

社会福祉法人 美芳会

勤務地
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文 系

理 系

大学院

大 学

短 大

専 門

既 卒

シャカイフクシホウジン メイコウカイ

静岡県静岡市葵区慈悲尾180番地

054-278-7005

事務局

http://www.meikoukai.or.jp

飯塚 友紀

採用データ

●勤務地：
静岡市葵区
●採用実績（2017年度）：
管理栄養士1名 支援員2名
●インターンシップ

企 業 データ
事業内容紹介
ここに注 目

！

meikoukai@f4.dion.ne.jp

●初任給（手当含む）
：
193,842円〜（支援職 大学卒以上）

192,060円〜（看護師職 大学卒以上）

186,499円〜（看護師職 短大・専門学校３年卒）

181,485円～（栄養士職 大学卒以上）

179,685円〜（支援職 短大・専門学校卒）

168,187円〜（栄養士職 短大卒）

事務員1名

有（見学型・実習型）

●設立：1960年11月18日
●基本財産：6億4,000万円
●売上高：6億4,417万円
●従業員数（単独）：95名
うち正社員：34名
●代表者：
理事長 寺田 千尋

●年間休日：107日
●平均有給消化日数：5日
●離職数及び採用数（新卒者）
：
離職2名/採用2名（2015年度）

0名/
0名（2016年度）

2名/
4名（2017年度）

●入社後1年間の主な行事：
◦新入社員研修
◦職員面談
◦運動会・文化祭・明光会
◦歓迎会・納涼祭・忘年会
◦外部研修参加

先 輩 社 員の 声

ったサービスを提供します。社会福祉法人明光会
では、地域に根ざした視点で、利用者様が安全に、
安心して楽しいひと時を過ごせるよう努めること
を信条としております。
支援員の方は、シフト勤務があります。
遅出勤務13:30～ 22:30（休憩16:00 ～ 17:00）
夜勤勤務19:00～翌6:00（休憩23:00 ～ 2:00）
21:00～翌8:30（休憩2:30 ～ 6:00）

本会は、育児休業・育児短時間勤務等、女性が長
期的に働くことのできる環境整備に努めていま
す。福利厚生面も充実しています。平成27年10
月からは託児所がオープンし、女性がさらに働き
やすい環境を整えています。職員必須研修（救命
救急・防災訓練・感染症等）を行っており、スキ
ルアップができます。本会では、三大行事があり、
運動会（５月頃）、文化祭（夏の暮れ）、明光祭（秋
が終わる頃）が行われます。どの行事も職員、利
用者様並びにご家族の方、地域の方々も楽しめる

行事になっています。

事務局 清水 美智さん
私は入職前、人情に厚い知的
障害者の方々と接したことが
あります。自分も利用者様と
一緒に過ごすことで、人とし
て成長していきたいと思い入
職を決めました。事務員として利用者様と接する
ことのできる時間は限られていますが、感動した
こと、見習いたいと思ったことが数多くありまし
た。それは、先輩方の知識が豊富で、支援が行き
届いているからこそ感じたことだと思います。こ

のような環境で仕事ができることは、自分の成長
に繋がっています。私は、第二種衛生管理者の資
格を取得でき、仕事に活かすことができています。
皆様も自分の持っている力を発揮しつつ、より良
い仕事を目指して一緒に働きましょう。

こんな人

！
！
求む ◦笑顔で挨拶がしっかりとできる方 ◦何事
にも自分から挑戦し、スキルアップをした
い方 ◦人とのコミュニケーションがしっか
りとでき、人と接するのが好きな方は明光
会で充実した仕事を一緒にしませんか。
勤務地

– 375 –

医療・福祉

創立58年の歴史ある知的障害児者の総合支援の
ための社会福祉法人です。4,000坪を超す緑豊か
な生活環境の
中で、利用者
様が穏やかな
生活を送れる
ように、豊富
な日中活動メ
ニューから一
人ひとりに合

