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この冊子について

静岡県立大学短期大学部社会福祉学科の皆様、こんにちは！

社会福祉法人静岡県社会福祉協議会内に設置されている

「静岡県社会福祉人材センター」は、福祉・介護・保育に関する無料職業
紹介所です。福祉のお仕事を目指す学生や求職者の方が、自分に合った福
祉の職場探しができるように求人求職情報の提供やマッチングをお手伝い
しています。(※詳細は４ページをご覧ください。)

今年は、新型コロナウイルス感染症の影響で、私たち人材センターや福
祉施設の方が、学生の皆さんにお会いできる機会が限られてしまっていま
す。

「今できること」として、「冊子配布」という形で、学生の皆さんが静
岡県内の福祉施設と出会える、知る機会をご提供させていいただきます。

この冊子が、静岡県立大学短期大学部の学生の皆さんが卒業後に「福祉
の専門職」として活躍するための就職活動の助けになれば幸いです。

ご不明な点などがありましたら、お気軽に静岡県社会福祉人材センター、
もしくは静岡県立大学短期大学部キャリア支援センターにお問合せくださ
い。

社会福祉法人静岡県社会福祉協議会
静岡県社会福祉人材センター
電 話：054‐271‐2110
メール：jinzai@shizuoka-wel.jp

「静岡県社会福祉人材センター」公式ＬＩＮＥアカウントでは、福祉職場
への就職に関するイベント情報などを配信しています。お気軽に友だち追
加をお願いします！



①‐１ 法人ＰＲ冊子を配布
【令和3年1月18日予定】

②－2 ＷＥＢ面談
【令和３年２～３月】
キャリア支援センターが調整
※学生が希望法人を申し出、セン
ターが法人と実施を調整

②－1 見学申込
【令和３年２～３月】
※関心を持った学生が、自ら施設に
連絡し、見学を調整。

(実施は、感染症の状況、施設の対
応方針による)

※県短キャリア支援センターがホスト
出展法人が県短学生に
見てほしい動画を掲載！
※アドレスをお知らせした
人のみの限定公開

①‐２ 動画まとめサイト公開
【令和3年1月18日～4月30日予定】

この冊子を受け取った後の流れ

→アクセス http://shizuoka-wel.jp/kentan/

気になる法人は、静岡県社会福祉人材センター経由で
「福祉の職場インターンシップ」も可能です！
※詳細は６ページ参照











【HOW TO USE】この冊子の見方

✓ この冊子の掲載法人は、この冊子作製に応募した法人です。
※この冊子の掲載法人＝県内の全法人ではありません。

✓ この冊子は、正式な求人票ではありません。関心を持った法人には直接
詳細条件を確認してみましょう。
※直接連絡を取る前に、キャリア支援センターや静岡県社会福祉人材セ
ンターに相談するのもいいでしょう。

〇見込み額です。
〇月給の表記方法は、
法人ごとに違います。
(手当を含むか否か等)

⇒関心あれば、詳細を
確認しましょう。

〇法人理念やPRポイント
を見て、自分に合った法
人を探しましょう。

〇まず、住所や実施事業
等の基本情報を確認しな
がら法人を知りましょう。

〇県立短大卒業生等
先輩職員からの
メッセージ！

〇動画掲載「有」の
法人は特設サイトで
チェック！



【HOW TO USE】特設サイトの見方

→アクセス http://shizuoka-wel.jp/kentan/

【県立大学短期大学部のための特設サイト公開！】
出展法人が県短学生に見てほしい動画を掲載しています
※アドレスをお知らせした人のみの限定公開サイト

掲載を希望した法人の動画が掲載されています。
※YouTubeへのリンク集の形式になります。
サイトへのアクセス＆動画視聴時は、通信料にご注意ください。

【冊子を読んで気になった法人をチェック】
この冊子を読んで、興味を持った法人の動画を
チェックしてみましょう。それぞれの法人の魅力
や職員の雰囲気を知ることができます！
★今回のために作成された動画も多数掲載！

【県立大学短期大学部卒業生等
先輩職員からのメッセージもあります！】
皆さんの先輩からのリアルなメッセージを

視聴して、「働く自分」をイメージしましょう。

http://shizuoka-wel.jp/kentan/


【求人PRページ】INDEX①

法人名 実施事業 法人住所 動画

1
社会福祉法人農協共済中伊豆リ
ハビリテーションセンター

障害者, 回復期リハビ
リテーション病棟 訪
問看護ステーション/
ヘルパーステーション

伊豆市冷川1523-108

2 社会福祉法人城ヶ崎いこいの里 高齢者, 障害者, 児童 伊東市富戸1219-５ 有

3 社会福祉法人見晴学園 障害者
三島市字エビノ木
4745番地

4 社会福祉法人炉暖会 高齢者
沼津市足高字尾上24-
24

有

5 株式会社ウェルビーイング 高齢者 沼津市大岡2262-4

6 株式会社イー・ケア 高齢者
沼津市高島本町16-16
高島本町ビル2階

有

7 医療法人社団勝友会 高齢者 沼津市千本中町19

8 社会福祉法人あしたか太陽の丘 障害者 沼津市宮本5-2 有

9 社会福祉法人春風会 高齢者, 障害者, 児童 沼津市東椎路1742-1 有

10 社会福祉法人信愛会 高齢者, 障害者, 児童、
その他

沼津市中瀬町17-11 有

11 社会福祉法人輝望会 障害者, 児童 沼津市今沢365－1 有

12 社会福祉法人ふじの郷 障害者, 児童
御殿場市神山1925-
322

有

13 社会医療法人青虎会 高齢者
御殿場市川島田1067
番地１

14 医療法人新光会 伊豆平和病院 高齢者
田方郡函南町平井
1690-13

15 社会福祉法人共済福祉会 高齢者, 障害者, 児童
田方郡函南町平井
717-2

16 社会福祉法人函要会 高齢者, 障害者 函南町仁田284-5 有

17 株式会社ビルフィッシュ 高齢者 駿東郡清水町伏見812

18 社会福祉法人湧泉会 高齢者
駿東郡清水町的場
188-6

有

19 社会福祉法人富岳会 高齢者, 障害者, 児童
御殿場市神山1925-
1148

有

20 リヴ・レーダ株式会社 高齢者 富士市高嶺町1-12

21 NPO法人ドリームアカデミー 児童 富士市本市場10-1

22 社会福祉法人真澄会 高齢者
富士市水戸島本町
7‐8

有

23 社会福祉法人芙蓉会 高齢者, 児童,その他 富士市今泉2220 有

24 ㈱富士山ドリームビレッジ 障害者, 児童 富士市依田橋405-1 有

25 特定非営利活動法人シンセア 高齢者 富士市錦町1丁目2-1 有



【求人PRページ】INDEX②

法人名 実施事業 法人住所 動画

26 社会福祉法人御山会 高齢者 富士市瓜島町173番地1

27 医療法人財団百葉の会 高齢者,その他 富士市大渕405-25 有

28 医療法人社団喜生会 高齢者 富士市大淵3898-1

29 社会福祉法人美芳会 高齢者, 障害者 富士市増川510-1 有

30 社会福祉法人誠信会 高齢者, 障害者, 児童 富士市比奈1354

31 株式会社ＥＳ 障害者, 児童 富士市三ツ沢316-4

32 野中東子どもBASE児童クラブ 児童 富士宮市野中東町320

33 あそび空間株式会社
児童, 放課後等デイ
サービス事業（障が
い児通所支援事業）

富士宮市野中東町320

34 社会福祉法人静岡厚生会 高齢者 静岡市葵区北番町17-5 有

35
医療法人社団アール・アン
ド・オー

リハビリ病院、介護
施設

静岡市葵区春日2丁目12-
25

36 医療法人杏林会 高齢者 静岡市葵区籠上8-6

37
NPO法人地域生活支援サービ
ス まあぶる

障害者, 児童
静岡市葵区北安東5丁目
10-3

有

38 株式会社LIFEWORKS 障害者, 児童 静岡市葵区大岩1-6-21 有

39 社会福祉法人天心会 高齢者, 障害者 静岡市葵区長尾89-1 有

40 社会福祉法人 愛誠会 高齢者, 障害者, 児童 静岡市葵区南沼上1815-1 有

41 社会福祉法人東桜会 高齢者 静岡市葵区東527-1 有

42 静岡鉄道株式会社 高齢者 静岡市葵区鷹匠1－1－1 有

43 静岡市役所
各種

静岡市葵区追手町５番１
号

44 有限会社生陽会 高齢者 静岡市駿河区丸子3-7-9 有

45 社会福祉法人静和会 高齢者, 障害者,児童
静岡市駿河区丸子3000番
地の1

有

46 社会福祉法人明光會 障害者
静岡市葵区慈悲尾180番
地 有

47 社会福祉法人 駿河会 高齢者 静岡市葵区富沢1542-39 有

48 社会福祉法人葵会 乳幼児
静岡市葵区俵沢109番地
１

49 社会福祉法人青い鳥 障害者
静岡市駿河区国吉田6丁
目7－24

50 医療法人社団秀慈会 高齢者 静岡市駿河区西脇29-1



【求人PRページ】INDEX③

法人名 実施事業 法人住所 動画

51
社会福祉法人静岡市厚生事業
協会

高齢者, 障害者, 救護
施設

静岡市駿河区小鹿二丁目
25-8

有

52 医療法人社団宝徳会 高齢者
静岡市駿河区小鹿1633番
地の1

53
社会福祉法人静岡手をつなぐ
育成の会

障害者
静岡市駿河区有東2-14-
20

有

54 特定非営利活動法人ほがらか 障害者
静岡市駿河区高松3061-
10

55 社会福祉法人静岡和洋福祉会 高齢者 静岡市駿河区中島2580-1

56 セントケア静岡株式会社 高齢者,障害 静岡市駿河区南町6番16

57
社会福祉法人恩賜財団済生会
支部静岡県済生会

高齢者, 障害者, 児童, 
医療

静岡市駿河区小鹿1-1-1

58 社会福祉法人清承会 高齢者
静岡市清水区承元寺町
1341 有

59 社会福祉法人玉柏会 障害者 静岡市清水区入船町11-1 有
60 社会福祉法人花園会 高齢者, 障害者, 児童静岡市清水区中河内2780

61 有限会社庵原屋 高齢者 静岡市清水区江尻町4-41

62 医療法人社団博恵会 高齢者
静岡市清水区草薙2-24-
15

63 社会福祉法人静清会 高齢者
静岡市清水区折戸5丁目
18-36 有

64 社会福祉法人 正生会 高齢者 焼津市保福島1202番地 有
65 社会医療法人 駿甲会 高齢者 焼津市大覚寺２丁目30-1

66 医療法人志太会 高齢者
藤枝市岡部町内谷
1473‐3

有

67 株式会社クラ・ゼミ 障害者, 児童 藤枝市築地1-16-27 有
68 株式会社アース 障害者, 児童 藤枝市志太５８５－１
69 社会福祉法人島田福祉の杜 高齢者 島田市中河町326-1 有

70
社会福祉法人牧ノ原やまばと
学園

高齢者, 障害者 牧之原市坂部2151-2 有

71 社会福祉法人賛育会 高齢者 御前崎市池新田4094 有

72
御前崎市総合保健福祉セン
ター

高齢者 御前崎市池新田2070 有

73 社会福祉法人正廉会 高齢者
牧之原市片浜１０１３番
地１ 有

74 タップ株式会社 児童 掛川市掛川10
75 社会福祉法人大東福祉会 高齢者, 児童 掛川市下十方3584-1 有

76
社会福祉法人デンマーク牧場
福祉会

高齢者, 障害者, 児童袋井市山崎5902-167 有

77 社会福祉法人遠江厚生園 高齢者 磐田市大久保522-1 有
78 社会福祉法人シオン会 高齢者 磐田市見付2693
79 社会福祉法人斉慎会 高齢者 磐田市西貝塚2111-1 有
80 株式会社いこいの里静岡 高齢者 磐田市大原1911



【求人PRページ】INDEX④
法人名 実施事業 法人住所 動画

81 株式会社ＬＣウェルネス 高齢者 浜松市南区恩地町263

82 株式会社共立スタッフバンク 児童 浜松市中区向宿1丁目8-31

83 ウェル恵明会株式会社
高齢者, 障害者, 児
童

浜松市中区連尺町314-31アー
バンスクエア浜松ビル202

有

84 社会福祉法人聖隷福祉事業団
高齢者, 障害者, 児
童,その他

浜松市中区元城町218-26 有

85 社会福祉法人和光会
高齢者, 障害者, 児
童

浜松市西区和光町517

86 社会福祉法人慶成会 高齢者 浜松市西区大山町2958-1

87 社会福祉法人十字の園
高齢者, 障害者,そ
の他

浜松市北区細江町中川7220-
11

88 医療法人豊岡会 高齢者
浜松市北区三ヶ日町都筑字愛
宕3664番地9

89 社会福祉法人松風 高齢者
浜松市北区三ヶ日町三ヶ日
1148-2

90 社会福祉法人天竜厚生会 高齢者, 障害者,児
童

浜松市天竜区渡ヶ島217-3 有

91 社会福祉法人遠州仏教積善会 生活保護 浜松市中区鴨江3-4-3 有

92 社会福祉法人ひかりの園
高齢者, 障害者, 児
童

浜松市北区根洗町681-5

93 社会福祉法人ほなみ会 高齢者 浜松市南区倉松町593番地 有

94 社会福祉法人三幸会 高齢者, 救護施設
浜松市西区大平台一丁目34-
30 有

95 社会福祉法人復泉会 障害者 浜松市北区三幸町124-7 有

96 遠州鉄道株式会社 高齢者 浜松市中区上島3丁目37-19 有

97 社会福祉法人大善福祉会 高齢者 浜松市浜北区中瀬3829-1 有

98 社会福祉法人八生会 高齢者 浜松市東区安新町61-1 有

99 社会福祉法人峰栄会 高齢者, 障害者, 児
童

浜松市東区小池町38番地の1 有

100 セントケア・グループ 高齢者,障害者
東京都中央区京橋2丁目8番地
7号 読売八重洲ビル5階

101 ウェルビー株式会社 障害者, 児童
東京都中央区銀座2-3-6 銀座
並木通りビル7階

102 株式会社ベストライフ 高齢者
東京都新宿区西新宿2-6-1
新宿住友ビル29階

103 株式会社アスモ介護サービス 高齢者
東京都新宿区西新宿2-4-1
新宿NSビル25階

104 ＳＯＭＰＯケア株式会社 高齢者

東京都品川区東品川4-12-8
品川シーサイドイーストタ
ワー12階

有

105 株式会社ツクイ 高齢者
神奈川県横浜市港南区上大岡
西１丁目6－1

有

106
株式会社ユニマット リタイア
メント・コミュニティ

高齢者
東京都港区北青山二丁目7番
13号 プラセオ青山ビル

有



社会福祉法人
農協共済中伊豆リハビリテーションセンター

法人本部住所 伊豆市冷川1523-108

担当者氏名 事務部総務課 杉村 慶明（スギムラ ヨシアキ）

連絡先電話番号 0558-83-2111

メールアドレス yo-sugimura@janrc.or.jp

ホームページ http://www.janrc.or.jp

実施事業 障害者支援施設 回復期リハビリテーション病棟

事業所名
中伊豆リハビリテーションセンター（伊豆市冷川）
伊東の丘（伊東市岡）
訪問看護ステーションあおぞら（駿東郡長泉町）

法人理念：最高の質の追求と自立支援に向けたサービスの提供
～広げよう自立の心と支援の輪～

ＰＲポイント‼

令和４年４月 雇用条件
※「短大卒、正規職員」（見込み）

月給 基本給178,200円＋各種手当

賞与 年2回（夏・冬）

福利厚生 社会保険完備・財形・職員互助会

年間休日数 130日

週休数 週休2日

募集職種 介護職員

必要な資格 介護福祉士

その他 単身寮・世帯寮完備

動画掲載
有・無

★職員からのメッセージ

塩谷 愛美（しおや いつみ）
【福祉部相談支援課：2006年採用】
静岡県立大学短期大学部
社会福祉学科介護福祉専攻 卒業

県短の皆さん、こんにちは！
在学中は介護保険施設しか知らなかった私で
すが、“リハビリの専門的な視点”が入った障
害者支援の奥深さに魅力を感じ入職しました。
多職種と連携することで自身の学びも増え、
施設の介護士として就職した私も、今は相談
員として地域に出向く仕事を担当しています。
笑顔の絶えない施設で、子育てにも理解のあ
る職場なので、こんな私でも仕事と育児が両
立できています！
「私と一緒に利用者さんの笑顔の花を
咲かせませんか？」

•ジョブローテーションによって、医療・福祉・介護保険、様々な介護のキャリアを積む

ことができます！介護職員として様々なステージを経験できる強みがあります。

福祉と医療と介護が一体の、総合リハビリテーション施設です

•医師・看護師・訓練士など多職種と共同することで様々な視点・価値観を学ぶことがで

きます。そこで得た知識や技術は、自身のスキルアップに繋がります。

多職種協働の職場だからこそ、見える介護があります

•年次有給休暇は入職日から付与します！育休＆産休はもちろん、介護休暇・子の看護休

暇も完備。職員寮は単身寮4,000円。年間休日は130日！趣味も仕事も頑張れます！

充実の福利厚生を用意。プライベートも輝かせよう！

１



動画掲載
有・無

２



社会福祉法人見晴学園

法人本部住所 三島市字エビノ木4745番地

担当者氏名 山本秀臣

連絡先電話番号 055-985-2241

メールアドレス kansuikai@guitar.ocn.ne.jp

ホームページ http://kir250520.kir.jp/

実施事業 高齢者 障害者 児童 その他

事業所名 みはらしの里(三島市)、みはらしの丘(三島市)

法人理念：『一人ひとりのおもいのために』
～共に笑い、共に歩む～

• 短大卒の頼れる先輩職員が多数在籍しています。

短大卒の方、多数在籍

• 仕事をしながら資格取得をした職員へ助成金を支給しています。

資格取得助成金を支給しています

• 育休＆産休のほか、時短勤務もあり、子育てをしながら仕事ができます。

育児休業＆産前産後休業の取得実績多数

ＰＲポイント‼

令和４年４月 雇用条件
※「短大卒、正規職員」（見込み）

月給
166,400円(無資格者)
171,600円(有資格者)

賞与 4.5か月分

福利厚生 交通費、住居手当(上限あり)

年間休日数 年間 109日

週休数
概ね週休2日(1ヶ月単位での
変形労働時間制を採用して
いるため)

募集職種 生活支援員

必要な資格 普通自動車免許

その他
正規職員以外の雇用形態も
あり

動画掲載
有・無

★職員からのメッセージ

木村麻琴（きむら まこと）
【生活支援員：2019年採用】

障害者支援施設で生活支援員として働
いています。仕事は大変なこともあり
ますが、同年代の職員も多く、上司や
先輩も話しやすい方々で心強いです。
利用者の健康面に配慮しながら、笑顔
を引き出せるよう日々支援にあたって
います。
やりたい仕事を見つけるのは大変だと
思いますが興味のある方は、まず見学
などをしてみるとよいと思います。

３



法人本部住所 沼津市足高字尾上２４－２４

担当者氏名 永田 ひろ子（ナガタ ヒロコ）

連絡先電話番号 055-927-3939

メールアドレス Tokuyou 2@rodankai.com

ホームページ http://www.rodankai.com

実施事業 高齢者

事業所名 特別養護老人ホーム炉暖の郷（沼津市）

• 内部の勉強会や外部研修でスキルアップ。新人職員はパートナー制で安心

質の高い介護のためにスキルアップ

•休みが多いので充実したワークライフバランスが取れます

年間休日122日、有給消化10日

• 「お互い様」という社内風土で人間関係はとても良いです。職員の為のイベント

で交流（新年会・ボーリング大会・職員旅行等）

福利厚生も充実しているので働きやすい職場環境

令和４年４月 雇用条件
※「短大卒、正規職員」（見込み）

月給 204,800円（手当含む）

賞与 3,5か月（年間）

福利厚生 各種保険、産育休、介護休

年間休日数 122日

週休数 週休2日

募集職種 介護職

必要な資格 普通自動車、介護福祉士

その他 昇給年1回

動画掲載
有・無

★職員からのメッセージ

江崎 孝哉
（特養ユニット長2016年採用）

入職してから結婚、子供も授かり充実した
日々が送れています。福利がしっかりしている
ので育休も取らせてもらいました。法人や仲
間に感謝です。

山田 夏希
（特養介護職2019年採用）

毎日楽しく仕事をしています。休みも多く仲間
も皆優しいので、私も利用者様に優しく接する
ことができます。
介護は奥が深いので難しいこともありますが
段々面白く思えます。