本会敷地内に託児所完備。

社会福祉法人 明光会

文 系

理 系

大学院

大 学

短 大

専 門

既 卒

カブシキガイシャ リカバリー

採用データ

静岡県藤枝市末広2丁目8-17

0547-54-4565

人事部

http://recovery-sh.sakura.ne.jp

高橋 雅子

事業内容紹介
ここに注 目

！

info@recovery-sh.jp

●初任給（手当含む）
：
167,997円〜（指導員 専門学校・短大・大卒以上
（福祉以外）
）

179,426円〜（指導員 専門学校・短大・大卒以上
（福祉）
）

189,426円〜（保育士 専門学校・短大・大卒以上）

●勤務地：
藤枝市、焼津市、島田市、牧之原市、御前崎市、菊川市、
掛川市、富士市
●採用実績（2017年度）：
保育士1名
●インターンシップ

企 業 データ

〝みんなが暮らしやすい社会にしよう〟

株式会社 リカバリー

応相談

●設立：2009年10月21日
●資本金：625万円
●売上高：5億1,400万円
●従業員数（単独）：132名
うち正社員：90名
●代表者：
代表取締役社長 坂平 一芳

●年間休日：105日
●平均有給消化日数：10日
●離職数及び採用数（新卒者）
：
離職0名/採用0名（2015年度）

0名/
1名（2016年度）

0名/
1名（2017年度）

●入社後1年間の主な行事：
◦新人研修
◦現場実習
◦専門分野研修

先 輩 社 員の 声

を提供し、ご利用者様の成長に合わせステップ
アップできる仕組みを設けるなど、当社独自のス
タイルでサービスを提供しております。女性職員
の就業支援と地域
貢献の観点から事
業所内保育所も運
営し、働きながら
子育てする女性を
応援しています。

障害児・者支援を通して、社会貢献と自己研鑽、
そして人の役に立つ喜びを得て、自己成長にも繋
がる仕事です。放課後等デイサービスでは毎日子
供達と関わる中で元気をもらえて楽しく仕事をす
ることができ、保護者の方々からも感謝していた
だけるよう職員は日々職務に励んでいます。障害
福祉サービス・保育士等の経験が5年になると、
サービス管理責任者又は児童発達支援管理責任者
の資格を取得するチャンスが与えられます。また
若手でも数年の間に役職につき、活躍されている

方が沢山居ます。事業所間の交流や楽しいイベン
トも行っており、職員同士、地域を超えた繋がり
ができるのも
魅力の一つで
す。

リカバリー花水木
金子 恵美さん
リカバリーには様々な事業所があ
り、研修や応援に行く事で多くの
子どもたちと出会い、普段とは違
う事業所での経験、その中で色々
な支援を学ぶ事ができます。子どもたちと関わる
中で、はじめはわからないことが多く戸惑う事ば
かりでした。しかし子どもたちと関わっていくう
ちに、一人ひとりの個性や良さを知ることができ
ました。大変なこともありますが、毎日の生活の

中で声掛けや手助けをしていくことで、子どもた
ちの成長を感じる事ができとても楽しいです。

！
！
求む ◦子供が好きで、常に笑顔をたやさず人と
接することができる方 ◦日々のルーティ
ンに沿って、周りと協調しながら仕事でき
る方 ◦積極的に知識を習得し、目標を
持って業務に励むことができる方

勤務地
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こんな人

医療・福祉

静岡県志太地区で地域に先駆け、障害児通所支援
事業の放課後等デイサービスを展開し、その実績
から他地区にも事業を広げ、現在東部は富士市か
ら西部は掛川市ま
で１８の事業所を
運営しておりま
す。また指定障害
福祉サービスとし
ての就労継続支援
A型 及 びB型 事 業

文 系

理 系

大学院

大 学

短 大

専 門

既 卒

カブシキガイシャ ル・グラン

静岡県沼津市大岡1043-28

055-955-7776

人事部

http://www.le-grand-gp.jp

小池 翔太

採用データ

●初任給（手当含まない）
：
200,000円〜（総合職）

180,000円〜（介護職（介護福祉士）
）

160,000円〜（介護職（実務者研修）
）

155,000円〜（介護職（介護職員初任者研修）
）

150,000円〜（介護職（無資格）
）

150,000円〜（事務職（日商簿記3級以上）
）

●勤務地：
駿東郡清水町、田方郡函南町、三島市、御殿場市、
伊豆市、沼津市
●採用実績（2018年度）：
介護職4名 事務職1名
●インターンシップ

企 業 データ
事業内容紹介
ここに注 目

！

info@le-grand.co.jp

有（見学型・実習型）

●設立：2008年5月1日
●資本金：1,000万円
●売上高：10億6,900万円
●従業員数（単独）：194名
うち正社員：124名
●代表者：
代表取締役 小池 正治