ロゴ
マーク 社会福祉法人 炉暖会

法人理念：「和・創造」地域に根ざした福祉の創造を目指し、利用者
様に豊かで和やかな暮らしを提供します

４



株式会社

ウェルビーイング

法人本部住所 沼津市大岡2262-4

担当者氏名 人事・人材開発課 達橋

連絡先電話番号 055-928-6121

メールアドレス jinji@w-being.jp

ホームページ http://www.w-being.jp/

実施事業 高齢者福祉事業

事業所 沼津市・静岡市・富士市・裾野市・駿東郡清水町（グループ会社含む）

法人理念：敬愛・創造・貢献
私たちは常に「敬愛」の念を持ち人に喜ばれる福祉サービスの「創造」を
通じて豊かな社会の実現に「貢献」します

•介護付有料老人ホーム・グループホーム・小規模多機能ホーム・訪問介護・デイサー

ビス・居宅など様々なサービス形態があり“自分のやりたい福祉”ができます🌟

①豊富なキャリアステージ✨

•有給休暇取得率73％･育児休業取得率100％･残業時間月5時間以下などプライベートと

仕事をしっかり分けた働き方が可能です🤗

②働き方改革🎵

•資格取得支援制度や国家試験の受験対策勉強会などの福利厚生や、接遇マナー研修・

キャリアアップ研修など個人が成長できるような制度を多く導入しています💪

③充実した福利厚生・研修制度

🙆ふれあいグループ自慢のポイント🙆

令和４年４月 雇用条件
※「短大卒、正規職員」（見込み）

月給 210,900円（基本給161,900円）

賞与 年2回（7月･12月）

福利厚生 社宅制度、退職金制度など

年間休日数 年間108日

週休数 月9日公休（シフト制）

募集職種 総合職（介護）

必要な資格 不問

新卒入社
2020年5名 2019年8名
（グループ会社合算）

動画掲載
有・無

★先輩からのメッセージ

静岡県立短大卒業 Ｆさん
【介護職員】

学校で学んだ事を活かし働いています。
今はリーダーを目指し、日々勉強中で
す。ぜひ一度見学に来てください☆

ロゴ
マーク

ホームページ・ＳＮＳぜひご覧ください
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株式会社イー・ケア

法人本部住所 沼津市高島本町16-16 高島本町ビル2階

担当者氏名 大石 明佳（オオイシ ハルカ）

連絡先電話番号 055-924-5218

メールアドレス hohishi@e-care.co.jp

ホームページ https://www.ecare-recruit.com/

実施事業 高齢者

事業所名

【住宅型有料老人ホーム】フローレンス南箱根（函南町）・りなの森（沼津市大諏訪）・フローレンス
川島田（御殿場市） ・フローレンス新富士（富士市）・フローレンス富士の郷（富士宮市）【グルー
プホーム】イー・ケア中里（富士市）・イー・ケア座間（神奈川県座間市）【訪問介護事業所】ポプラ
訪問介護ステーション南箱根（函南町）・・ポプラ訪問介護ステーション沼津（沼津市）・きらら訪問
介護ステーション（御殿場市）・わくわく訪問介護ステーション富士（富士市）・ポプラ訪問介護ス
テーション富士宮（富士宮市）・ポプラ訪問介護ステーション中里（富士市）・あおい訪問介護ステー
ション（沼津市）【福祉用具事業所】ゆい介護用品（富士市）【居宅介護支援事業所】あおい居宅介護
支援事業所（沼津市）・あおい居宅介護支援事業所御殿場（御殿場市）・あおい居宅介護支援事業所三
島（三島市）・あおい居宅介護支援事業所富士（富士市）【デイサービス】わくわくデイサービス富士
宮（富士宮市）・デイサービス イー・ケア中里（富士市）

法人理念：あらゆる利用者に安定した老後と
その人らしい生活を提供します。

•15年連続黒字の安定経営が自慢です。

県内有数の財務が安定した会社です

•家財の付いた一般住宅を会社から割安価格で賃貸できる社宅制度があります。

初めての一人暮らしでも安心の一人暮らし支援制度

•静岡県の介護企業で初めての、くるみんマーク認定企業。今年4回目の取得。

子育てサポート企業として認定されています

Ｐ
Ｒ
ポ
イ
ン
ト
‼

令和４年４月 雇用条件
※「短大卒、正規職員」（見込み）

月給
介護福祉士保有者 215,300円
その他 204,100円

賞与 年2回（夏季・冬季）

福利厚生
健康保険、雇用保険、厚生年金、
労災保険等の各種社会保険完備

年間休日数 公休月9日

週休数

募集職種 事務職・介護職・管理栄養士

必要な資格 普通自動車免許

動画掲載
有

★職員からのメッセージ

大石 明佳（オオイシ ハルカ）
【営業課兼人事課：2016年採用】

イー・ケアでは、職員それぞれの得意
なこと、マスターしたことから業務の
幅を広げていくので、誰一人として同
じ仕事をしていません。それぞれの、
経験や趣味・特技を生かした業務があ
ります。様々なことに挑戦し、その人
ならではの働き方ができることが魅力
だと思います。

６



医療法人社団勝友会

法人本部住所 沼津市千本中町19番地

担当者氏名 松山卓行

連絡先電話番号 055-934-6000

メールアドレス sunshizuura@minos.ocn.ne.jp

ホームページ http://care-net.biz/22/sun-shizuura/

実施事業 高齢者 障害者 児童 その他

事業所名
介護老人保健施設サン静浦

法人理念：地域の皆様が安心して福祉・医療が受けられる地域に必要とさ
れる施設を目指します。

• 長く勤める方が多いです。人間関係が良好で笑顔が大事。

チームワークが大事

• 子育て世代を応援。短時間勤務やお休みなど最大限サポートします。

育児も仕事も大丈夫

• 退勤時間通りに帰れます。急なお休みにも対応します。

業務の見直しをしています。

ＰＲポイント‼

令和４年４月 雇用条件
※「短大卒、正規職員」（見込み）

月給 176,000円（別途手当あり）

賞与 年2回（7月、12月）

福利厚生 交通費･住宅手当(上限あり)

年間休日数 112日

週休数 週休二日制

募集職種 介護職員

必要な資格 介護福祉士(取得見込含む)

その他 有資格者への手厚い手当

動画掲載
有・無

★職員からのメッセージ

増山亜穂架（県立短大2015年卒）
【介護福祉士：2016年採用】
介護のしごとは、この先20年30年

と需要が増える産業であり、また、大
きく変わっていく産業です。将来介護
を目指す皆さんには、活躍できる場が
広がっていく産業だと思います。
私は卒業後違う分野に就いていまし

たが、今一度介護の仕事がしたいと考
えて今の職場で頑張っています。施設
や事業所様々ありますが、見学やイン
ターンシップで働いているスタッフさ
んや利用者様を見て感じ取って く
ださい。今は楽しいです。

７



社会福祉法人あしたか太陽の丘

法人本部住所 沼津市宮本５番地の２

担当者氏名 八栁正和（やつやなぎ まさかず）

連絡先電話番号 ０５５－９２３－７８５０

メールアドレス soumu@a-taiyou.jp

ホームページ http://www.a-taiyou.jp/

実施事業 障害者

事業所名
あまぎ学園、かぬき学園、ワークスとおがさ、ワークスとおが
さ（沼津市） 富士見学園（富士市）

法人理念：私たちは、障がい者の自立した生活を目指す開かれた社会福祉
法人として、利用者の尊厳と主体性を重んじ、一人ひとりの権
利擁護と自己実現に向けた支援に努めます。

• 健康で明るく、人と接することが好きな方でしたら大歓迎！

無資格でも構いません。社内教育が充実しています。

• 国家公務員に準じ、毎年必ず昇給します！

きちんとした給与体系が維持されています。

• 職員の定着率や、有給休暇の取得率がとても高いです！

子育てや介護との両立を支援する福利厚生制度が充実

注目‼

令和４年４月 雇用条件
※「短大卒、正規職員」（見込み）

月給 198,762円（固定給）

賞与 536,308円（1年目）

福利厚生 交通費、住居手当など

年間休日数 110日

週休数 週休二日制

募集職種 支援員

必要な資格 普通自動車免許

その他 所持資格に応じた手当あり

動画掲載
有

★先輩職員からのメッセージ

久能由梨果（くのう ゆりか）
【総務企画課事務員：2013年採用】

（社会福祉学科卒業）

私は、施設で３年間支援
員として勤務し、現在は総
務企画課の事務員として勤
務しています。障害のある
方を対象とした、作業や一
般就労に向けて支援を行う
施設、介助や日常生活の支援等をする施設
等、様々な種類の施設があります。利用者
の方々との関わりが楽しく、その中からた
くさんの新しい経験を得ることができ
ています。

８



社会福祉法人春風会

法人本部住所 沼津市東椎路1742-1

担当者氏名 石川 迅

連絡先電話番号 055-967-1166

メールアドレス shunpuukai@mail.wbs.ne.jp

ホームページ https://shunpuukai.com/

実施事業 高齢者・障がい者・児童

事業所名
特別養護老人ホームあしたかホーム他（沼津市、伊豆市、伊豆
の国市）
あまぎ・なかいず認定こども園（伊豆市） 他、約60事業実施

法人理念：2016年に認定こども園と介護・障がい者福祉施設などを合わせた複合施
設を新たに開設。地域住民が交流・憩いの場として利用できるようなカフェも併設、
新しい福祉の流れを創造し続けています。

•私たち春風会は、離職率が低く、そして新卒で入職した職員の定着率が高いことが特徴で

す。その理由は、細部にまでこだわった教育研修制度・資格支援制度にあります。

離職率6.5％ 充実の資格支援制度、職員の定着、育成には自信あります

•「よい介護はよい家庭から」をモットーに、プライベートや家庭の幸せなしに仕事の成功

はないという考えのもと、働いている職員はもちろん、その家族も大切にしています。

よい介護はよい家庭から ワークライフバランスで仕事と生活にゆとりを

•法人内のすべての特別養護老人ホーム、デイサービス等で、タブレット端末を利用した介

護記録の電子化を推進。職員の負担軽減、サービスの向上にも積極的に取り組んでいます。

ＩＣＴの推進。時代にとらわれない新しい福祉を想像します

ＰＲポイント‼

動画掲載
有

★職員からのメッセージ

わたしたち社会福祉法人春風会は、静
岡東部地域で最大規模・女性復帰率
90％・資格取得支援・入社日に有給付
与など、プライベートと仕事を両立し
ながら、福祉のプロを目指せる職場で
す。静岡県の優良介護事業所表彰を受
賞するなど、長く働き続けることがで
きる環境整備に力をいれ、事業所内に
企業内託児所を設置。そして充実した
福利厚生、資格取得支援制度と合わせ
働きやすい職場環境にも力を入れてい
ます。

採用担当チーム一同

令和４年４月 雇用条件
※「短大卒、正規職員」（見込み）

月給 １６９，９００円(基本給)

賞与 約４か月分

福利厚生 交通費、住宅手当(上限あり)

年間休日数 年間 １１０日

週休数 週休 ２日（シフト制）

募集職種 介護職員、保育教諭

必要な資格
介護職員不要
保育士(幼稚園教諭、保育士資格)

その他 奨学金返済支援制度

９



社会福祉法人 信愛会

法人本部住所 沼津市中瀬町17番11号

担当者氏名 植松 ゆみ

連絡先電話番号 0545-71-4350

メールアドレス y.uematu@shinai-kai.jp

ホームページ http://www.shinai-kai.jp

実施事業 高齢者 障害者 児童 その他

事業所名

天間荘・丘ホーム・ひかりの丘・富士わかば保育園（富士市）
ぬまづホーム・和みの郷・戸田デイサービスセンター
かぬき保育園・しんあい保育園（沼津市）
土肥ホーム・認定こども園あゆのさと（伊豆市）

法人理念： 愛・信頼・貢献

•人材育成委員会が入社後1年間をサポートします。また、キャリアに応じた研修や、

独自のコミュニケーション向上研修など研修制度が整っています。

職員が自らの能力を発揮し安心して働けるよう育成に力を入れています

•広域で多彩なサービスを展開しているので、引越しや結婚、出産など各人の事情や

希望に対応可能で長く働き続けることができます。

ワークライフバランスを大切に希望や適性に合わせた働き方が可能です

•産休や育休も取得しやすく、資格取得支援制度、奨学金返済補助制度、永年勤続表

彰などがあり入社後も安心です。

充実した福利厚生制度で入社してからも安心です

ＰＲポイント‼

令和４年４月 雇用条件
※「短大卒、正規職員」（見込み）

月給 179.500円

賞与 法人全体平均3.7ヵ月

福利厚生 処遇改善・通勤・住宅手当等

年間休日数 年間 110日

週休数 週休二日制

募集職種 介護職員

必要な資格 介護福祉士

その他

動画掲載
有

★職員からのメッセージ

中平 有香
（なかだいら ゆか）
【天間荘介護主任】
【2016年採用】

入社当初は不安もありましたが、約1ヶ
月の研修を行っていただいたので、戸惑
うことなく業務に携わることが出来まし
た。職員同士の声掛けや、「ありがと
う」が多い職場だと感じています。これ
からも周りの人を笑顔に、自分も笑顔で
楽しく仕事をしていきたいと思い
ます。
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社会福祉法人 輝望会

昭和49年小規模作業所よりスタートした輝望会はゆっくり確実に、人と人の
繋がりを大事に進んできました

この生命とおとし一人ひとりのこの生命
かけがえのない大切な生命

法人本部：沼津市今沢365－1
ＴＥＬ：055-969-0225
E-MAIL：honbujimu@kiboukai.or.jp

ＨＰ：https://www.kiboukai.or.jp

令和４年４月雇用条件短大卒/正規職員(見込み)

月給 166,800円

賞与 4.8か月分

福利厚生
交通費、住宅手当(上限あり)、資格手当、
奨学金返済応援・特別住居手当(2年間20,000円)

年間休日数 年間110日

週休数 週休2日

募集職種 生活支援員・児童指導員

必要な資格 保育士(児童指導員)

その他 入所施設は夜勤手当(7,000円/回) ※平均4回

シャカイフクシホウジン キボウカイ

★採用担当者から

西野 弘樹
にしのひろき
(法人本部
採用担当)

小規模作業所設立から４６
年、確実に歩みを続けてき
た輝望会は「人が好き」な
法人です。職員も利用され
る方も地域の方も含め人と
人が支え合いながら運営し
てきた「柔らかい」雰囲気
が特徴です。是非一度お会
いし当法人の魅力をお話で
きたらと思います。

充実した
職員研修

資格取得
応援体制

産休育休
取得

100％

奨学金
返済応援

特別住居
手当

個人毎の
キャリア
形成

充実した
退職金
制度

働きやすさを全力で
バックアップします！

実施事業：障害福祉
事業展開：１３事業１１事業所を沼津市・伊豆の国市にて展開中
（児童から成人まで入所・就労・相談支援など多岐に渡ります）
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社会福祉法人ふじの郷

法人本部住所 御殿場市神山1925-322

担当者氏名 小林不二也(コバヤシフジヤ)

連絡先電話番号 0550-87-1747

メールアドレス satuki@yr.tnc.ne.jp

ホームページ http://www3.tokai.or.jp/satukigakuen/

実施事業 障害者 放課後等デイ 生活介護 グループホーム

事業所名
＜さつき学園・神山さつきの森・けやき坂（御殿場市）ふじあ
ざみ(富士市)＞

法人理念：自閉症者が生きやすい社会にするため啓発・研究・情報発信を
行います。自閉症者が社会適応できるための援助をします。

• お子さんの急な体調不良などにも勤務の配慮することが定着している

希望休が取りやすく子育てとの両立が可能

• 基本給のほか各種手当(通勤・扶養・住居・勤続・運転・年末年始)支給

賞与支給実績年間4,5ヶ月分

• 公務員に準ずる安定した雇用形態

景気に左右されない安定した雇用

ＰＲポイント‼

令和４年４月 雇用条件
※「短大卒、正規職員」（見込み）

月給 169,200円

賞与 4,5ヶ月分

福利厚生 通勤・住居・扶養・資格

年間休日数 115日

週休数 週休2日制

募集職種 生活支援員・保育士等

必要な資格
必須ではないが社会福祉
士・保育士

その他 正規職員以外の雇用形態も可

動画掲載
有

★職員からのメッセージ

木村友美（平成21年入職）

さつき学園 生活支援員

高校の福祉科卒業後、就職しました。施
設実習で障害者の方々と過ごす楽しさを知
り、この世界にグッと引き込まれ、就職し
て5年目の年に結婚した事をきっかけに退
職し、夫と共に海外生活を送っていました。
1年後に夫婦そろって帰国することになり、
さつき学園へ再就職しました。結婚３年目
で妊娠し、産前産後休暇、育児休暇を経て、
職場復帰しました。現在は育児、家事、仕
事と慌ただしく過ごしていますが、周りの
職員に支えられながら、のびのびと働けて
います。私にとってさつき学園は、まるで
第二の実家のように温かい職場だと感じて
います。
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社会医療法人 青虎会

法人本部住所 御殿場市川島田１０６７番地１

担当者氏名 人事労務部 髙橋

連絡先電話番号 ０５５０－８９－９９５３

メールアドレス h-takahashi@toranomon.or.jp

ホームページ http://www.toranomon.or.jp

実施事業 高齢者

事業所名
介護老人保健施設 あすなろ（御殿場市）
介護老人保健施設・介護付き有料老人ホーム 菜の花の丘
（駿東郡小山町）

法人理念：最良の医療・介護・福祉で支え、愛をもって寄り添う

• フジ虎ノ門グループとして、病院・老健・特養・グループホーム・介護付き有

料老人ホーム・ケアハウス等を運営しており、様々な介護サービスを学ぶことが

できます。

グループで多数の施設を運営

• 育児時短勤務制度あり。グループで保育園も運営しており、子育てしな

がら働きやすい環境です。

女性の育児休暇取得率１００％

ＰＲポイント‼

令和４年４月 雇用条件
※「短大卒、正規職員」（見込み）

月給 １５５，０００円

賞与 平均4.0ヶ月（業務考課制）

福利厚生
処遇改善加算（加算区分1）
寮完備、住宅手当、技能手当、
無料駐車場あり

年間休日数 １２５日

週休数 ４週８休制

募集職種 介護職員

必要な資格 不問

その他
介護福祉士は
月給１６０，０００円

動画掲載
有・無

★職員からのメッセージ

社会医療法人青虎会は
利用者様の視点を忘れず
に、愛情を持って寄り
添ってまいりました。

これからも職員一人ひ
とりが地域福祉を担う一
員であるという自覚を
もって、貢献していきま
す。
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医療法人新光会

伊豆平和病院

法人本部住所 神奈川県川崎市麻生区万福寺１－１－１－４０２

担当者氏名 土屋 高之（ツチヤ タカユキ）

連絡先電話番号 055-974-1355 （伊豆平和病院代表☎）

メールアドレス h.saiyou@shinkohkai.jp

ホームページ http://izuheiwa-hp.jp/

実施事業 高齢者 障害者 児童 その他

事業所名 伊豆平和病院（田方郡函南町）

法人理念：私たちは、良心的かつ良質な医療・介護の提供を大切な使命と
し、地域のために、そして地域と共に生きる病院を目指します。

• 2018年11月に新築した本館に地域医療連携室があります。建物のイメージカ

ラーであるワイン色の落ち着いたデザインの明るい空間で仕事に取り組めます。

2018年に新築した明るくきれいな職場

• 他部署との良好な関係は、毎日の仕事を楽しくしてくれます。

部署間のコミュニケーションはとても良好

• 法人と病院がスタッフの働きやすさを重視しています。

年間休日113日、保育所完備、寮完備、福利厚生充実

ＰＲポイント‼

令和４年４月 雇用条件
※「短大卒、正規職員」（見込み）

月給 １９８，０００円以上

賞与 年2回4.5ヶ月（前年度実績）

福利厚生
交通費、資格手当、保育所
有、寮有、職員食堂完備他

年間休日数 年間113日

週休数 週休２日制

募集職種 医療ソーシャルワーカー

必要な資格
不問
社会福祉士あれば尚可
普通自動車免許あれば尚可

動画掲載
無

★職員からのメッセージ

森田有紀（もりたゆき）
地域連携室主任：2016年採用

人と関わりながら考え、学び、活かせる仕
事です。一人で考えずに一緒に考えて助け
合えるチームを目指しています。地域や多
職種との連携・協働を意識し、みんなをつ
なぐ『架け橋』になって、患者さんや地域
に貢献したいと考えています。もちろん自
分自身も大切にしなければ良い架け橋には
なれません。時間外もほとんどないので、
子育てと家事をして、夜はゆっくり夫婦で
お酒を呑みながら映画鑑賞をする時間もあ
り、自分の時間・家族との時間も
大切にできます。

ロゴ
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社会福祉法人

共済福祉会

法人本部住所 田方郡函南町平井７１７－２

担当者氏名 加藤 智之（カトウ トモユキ）

連絡先電話番号 ０５５－９７８－４１００

メールアドレス kato@kyosaifukushikai.jp

ホームページ http://kyosaifukushikai. jp/

実施事業 高齢者 障害者 児童

事業所名 ・介護老人福祉施設「伊豆白寿園」
・障害者支援施設「伊豆ライフケアホーム」

法人理念： 私たちは常に利用者と心とこころのふれあいを大切に

思いやりのある福祉の実践に全力を尽くします

ＰＲポイント‼

令和４年４月 雇用条件
※「短大卒、正規職員」（見込み）

月給 １７１,７００円

賞与 約４か月分

福利厚生 交通費、住宅手当(上限あり)

年間休日数 年間 １２０日

週休数 週休 ２日

募集職種 介護職員

必要な資格 介護福祉士、普通自動車免許

その他 正規職員以外の雇用形態も有

動画掲載無

★職員からのメッセージ

秋山由里子（あきやま ゆりこ）

【伊豆ﾗｲﾌｹｱﾎｰﾑ：介護福祉士】
【出身】静岡県立大学 短期大学部

私は今、入社3年目で障害者支援施設で働

いています。和気あいあいとした楽しい職

場です。１年間は先輩がついて仕事を教え

てくれ、安心です。利用者とのコニュニ

ケーションを大切にして取り組み、やりが

いと笑顔をもって楽しく仕事をしています。

ぜひ私たちと一緒に仕事をしましょう。

•年齢の近い先輩がマンツーマンで仕事を教えるので、何でも気軽に相談できます。
タブレット端末による記録ソフト、インカム等を導入し働きやすい環境です。

• 函南町役場や社会福祉協議会、NTT東日本伊豆病院と隣接し、緑豊かな恵
まれた立地状況です。伊豆縦貫道とのアクセスも良く、車通勤に便利です。

• 高齢者、障害者や障害児に対して、入所施設が３つ。通所事業、訪問介護
や相談支援事業など、地域ニーズに応える事業を幅広く展開しています。

総合的な福祉事業を目指しています

函南町の中心で、立地条件は最高

入社後のフォローとICT、福祉機器の積極的な導入
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社会福祉法人

函 要 会

法人本部住所 田方郡函南町仁田284-5

担当者氏名 望月正規 (モチヅキ マサノリ)

連絡先電話番号 055-970-1127

メールアドレス
tokuyou@buna-no-mori.jp

ホームページ
http://www.buna-no-mori.jp

実施事業 社会福祉事業（特別養護老人ホーム）

事業所名
特別養護老人ホーム函南・ぶなの森
特別養護老人ホーム韮山・ぶなの森

法人理念：地域に貢献・環境を重視・挑戦の精神・未来に展望・笑顔で介護

ＰＲポイント‼

令和４年４月 雇用条件
※「短大卒、正規職員」（見込み）

月給 173,900円

賞与 5.8か月分

福利厚生 給食費補助・慶弔祝い金有

年間休日数 年間 107日

週休数 週休 2日

募集職種 介護職員

必要な資格
介護福祉士受験資格があれば
望ましい

その他 電車通勤可能

動画掲載
有・無

★職員からのメッセージ
特養ユニットサブリーダー
山田茅乃（やまだ ちの）
【2019月年採用】

県立短大卒業後ぶなの森に就職し、
３年目になります。仕事は大変なこと
もありますが、県短で学んだことを十
分に生かせる職場なので、やりがいが
あり楽しく働いています。ユニット型
なので利用者様一人一人に寄り添い、
職場の仲間と意見を出し合いながら常
により良い介護を目指しています。
残業もほぼなく仕事と私生活の両

立ができるので毎日充実してい
ます。

•介護福祉士取得のための実務者研修、喀痰吸引研修

を実施しております。

人材育成によるスキル向上を目

指します。

•子育てと仕事の両立、育児休暇、介護休暇が取得し

やすい環境を備えています。

ワークライフバランスを大事に

考え推進しています

•介護事業のほか、障害福祉事業、配食サービス、子

ども食堂への支援、認知症カフェなどを実施してい

ます。

福祉事業の拡充を図っています
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株式会社ビルフィッシュ

法人本部住所 駿東郡清水町伏見812

担当者氏名 大川 美佐子（オオカワ ミサコ）

連絡先電話番号 055-983-1502

メールアドレス info@billfish.biz

ホームページ https://billfish.biz

実施事業 高齢者 障害者 児童 その他

事業所名
グループハウス富士宮（富士宮市）
住宅型有料老人ホームかつらぎの風（伊豆の国市）

法人理念：【福祉事業を通じて社会貢献の推進をめざします。】
幸せとは何か生きる意味って何か、幸せとは感動し、感動させることと同
義と考えこの志が経営理念の原点となっております。

• 資格支援や産前産後の支援、手当て等でバックアップ

資格支援、産休産後支援、手当て等が充実してます。

• 正社員、登録社員、パート社員等自分に合った働き方ができます。

自分のライフスタイルに合った勤務が可能です。

• 県域での福祉講習会等の参加推進で福祉施設職員との交流ができます。

【県域での福祉事業連携】

ＰＲポイント‼

令和４年４月 雇用条件
※「短大卒、正規職員」（見込み）

月給 215,000円（介護福祉士）

賞与 業績による

福利厚生 交通費、食事手当等

年間休日数 107日

週休数 月9日休み(28日の月は8日)

募集職種 介護職員（ヘルパー）

必要な資格
初任者研修等 普通自動車
免許

その他 正社員以外の雇用形態も有

動画掲載
有・無

★職員からのメッセージ

高橋 登志枝（たかはしとしえ）
【統括部長：2014年採用】

静岡県域のより良い福祉をめざし日々
努力や切磋琢磨しています。
職場の仲間は勿論、会社全員でやれる
事は全部やろうの全員野球で仕事に立
ち向かってます。
毎日感動、毎日やりがいを職員全員の
合言葉です。
休日には自分の趣味やスポーツでリフ
レッシュしメリハリのある生活を心が
けています。

ロゴ
マーク17
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社会福祉法人富岳会

法人理念：健 心 愛

• 児童から高齢者まで幅広く事業運営しているので様々な専門性に対応できます。

幅広い分野で事業を展開。興味のある分野で働けます

• 限定正社員制度を導入。ライフワークバランスが実現できます。

ライフステージに合わせた働き方が選択できます

• 経験・職種別の研修が充実。資格取得支援制度もあります。

研修が充実しているのでキャリアアップが目指せます

ＰＲポイント‼

令和４年４月 雇用条件
※「短大卒、正規職員」（見込み）

月給
支援員２０４，４００円
介護員２０６，４００円(夜勤有)

賞与 ３．８ヵ月

福利厚生
交通費、住宅手当(上限あり)、育児介
護休業制度、退職金制度有

年間休日数 年間１１３日

週休数 週休２日(シフト制)

募集職種 支援員、介護員

必要な資格 普通自動車免許

その他
多様な働き方が選択できます。研
修も充実。

動画掲載
無

★職員からのメッセージ

市川 雅子（いちかわ まさこ）
【法人採用担当：１９９１年採用】

法人全体で約５００人の職員が働いて
います。職種や勤務地は様々ですが、
大きな法人ならではの強みを生かし、
全体で、または種別ごと、職種ごとに
勉強したり協力したりしながら業務に
あたっています。仕事は先輩職員がプ
リセプターとして親切に指導しますの
で、安心です。育休取得実績も高く、
女性が長く、生き生きと働らける職場
です。

法人本部住所 御殿場市神山1925番地の1148

担当者氏名 市川 雅子

連絡先電話番号 055-965-1122

メールアドレス fugaku-dls@fugakukai.com

ホームページ http://www.fugakukai.com/

実施事業 高齢者 障害者 児童

事業所名

富岳の園･ｱｰｸﾋﾞﾚｯｼﾞ富岳（御殿場市）、富岳の郷（御殿場市）、
富岳学園（御殿場市）、富岳裾野学園（裾野市）、
富岳保育園（御殿場市）、富岳台保育園・富岳南保育園・富岳
キッズセンターあい（裾野市）、ｵﾚﾝｼﾞｼｬﾄｰ富岳（御殿場市）
富岳一ノ瀬荘・富岳ダイヤモンドライフすその（裾野市）
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リヴ・レーダ株式会社

法人理念：

• 鍼灸整骨院が併設されており国家資格を持った機能訓練士と利用者様の機能改

善を目指して業務を行います。

機能訓練に特化したデイサービスです。

• グラーダとはスウェーデン語で内面からわきあがるかがやきを意味します。

職員、利用者共に目標にむかって頑張っています！

• 育休・産休の他、時間単位での有給取得可。年末年始休業有。

育児休暇・産前産後休暇の取得実績多数。

ＰＲポイント‼

令和４年４月 雇用条件
※「短大卒、正規職員」（見込み）

月給 163,000円～

賞与 会社の経営状態による

福利厚生 交通費、処遇改善加算支給(上限有)

年間休日数 115日

週休数 週休2日

募集職種 介護スタッフ(キャリアアップ有)

必要な資格 特になし

その他 正規職員以外の雇用形態も有

動画掲載
無

★職員からのメッセージ

渡邊 麻美（わたなべ あさみ）
【介護職員：2015年採用】

私達は、常にご利用者様に楽しく安心
して過ごしてもらえるよう、頑張って
います。大変なお仕事ではありますが、
「ありがとう」の言葉や笑顔をいただ
き、皆様に必要されていると実感でき
ます。たくさんの会話もあり、気づい
たら身近に、感じている。そんな幸せ
のある仕事だと思います。職場の仲間
と、やりがいを感じながら楽しい環境
の中で働いています。

法人本部住所 富士市高嶺町1-12

担当者氏名 神尾 隆文 (カミオ タカフミ)

連絡先電話番号 054-552-8357

メールアドレス kamio@livleda.com

ホームページ https://www.livleda.com/wp/

実施事業 高齢者（地域福祉）

事業所名
デイサービスグラーダ高嶺町（富士市）
デイサービスグラーダ元町(富士市)
デイサービスグラーダ小泉（富士宮市）
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NPO法人
ドリームアカデミー

法人本部住所 富士市本市場10-1

担当者氏名 菊地嗣

連絡先電話番号 ０５４５－８８－２３２３

メールアドレス haikara0810@outlook.jp

ホームページ https://haikara0810.i-ra.jp/e1005039.html

実施事業 高齢者 障害者 児童 その他

事業所名
＜事業所名（市区町名）を記載＞
多機能型事業所はいから
（児童発達支援 / 放課後等デイサービス）富士市

法人理念：この法人は、援助を必要としている障がい児（障がい者含む）
が、自分らしく生きていくために、本来の力を発揮できるよう個を尊重し
たプログラムを設計し、様々な分野の人たちと繋がり、活発な交流が行わ
れ、障がい児（障がい者含む）が、より楽しく安心して過ごせる社会づく
りに寄与することを目的とする。

• 集中力を高められるよう、訓練室と学習室は別々の棟にあります。

訓練室が、６２㎡ 学習室は９．６２㎡（学習室は別棟）

• 絵画教室やサッカー教室、イベントや遠足など様々です。

週末のワークショップは、盛りだくさん！

ＰＲポイント‼

令和４年４月 雇用条件
※「短大卒、正規職員」（見込み）

月給 １８０，０００円

その他賃金 処遇改善手当etc.

福利厚生 交通費、自家用車送迎手当

年間休日数 ８５日

週休数 日曜日、その他

募集職種 介護支援員

必要な資格 普通自動車免許

その他
正規職員は、理事の任命と
なります。

動画掲載
有・🈚

★職員からのメッセージ

＊＊ ＊＊（＊＊ ＊＊＊）
【職種、職名：＊＊＊＊年採用】

★はいからからメッセージ

菊地 嗣（きくち つぐし）
【児童発達支援管理責任者】

仕事は、大変なこともありますが、職
場の仲間と一緒に考え、話し合い、取
り組んでいるので、やりがいをもち、
楽しく仕事をしています。放課後等デ
イサービスはいからでは【挨拶をし
ましょう】【ルールやマナーを守り
ましょう】 【ハイと返事をしましょ
う】を子供たちの基本理念とし、様々
な分野の人たちと繋がりを持たせ
楽しく安心して過ごせることが
できるよう努めております。
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社会福祉法人 真澄会

法人本部住所 富士市水戸島本町7-8

担当者氏名 杉山 慎

連絡先電話番号 0545‐65‐1165

メールアドレス m.sugiyama@kajimanosato.com

ホームページ http://kajimanosato.com/

実施事業 高齢者 障害者 児童 その他

事業所名
特別養護老人ホーム 加島の郷（富士市）
特別養護老人ホーム ディアナの郷（富士市）

法人理念：おもいやりの心と優しい手

•社会人１年目は不安いっぱいですよね？でも安心してください。面倒見の良い先

輩が優しく仕事のノウハウを教えます♪

一人前に仕事ができるまで先輩職員がしっかりサポート！！

• ご利用者を笑顔にするためにはまずは自分の笑顔が大切。たっぷり休日で、

自分時間を楽しみましょう！！

年間休日１１７日プラス有給休暇でたっぷり休日。しっかり持てる自分時間♪

• ほぼ毎年県短の先輩が入職しています。様々な部署で活躍していますよ♪

県短の先輩活躍中！同年代の職員も大勢いるので安心♪

ＰＲポイント‼

令和４年４月 雇用条件
※「短大卒、正規職員」（見込み）

月給 171,384円(プラス夜勤手当6000円/回)

賞与 5.3か月（前年度実績）

福利厚生
各種社会保険完備（雇用・労災・健
康・厚生年金）慶弔見舞金・産前産
後休暇・育児休暇・介護休暇等

年間休日数 117日

週休数 2日

募集職種 介護職

必要な資格 介護福祉士・社会福祉主事

その他

動画掲載
有・無

★職員からのメッセージ

杉山 由佳（すぎやま ゆか）
【ユニット型特養 副主任：2007年採用】

利用者様が日々楽しく暮らしていただ
けるような支援を常に考えて仕事して
います。辛いことや大変なこともあり
ますが、同僚や多職種とも協力し、利
用者様の笑顔が見られた時楽しい時間
を共有出来た時にとてもやりがいを感
じています。
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社会福祉法人芙蓉会

法人本部住所 富士市今泉2220

担当者氏名 塩谷仁代（シオヤ ヒトヨ）

連絡先電話番号 0545-55-1118

メールアドレス houjinhonbu@fuyoukai.org

ホームページ http://www.fuyoukai.org

実施事業 児童 高齢者 その他

事業所名

法人本部、乳児院恩賜記念みどり園、児童養護施設ひまわり園、
地域小規模児童養護施設ひろみ、企業主導型保育事業さくら保育園、
特別養護老人ホームみぎわ園、ショートステイみぎわ園、
デイサービスセンターみぎわ園、ふようデイサービスセンター、
看護小規模多機能みぎわの里、ふよう居宅介護支援事業所、
富士市吉原西部地域包括支援センター

法人理念：隣人愛自分を愛するように、あなたの隣人を愛せよ

有給休暇とは別に法人独自の季節休暇があり年間40時間を取得可能です。
休暇制度を上手に利用できます。

プライベートと仕事の両立

年に一度の人事考課制度により業務成績が反映され昇給していきます。

毎年の昇給性！

芙蓉会ＰＲポイント‼

月給

・205,400～212,800円

＊児童養護施設ひまわり園＊
特殊業務手当・・7,800円
宿直手当・32,400円(9回)含む

＊乳児院恩賜記念みどり園＊
特殊業務手当・・7,800円
宿直手当・25,400円(5回)含む

賞与 4.45か月分

福利厚生
交通費、住宅手当（上限あり）
奨学金返済支援手当

年間休日数
年間109日
うち40時間は時間単位での休暇
取得可能制度があります。

募集職種 保育士

必要な資格 保育士

動画掲載
有・無

★職員からのメッセージ★

髙嶋月菜（たかしま つきな）
【児童養護施設ひまわり園 保育士】

様々な事情で家庭と離れて生活する子
ども達の生活や自立に向けての支援に
努めています。
ひまわり園の良さは、一人の子ども

と長くじっくり付き合って寄り添える
ことです。子どもと楽しい時も辛い時
も一緒に過ごしてきました。子どもと
一緒に生活しているからこそ、成長を
見続けることができます。担当の子ど
もたちとはずっと一緒にいたいです。
是非サポート体制万全でお待ちし
ています！

令和4年4月雇用条件：短大卒、正規職員（見込み）
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株式会社 富士山ドリームビレッジ

法人本部住所 富士市依田橋405-1

担当者氏名 工藤久夫 (クドウヒサオ)

連絡先電話番号 0545-30-7575

メールアドレス kudo@the-people.net

ホームページ http://www.dream-village.net/

実施事業 高齢者 障害者 児童 その他

事業所名

焼津DV、清水DV、DS清水、富士宮DV、駿東DV、本社(富士)
各地区に放課後等デイサービス、就労支援の各事業所あり
※ DV：ドリームビレッジ、DS：ドリームステップ

法人理念：～安心・安全・安泰を創造し社会提案を行い続ける～
・障がい者よし・地域よし・社員よし

•休みたい時に、休める企業を目指し、社員を増員。目標は、有休消化率100％！

有休消化率68.4％

• 家庭と仕事の両立を目指し、時短勤務、残業ゼロ等、働き易さを追求！

育児休業制度を利用した女性社員、全員復職

• 東日本大震災や、新型コロナ等、景気や経済の変動が大きい中でも安定し

た事業運営を行っています。

14年連続、増益増収拡大を続けています。

ＰＲポイント‼

令和４年４月 雇用条件
※「短大卒、正規職員」（見込み）

月給 180,000円～

賞与 年２回(8・12月)、2.5ヶ月

福利厚生 資格手当・交通費・住宅手当

年間休日数 年間休日108日

週休数
週休2日(月間９日休)
※日曜定休

募集職種
児童指導員
(放課後等デイサービス)

必要な資格 保育士

その他
就労支援員も募集します。
アルバイト募集中です。

動画掲載
有・無

★職員からのメッセージ

西村満里奈(にしむらまりな)

【児童指導員：2017年採用】

保育実習で障害児と出会い、資格が
活かせて、障害児の将来を見据えた療
育を行っているので入社を決めました。
富士山ドリームビレッジは、楽しく

自分を出せる会社です。先輩は教育熱
心なので、日々成長を感じます。
又、育児休業後、全員復職している

のも魅力で、有休も取りやすく、とっ
ても働きやすいです。
それに、勤務地が選べるので、自宅

から通えるのもGOODです。
是非、一度見学に来て下さい。
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特定非営利活動法人シンセア

法人本部住所 富士市錦町1丁目2-1 シンセアビル錦町3階

担当者氏名 近藤伸子（コンドウノブコ）

連絡先電話番号 0545-57-2940

メールアドレス sincere-newgrads@npo-sincere.org

ホームページ https://www.npo-sincere.org/

実施事業 高齢者 障害者 児童 その他

事業所名
グループホームたみの里-清水(清水区)、グループホームたみの里-静岡与
一(葵区)、グループホームたみの里-向敷地(駿河区)、他富士市、長泉

法人理念：生き生き生きる

令和４年４月 雇用条件
※「短大卒、正規職員」（見込み）

月給 基本給：166,975円

賞与 年3回

福利厚生
交通費、グループ内賃貸ア
パート割引制度など

年間休日数 年間105日（有休含まず）

週休数 週休 2日（シフト制）

募集職種 介護・総合職

必要な資格
普通自動車免許（AT限定可）
※取得見込OK

その他 夜勤手当等は別途支給

動画掲載
有・無

★職員からのメッセージ

一ノ瀬 美里（いちのせ みさと）

【介護職員：入社2014年採用】

日常を変わらず、その人らしく過ごしてい
ただく為に何ができるかを考えサポートす
るプロでありたい。それを一緒になって考
えてくれる人がいる。
自分自身、今いる上司やスタッフと出逢え
て良かったと思えています。
記憶は薄れていくかもしれない、その中で
も笑顔で楽しいと思える時間を一緒に。
「出来ることならやるよ」とお手伝いをし
てくださる入居者様と、たまに冗談を言っ
て大笑いをして明るく楽しく元気に
過ごさせてもらっています。

大切なものは何ですか？

VISION：大切な人の大切な人を大切にする

個々のペースに合わせた研修、

毎日交換日記のように担当者

と近況報告をして悩み相談、

定期的な同期との合同研修な

ど新卒対象のサポートが充実

しています。

役職や年齢、年数問わず、

全職員対象のイベントを定期

的に行っています。

今はコロナ禍でオンラインイ

ベントのみですが、通常は

様々な内容を行っています♪

「ホーム長」「ケアマネ」

「リーダー」「管理部」

「経営企画室」などなど…

様々なポジションを目指せる

チャンスがあります。

自身のなりたい姿を掴むため

にぜひ挑戦してください！

新社会人応援プラン 定期的に全施設対象の
交流イベント開催♪

自らチャンスを掴む

★PRポイント★
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社会福祉法人 御山会

法人本部住所 富士市瓜島町173番地1

担当者氏名 宮﨑 實 （ミヤザキ ミノル）

連絡先電話番号 0545-54-5400

メールアドレス Info-mizuho@po3.across.or.jp

ホームページ http://mizuhocare.or.jp

実施事業 高齢者 障害者 児童 その他

事業所名
＜事業所名（市区町名）を記載＞
みずほ園

法人理念： 御利用者様とかかわる時間を大切にします。
職員の質の向上を目指し、よりよいサービスを提供します。

• 富士市役所が近くにあり、各種届にも大変便利です。

Ⅰ

• 常に安心の介護を大切にして、品質の高いサービスの提供を目標として介護を

必要とされる高齢者の皆様とともに日々豊かなスローライフを求め続けます。

Ⅱ

• 通勤手当（上限あり）と無料駐車場完備により楽々通勤が出来ます。

Ⅲ

ＰＲポイント‼

令和４年４月 雇用条件
※「短大卒、正規職員」（見込み）

月給 １７９，０００円(諸手当含む）

賞与 ２ケ月分（前年実績）

福利厚生 交通費(上限あり)無料駐車場あり

年間休日数 １０６日

週休数 週休２日

募集職種 介護職員

必要な資格 初任者研修or介護福祉士

その他 正規職員以外の雇用形態も有

動画掲載
無

★職員からのメッセージ

鈴木 里美（スズキ サトミ）
【生きがいデイサービス：

2015年採用】
私は今の仕事が好きです。
私達の施設は、大規模ではありません。
職員数も多くないので仕事の守備範囲
は広いです。それが☆遣り甲斐☆でそ
れを☆励み☆にみんな笑顔で頑張って
います。
私達の目標は、ご利用者様も笑顔にな
ることです。
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法人本部住所 富士市大渕405-25

担当者氏名 法人管理部 新卒担当 望月・佐野

連絡先 TEL：0120-278-228 MAIL：saiyou_new@momoha.or.jp

ホームページ https://www.momohanokai.jp/

実施事業 高齢者 その他に病院・クリニックも運営

事業所名

富士市 ・湖山リハビリテーション病院
・介護老人保健施設 ききょうの郷 他 8事業所

富士宮市・デイサービスセンター百葉富士宮 他 2事業所
静岡市 ・介護老人保健施設 鶴舞乃城

・介護老人保健施設 星のしずく 他 4事業所
伊東市 ・百葉介護センター わかば
東京 ・銀座医院 他 9事業所
神奈川 ・カーサしんゆりフランシア

月給
介護職：200,900円～(介護福祉士)
相談員：214,400円～(社会福祉主事)

賞与 年2回(7月・12月) 決算賞与(3月)

手当
住宅手当・夜勤手当（1万円/1回）
通勤手当・送迎手当・日曜祝日手当
特定処遇改善手当 など多数ｱﾘ

福利厚生
院内保育室 リゾート施設利用
奨学金返済補助制度（1万円迄/月）等

休日数 年間休日数:113日(月8～10日休み)

必要資格

普通自動車運転免許(AT限定可)
介護職：不問 ※介護福祉士大歓迎!
相談員：社会福祉士・社会福祉主事

介護福祉士

動画掲載
有

★職員からのメッセージ

2019年入職
【介護職】Kさん
配属先：
湖山リハビリ
テーション病院

百葉の会は成長できる法人です。
最初は1日の流れや患者様のことなど、覚
えることが多くて失敗してしまうことも
あり、上手くいかないことばかりでした。
でも百葉の会は新人一人に指導者が一人
ついて何でも聞いて、どんなことも言え
る環境を作ってくれます。この法人に就
職してよかったです！

百葉の会医療法人財団

湖山医療福祉グループ 理念

自らが受けたいと思う医療と福祉の創造

湖 山 医 療 福 祉 グ ル ー プ

個性豊かな
施設ばかり!