●年間休日：109 〜 120日
●平均有給消化日数：6日
●離職数及び採用数（新卒者）
：
離職2名/採用3名（2015年度）

1名/
7名（2016年度）

2名/
7名（2017年度）

●入社後1年間の主な行事：
◦新入社員入社式
◦新入社員研修（OFF-JT+OJT/4か月）
◦新入社員フォローアップ研修+面談
◦社内研修・外部研修
◦Year end party !
（LGグループ忘年会）

ル・グラングループは静岡県東部を中心に、有料老
人ホームや訪問介護、 通所介護等の高齢者福祉事
業を展開し、平成30年7月現在では有料老人ホーム
６施設、訪問介護や通所介護等９事業所の運営をし
ています。日々の生活において身の回りのお手伝い
を通じ、 家族のような安心できる時間をお届けして
います。可能な限り住み慣れた地域で、自分らしい
暮らしを人生の最期まで続けてもらいたい。そんな
気持ちをスタッフ一人一人が持っています。また、ル・
グランとしてより多くの方々に「介護の素晴らしさを

届けたい」「期待を超える感動を提供したい」とい
う思いから挑戦し始めた、 静岡県主催ふじのくにケ
アフェスタ2017“介護技術コンテスト”重度排泄部
門にて静岡県Ｎｏ.1となりました。応援してくださる
利用者の皆さまやご家族の皆さま、 多くの同僚の支
えや家族の応援の言葉を励みとし、常に信念を持ち
続けた結果、 今回の受賞
に繋がりました。私たちは
一歩一歩を大切にしなが
ら共に成長し続けます。

□家族や友人、自分の“時間”を大切にしていま
す。
（年間休日109 ～ 120日+有給休暇）
□学びこそが最大の近道。～成長するって、結構
楽しい～（充実の資格取得支援+各種研修制度）
□自分が輝けるステージへ。～将来への“挑戦”～
私たちル・グランは職種の垣根を超え、“相手
にとっての最善”を尽くします。
日々の経験を通じ、ステップアップできる制度
を整え、誰もが“挑戦”（チャレンジ）できる
環境がここにあります。

□あなたの“実力”をかたちに。～成長への追求～
保有資格や実務経験も大切。けれど、それだけ
で「できる」
「できない」を決められるなんて・・・。
そんな社員の声から一つの評価システムが誕生
しました。その名は「ＳＴＡＲ制度」。年に２回、
介護実技試験（ロールプレイング）と筆記試験
を受験し、あらゆる状況においてどんな支援が
出来るか、あなたの実力を“かたち”にします。
※対象：介護職員

先 輩 社 員の 声

勤務地
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就業風

医療・福祉

こんな人

ル・グランガーデン修善寺
た。実際に働いてみると、初めての経験で不安ば
北沢 美玲さん
かりでしたが、一つ一つ丁寧に分かりやすく教え
学生時代、近所に暮らしていたおば
て下さる上司や先輩の指導により習得することが
あちゃんがデイサービスを利用して
できました。思いやりに溢れ、笑顔の絶えないル・
いて、送迎に来ていた介護スタッフさんの優しい
グランで一緒に働いてみませんか？
笑顔と、とても丁寧な対応で笑顔で出かけていく
！
！
姿を見て「憧れ」を抱いたのと同時に介護の仕事 求む ひとり一人の目標や課題に違いはあるけれ
ど、私たちの目指す「ゴール」は一緒です。
に興味を持ちました。多くの高齢者福祉事業の中
“自分らしく”いるための素直な心と、人
からル・グランを選んだ最大のポイントは、ＳＴ
と人とのかけがえのない時間を大切にでき
ＡＲ制度という自分の成長を高められる制度と、
る方を求めています。
企業見学で感じた職場環境と雰囲気の良さでし

ル・グランは共に成長できる仲間を求めています あなたの優しさを〝かたち〟あるものにしませんか？

株式会社 ル・グラン