同期は50名以上!

充実の研修＆ｻﾎﾟｰﾄ!

クッキングスタジオのある施
設、温泉旅館みたいな施設な
ど面白い職場がズラリ!

2020年には57名の職員が入職。
たくさんの仲間と共に、一緒
に学び成長できる環境があり
ます。君は、一人じゃない！

新入職員研修、2年次研修に加
え、ケア研修、階層別研修、
職種別研修と常に成長し、最
新の知識を学べる職場です。

1,700人の
職員と

施設を運営!

※令和4年4月雇用見込み
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医療法人社団喜生会

法人本部住所 富士市大淵3898-1

担当者氏名 人事課 原田

連絡先電話番号 0545-36-2211

メールアドレス y.harada@shinfuji.or.jp

ホームページ https://shinfuji.or.jp

実施事業 高齢者 障害者 児童 その他

事業所名
新富士病院・ヒューマンライフ富士・新富士ケアセンター・喜
あつはら

法人理念：富士山の恵みに感謝し、地域の皆様と共に歩む

保育所完備！

•子育てと仕事の両立がはかれ

ます。

•子供を職場近くに預ける安心

感があります。

•近年、産休・育休の取得率

100％です。

個々のやる気を応援！

•院内・外部研修へ積極的に参

加する事ができます。研修費

や交通費は法人負担です。

•キャリアパス制度の導入を

行っています。（介護科）

患者様とじっくり向き合っ

た看護・介護の提供！

•慢性期の病院ならではの一人

一人の患者様と長期にわたっ

たお付き合いとなります。患

者様の個を大事にしています。

ＰＲポイント‼

令和４年４月 雇用条件
※「短大卒、正規職員」（見込み）

月給 196,333 円～ 219,466円～

賞与 4.5ヶ月分

福利厚生
交通費、住宅手当・家族手
当（条件有）

年間休日数 113日

週休数 4週8休

募集職種 介護職員 相談員

必要な資格
介護福祉士
尚可

社会福祉士

その他

動画掲載
有・無

★職員からのメッセージ

市川 愛海
【支援相談員 2020年採用】

入所されてから退所されるまで利用者
様をサポートし、家族や関係機関、専
門職との連携が一番大事な仕事です。
予定していた業務と急な業務の対応を
しなければならない事もありますが、
先輩方がフォローしてくれ、とても良
い職場です。
学ぶ機会も多く沢山の知識が得られま
すし、毎日が充実しており、とてもや
りがいがあります。
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法人本部住所 富士市増川510-1

担当者氏名 五十嵐・大塚（いがらし・おおつか）

連絡先電話番号 0545-39-0061

メールアドレス jinji@miyoshikai.or.jp

ホームページ https://miyoshikai.or.jp

実施事業 高齢者 障害者

事業所名
特別養護老人ホームすどの杜・風の杜／養護老人ホームするが荘
デイサービスセンターはまかぜ／すどデイサービスセンター
富士市東部地域包括支援センター

社会福祉法人美芳会

法人理念：地域のこころ豊かな生活のために／想いに副う
運営方針：職員の「働きやすさ」「働きがい」「成長」を大事にします

•年平均13日の取得しやすさと働き方に合わせた柔軟な取得方法が魅力です。

入社初日14日付与の有給休暇＆1時間単位の有給取得可能

•月に1度の1on1面談し、一緒に目標達成をすることで成長を支援します

個々の目標設定と成長を支える1on1面談

•「プラチナくるみん」「プラチナえるぼし」「ユースエール」の取得企業です。

働きやすさの優良企業としての認証取得

ＰＲポイント‼

令和４年４月 雇用条件
※「短大卒、正規職員」（見込み）

月給 194,360円（時給1130×172ｈ）

賞与 年2回 3.64か月

福利厚生
退職金共済／住宅手当／通
勤手当／資格手当

年間休日数 年107日

月休数 月9日

募集職種 介護職員／包括職員

必要な資格 不問（資格があれば尚可）

その他 働き方等随時相談可能です

動画掲載
有・無

★職員からのメッセージ

長橋 亜紀（ながはし あき）
【包括職員／社会福祉士：2018年採用】

漠然と就活をするのではなく、まずは
自分と向き合うことが大切！「これが
やりたい」という核になることが見つ
かれば、選択肢が見えてきます。企業
（法人）の理念は、その企業（法人）
の思い。自分の思いと合うところが
見つかると自分の目指すことが
実現しやすいと思います。
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社会福祉法人 誠信会
群生和楽（ぐんじょうわらく）

～すべての人々の幸せのために～法人理念

わたしたちは、ご利用者様・ご家族の方、地域住民の皆さん・・

そして、法人で働く職員の幸せを大切にしている社会福祉法人です。

福利厚生の充実！

資格取得支援・奨学金支援制度

ワークライフバランス！

職員の家族とも幸せづくり

働き方改革！

2020年全施設オンライン化

★県立短大OBへインタビュー★

２０２０年４月入職
特別養護老人ホーム かたくら明和園 ケアワーカー 吉野樹さん

①誠信会を選んだ理由は？？
児童・介護・障がい・相談部門があり、福祉のプロフェッショナルが
目指せると思ったからです。
②仕事でのやりがいは？？
ご利用者様の心身の状態や気持ちを汲み取り、結果が出た時です。
私は、社会福祉専攻で介護の知識ゼロでしたが、介護技術が向上した時
もうれしいです。
③後輩に一言メッセージ！！
コロナ禍ではありますが、就職説明会やセミナーに参加し、ご自身の
「目」と「耳」で理解を深めてください。

求人情報

募集職種：福祉職
（保育士・ケアワーカー・支援員他）

基本給 ：170,700円
賞 与 ：年2回支給
手 当 ：通勤・資格・扶養・子育て応援手当他
休 日 ：月9日（2月は8日）
福利厚生：資格取得支援・奨学金支援制度

・勤続表彰・被服サポート等

法人情報

実施事業：児童養護施設・小規模保育所・
児童家庭支援センター・
特別養護老人ホーム・小規模居宅
介護・障害者支援施設・生活介護
事業・障害者グループホーム・
地域包括支援センター 等

備 考：ユースエール認定企業
くるみん認定企業

お問い合わせ
社会福祉法人 誠信会 法人本部
採用担当 松田（マツダ）三枝（サエグサ）
住所 富士市比奈1354
電話 0545-38-1941 メール h-saegusa@seishinkai.infohttps://www.seishinkai.info/

動画掲載 なし
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• 言われた事をやるだけではなく、自分の意見やアイデアを話す、相談する、実

行するが、すぐに出来る会社です。

小さい会社だから、働くみんなが主役！

• 有給、突然の休み、家族の介護や本人の調子。社内での支え合いあっての

チームワークですよね。相談し易さも大事な環境だと考えます。

支え合うのは職員同士も！

• 利用者の成長と共に、私達も成長が求められます。より良い支援を提供し

たい。地域の役に立ちたい。そんな想いで頑張っています！

未来を共に

株式会社ＥＳ
法人本部住所 富士市三ツ沢３１６－４

担当者氏名 遠藤光彦

連絡先電話番号 0545-78-1690

メールアドレス nanagoume@rx.tnc.ne.jp

ホームページ https://nanagoume.i-ra.jp/

実施事業 高齢者 障害者児童 その他

事業所名
富士市 放課後等デイサービスななごうめ・ななごうめ今泉・
ななごうめ１９

法人理念：～地域に愛され 心満たされる未来を共に～
・私達は、障がい者福祉の担い手として、本人と家族の幸せを共に描き、共に歩みます
・私達は、「社会」と「福祉」の懸け橋となり、地域に福祉の輪を広めていきます
・私達は、関わるすべての人との縁を大切にし 感謝の想いと謙虚さを忘れず

地域から必要とされる企業であり続けます

令和４年４月 雇用条件
※「短大卒、正規職員」（見込み）

月給 170,000～190,000円

賞与 年２回／(昨年実績２ヶ月分)

福利厚生 交通費支給

年間休日数
社内カレンダーによる
年末年始、GW、お盆休み有
有給使用率高いです

週休数 ２日（平日の祝日は営業）

募集職種 児童支援員（保育士優遇）

必要な資格 普通自動車免許、保育士等

動画掲載
有・無

★職員からのメッセージ

労働時間が１日７時間なので、
疲労感も少なく、自分の時間を確保しや
すいです。また朝の出勤が１０時半なの
で、ゆっくり１日をスタートできます。
休みに関しても取得しやすく、仲間同士
で支え合うのが会社の方針でもあるので、
親の介護や家族の事で、各自が相談しな
がら行っています。
仕事は子供達に囲まれて、楽しさ、大

変さ、責任を感じながらですが、仲間と
助け合いながら頑張れる職場です。
ご興味を持って頂いた方は、是非見学

だけでも良いので、皆さんのお越しをお
待ちしております。

31



32 動画掲載
無



あそび空間株式会社

法人本部住所 富士宮市野中東町320

担当者氏名 平林 直樹

連絡先電話番号 0544-21-3335

メールアドレス MKB@axel.ocn.ne.jp

ホームページ https://mkbase.org/

実施事業 高齢者 障害者 児童 その他

事業所名
＜事業所名（市区町名）を記載＞
富士宮子どもBASE

法人理念：自然に親しみ思いっきり遊べる時間、空間、仲間を
つくることをめざします。

• 趣味や特技を療育に活かしながらプログラムを作成できます。

あなたの好き・得意が活かせるかせる仕事です

• 子どもと一緒に成長できる仕事です。

個性を引き出し、個性に学び、個性を磨く

• 連携している地域の社会資源の仕組みを知ることができます。

地域のつながりや社会福祉を学べる

ＰＲポイント‼

令和４年４月 雇用条件
※「短大卒、正規職員」（見込み）

月給 140,000円

賞与 5,000円～50,000円

福利厚生 交通費実費支給

年間休日数 １１１日

週休数 週休２日

募集職種 保育士

必要な資格 保育士、普通自動車免許

その他 正規職員以外の雇用形態有

動画掲載
無

★職員からのメッセージ

平林 直樹
（ひらばやし なおき）
【児童発達管理者
：2017年採用】

以前は東京で働いていました。
縁あって富士宮市に移住し、水や空

気がおいしい環境で働けることをうれ
しく感じています。
児童福祉の仕事は、日々学びや気づ

きの連続です。一つ一つ向き合いなが
ら、自分の糧にして、一緒に成長しま
せんか？

33



法人本部住所 静岡市葵区北番町17番地５

担当者氏名 江田仁・平澤雅美

連絡先電話番号 054-272-1100

メールアドレス hojin@shizuoka-kosei.or.jp

ホームページ https://www.shizuoka-kosei.or.jp/

実施事業 高齢者 障害者 児童 その他

事業所名
特別養護老人ホーム 厚生苑 清流の郷（静岡市葵区）
特別養護老人ホーム 厚生苑 新緑の郷（静岡市葵区）

法人理念：私たち法人は、幾年月人生を重ねてこられた人々の幸せを願い、心癒され
る豊かな暮らしの実現を目標に社会福祉法の理念に則り、安定した経営・地域への貢
献・適切な支援を業務の基本とします。

• 多い年間休日 119日、希望休制度による無理のない勤務体制、子育て支援

働きやすい職場です。

•年齢給と職能給による基本給と資格・夜勤などの各種手当の支給、調整手当

充実の給与体系です。

•研修の費用や資格取得の為の支援、外部研修などの積極的な受講の推進等

資格取得支援制度があります。

ＰＲポイント‼

令和４年４月 雇用条件
※「短大卒、正規職員」（見込み）

月給 220,300円（資格有）

賞与 年間3.0ヶ月分以上

福利厚生 交通費、退職金制度 他

年間休日数 119日

週休数 週休 2日

募集職種 介護職員

必要な資格 無資格も可

その他
正規職員以外の雇用形態有
月給：夜勤手当4回/月分含む

動画掲載
有

★職員からのメッセージ

大高美沙希（おおたかみさき）
【介護職員：2017年採用】

静岡県立大学短期大学卒業後、入職し
ました。利用者様と接する際、相手の方
の体調や気持ちを考え、寄り添ったケア
ができるように意識しています。
また、私のいるフロアでは、日々の仕事
の中で、改善したほうがいいと思ったこ
とを職員同士で気軽に話し合える環境に
あり、働きやすいと思っています。
大変なこともありますが、休日も充実し
ており、やりがいのある仕事だと感じて
います。
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医療法人社団 アール・アンド・オー

法人本部住所 静岡市葵区春日町２丁目１２－２５ ２Ｆ

担当者氏名 亀井 二朗・岩井 静香

連絡先電話番号 054-653-2333

メールアドレス promo@r-and-o.online

ホームページ http://www.r-and-o.jp/

実施事業 介護老人保健施設、リハビテーション病院

事業所名
＜事業所名（市区町名）を記載＞
介護老人保健施設 エスコートタウン静清 他

法人理念：私達の医療・介護は「身体の自立」「精神の自由」を通じて、
生きるすばらしさを実感していただくことからはじめます。

•介護福祉士やケアマネージャーなど資格を受けるための外部講師を招いた研修

の開催や、その際の受講料支援を行います。

キャリアアップ支援

•中途・新卒に関わらず、入職したスタッフには先輩スタッフがプリセプターとして付き、

マンツーマンで指導を行います。

プリセプター制度

•海外における取組について積極的に学び、現場の業務に生かします。

先端技術を習得する海外研修制度

ＰＲポント‼

令和４年４月 雇用条件
※「短大卒、正規職員」（見込み）

月給
基本：170,400円
夜勤5回･住宅手当対象の場合229,400円

賞与 2か月分、別途決算賞与

福利厚生
住宅手当（上限3万円）または単身寮
ハワイ海外研修、企業内保育園
企業内確定拠出年金・積立NJSA奨励金制度

年間休日数 113日

週休数 週休2日制

募集職種 介護職

必要な資格 特になし

その他 別途、介護職処遇改善加算金あり

動画掲載
有・無

★職員からのメッセージ

萩原 桃（はぎわら もも）
【介護福祉士：2015年採用】

新卒で入職し、今年で６年目になり
ます。今年、介護福祉士の資格を取得
できたので、以前の自分より自身を
もって仕事に取組むことができていま
す。
就職した当初はプリセプターという

身近な存在になってくれる先輩がいて
安心できました。プリセプター以外の
先輩方にも相談しやすい環境があり、
横のつながりがある職場です。
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医療法人

杏林会 リハビリパーク駿府・清水

法人理念：

新しい時代の高齢者介護「リハビリパーク」新しいリハビリテーションの提案

動画掲載

無

★職員からのメッセージ

I・A

【支援相談員：2010年採用】

地域に貢献するため、私たちは働いてい

ます。ひとりひとりの理想的な日常をサ

ポートし、喜びは、「人とのふれあい」に

あります。利用者と相互に協力しながら、

一つの目標をクリアしたときの達成感な

ど、計り知れないほどの大きさがありま

す。技術や知識もさることながら、自分自

身の人間としての成長にもつながると信

じています。

■豊かな福祉社会を求めて

「自己決定の尊重」「継続性の尊重」「残存能力の尊重」

・・・高齢者ケアの３原則を基本理念としながら、人々が安心して歳を重ね,高齢期においても

誇りをもって暮らせる社会、また年齢や障害の有無に関わらず誰もが自由で独立した存在と

して尊重される豊かな福祉社会の形成を求めて日々努力を重ねています。

『リハビリパーク』は医療法人杏林会が運営を手がける高齢者介護施設の総称です。

青森県八戸市を起点とし、現在東北・関東・東海地区に施設を展開しております。

法人本部住所 青森県八戸市小中野2-5-12

担当者氏名 リハビリパーク 駿府 藁科(ワラシナ)

連絡先電話番号 054-266-3611

メールアドレス sunpu@rehabili-park.com

ホームページ http://www.rehabili-park.com/

実施事業 介護保健老人施設

事業所名 リハビリパーク駿府・リハビリパーク清水

令和４年４月 雇用条件
※「短大卒、正規職員」（見込み）

月給 ２３５，０００円

賞与 ２．５月分

福利厚生 交通費、住宅手当(上限あり)

年間休日数 年間 １０８日

週休数 週休 ９日

募集職種 支援相談員・介護員

必要な資格 社会福祉士、社会福祉主事任用、
普通自動車免許

その他 正規職員以外の雇用形態も有
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ＮＰＯ法人

地域生活支援サービスまあぶる

法人本部住所 静岡市葵区北安東5丁目10-3

担当者氏名 望月晃次 川口花恵

連絡先電話番号 054-246-9523

メールアドレス marble.m@nifty.com

ホームページ http://marble-m.main.jp/m-wordpress2/

実施事業 高齢者 障害者 児童 その他

事業所名
＜事業所名（市区町名）を記載＞
ワークショップり～ふ（静岡市葵区）、ほいっぷ（静岡市葵区）
まあぶるグループホーム（静岡市葵区）

法人理念：障がいのある人も“ふつう”に暮らしていける街をめざして活動
する

令和４年４月 雇用条件
※「短大卒、正規職員」（見込み）

月給 155,000円～191,000円

賞与 年1回（3月）

福利厚生
社会保険完備、交通費（上
限有）、退職金制度あり

年間休日数 107日

週休数 2日（シフト制）

募集職種 生活支援員

必要な資格 不問

その他
正規職員以外の雇用形態も有

動画掲載
有・無

★職員からのメッセージ

川口 花恵（かわぐち はなえ）
【主任：2009年採用】

業務内容は、障害のある方の支援の他
にも新商品の開発やイベントの企画、
書類の作成など多岐にわたります。専
門的な知識や技術には経験が必要です
が、特技や個性はその人が持っている
物であり、人生経験で培われていく物
です。自分の“得意”、趣味などから得ら
れる人間力を発揮できるチャンスがあ
る職場です。

趣味や家族友人との時間などプライベートも大切にしながらお仕事して

ください。

ワークライフバランス

行動の分析をし、支援を組み立て適切なかかわりを考えます。

それは自分自身のコミュニケーション力をアップさせてくれます。

人との関わりを学べます

スタッフ30名程度の小さな法人です。一人一人の力がとても大切です。

新しいアイディア、力を発揮できるチャンスも多くありますよ。

コンパクトな組織で大活躍

ＰＲポイント‼
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社会福祉法人 天心会

法人本部住所 〒420-0903 静岡市葵区長尾89-1

担当者氏名 法人本部事務 田口（ﾀｸﾞﾁ ）

実施事業 高齢者 障害者

連絡先電話番号 ０５４－２６５－３８３８

メールアドレス ryusouen@love.or.jp

ホームページ http://www.love.or.jp

事業所名
特別養護老人ホーム竜爪園（静岡市葵区） ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽほっこりーな（静岡市葵区）

ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽラシーナ（静岡市葵区） 障がい者生活介護ソレーナ（静岡市葵区）

長尾川地域包括支援センター（静岡市葵区） 居宅介護支援センター（静岡市葵区）

法人理念：「誠意正心」(せいいせいしん=常に自分の良心に問い、恥ずかしくない行いを誠心誠意すること)

ご利用者のしあわせを創り出すために誠心誠意努力します。

•常勤専従のCSW(ｺﾐｭﾆﾃｨｿｰｼｬﾙﾜｰｶｰ)2名が、行政・事業所・社協・NPO・ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ・自治会・

民生委員等の各機関や人材と幅広く連携しながら地域の方々へ必要な支援を展開中。

静岡市へＳＤＧｓ宣言を行い、地域福祉に取り組んでいます。

•初日から有休付与、実働8時間夜勤、ｲﾝｶﾑによる多職種連携で負担軽減、「ｸﾞｯｼﾞｮﾌﾞ＆

ｻﾝｸｽｶｰﾄﾞ」制度、産休＆育休取得支援、住宅や処遇改善などの手当も充実しています。

働きやすい職場づくりのための取り組みで職員のやりがいをアシスト。

•内部研修や勉強会の定期開催、資格取得費用補助制度等であなたの成長を応援します。

資格取得やスキルアップをいろいろな企画や制度でサポート。

Ｐ
Ｒ
ポ
イ
ン
ト
‼

令和４年４月 雇用条件
※「短大卒、正規職員、介護福祉士」（見込み）

月 給 208,000円～（交通費別/夜勤5回含む）

賞 与 4.0ヶ月（初年度2.6ヶ月・R1実績）

福利厚生 通勤・住宅・年末年始手当等

年間休日数 公休116日＋取得義務有休5日

週休数 週休2日

募集職種 介護職員

必要な資格 資格不問

その他 職員食堂ﾌﾘｰwi-fi、制服貸与

動画掲載
有・無

★職員からのメッセージ
瀧浪千恵（たきなみちえ）

【施設部長：2000年採用】

竜爪園は若い人から年配の方まで
とにかく職員の仲が良いのが自慢です。
また生活相談・介護・看護・機能訓練・歯
科衛生・栄養士・ケアマネなどの専門職間
の連携もスムーズで、常にみんなで力を合
わせて助け合いながら進んでいこうという
雰囲気があります。自分たちが幸せを感じ
ながら楽しく働けなければ、ご利用者様や
地域の方々に幸せを感じていただくことは
できないと思います。竜爪園では県短の先
輩たちもたくさん働いています。私たちと
一緒にやりがいのある仕事をしながら
自己実現と自己成長を目指していき
ませんか？見学お待ちしています。

← 竜爪園公式インスタグラムQRコード

県短出身です！

私達も県短です！
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社会福祉法人愛誠会

法人本部住所 静岡市葵区南沼上1815-1

担当者氏名 望月克彦（モチヅキカツヒコ）

連絡先電話番号 054-655-3030

メールアドレス saiyo@swc-aisei.or.jp

ホームページ http://www.swc-aisei.or.jp/

実施事業 障害者 児童

事業所名
望未園、百夏寮、ワーク薬師、アトリエポルト（静岡市葵区）
いっぽ、ワーク稲川、幸央寮（藤枝市）ワーク旭（島田市）

法人理念：「奉仕のこころ」を柱に福祉の世界に暖かい風を

• 可能な範囲で毎月取得いただき、プライベートの充実に役立ててもらいます

有給休暇の推奨、急なお休みも気兼ねなく取得できます

• 年齢や経験に関係なく相手を敬い尊重し対話するようにしております

風通しの良い職場、職員の意見にしっかり耳を傾けます

• 年の近い先輩職員が1年間サポートするエルダー制度を導入しています

未経験者でも安心、充実した研修制度でサポートします

ＰＲポイント‼

令和４年４月 雇用条件
※「短大卒、正規職員」（見込み）

月給 210,000円

賞与 3ヶ月分（1年目：1ヶ月分）

福利厚生 交通費（上限あり）

年間休日数 年間108日

週休数 週休二日シフト制

募集職種 生活支援員

必要な資格 普通自動車免許

その他 正規職員以外の雇用形態も有

動画掲載
有

★職員からのメッセージ

柏谷来実（かしたにくるみ）
【百夏寮支援員：2014年採用】

私は利用者の皆様の日常生活を支援し、
豊かな生活ができるよう日々働いてい
ます。法人内には、さまざまな種別の
部署があります。どの部署も職員同士
の関係性が良いため、相談がしやすく
働きやすい職場です。無理な残業もな
く、働くことができています。
ぜひ、私たちの法人で一緒に働いてみ
ませんか。

ロゴ
マーク
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や さ し さ の 中 で 笑 顔 が 咲 き 揃 う

社会福祉法人東桜会

法人本部住所 静岡市葵区東５２７－１

担当者氏名 藤浪 亮

連絡先電話番号 ０５４－２４７－８７３９

メールアドレス asahata@sakura.or.jp

ホームページ http://www.sakura.or.jp/

実施事業 高齢者

事業所名
・特別養護老人ホーム麻機園
・ケアハウス桜花（静岡市葵区）

法人理念：公平で公正な開かれた施設を目指し、地域の拠点施設となるよう
努めるとともに地域社会の向上に資するよう努めます。

•希望休を取り入れた勤務表を作成！長期休暇が取りやすい仕組みとなっています！

①プライベートが充実！長期休暇の取得が可能！

• ボーナス4.8か月支給！手当、昇給、賞与などの待遇面が充実しています！

②創立３２年の実績！お給料が良い！

• 経験豊富な職員が多く、サポート万全！外部研修のサポートも充実！

③新人でも未経験者でも安心！基本は複数介護！

ＰＲポイント‼

令和４年４月 雇用条件
※「短大卒、正規職員」（見込み）

月給 １７１，７８３円

賞与 ４．８か月分支給！

福利厚生 交通費、各種保険完備等

年間休日数 年間１０９日程度

週休数 シフト制

募集職種 介護職員

必要な資格 特に問いません。

その他 処遇改善手当支給等

動画掲載
有

★職員からのメッセージ

・漆畑佳奈・山本夕加里
【介護職、2012年採用】

私たちは県立大学短期大学部を卒業後、
麻機園一筋で働いています。

仕事は大変なこともありますが、職員
同士仲が良く、サポートし合いながら
楽しく働くことが出来ています！

また、入所者とたくさんの行事を楽し
み、季節を感じながら“まごころ”込
めた介護をしています。
麻機園で一緒に働きませんか？
ご応募お待ちしております。
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静岡鉄道株式会社

法人本部住所 静岡市葵区鷹匠1－1－1

担当者氏名 人事部人財開発課 永田

連絡先電話番号 054-254-5106

メールアドレス stksaiyo@shizutetsu.co.jp

ホームページ https://stknavi.com/stk/newgraduates/expert/detail/care.php

実施事業 高齢者介護

事業所名

グライフ北安東（介護付き有料老人ホーム：静岡市葵区）
グライフ東鷹匠（介護付き有料老人ホーム：静岡市葵区）
ケアステーション北安東（デイサービス・訪問介護事業所・居宅介護支援事業
所：静岡市葵区）
ケアステーション清水・鷹匠（居宅介護支援事業所：静岡市清水区）

アルシア鷹匠（サービス付高齢者向け住宅：静岡市葵区）

介護理念：共生共楽･･･静鉄の介護はあなたに寄り添い、あなたらしい素敵な明日を共に創り続けます。

• 丁寧で手厚い介護を実現し、働くスタッフとしても目指す介護を実現

手厚い人員配置の有料老人ホーム

• 『三ッ星くるみん』マークや静岡県働きやすい介護事業所認証書を取得

働きやすい職場環境

• 社内外の研修、資格取得研修等で介護知識・技術のレベルアップが確実

充実した人財育成制度

Ｐ
Ｒ
ポ
イ
ン
ト
‼

令和４年４月 雇用条件
※「短大卒、正規職員」（見込み）

月給
203,000円(基本給:173,000円+処遇改

善手当:20,000円+勤務手当:10,000円)
他に資格手当、夜勤手当あり

賞与 年2回

福利厚生
財形貯蓄制度、持株会、教育制
度、退職金制度、グループ割引

年間休日数 年間120日(月平均10回)

週休数 7日に2日の割合で付与

募集職種 介護スタッフ

必要な資格
介護福祉士（見込み）
資格手当10,000円

その他 卒業生5名在籍(内定者含む)

動画掲載
有・無

★スタッフからのメッセージ
加藤愛美（かとうあみ）
【介護スタッフ：2020年採用】

私はグライフ北安東で1年目の
介護スタッフとして働いています。
職場の先輩から分かりやすく丁寧な指導を受け
て1人立ちする事ができています。
静鉄は一つ一つの研修を細かく行っていく為、
介護に不安があっても
自分のペースに合わせてスキルを身に付ける事
が出来るので安心して介護を学ぶことができま
す。
最近は入居者からも笑顔や感謝の声を多数いた
だけるようになり自分にも自信がついてきてこ
の仕事にやりがいを感じています。
これからも経験を積み重ねてさらに成長し、社
会貢献できるようにしたいと思っています。
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静岡市役所

法人本部住所 静岡市葵区追手町５番１号

担当者氏名 廣畑 雅之（ﾋﾛﾊﾀ ﾏｻﾕｷ）

連絡先電話番号 054-221-1495

メールアドレス jinji-iinkai@city.shizuoka.lg.jp

ホームページ https://shizuoka-city-saiyou.jp/

実施事業 各種福祉業務における相談・援助、福祉施策の推進等

事業所名
静岡庁舎（葵区）、駿河区役所（駿河区）、清水庁舎（清水
区）など

法人理念：静岡市に暮らす人の「安心感」と静岡市を訪れる人の「満足感」
が両立した「世界に輝く静岡」の実現を目指しています。

•生活保護、障がい者・子育て・高齢者支援など、福祉分野の多彩な仕事を経験できます！

様々な福祉分野の仕事を担う

• 新職員研修や選択研修をはじめとする各種研修が充実しています！

充実した研修体制

•福利厚生制度やワークライフバランスのための制度が充実しています！

働きやすい職場環境

ＰＲポイント‼

令和４年４月 雇用条件
※「短大卒、正規職員」（見込み）

月給 168,646円

賞与 4.45か月

福利厚生 通勤手当、住居手当など

年間休日数 年間約120日

週休数 週休２日

募集職種 短大卒程度・福祉

必要な資格 社会福祉主事任用資格

その他 福祉職以外の事務職等も有

動画掲載
無

★職員からのメッセージ

舟木 理絵（ふなき りえ）
［福祉職・2018年度採用］

【現在の所属】
駿河福祉事務所 高齢介護課

高齢の方々が安心安全に暮らすことが
できるよう、様々な制度を活用しながら
支援しています。
上司や同僚とコミュニケーションがとり
やすい職場であること、現場での対応を
通して多くのことを学ぶことができるこ
とから、日々、充実感を持って働くこと
ができています。
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有限会社 生陽会

法人本部住所 静岡市駿河区丸子3丁目7-9

担当者氏名 渡邊学

連絡先電話番号 054-257-8861

メールアドレス info@ikiyo.co.jp

ホームページ https://www.ikiyo.co.jp

実施事業 高齢者

事業所名
介護付有料老人ホームきぼうのつばさ（静岡市駿河区）
スイートシャワー丸子・大谷 （静岡市駿河区）
にこやかハウス丸子・小鹿・大谷 （静岡市駿河区）

令和４年４月 雇用条件
※「短大卒、正規職員」（見込み）

月給 199,000円～

賞与 年２回

福利厚生 資格取得補助、同好会等

年間休日数 年間 １０８日

週休数 週休2日、週休3日 等

募集職種 介護職員

必要な資格 無資格でもOK！

その他 正社員以外の雇用も応相談

動画掲載
有

★職員からのメッセージ

杉岡 恵莉（すぎおか えり）
【介護リーダー 2016年採用】

法人理念

一
、
自
分
が
し
て
ほ
し
い
と
思
う
こ
と
を

ま
ず
他
人
に
対
し
て
し
て
い
く

二
、
ど
う
し
た
ら
お
客
様
に
満
足
し
て

い
た
だ
け
る
か
を
常
に
考
え
て

仕
事
を
し
て
い
く

三
、
地
域
社
会
に
受
け
入
れ
ら
れ
、
認
め

ら
れ
る
会
社
と
そ
の
一
員
を
目
指
す

週休2日、週休3日などライフスタイルに合わせて働き
方を選べます。

業務記録はタブレットでタッチパネルで簡単入力。PC
が苦手な方でも安心して働けます。

指一本で Σ(･ω･ﾉ)ﾉ！

安心して働ける (^.^)/

選べる働き方(*^^)v

介護の経験？なくても大丈夫！新人職員研修はもちろん、
OJT研修が充実。資格取得費用免除制度もあります。

介護職というのは人と接する仕事ですが、
入居者様に名前で呼んでいただきお願い事
をされ「頼られている」とやりがいを感じ
ます。
皆さんに満足してもらえるケアをしたい

と思っても、受け取り方は様々で難しいこ
ともあります。それでも職員同士協力し合
えるので心強いですし、少なくても1日1度
は「笑顔」になれることがあり、モチベー
ションが上がります。笑顔に癒され、毎日
楽しく仕事しています。
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SEIWA-KAI

社会福祉法人静和会

理念を守った仕事をしているかどうか、実際に

スタッフ達の様子、お年寄りの表情を見てくださ

い

静和会の理念
Philosophy

① 和顔愛語で人と接する
② 全職員の物心両面の

幸福を追求する
③ 人間の尊厳を守り、

地域福祉に貢献する
相談員を目指したい人のために、社会福祉士

受験資格が得られるコースがあります！！

静和会の特色
Features

① 自宅で暮らす高齢者の
支援にこだわる

② 相談援助部門の充実
③ 地域貢献プロジェクト
④ 医療の充実

令和4年4月雇用条件

Employment conditions

月給 ¥167,800  ( 介護福祉士)  
賞与：年4.9ヶ月(介護職)
福利厚生：退職金制度、駐車場

無料、健康診断無料など
年間休日数：127日(休暇含む)
週休数：週休２日
募集職種：介護職

相談員兼介護職
必要な資格：ご相談ください

卒業生からのメッセージ

私は職場の仲間が仕事の
フォローをしてくれたり、
気軽に相談に乗ってくれ
る恵まれた環境で仕事を
しています。
介護の仕事をしていて大
変だと思うこともありま
すが、それ以上に利用者
様の笑顔や感謝の言葉に
日々元気をもらっていま
す。まだまだ未熟ですが、
利用者様の想いに寄り添
えるような介護士を目指
して頑張っています。

社会福祉法人静和会
静岡市駿河区丸子3000-1

✉iwasakim@marikonosato.org(岩﨑)

お問い合わせ

054–257–6515
http://www.marikonosato.org

実施事業：高齢者、障がい、

児童(R3.4～)

事業所名：特別養護老人ホーム

丸子の里(静岡市) など

動画掲載
あり

R3.4 学童保育
スタート!!

井上陽子(2018.3卒)

小規模多機能ホーム

丸子の里和はは介護職

Alumni message
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•正社員は平均年収320～350万円と安定した収入で働けます

待遇が充実、収入も安定して働けます

•土日休み、有給休暇あり、残業は月平均１０時間以下

•産休育休あり。職員用託児所もあり、出産後も育児をしながら働くことができ

ます。ママさん管理職も多数活躍しています。

ワークライフバランスが整っています

•事務局員、介助員、指導員、支援員、保育士、調理員、世話人、相談員など

様々な職種があり、その人に合った職種でやりがいを見つけることができます。

様々な職種があります

社会福祉法人 明光會

法人本部住所 静岡市葵区慈悲尾１８０番地

担当者氏名 小川 勝

連絡先電話番号 054-278-7005

メールアドレス meikoukai@f4.dion.ne.jp

ホームページ http://www.meikoukai.or.jp

実施事業 障害者

事業所名

安倍学園・ルーチェ仰陽・ファミィーユさんあい・安倍野工房・けやきワー
クセンター・ヴェルデあべの・ルンガ・サポ＾－トセンターコンパス北斗・
さつき・フォルテあしくぼ・ヴィヴァーチェあしくぼ・チャオバンビーニ・
喫茶ぴあ～（葵区）
ラヴォーロミズホ・Southぴあ～（駿河区）
カーサシミズ（清水区）

法人理念：当法人は、全力を挙げて御利用者様お一人お一人に満足して
いただけるサービスを提供することを心がけています。

ＰＲポイント‼

令和４年４月 雇用条件
※「短大卒、正規職員」（見込み）

月給 １５４，３００円
（短大卒・資格なしの場合）

賞与 正社員 4.45ヶ月分

福利厚生 交通費・住宅手当(上限あり)

年間休日数 年間 １０７日

週休数 週休 ２日

募集職種 介助員・支援員・世話人

必要な資格 特になし

その他 正規職員以外の雇用形態も有

動画掲載
有

★職員からのメッセージ

【支援員：２０２０年採用】

６０年の長い歴史のある明光會で、障
がいを持つ方の生活・就労のお手伝い
をしています。優しい先輩方に教えて
いただきながら、支援する方々の日々
の成長に感動できるお仕事ができて、
毎日楽しいです。サービス管理責任者
などの資格取得を見据えたキャリアプ
ラン設計もできます。週休２日なので
休みの日も充実しています。
一度見学に来てみてください。
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社会福祉法人駿河会

法人本部住所 静岡市葵区富沢1542-39

担当者氏名 尾崎・川﨑・中山

連絡先電話番号 054-270-1210

メールアドレス hikarinosono@surugakai.net

ホームページ https://www.surugakai.net/

実施事業 高齢者 障害者 児童 その他

事業所名 特別養護老人ホーム晃の園（静岡市葵区）

＜法人理念＞ あなたが“自分らしく”あるために

職員からのメッセージ

介護職員 A.YAZAWA
【介護職員2015採用】

入居者様の今までの暮らしを大切
にゆとりのあるケアをしています。
福祉用具を積極的に取り入れ、園
内研修も充実しています。職員同
士のチームワークも良く、相談事
も気軽に話せる環境です。働くこ
とに不安があると思いますが、晃
の園は安心して長く働ける場所だ
と思いますので、是非一度見学に
来てみてください。

動画掲載
有・無

【充実したキャリアアップ制度でなりたい自分になれる】
個人ごと研修を管理しており、キャリアアップ制度が確立しています。研
修にかかる費用は法人負担で日当の支給もあります。もちろん、研修は出
勤扱いになります。

【先進的な駿河会を目指して常に前進】

介護ロボット導入やISO9001の取得など先進的な取り組みをしています。
そのため全国から多くの研修生や視察が訪れます。介護リフトの導入もい
ち早く行い職員の腰痛予防に活躍してくれています。

【職員が働きやすい職場づくりをしています】

住宅手当や扶養手当、通勤手当などの各種手当や駐車場無料、健康維持助
成金制度、テーマパークや施設の割引など福利厚生が充実していて働きや
すい環境です。

月 給：２２０,９００円（夜勤４回含む）
その他手当は別途支給

賞 与：年２回
(掛け率は等級により異なります)

福利 厚生：資格手当、夜勤手当、住宅手当、
通勤手当、扶養手当等
健康保険、厚生年金、雇用保険、
労災保険、退職金共済加入

年間休日数：１０８日
週 休 数：２日程度
職種 募集：介護職員、介護兼相談員
必要な資格：介護福祉士又は社会福祉主事
そ の 他：夜勤手当は１回につき９,０００円

(夜勤回数月４回程度)
介護福祉士手当は月６,０００円
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社会福祉法人葵会

法人本部住所 静岡市葵区俵沢109番地1

担当者氏名 安本 健人

連絡先電話番号 054-294-9021

メールアドレス sizuhata@quartz.ocn.ne.jp

ホームページ https://www.shizuhata-aoikai.com

実施事業 地域密着型通所介護

事業所名 デイサービスセンターしずはた

法人理念：乳幼児から高齢者まで、様々な人々が活き活きと生活できる
地域を目指す

ＰＲポイント‼

令和４年４月 雇用条件
※「短大卒、正規職員」（見込み）

月給 １６５，０００円～

賞与 ４．０５ヶ月分(年２回)

福利厚生
交通費、住宅手当(上限あり)
無料駐車場あり

年間休日数 年間 110 日

週休数 週休 2 日

募集職種 介護職員

必要な資格 普通自動車免許

その他 正規職員以外の雇用形態も有

動画掲載
有・無

★職員からのメッセージ

T.Mさん
【介護職員：2020年採用】
出産を機に退職し、子育てをしながら
働ける職場を探し就職しました。併設
しているこども園に子供を預けながら
仕事をしています。仕事をしながら子
供達ともふれ合えとても楽しく仕事を
しています。また自身のキャリアアッ
プのため様々な資格取得を目指してい
ます。子供の行事や私用でも休暇が取
りやすくとても助かります。新入職員
の方もわからないことや悩んでいるこ
とは、全力でサポートするので
安心してください。

• こども園を併設しているため、広い園庭･園舎の中で子供達とふれ合い

ながら活動します。

勤務地は中山間地･自然に囲まれ広々とした中で活動します

• 私用による1時間単位での休暇取得可能。実務経験を積んだ上での資格

取得も応援します。

時間単位での休暇取得可能＆資格取得を応援

• 育休&産休のほか、時短勤務もあり、子育てしながら仕事ができます。

家庭を持った後も働きやすい職場
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法人理念：共に悩み、共に感動し、共に認め合える法人を目指します

ＰＲポイント‼

令和４年４月 雇用条件
※「短大卒、正規職員」（見込み）

月給 １７０，３００円

賞与 ４．１５か月分

福利厚生 交通費、住宅手当(上限あり)

年間休日数 年間 １１０日

週休数 週休２日（年間変動制）

募集職種 支援員

必要な資格
社会福祉士、精神保健福祉士
等（あれば資格手当がつきます）

その他 正規職員以外の雇用形態も有

動画掲載
有・無

★施設長からのご挨拶

八木 克典（やぎ かつのり）

私たち職員は利用者やそのご家族に安
心、満足していただける支援やサービ
スを提供しています。私は職員に「達
成感」のある仕事をしてもらい、やり
がいや働きがいのある職場として幸せ
を感じてくれるようにと願っています。
利用者やそのご家族は勿論、職員に
とっても日本平学園が大切で特別な場
所となるよう、共に生きていくという
法人理念のもと、今後も努力して
いきたいと考えています。

• 利用者工賃が向上した！意思疎通が出来た！達成感、やりがい満載！

利用者の成長と共に、自分も成長出来る職場です！

• 事業所の環境整備や清潔さに自信あり。是非その目でお確かめを。

清潔、綺麗な事業所です！

• 日々の記録は勿論、企画や提案もPCで作成してチャレンジ出来ます！

職員1人に1台ノートパソコン貸与！

社会福祉法人 青い鳥

法人本部住所 静岡市駿河区国吉田6丁目7番24号

担当者氏名 伊藤 大介

連絡先電話番号 ０５４－２６５－３５３４

メールアドレス aoitori@lilac.ocn.ne.jp

ホームページ https://n-aoitori.com

実施事業 高齢者 障害者 児童 その他

事業所名
日本平学園（静岡市駿河区）
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医療法人社団 秀慈会

法人本部住所 静岡市駿河区西脇29-1

担当者氏名 山田千恵

連絡先電話番号 054-270-9180

メールアドレス Shujikai-jinji2@cy.tnc.ne.jp

ホームページ https://www.shujikai.jp

実施事業 高齢者

事業所名

介護老人保健施設 萩の里（静岡市駿河区）
白萩病院（静岡市駿河区）
グループホーム桃源の丘 （静岡市駿河区）
看護小規模多機能型居宅介護ふゆ（静岡市駿河区）

法人理念：一つ 全職員の物心両面の幸福を追求すること
二つ 利他の心をもって職員間の和を作為すること

三つ 高邁な志を掲げ、地域の医療介護福祉の向上に貢献すること

• 介護福祉士養成校があるので、働きながら資格取得できます。

介護福祉士養成校あり

• 人間学を学ぶ勉強会を定期的に行い、技術だけでなく人間力の向上に努め

ています。

人間学を学ぶ勉強会あり

• 託児所完備の為、安心して働けます。（時短制度あり）

産前産後・育児休業後復帰率100％

ＰＲポイント‼

令和４年４月 雇用条件
※「短大卒、正規職員」（見込み）

月給 209,200円（夜勤含む）

賞与 3.5ヶ月分

福利厚生
通勤手当・被服貸与
研修費補助あり

年間休日数 110日

週休数 シフト制

募集職種 介護士

必要な資格 不問

動画掲載
有・無

★職員からのメッセージ

原木 加奈（はらき かな）
【職種 介護・修養課主任

2000年採用 萩の里勤務】

多職種連携で、利用者様の日常生活、
在宅復帰の支援に関わります。
ADLの向上の支援に関われることは、
とても嬉しくやりがいを感じます。
リハビリスタッフと生活リハビリを行
うこともあります。
日々の業務で、知識と技術を学び高め
ることができます。
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実施事業
高齢者（養護老人ホーム・ケアハウス）
障害者（障害者支援施設） その他（救護施設）

事業所名
静岡老人ホーム・静岡市救護所・わらしな学園（静岡市葵区）
ケアハウス白寿荘（静岡市駿河区）

法人本部住所 静岡市駿河区小鹿二丁目25番8号

担当者氏名 深澤里美 (フカザワサトミ)

連絡先電話番号 054-287-4678

メールアドレス kyoukaihonbu@xqg.biglobe.ne.jp

ホームページ http://honbu.skjk.jp/

法人理念：ご利用者様の人権を尊重し、個々の能力に応じた自立した生活
が送れるように支援します

• 充実した休日・休暇があり、ワークライフバランスが実現できます。

年間休日131日！残業も少なく、働きやすい職場です！

• 給与は国家公務員給与に準拠！安定して長く働くことができます。

毎年昇給する高水準の給与で、福利厚生も充実！

• 高齢・障害・救護施設等で様々な支援・介護方法や知識を習得できます。

多種多様な福祉施設で働きながら成長できます！

ＰＲポイント‼

令和４年４月 雇用条件
※「短大卒、正規職員」（見込み）

月給 194,700円（手当含む）

賞与 4.5か月分

福利厚生 交通費、住居手当等あり

年間休日数 年間 131日（令和２年度）

週休数 週休二日制

募集職種 生活支援員・介護職員

必要な資格 普通自動車免許（取得見込可）

その他 マイカー通勤可（無料駐車場あり）

★職員からのメッセージ

柴田直樹（しばたなおき）
【支援員：2017年採用】

私は静岡老人ホームで支援員として、
利用者様に安心して暮らして頂けるよ
う支援しています。大変な事もありま
すが、利用者様の力になれる事がとて
も嬉しいです。当協会は福利厚生の面
も充実しており、一社会人としてとて
も魅力的です。他にも研修や資格取得
のサポートが充実しており、働きなが
らスキルアップが出来ます。私自身、
社会福祉士や介護福祉士等の取得を目
指して頑張っています。

ロゴ
マーク

静岡県立大学
短期大学部から
徒歩３分！！

社会福祉法人

静岡市厚生事業協会
動画掲載
有
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医療法人社団

宝徳会

法人本部住所 静岡市駿河区小鹿１６３３番地の１

担当者氏名 事務長

連絡先電話番号 ０５４－２６４－８０００

メールアドレス oshika-hp@houtoku-kai.or.jp

ホームページ http://www.houtoku-kai.orjp

実施事業 高齢者（医療療養型病院）

事業所名 小鹿病院（静岡市駿河区）

法人理念：やさしさで支えたい、守りたい

• 入職者一人一人に先輩職員と専属の教育担当者を配置していますので、

充実した教育・フォローを受けることができます。

安心の入職後教育制度

• 毎月院内にて様々なテーマで研修を実施しています。

スキルアップに病院独自の研修制度

• 残業は年間3.5時間、有給取得率は87％となっています（昨年実績）。

少ない残業と高い有給取得率

ＰＲポイント‼

令和４年４月 雇用条件
※「短大卒、正規職員」（見込み）

月給 ２０５,０００円

賞与 ４．５か月分

福利厚生 交通費、資格手当

年間休日数 年間休日１１５日

週休数 週休２日(ローテーション)

募集職種 看護補助者（介護職）

必要な資格 不問

その他 月給は夜勤手当(５回)含む

動画掲載
無

★職員からのメッセージ

世代が違えども看護・介護の心は

一つ。あなたの笑顔が幸せを作ります。

楽しく働くことで、受ける方も自然と

笑顔になります。

さあ、看護・介護デビューは、笑顔

の溢れる温かい小鹿病院で始めません

か。

当院について：患者様の多くが点滴等の医療行為を必要とし、
寝たきりの方が入院されています。
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動画掲載
有・無

静岡市駿河区有東2丁目14-20法人本部住所

大須賀 暁担当者氏名

連絡先電話番号 054-260-5191

メールアドレス honbu@s-ikuseikai.jp

実施事業 障がい者（就労継続支援Ｂ型、生活介護、相談支援）

事業所名 ラポール安倍川
ラポール古庄
ラポールたけみ
ラポールあおい
ラポール川原

ラポールみなみ
ラポール・ファーム
ラポール・チャクラ
ラポール・タスカ
チャイム

法人HP

PRポイント

未経験者でも安心！

「 入職時に障がい福祉やビジネスマナーの研修を行っています。職員間の
コミュニケーションも多く、フォローしあえる環境で仕事ができます。 」

作業種が豊富。利用者さんと楽しめるイベントもたくさん！

「 事業所毎にクッキーやパン、下請けなど特色のある作業をしています。
バス旅行や音楽会などのイベントもあり、利用者さんと楽しく過ごしています。」

夜勤なし！残業も少なく、福利厚生が充実！

「 勤務は日勤のみ、基本的に土日祝休みでプライベートの時間を確保しやすい
です。産休育休制度、介護休暇などの福利厚生もしっかり整備されています。」

令和４年４月雇用条件
※「短大卒、正規職員」（見込み）

週休数 2日（土日祝）

賞与 3.0ヶ月分

年間休日数 126日

普通自動車免許必要な資格

月給 165,000円

福利厚生 通勤手当、家族手当

募集職種 職業指導員、生活支援員

その他 福祉関連資格があれば尚可

～職員からのメッセージ～

江口 愛香 2017年県立短大卒
生活支援員 2017年採用

「日々、利用者さんと楽しく過ごしながら支援を
しています。入職した当初は、知識があまりなく
不安なこともありましたが、先輩方が支援につい
て教えてくれたり、充実した研修を受けたりする
ことで成長することができています。居心地のよ
い職場で働かせていただいて感謝です。また土日
休みなので、お休みの日も楽しく過ごせます✿」
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特定非営利活動法人ほがらか

法人本部住所 静岡市駿河区高松3061-10

担当者氏名 どりぃむ管理者 岩崎公仁子

連絡先電話番号 054-238-1133

メールアドレス hogaraka@cy.tnc.ne.jp

ホームページ なし

実施事業
障害者福祉サービス 生活介護事業
新規事業：日中サービス支援型グループホーム計画中

事業所名 生活介護事業所どりぃむ （静岡市）

法人理念：日常生活活動の支援を通じて、対象者の社会適応を施すととも
に地域とのふれあいを大切にする。一人ひとりにあった支援を心がける。

•病院、こどもの行事、両親の介護、本人の余暇等、時間単位で取得できる

有給休暇が時間単位で取得可能

• 何人でもOK。イクメンも募集中。長く働ける職場環境。短時間正社員等

育児休暇取得実績あり

•支援の行事は手作り感満載。調理・おでかけ・餅つき・旅行等楽しみいっぱい

仕事を楽しむ！季節行事やイベントはみんなで楽しく！

ＰＲポイント‼

令和４年４月 雇用条件
※「短大卒、正規職員」（見込み）

月給 190,000～200,000円

賞与 2カ月＋処遇改善一時金

福利厚生 通勤費・ジョイブ静岡

年間休日数 年間115日（2020年度）

週休数 週休2日（隔週土曜）

募集職種 生活支援員

必要な資格 普通自動車

その他 電話連絡後見学歓迎

動画掲載
有・無

★職員からのメッセージ
鈴木美涼（すずきみすず）
どりぃむ生活支援員
【2019年採用】
利用者様一人ひとりに合った
支援を提供することは簡単なことばか
りではありません。
しかし日々の利用者様との関わりや職
場の仲間との連携の中で、少しずつよ
り良い支援の方法を探していくことは
とてもやりがいのあることだと感じて
います。
プライベートも大切にしながら、支援
員として楽しみつつスキルアップして
いける仕事です。
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社会福祉法人

静岡和洋福祉会

法人本部住所 静岡市駿河区中島２５８０－１

担当者氏名 佐藤 大史

連絡先電話番号 ０５４－２８６－２６２６

メールアドレス nagomi@abelia.ocn.ne.jp

ホームページ www.wayou-fukushikai.jp

実施事業 高齢者

事業所名
特別養護老人ホームなごみ（静岡市駿河区）
グループホーム浜屋（静岡市駿河区）

法人理念：あたりまえの生活と寄り添う介護の提供

• 地域に密着し、長く安定した経営を続けています。

設立２０年 地域に根付いた施設です。

• 年間休日１２０日 連休も取りやすく、プライベートも大事に出来ます。

年間休日日数１２０日！

• 結婚や出産などの転機にも働きやすい環境をサポートします。

託児所「はまぽっぽ」 併設！！

ＰＲポイント‼

令和４年４月 雇用条件
※「短大卒、正規職員」（見込み）

月給
148,800円～
(短大卒Aさん 3年目 211,972円)

賞与 年2回 合計3.80ヶ月（昨年度実績）

福利厚生 整体費・給食費補助あり。

年間休日数 年間１２０日

週休数 週休２日

募集職種 介護職員

必要な資格 不問

動画掲載
無

★職員からのメッセージ

上野小菜美（うえのこなみ）
【介護職員：2015年採用】

入職当初は正社員としてフルタイムで
働いていましたが、その間、結婚・出
産を経験し、現在はパートで働いてい
ます。
出産前も、復帰後も相談に乗ってくれ
る先輩お母さん、同僚、無理なく働け
る様、サポートしてくれる上司の方達
のおかげでここまで続けられています。
子育てしながら働く方にも、働きやす
い環境が整っている職場です。
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★職員からのメッセージ

杉山 弘晃（すぎやま ひろあき）

【セントケア東千代田 ケアスタッフ】

自分が楽しんで業務にあたることで

お客様も楽しんでくださるということ

が実感でき、大きなやりがいを感じら

れる職場です。

セントケア・グループ

セントケア静岡株式会社

法人本部住所 静岡市駿河区南町6-16 パレ・ルネッサンス203号

担当者氏名 加藤賢人

連絡先電話番号 ０５４－２０２－８６６０

メールアドレス kento.kato@saint-care.com

ホームページ https://care-net.biz/22/saint.shizuoka/

実施事業 高齢者・障害者

事業所名(所在地) 静岡市、浜松市、磐田市、藤枝市、沼津市、焼津市

法人理念：理想は福祉社会の実現に貢献すること、
目的はお客様の生き甲斐を創造することです。

•訪問系から施設系まで様々なサービス展開！多角的にお客様をサポートします。

幅広いサービスでお客様をサポート！

•資格取得にかかる費用は会社が負担！取得時には、祝い金を支給します。

スキルアップを会社がサポート！

•奨学金を返済する予定がある方は全員対象！入社3年目まで毎月1万円を支給しま

す。

新設！奨学金返済支援制度！

ＰＲポイント‼

令和４年４月 雇用条件
※「短大卒、正規職員」（見込み）

月給 183,000円～
※保有資格・職種によって異なります。

賞与 1.2か月分/年

福利厚生
奨学金返済支援制度・社宅制度
(条件あり)・資格取得補助制度

年間休日数 年間110日

週休数 週休2日※サービスにより異なる

募集職種 エリア総合職(介護職)

必要な資格
選考には資格不要
承諾時には初任者研修と普通自動
車免許の資格をお願いしています。

動画掲載
無
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法人本部住所 静岡市駿河区小鹿1-1-1

担当者氏名 松﨑 竜之介

連絡先電話番号 054-280-5026

メールアドレス shibu@siz.saiseikai.or.jp

ホームページ http://www.siz-saiseikai.jp/

実施事業 医療・高齢者・障害者・児童

事業所
静岡県中部 13施設（静岡市駿河区・葵区）
静岡県東部 2施設（伊豆の国市・伊東市）

動画掲載
有・無

～法人理念～
●生活困窮者を済（すく）う
●医療で地域の生（いのち）を守る
●医療と福祉、会を挙げて切れ目のないサービスを提供

• 施設により支援内容は異なりますが、働きながら資格取得が可能です。

働きながら資格取得を支援！

• 産休、育休等の特別休暇や独自の共済制度で、安心して働けます。

充実した福利厚生で安心して働けます！

• 医療、高齢者、障害者、児童と、異動にて様々なキャリア形成が可能です。

様々なキャリア形成が可能です！

令和４年４月 雇用条件 ※短大・専門学校卒（見込み）

月給 173,950円（本給・地域手当・施設勤務手当・調整手当）

賞与 4.225か月分/本年度実績

福利厚生 資格手当・通勤手当・住居手当・夜勤手当・扶養手当 等

年間休日数 年間約120日（有休日数：採用年度15日付与。次年度以降20日付与）

週休数 4週8休制

募集職種 介護職・保育士

必要な資格 普通自動車免許・保育士資格（採用職種が保育士の場合）

その他
詳細につきましては、本会HP（http://www.siz-saiseikai.jp/）をご確認く
ださい

社会福祉法人 済生会支部

静岡県済生会

恩賜
財団
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動画掲載
あります

静岡県立短大
令和２年卒
社会福祉専攻

静岡県立短大
平成20年卒
介護福祉専攻

入所（定員）190名 ショートステイ（定員）20名 デイサービス（定員）30名
ホームヘルパー ケアマネジャー 興津川地域包括支援センター
介護福祉士実務者養成施設（定員）20名
養護老人ホーム清水松風荘（清水区折戸）入所（定員）70名 ショートステイ

Since  1978

聖隷クリストファー大
平成28年卒

静岡県立短大
介護福祉専攻 平成24年卒

静岡県介護の未来
ナビゲーターとして活躍中

静岡県介護の未来
ナビゲーターとして活躍中

募集概要
職種：介護職員・生活相談員
本俸：（大卒）181,400円（毎年昇給）

（短大）166,800円（毎年昇給）
手当：（介護特別等）13,000円

（生活相談員）10,000円
（夜勤）40,000円（5回）
（通勤）最大24,000円
（扶養）1人5,000円（上限なし）
（住宅）最大16,000円

賞与：年間4.4ヵ月
（一時金）令和2年実績あり

退職金：独立行政法人福祉医療機構
静岡県社会福祉事業共済会

福利厚生：ジョイブ静岡（宿泊補助
施設利用券、イベント・
食事優待等）・職員親睦会
大駐車場完備（車通勤可）

URL:https://hakusenkaku.jp

「温かい心の福祉」皆様の健やかな暮らしを見守り、心豊かに過ごせるよう努めます

キャリアアップ
を全力サポート

資格取得
生涯研修
海外研修

研究発表など

最新のICT導入で
スマートに働く
記録ソフト
ipad入力
勤怠ソフト
インカム導入

プライベート充実
（年間休日１２０日）
派遣ゼロ職員約200名
全員直接雇用なので気兼
ねなく休みがとれます

ただ今１年間育休中！！

「職員のやる気をサポート」
各種資格取得

取得後の生涯研修制度
「ウエルカム研修」「新人研修」で

同期の仲間と交流を深める
プリセプター制度

先輩スタッフが丁寧に教えます

自信がつくまでは
新人職員を一人にはさせません
安心して働ける職場です！！

県介護技術コンテスト
最優秀賞 最年少受賞

なりたい自分の実現
職員の育成には
自信があります
新人の時から
イベント企画や

学生の教育に参加し
キャリアを積みます

静岡市清水区承元寺町１３４１
Phone 054-369-2258
E-mail info@hakusenkaku.jp

ipad・PC貸出FREE
（実績）

オンライン海外研修
（スウェーデン）

中学校リモート職業講話
高校オンライン授業協力
（リモートアセスメント）
その他リモート研修・学会

50名まで施設内で可能

休憩
スペース
完備
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令和４年４月 雇用条件
※「短大卒、正規職員」（見込み）

月給 178,000円

賞与 600,000円

福利厚生 資格取得補助等

年間休日 107日

週休数 2日（変形労働制）

募集職種 支援員

必要資格 普通自動車免許

その他 非正規でも可

動画掲載
有

どんな仕事？

知的・発達障害児（者）に対して、日々の生活の中で必要な支援
（生活支援・就労支援・余暇活動・健康維持等）を提供する仕事

歩行・運動 季節の行事（七夕） 料理（余暇活動） 外出活動 野菜作り（就労支援）

どんな法人（PRポイント）

お互いさまの精神 平均年収（短大）360万円 新入社員定着率１００％

プライベートの充実が仕
事の質につながると考え
ており、 などの
取得もお互いさまの精神
で取得しやすくなってい
ます。

福祉業界中ではかなり
と自負してます。

一般企業にも引けを取ら
ない安定年収でプライ
ベートも充実できます。
（＊令和元年実績）

研修制度が充実しており
福祉未経験者でも、専門
的な知識を取得できる。

強みは 新卒で離
職した人がいません。

★先輩職員メッセージ（2020採用）
2020.3月 静岡県立短期大学卒

寺田詩織（てらだしおり）

私はこの仕事と出会い、
日々人のつながりの温かさを感じる
ことができました。ご利用者様との
関りは私を一回り大きくさせてくれ
ます。笑ったり励まされたり毎日が
あっという間に過ぎてしまいます。
職員のお互いさまの精神にも助けら
れ、急な休みにも柔軟に対応しても
らい、希望の休日も取れるので、プ
ライベートでも充実しています。
一緒に働きましょう！

法人本部
静岡市清水区
入船町11‐1

連絡先 054-394-0311

実施事業 知的障害

実施事業

施設入所
短期入所
生活介護
共同生活援助
相談支援
就労継続B型
放課後等デイ
サービス

担当名 小長谷(ｺﾅｶﾞﾔ）

homemail
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社会福祉法人 花園会

法人本部住所 静岡市清水区中河内２７８０

担当者氏名 林 肇裕 (ハヤシ モトヒロ)

連絡先電話番号 ０５４－３９５－２６２１

メールアドレス hayashimotohiro@gold.tnc.ne.jp

ホームページ https://hanazonokai.com

実施事業 高齢者、障がい者、児童

事業所名
障害者支援施設 百花園（静岡市清水区）
障害者支援施設 百花園宮前ロッヂ（静岡市清水区）
特別養護老人ホーム レジデンス花（静岡市清水区）

法人理念 ： 旅路をともに

ＰＲポイント‼

令和４年４月 雇用条件
※「短大卒、正規職員」（見込み）

月給 １７６，５００円

賞与 3.9か月分（令和２年度実績）

処遇改善 あり（一時金支給）

福利厚生 交通費、住宅手当(上限あり)

年間休日数 120日（＋有給休暇等取得可）

募集職種 介護職員（生活支援員）

必要な資格 介護福祉士、普通自動車免許

その他 「外から施設見学」実施中

動画掲載
有

★先輩からのメッセージ★

宮前ロッヂ生活支援員
杉澤彩子（すぎさわあやね）
【介護福祉専攻 2020年卒】

私は日々ご利用者様の生活に寄り添い
仕事をしています。ご利用者様も一緒
に働いている職員もみんな明るくて、
活気のある楽しい職場です。
就職して９か月。まだ支援がうまくい
かない時もありますが、同期の職員や
先輩たち、それにご利用者様にも助け
られ救われています。
頼りになる先輩と賑やかな仲間たち。
私はここに就職して良かったと
思っています。

• プリセプター（育成担当者）によるキメの細かい指導で、一年を通じて

定期的なチェック＆フォローをおこないます。

入社後はプリセプター制による新人育成を実施

• 介護支援専門員や社会福祉士等の資格取得支援制度があります。

資格取得の支援制度あり

• 産休&育休を取得して、子育てしながら仕事ができます。

産前産後休業＆育児休暇の取得実績多数
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有限会社庵原屋いはらや

法人本部住所 静岡市清水区江尻町4-41

担当者氏名 鈴木 悠（スズキ ユウ）

連絡先電話番号 054-367-0106

メールアドレス y-suzuki@iharaya.com

ホームページ http.//iharaya.com

実施事業 高齢者 障害者 児童 その他

事業所名 介護付き有料老人ホーム 庵原屋日和館（静岡市清水区）

法人理念
1全ての人の尊厳のために 2ご利用者様のために 3地域とともに 4未来へ 5最高のものを

令和４年４月 雇用条件
※「短大卒、正規職員」（見込み）

月給 170,000円～210,000円

賞与 1.5ヵ月（年2回前年実績）

福利厚生
マイカー通勤可能（駐車場
無料）

年間休日数 103日

週休数 週休2日制（毎週）

募集職種 介護職員

必要な資格 不問

その他 通勤に便利な中心市街地

動画掲載
有・無

日和館の自慢
ご入居者から、お料理が美味しいとご
好評をいただいています。介護職と厨
房の連携で、直営の厨房ではご入居者
の状況に合わせ、お料理形態が自在に
変わります。

仕事とプライベートを両立できる職場

• お子さんの幼児期には短時間勤務に調整するなど、職員一人ひとりの就業時間を柔軟に
対応しています。

• 仕事と家庭の両立する為に、互いの領域を侵さないことを大切しています。

時間外勤務は１時間11分/月

• ご入居者の突発的な容態変化の対応で、退社が遅れてしまうことがあります。
• また会議や研修のため。時間外勤務で参加することもあり、2020年の令和2年度の時間外
勤務は月平均1時間11分でした。

資格取得を応援しています

• 研修費用の補助や受講日の勤務扱いなど、資格取得を応援します。
• 介護職員23名中15名が介護福祉士を取得し、今年も4名が挑戦中です。
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医療法人社団博恵会

法人本部住所 静岡市清水区草薙二丁目24-15
担当者氏名 勝田 宏
連絡先電話番号 ０５４－３４７－６５１１
メールアドレス arisuk@atlas.plala.or.jp
ホームページ http://www.hakukeikai.jp/alice-kusanagi/
実施事業 高齢者 障害者 児童 その他

事業所名 介護老人保健施設アリス草薙（静岡市清水区）

法人理念：〇人々の健康維持、生活習慣病予防に努めます 〇 お年寄りが尊
厳ある人生を送れるように支援します 〇健康つくりで地域と連携を図ります

母体が整形外科医院であることから、積極的にリハビリテーションを取り入れ、ご利用者
の早期家庭復帰、社会復帰に力を注いでいます。

リハビリに力を入れています

これまでに多くの職員が、産前産後休業・育児休暇を取得。復帰後は、短時間勤務の制
度を利用して働き続けています。子育てとの両立を大切にしています。

多くの職員が産休・育休後、職場に復帰

仕事に追われる環境では、ご利用者への心遣いも生まれません。希望者には１年に１回
５日間連続の休みを取らせるなど、心にゆとりが持てる環境づくりに努めています。

５日間連続休暇でリフレッシュ

ＰＲポイント‼

令和４年４月 雇用条件
※「短大卒、正規職員」（見込み）

月給 218,000円（夜勤 5回勤務した場合）

賞与 基本給の 3カ月分

福利厚生 交通費支給

年間休日数 107日ほか特別休暇（ 2～ 4日)

週休数 2日

募集職種 介護職員

必要な資格 不問。ただし介護福祉士に対し月
15,000円の支給あり

その他 車通勤可。公共交通機関で通勤する職員のた
めの草薙駅付近と施設を往復する車あり

動画掲載
無

★職員からのメッセージ
大澤 光範

（おおさわ みつのり）
【通所グループ長：

2017年採用】
介護の学校を出て、
現在、介護職として
18年目を迎えてい
ますが、いつまでも
初心を忘れずにケア
を行っています。ご利用者が「ここに来て
良かった」と有意義な時間を過ごしてい
ただけるよう、ご利用者の声に耳を傾け、
笑顔あふれる介護を目指しています。
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産前産後休暇を経て、現在は時短
勤務で復帰。施設内の託児所に
子どもを預けながら、ユニット
型特養で働いています。

職場の仲間は女性が多く、仕事だけでなく子育ての
相談にも乗ってもらっています。
最近は施設内で行われた社会福祉士資格取得補助講
習に参加、更なるキャリアアップも目指しながら、
仕事も育児も楽しんでいます。
後輩の皆さんには就活においてちゃんと自分の目で
見て感じて確かめてほしいです。足を踏み入れてみ
ないと分からない情報は多いです。イメージや人か
ら聞いた情報と全然違うなと会社訪問をして実感し
ました。人が思うことと自分が感じることは違うの
で是非色々な会社を訪問して自分の目で見て感じて
確かめてもらいたいと思います。

100%満足と納得をし
ていただくサービス
を提供します

地域社会に根ざし、幅
広く福祉の輪を広げ、
御利用者様の生活の向
上を目指します

お年寄りが心豊かな
生きがいの持てる生活
を送っていただける
手助けをします

1 2 3

地域公益活動
「プレゼント・バンク」

みんなの好き、得意な事を地
域や社会に還元する活動です

スタッフも好き、得意を活か
し活躍中です！

施設内の研修制度充実

プリセプター制度有。
事業所横断研修（他部署
研修）は普段と違う一日
が過ごせて楽しいです！

働き方バージョンアップ

施設内託児所の設置や、休憩
室のリノベーションなどス
タッフが働きやすい様々な取
り組みを行っています！

令 和 ４ 年 ４ 月 雇 用 条 件
※短大卒、正規職員（見込み）

基本給 １７２,９００円＋各種手当

処遇改善加算手当 34,000円/月
夜勤手当 4,000円/1回（8H夜勤）
介護資格所有者最高15,000円/月
その他、住宅手当(該当者のみ)

賞与 3.95ヵ月（実績による）

休日 月９日程度（シフトによる）
年間 １０８日
※入社6ヵ月後有給休暇付与 10日

募集職種 介護スタッフ
資格 不問 【歓迎】介護系有資格者

川島 綾（かわしま あや）
静岡県立短大2015年卒業
【ユニット型：介護スタッフ】

住 所 〒424-0902 静岡市清水区折戸５丁目18-36

ＴＥＬ 054-335-3353 ＦＡＸ 054-335-3455

静清会公式LINE↓
事業所名 特別養護老人ホーム 羽衣の園
担当者 樋口 西川 市川
メール kyujin@hagoromono-sono.jp

夢
畑を耕しながら、お年寄りが活き活き暮らせる

「福祉の村」をつくること

動画掲載
有

ＨＰ https://hagoromono-sono.jp/

基本理念
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社会福祉法人正生会

法人本部住所 焼津市田尻北792番地の1

担当者氏名 矢部 貴士（ヤベ タカシ）

連絡先電話番号 ０５４-６５６-０６５６

メールアドレス t-tubasa@alto.ocn.ne.jp

ホームページ http://www.tubasa.or.jp/ http://www.tubasatoyoda.jp/

実施事業 高齢者福祉

事業所名
特別養護老人ホームつばさ（焼津市田尻北792-1）
特別養護老人ホームつばさ豊田（焼津市保福島1202）
グループホームつばさ 焼津市南部包括支援センター

法人理念：利用者の多種多様な福祉サービスに対応できるよう福祉サービ
スの内容を充実させると共に職員の質を向上させ、より良い福祉サービス
の提供を目指すものとする。

• 地域における医療から福祉サービスの提供を行っています。

関連法人を含め焼津市内で地域密着型の事業を展開しています。

• 充実した教育体制と専門性を生かすことができる職場があります。

キャリアアップが目指せます。

• 産前産後、育児休暇取得実績多数あり、だれもが働きやすい職場です。

女性も男性も働きやすい職場を目指しています。

ＰＲポイント‼

令和４年４月 雇用条件
※「短大卒、正規職員」（見込み）

月給 １６９，０００円

賞与 ３．８か月

福利厚生 交通費、住宅手当(上限あり)

年間休日数 年間 １１７日

週休数 週休 ２日以上

募集職種 介護職員 生活相談員

必要な資格

その他

動画掲載
有

★職員からのメッセージ

長谷川 浩人
（はせがわ ひろと）
【介護職員：2016年採用】

その時期に合わせた行事を行ったり、
利用者様とおやつ作りをしたり、ハン
ドベルクラブがあったり、個人作品作
りなど様々なレクリエーション活動を
行っています。職員とも協力し合い、
話し合って、利用者様がより楽しく、
安心して過ごして頂けるような環境作
りに取り組んでいます。

ロゴ
マーク
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社会医療法人 駿甲会

法人本部住所 焼津市大覚寺２丁目３０-１

担当者氏名 木嶋 健悟 (キジマ ケンゴ)

連絡先電話番号 054-628-5515

メールアドレス K-kijima@sunkohkai.or.jp

ホームページ http://www.sunkohkai.or.jp

実施事業 医療・福祉

事業所名
コミュニティーホスピタル甲賀病院（焼津市）
焼津市・藤枝市・島田市・吉田町にて介護施設を多数運営

法人理念：私たちは、ひとりひとりの健康と尊厳を守る、地域の為の病院
（コミュニティーホスピタル）をめざします

ＰＲポイント‼

令和４年４月 雇用条件
※「短大卒、正規職員」（見込み）

月給 １５３，６００円

賞与 ３か月分（令和２年度実績）

福利厚生 リフレッシュ休暇

年間休日数 年間 113日程度

週休数 週休 9日程度

募集職種 介護職員

必要な資格 普通自動車免許

その他 賞与満額支給は２年目から

動画掲載
有・無

★職員からのメッセージ

木嶋 健悟（きじま けんご）
【人事部係長：平成15年入社】

当法人は焼津を中心に志太地域で病
院・老健・グループホーム・小規模多
機能・訪問等の施設を運営しておりま
すので、患者さん・利用者さんに長く
係わっていきたいという方には、ぴっ
たりの法人だと思います。託児所・学
童を法人で運営し、女性が長く働け環
境を整えております。もちろん、男性
の職員も募集しておりますので、
興味のある方はぜひご連絡下さい。

• 車であれば以外に楽に通勤可能。大勢の職員が静岡市より通勤してます。

焼津市の病院・施設は、静岡市内からも通勤が可能です。

• 産休・育休も取りやすく、シフトを組む時にお子様の学校行事等に配慮

をしています。家庭の事情に合わせ様々な働き方が可能です。

託児所・学童があり、女性が働きやすい職場です。

• やりがいを持って働けるように、頑張った人がしっかり評価される制度

を整えています。

職員の評価制度が整っています。
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動画掲載
有・無医療法人 志太会

介護老人保健施設 ユニケア岡部
法人理念 ～地域で支え地域で看取る～

高齢者

県短の先輩紹介します

住所 ：藤枝市岡部町内谷1473‐3   
連絡先 ：054 – 667 – 5555
ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ：https://www.e-miwasan.com/
ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ：konuma@e-miwasan.com 施設ホームページ ユニケア就職ｻｲﾄ

担当者 ：小沼克典（H15県短卒業生） 随時見学・体験受付中！（県短まで送迎可）

年間を通じた教育ｼｽﾃﾑ！
過去5年新卒離職者なし
安心して働ける環境です

全部屋個室（ﾕﾆｯﾄｹｱ）
生活習慣を尊重しています
家の延長線上の環境です

24時間職員専用ｶﾌｪﾃﾘｱ
wifi､ﾄﾞﾘﾝｸｻｰﾊﾞ等完備
福利厚生も充実

業務ではなく介護の追求
寄り添う事を大切に
関わりの時間があります

ここが自慢のPRポイントです

4人に1人が
県短卒業生

県短卒業生
13名在籍中

月給 16万円～ 賞与 4.2か月

処遇改善金　16,000円/月、勤務手当500円/日

夜勤手当6,000円/回、介護福祉士手当15,000円/月

必要な資格 介護福祉士推奨 年間休日 120日 月収目安　231000円＋α

その他 就職祝い金20万円支給（入職年の7月支給） 年収目安　3456600円＋α

手当

住宅手当5,000円/月、子供手当6,000円/月、交通費等々

収
入
参
考
例

介護職2年目、正職員、短大卒、
介護福祉士取得、一人暮らし、
通常一か月勤務
（日勤16日＋夜勤4回）
※上記には交通費＋時間外は含まれていません

お給料も充実
しています

施設ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ

西山 采花さん 青木 創大さん

県短卒業年 平成28年3月
入 職 平成28年4月
資 格 介護福祉士
現 在 ﾕﾆｯﾄﾘｰﾀﾞｰ

県短卒業年 平成31年3月
入 職 平成31年4月
資 格 介護福祉士
現 在 デイケア介護

●入職の決め手は？
介護実習や就職説明会などを通し
て、施設の「その人らしい生活を大
切にする」という思いに共感して入
職を思い立ちました

●入職して学んだ事良かった事
介護は1つ1つの作業に対して利用
者様からの「ありがとう」という言
葉に嬉しく、やりがいを感じられま
す

●後輩へのメッセージ
自分も学生の時に思い描いていた
介護が形にできるのとても良いで
すよ。お待ちしております(*^-^*)

●入職の決め手は？
就職説明会を通して施設の介護の
思いが自分にとって良く、見学の際
の職場の雰囲気も良かった。「ここ
だな」と直感で決めました

●入職して学んだ事良かった事
しっかりと教育をしてもらい、技術
も知識も向上して、成長を感じる事
が実感をしています

●後輩へのメッセージ
介護は楽しいので、ぜひ介護の世
界に飛び込んできてください。

長瀬有可さん ﾕﾆｯﾄﾘｰﾀﾞｰ
（H28県短卒業生）

66



株式会社クラ・ゼミ

こどもサポート教室きらり・あいあい

法人本部住所 浜松市中区田町230－15

担当者氏名 石間 大貴（いしま だいき）

連絡先電話番号 0537-29-8950（火～土 10:00～19:00）

メールアドレス kirari.kakegawa@kurazemi.co.jp

ホームページ https://kirari-kodomo.com

実施事業 児童発達支援、放課後等デイサービス

事業所名
こどもサポート教室 きらり・あいあい
静岡県内各地区にて（浜松市・磐田市・袋井市・掛川市・藤枝市・静岡市・
富士市・富士宮市・沼津市・御殿場市・函南町・三島市）

法人理念： 誰にだって輝ける舞台がある

• 職員一人ひとりの「得意」をお子さんへの支援に役立てることができます。

あなたの個性や得意なことを存分に活かせる職場です

• 初任者研修や定例研修などを通して、スキルアップを図ることができます。

スタッフ育成のためのサポート体制が充実しています

• 残業がなく、気軽に有給も取れるため、プライベートとの両立ができます。

「働きやすさ」を重視した制度や環境が整っています

ＰＲポイント‼

令和４年４月雇用条件「短大卒、正規職員」

月給
173,470円～202,020円
（資格・勤務時間により変動）

賞与 年２回（6月・12月）

福利厚生 各種社会保険完備、退職金あり

年間休日数 年間105日

週休数 週休２日（日曜定休＋他１日）

募集職種 保育士、児童指導員

必要な資格
保育士、社会福祉士等（児童指導
員任用資格）

勤務時間
9:00～18:00 または 10:00～19:00
（勤務地により変動・休憩１時間）

動画掲載
有・無

★職員からのメッセージ

石間 大貴（いしま だいき）
【保育士：2017年採用】

幅広い年齢のお子さん達の学びや成長
に携わることのできる、とてもやりが
いがあるお仕事です。来所された利用
者の方々には笑顔でお帰りいただける
ように、日々試行錯誤を重ねながら療
育支援にあたっています。皆さんの若
さ溢れるパワーは、きっとお子さん達
に元気や希望を与えてくれる心強い存
在になると信じています。

ロゴ
マーク
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株式会社 アース
（児童デイＳＥＳ）

法人本部住所 〒426-0071 藤枝市志太585-1

担当者氏名 後藤 克明

連絡先電話番号 054-625-7027

メールアドレス ses-fujieda@outlook.jp

ホームページ http://earth-ses.com/

実施事業 児童福祉

事業所名

静岡七間町校 藤枝校 藤枝みどり校 藤枝あおじま校
藤枝きた校 藤枝天王町校 藤枝みなみ校 吉田校
吉田すみよし校 姉妹校 掛川てんとうむし校

法人理念：生きる力 やさしい心
職員は、笑いと笑顔で、コミュニケーションをとることの楽しさを

感じることができるような支援を行っています
ＰＲポイント‼

令和４年４月 雇用条件
※「短大卒、正規職員」（見込み）

月給 １８０，０００円～＋交通費

賞与
賞与あり（業績に応じて）
昇給あり

福利厚生 藤枝市勤労者福祉サービス等

年間休日数 年間 ８７日 + 有給

週休数 月６日以上（日曜+月２日）

募集職種 保育士 社会福祉士主事など

必要な資格
保育士または社会福祉士主事、
普通自動車免許など

その他 正規職員以外の雇用形態も有

動画掲載
有・無

★職員からのメッセージ

荻野 美生（おぎの みう）
児童指導員：２０１８年採用

私たちは、子ども一人ひとりの
成長に合わせ、様々な活動に取り
組んでいます。大変な時もありま
すが、常に職場の仲間と協力し
合って、笑顔で楽しく支援に励ん
でいます。子どもたちの成長して
いく姿を身近で見ることができ、
自分自身も成長を感じることがで
きる職場です。

Q
R

平日１２時から１８時の勤務！ & 残業なし！

県内に１０校舎！ 見学随時受付（個別対応可）
障がいを抱える子ども達の支援業務です。
将来的に管理職を目指したいという方も大歓迎。
産休取得実績あり。

土曜・祝日・
学校休校日

９：３０~
１７：３０
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社会福祉法人

島田福祉の杜
法人本部住所 島田市中河町３２６－１

担当者氏名 総務課 石神 由麻（イシガミ ユマ）

連絡先電話番号 ０５４７－３３－２１１１

メールアドレス s-asuka@gol.com

ホームページ http://care-net.biz/22/asuka/

実施事業 高齢者 障害者 児童 その他

事業所名 特別養護老人ホームあすか（島田市中河町）

法人理念

共に感じ 生き甲斐をもって 共に生きる

• 復職後の時短勤務制度を取り入れたり、有給休暇取得促進にも努めたりと、働きやすい

職場づくりをおこなっています。また、全職員ソウェルクラブに加入するなど、余暇活動

が充実するような福利厚生も用意しています 。

ライフワークバランスの実現！産休・育休取得者多数！

• 新人職員を対象に３カ月かけて食事・入浴・排泄といった基礎研修をおこないます。ま

た、資格取得を全面的にバックアップしており、資格手当をはじめ各種手当の拡充もおこ

なっています。

スキルアップを応援！資格取得応援や施設内研修にも力を入れています！

• 当施設では、見守りシステムを取り入れており、夜間時の効率的な見守りや排泄介助が

できるようにしています。また最新のベッドを取り入れることで、介助時の、腰への負担

がかかりにくいようにしています。

介護負担軽減！最新設備を取り入れています！

ＰＲポイント‼

動画掲載
有・無

先輩職員からのメッセージ

平成３０年採用

介護職
戸塚 優来

入職したきっかけは？
施設見学でご利用者と職員が楽しそうに過ご
していて温かい雰囲気に魅力を感じました。

あすかの魅力・仕事で嬉しかったことは？
ユニットケアを取り入れていて、各ユニット
を○丁目、お部屋を○番地というように、自
宅で過ごすのと変わらない雰囲気づくりをし
ています。ご利用者が「孫のように可愛く
思っているよ」と言ってくださり、介護とい
う仕事に一生懸命に向き合えばその思いは
伝わると感じ、
嬉しかったです。

※短期大卒・入職１年目・介護福祉士資格有
夜勤５回 / 月・一人暮らし（アパート）

給与収入モデル（正規職員・介護士）

基本給 143,300 円
＋資格手当 17,000 円
＋特殊勤務手当 10,000 円 ※
＋被服手当 1,000 円
＋住宅手当 5,000 円
＋夜勤手当 35,000 円
＋特定改善手当 10,000 円

合計 221,300 円

※夜勤を含む交代勤務をする職員に支給

☆賞与 基本給×４カ月分（遇改善手当上乗せ有）

☆その他業績により、期末手当支給
☆週休２日（年間休日数１０７日）
☆必要資格特になし（介護福祉士資格あれば尚可）

募集職種【介護職】
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社会福祉法人

牧ノ原やまばと学園

法人本部住所 牧之原市坂部２１５１－２

担当者氏名 板倉 仁 （イタクラ ジン）

連絡先電話番号 ０５４８－２９－０２２１

メールアドレス honbu@yamabatogakuen.jp

ホームページ http://www.yamabatogakuen.jp

実施事業 高齢者 障害者

事業所名

（牧之原市、島田市、吉田町）で事業を行っています。○障碍者福祉：障害者支援施設（２）、
共同生活援助（３）、生活介護（４）、就労A型（１）、同B型（７）、地域活動支援センター
（１）、相談支援（１）○高齢者福祉：介護老人福祉施設（２）、養護老人ホーム（２）、通所
介護（２）、訪問介護（１）、居宅介護支援（１）、地域包括支援センター（１）、介護予防拠
点施設1か所、○その他：診療所（１）、法人本部

法人理念 「ともに生きる」
ひとりひとりを、かけがえのない大切な人として重んじていきたい。ひとりひとりの可能性を見つめ、その人生の
充足のために協力していきたい。地域のつながりの中で、仕事をすすめていきたい。地域のニードに応えるかたち
で、福祉サービスを充実させていきたい。障碍者や高齢者の、命の輝きを伝えていきたい。

入職時には資格や学歴、経歴の有無を問いません。自ら進んで積極的に学び、障
碍者や高齢者の気持ちに立つことができる人であれば、この道で成功できます。

充実した研修制度を通し、専門性、人間性の育成に努めています

全職員・約470人のうち、7割は女性で、女性管理者も50％を超えています。

整備された労務環境で、男性も女性も、個性と能力を発揮できます

面談や、アンケート、異動希望調査、相談窓口などがあり、風通しがよい職場で
す。

『ともに生きる』の理念にふさわしい、働きやすい職場です

令和４年４月「短大卒、正規職員」（見込み）

月給 １８４，０００円～(資格無)

賞与
年2回、3.6～4.4か月(評価制
度による、初年度2.6か月)

福利厚生
雇用、労災、健康、厚生・法人独自退
職金・育児介護看護休暇・職員互助会

年間休日数 年間 １０８日

週休数 月9日(一か月単位変形労働時間制)

募集職種 介護員・生活支援員

必要な資格 なし(普自、福祉関係歓迎)

その他 有給休暇初年度前渡し有

動画掲載
有

★職員からのメッセージ

在学時の施設実習で聖
ルカホームを訪問しま
した。一人の利用者に
ついて職員が細かく情
報交換しているところ
などを見て、利用者に親身になって寄
り添っていて、理念である『ともに生
きる』の実現がされていると思い、就
職を志望しました。『明るいあいさつ、
明るい笑顔があふれる施設です。他職
種との連携もバッチリ！一緒に楽しく
働きましょう。』
聖ルカホーム 金子萌衣

【介護員：２０１８年採用】
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社会福祉法人 賛育会

法人本部住所 東京都墨田区太平3-17-8

担当者氏名 生井 知三 （ナマイ トモミ）

連絡先電話番号 0537-86-3286

メールアドレス Ts-career@san-ikukai.or.jp

ホームページ https://san-ikukai.or.jp/tokai/tokai_seihuen/index.html

実施事業 高齢者 障害者 児童 その他

事業所名 〈御前崎市〉東海清風園〈牧之原市〉相良清風園

法人理念：「隣人愛」そばにいる人を自分のように大切にする温かい心。

ＰＲポイント‼

令和４年４月 雇用条件
※「短大卒、正規職員」（見込み）

月給 206,000円

賞与 3.5カ月分（2020年度）

福利厚生 退職金制度・職員共済会制度

年間休日数 130日以上（2020年度）

週休数 週休2日制

募集職種 介護員

必要な資格 不問

その他 キャリアチェンジ制度有

動画掲載
有

★職員からのメッセージ

大村拓智（おおむらひろさと）
【介護員：2017年採用】

私が就職活動をした際に見学した職場の
中で、「明るい」という言葉が一番当て
はまる施設でした。建物の構造もあると
思いますが、太陽の光がよく入り、入居
者と職員との関係に「笑顔」がとても多
く、過ごしやすい空間ができていると感
じました。仕事は日勤から夜勤まで様々
ありますが、入居者のQOL向上のため
日々介護支援を行っております。職員同
士のサポートも多く、働きやすい環境に

なっています。

ロゴ
マー
ク

東海清風園・相良清風園
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御前崎市総合保健
福祉センター

法人本部住所 静岡県御前崎市池新田2070

担当者氏名 堀江淳一

連絡先電話番号 0537-86-8822

メールアドレス byokanri@city.omaezaki.shizuoka.jp

ホームページ https://omaezaki-hospital.jp/carecenter/

実施事業 高齢者 障害者 児童 その他

事業所名
御前崎市総合保健福祉センター 老健はまおか
市立御前崎総合病院 医療療養病棟 回復期病棟

法人理念：私たちは、安心と安全な思いやりのある医療・介護・福祉サー
ビスを提供し、地域の保健・福祉の充実と発展に貢献致します

• ワークライフバランスが充実！「静岡県働きやすい介護職場」認証施設です

御前崎市職員（公務員）として働けます

• 院内教育、院外研修参加機会が充実！医療的ケア実地研修施設です

介護の専門性を発揮できる教育体制が充実しています

• 併設の市立病院や地域と連携し、在宅復帰支援への役割を発揮できます

施設内外の多職種連携、地域連携が充実しています

ＰＲポイント‼

令和４年４月 雇用条件
※「短大卒、正規職員」（見込み）

月給 163,100円

賞与 年2回（4.45か月）

福利厚生
静岡県市町村職員共済組合
加入 住居、通勤手当

年間休日数 年間125日

週休数 週休2日

募集職種 介護福祉士

必要な資格 介護福祉士

その他
職員宿舎 院内保育園

動画掲載
有・無

★職員からのメッセージ
丸尾 菖（まるお あやめ）
【介護福祉士：2020年採用】
静岡県立大学短期大学卒
「老健はまおかの良い所は、利用者さ
んの笑顔が多い事です。レクリエー
ション、個別リハビリなど活動する時
間が多いことも要因です。多職種が関
わり、利用者さんの生活を支えていま
す。」 ＜先輩より＞

利用者さんを大
切に、毎日一生
懸命です。部署
期待の介護福祉
士です★
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法人本部住所 牧之原市片浜１０１３番地１

担当者氏名 総務 川野 義和（カワノ ヨシカズ）

連絡先電話番号 0548-53-1230

メールアドレス seirenkai@ai.tnc.ne.jp

ホームページ https://kaizansou.com/

実施事業 高齢者

事業所名
特別養護老人ホーム海山荘
特別養護老人ホームすいせんの郷

法人理念：[個人の尊厳]、[和み]、[ありがとうの心】、[創意工夫】の基本理念に基づ
き、入居者様・利用者様に安心・安全・和やかなサービスを提供します。

• 職員平均の有給取得日数は9.6日/年 その他の特別休暇あり

業界平均以上の有給休暇を取得しています！

• 男性職員も育児休暇を取得 子供が５歳まで取得できる看護休暇制度を整備

育児休暇＆介護休暇の取得実績多数

• 施設は高台に設置されており、駿河湾を一望できる自然豊かな職場です。

自然豊かな職場で仕事もプライベートも充実

ＰＲポイント‼

令和４年４月 雇用条件
※「短大卒、正規職員」（見込み）

月給 182,000円(処遇改善含む)＋各種手当

賞与 ３．３ヶ月分（2019年度実績）

福利厚生 交通費（上限３万円）、住宅手当等

年間休日数 １１０日（平均月９日）

週休数 週休２日

募集職種 介護職員（特別養護老人ホーム）

必要な資格 無資格 可 介護福祉士あれば尚可

その他 研修制度・資格取得支援制度整備

動画掲載
有

★職員からのメッセージ

赤堀 友梨
（あかほり ゆり）
特別養護老人ホーム海山荘
ユニットリーダー、介護福祉士

2014年採用

お年寄りと関わることが好きで、施設見学時に

職員・入居者様が明るい笑顔で溢れていたこと
がとても良い印象だったので入職を決めました。
基本理念にもある「創意工夫」しながら入居

者様のその人らしい生活をお手伝いできた時に
やりがいを感じます。
福祉の資格を持っていない人でも働きながら

資格を取得できる環境があるので安心して働く
ことができます。
職員同士がお互いに成長し合いながら

より良い仕事をしていきたいと思います。
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タップ株式会社

法人本部住所 掛川市掛川10

担当者氏名 三井 政弘 連絡先電話番号 0537-61-1777

メールアドレス tapmitsui＠gmail.com ホームページ http://tapgroup.co.jp/

実施事業 児童（児童発達支援・放課後等デイサービス・障害児相談支援）

事業所名

ひまわり島田駅前校・島田金谷校・島田初倉校・吉田校・吉田南校
JOB掛川駅前校・掛川駅南校・掛川駅東校・掛川駅西校・掛川城前校
桜木校・浜岡校・浜中前校・袋井山梨校・袋井中央校・袋井南中前
校・袋井駅前校・浅羽校・磐田南校・磐田駅前校・JOB磐田駅前校
障害児相談支援事業所未来サポート・輝きサポート

法人理念：子供たちを思いやり、子供たちに寄り添い、子供たちの幸せの
ために、まことをつくす。

•障害児（3歳から18歳）に特化した事業を展開中

子ども達の成長に携わることができる仕事です

• 現在２４事業所を展開 若手の活躍の場がたくさんあります

20代の管理者・児童発達支援管理責任者も活躍中

• 産休＆育休の取得率＆復帰率100％ 子の看護休暇・短時間正社員制度有

掛川市子育てに優しい事業所AAの評価 安心して働けます

ＰＲポイント‼

令和４年４月 雇用条件
※「短大卒、正規職員」（見込み）

月給 196,000円

賞与 4か月分

福利厚生 交通費

年間休日数 年間105日

週休数 週休2日

募集職種 児童指導員

必要な資格 児童指導員任用資格

その他

動画掲載
無

★職員からのメッセージ

海老原 凛（えびはら りん）
【児童指導員、2018年採用】

わたしは大学2年生の頃からタップで
アルバイトをしていました。支援を通
じて子どもたちの成長に携わる中で、
これからも子どもたちの成長に自分が
関わっていきたいと感じ、新卒で入社
しました。先輩方の中には、産休・育
休を取得後に復帰され活躍されている
方も多く、自分自身のライフスタイル
が変わっても働き続けられると思った
のもタップを選んだ理由の一つです。
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法人本部住所 掛川市下土方3584-1

担当者氏名 土井孝久

連絡先電話番号 0537-63-3131（くにやす苑内）

メールアドレス kuniyasuen@giga.ocn.ne.jp

ホームページ http://www.daitofukushikai.com

実施事業及び事業所名
※事業所は全て掛川市
内にあります

（児童関連） 城東保育園 おおさかこども園 ちはまこども園
（高齢者関連） 特別養護老人ホーム大東苑 養護老人ホーム小笠の郷

特別養護老人ホームくにやす苑

令和４年４月 短大卒見込み条件（正規職員）

月給

基本給 164,300～166,900円
処遇改善手当 16,000～
他（通勤、資格・夜勤(介護のみ) 等）
※詳細は個別にご提示します。

賞与 年間4.15ヶ月（2020年実績）

福利厚生 社会保険、退職金制度、互助会等

年間休日数 119日（ﾘﾌﾚｯｼｭ休暇含）

週休数 勤務割表による（基本週2休日）

募集職種 保育士、介護職員

必要な資格
保育士、幼稚園教諭、介護福祉士、社
会福祉主事等職種に応じて必要になり
ます。資格取得補助制度もあります。

その他
一人暮らしをサポート！
住宅手当（上限27,000円）あります。

（福）大東福祉会

法人理念：①利用者の尊厳を守り、その人らしい日常生活が送れるよう支援します。
②心身ともに健やかな子どもの育ちや親の子育てを支援するとともに、子どもの生きる力の基
礎を培います。

③地域社会とともに、教育の振興、福祉の増進に努めます。

動画掲載しています！

★職員からのメッセージ★
高木真生（タカギ マイ）
介護職職員：2019年採用
（所持資格：介護福祉士）

★介護の仕事を選んだきっかけは？★
幼少期から地域のご年配の方との関りが多

くその時間が楽しく感じたり、中学生の老人
ホームでの職場体験でとてもやりがいを感じ
たため、「この職に就こう」と決めました。
★仕事のと楽しいところは？★
日々関わる中で名前を憶えて頂いたり、感

謝の言葉を頂いたりすることで頑張ってよ
かったなと嬉しい気持ちになります。大変な
こともありますが、御利用者の笑顔に癒され
たり、やりがいを大きく感じるステキな仕事
だと思います。
★大東福祉会の良いところは？★
充実した福利厚生や法人理念に沿った方針

など良いところは多いですが、一番良いと思
うところは、職員同士の人間関係が良いこと
だと思います。悩みごと、わからないこ
となど助け合いのコミュニケーションが
とれる働きやすい環境だと思います。

HPのQRコードです↑

PRポイント!!
①地域に密着した運営をしています！
掛川市南部地域で６つの施設を運営し、地元の教育、福祉を支えていくのが私たちの役割です。地

域福祉を守る使命と地域への感謝の気持ちを忘れずに、何事にも前向きに取り組んでいます。

②年間の1/3が休日です！
月平均9日以上の休日にリフレッシュ休暇6日を加え、年間休日は119日あります。さらに年休取得

は、平均10日以上、勤続10年、20年、30年で連続休暇、直近5年の育休復帰率は100％です。

③新卒採用者3年以内離職者ゼロを目指しています！
ミスマッチや早期離職とならないよう入社前の見学、説明会、面接選考、内定者打合せ会、オリエ

ンテーション等、職員と内定者が顔を合わせる機会を多くとっています。
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社会福祉法人

デンマーク牧場福祉会

法人本部住所 袋井市山崎5902-167

担当者氏名 加藤 麻那美（カトウ マナミ）

連絡先電話番号 0538-23-0380

メールアドレス makiba1-kyujin@denmark-bokujyo.or.jp

ホームページ http://www.denmark-bokujyo.or.jp/

実施事業 児童 障がい者 高齢者

事業所名
児童養護施設 まきばの家 自立援助ホーム こどもの家
特別養護老人ホーム ディアコニア
多機能型事業所 いぶき

法人理念：目の前にいる一人ひとりは、神に愛される人として
大切にされるいのちである。

• 産休、育休がとりやすい。1時間単位の有休の取得が可能。

女性が働きやすい職場

• 福利厚生サービスへの加入、企業年金への加入可能。

福利厚生が充実してます

• いろいろな施設で働き、いろいろな経験を積むことが可能。

様々な施設で働くことが可能

ＰＲポイント‼

令和４年４月 雇用条件
※「短大卒、正規職員」（見込み）

月給 177,500円 + 各種手当

賞与 4.2ヶ月分

福利厚生
通勤手当、住宅手当（上限あ
り）他

年間休日数 108～113日（事業所による）

週休数 月平均9日（勤務表による）

募集職種 保育士、児童指導員、介護職員

必要な資格
社会福祉士、保育士、児童指導
員、教員免許、他

動画掲載
有・無

★職員からのメッセージ

久保田直美（くぼた なおみ）
【介護福祉士：2003年採用】

デンマーク牧場福祉会は、子どもから
高齢者まで幅広い分野の福祉サービスを
展開しています。また、敷地内には牧場
があり、自然豊かな環境で仕事ができま
す。
目の前のお一人お一人を大切にし、人

との関わりを通して自分自身が成長でき
る魅力的な仕事です。
人との関わりが好きな方、前向きに仕

事に取り込める方、お待ちしています。
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社会福祉法人

遠 江 厚 生 園

法人本部住所 磐田市大久保５２２番地1

担当者氏名 中根好美（ナカネ ヨシミ）

連絡先電話番号 0538-38-2145

メールアドレス houjin@tohtoumi-kouseien.or.jp

ホームページ http://www.tohtoumi-kouseien.or.jp

実施事業 介護老人福祉事業

事業所名 特別養護老人ホーム遠州の園
特別養護老人ホーム第二遠州の園

法人理念：人は人として存在するだけで尊い。

私たちは、一人一人の人格を尊重して、個人の尊厳を守ります。

ＰＲポイント‼

令和４年４月 雇用条件
※「短大卒、正規職員」（見込み）

月 給 １７４，４００円（特殊業務手当含）

賞 与 ４．４か月分

福利厚生等 通勤手当・資格手当・住宅手当・
マイカー通勤可（無料駐車場有）

年間休日数 １２１日

勤 務 ローテーション勤務 （希望休日申請取得可）

募集 職種 介護職員

必要な資格 介護福祉士あれば尚可
普通自動車免許

そ の 他 施設見学等随時受付させていただきます。

動画掲載
有・無

★職員からのメッセージ

山本大心（ヤマモトタイシン）

【ショートステイリーダー】

中学生の時からボランティアでお年寄りや障害
を持っている方と関わってきました。その時、
話をしていくうちに笑顔で「ありがとう」とい
う言葉を頂きうれしく思ったことが、福祉の職
場に進みたいと思った理由のひとつです。
初めて施設に見学に行った時に職員の皆さんが
元気な挨拶で迎えてくれました。説明もわかり
やすく丁寧に接してくれ、この法人施設で一緒
に仕事がしたいと思いました。職員同士が助け
合い、意見を言い合うことのできる職場です。
明るく笑顔にあふれています。
働きやすい職場です。
是非、一緒に働きませんか？

• 休日が多く、休みを取りやすいためプライベート時間が充実しています。

年間休日１２１日 ＋ 有給取得日数（前年度実績）年間１１日

• 多くの職員が、就職後に資格取得を目指しています。

充実した福利厚生 各種資格取得助成制度

• 産休&育休明けにおいて、１週４日の勤務を選択できます。

• 子育てと仕事を両立しながら働くことができます。

産前産後休暇＆育児休暇後の短時間正規職員制度
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法人本部住所 磐田市見付２６９３

担当者指名 後藤 和子

連絡先電話番号 ０５３８－３５－４０７３

メールアドレス Day-shion@yr.tnc.ne.jp

ホームページ

実施作業 高齢者 通所介護

事業所名 シオンの家デイサービスセンター

社会福祉法人シオン会

法人理念：キリスト教の敬虔・博愛・規律の精神に基づき、利用者の真の幸せを願い、さらにご家
族に満足頂けるようコミュニケーションをとります。また、働く人の満足と生き甲斐にも
目を向け、楽しく仕事ができるよう職場環境や人間関係を調和します。

完全土曜、日曜休みなのでプライベートの友達や家族の付き合い、旅行の計画など日程が
合わせやすいです。

小中規模施設のため、職員と利用者が家族のような雰囲気があります。職員の上下関
係も厳しくないため、職員みんなで協力して仕事に取り組んでいます。

同法人の中に介護部門は1施設しかなく、遠方に転勤や畑違いの配置換えなどはあり
ません。

アットホーム

転勤なし・配置換えなし

月給 178,000円

賞与
年2回
賞与月数 計 3.50カ月分

福利厚生
交通費支給 研修制度あり
制服あり 育児休暇あり

年間休日数 100日 前年度実績

週休数 週休2日

募集職種 介護職員

必要な資格
介護福祉士

普通自動車免許 必須

佐々木理人（ささき みちひと）
2016年採用

新人で入社した当時は介護技術は
持っていても施設のノウハウが分から
ず右往左往していましたが、他の職員
の方々が丁寧に教えて頂き、又、仕事
のミスも支えて頂けたので4年間それ
ほど不自由することなく勤めています。
土曜、日曜が休みのため、友達との

休みが合わせやすく食事やドライブ、
小旅行など楽しませてもらってます。

職員からのメッセージ

PRポイント

土曜、日曜休み

動画掲載
有・無
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社会福祉法人斉慎会

法人本部住所 磐田市西貝塚2111番地1

担当者氏名 成田 将史 (ナリタ マサシ)

連絡先電話番号 0538-39-4165

メールアドレス nishinoshima.narita@ace.ocn.ne.jp

ホームページ http://www.saishinkai.or.jp

実施事業
介護老人福祉施設・（介護予防）短期入所生活介護・
通所介護・居宅介護支援

事業所名
特別養護老人ホーム西貝の郷
特別養護老人ホーム西之島の郷

法人理念：「その人らしさ」の尊重を基本理念に掲げ、お一人お一人の個
性を大切にすることが私たちの想いです。

ＰＲポイント‼

令和４年４月 雇用条件(見込み)
短大卒：正規職員

月給 213,100円（夜勤手当5回含）

賞与 4.3か月分

福利厚生

交代勤務手当、資格手当、調
整手当、夜勤手当、休日勤務
手当、通勤手当、住宅手当、
扶養手当等、各種手当あり

年間休日数 年間121日以上

週休数 シフト制：月10日(2月は9日）

募集職種 介護職員

必要な資格 不問

動画掲載有

★職員からのメッセージ★

菅沼優香（すがぬまゆうか）

【介護職員：2018年採用】

「人の役に立つ仕事がしたい」と思って
いたこともあり、高校の福祉科を卒業し
て西之島の郷に入職しました。研修制度
やOJT教育制度が充実しており、施設み
んなで新しい職員を支えていこうという
職場の雰囲気が大好きです。
入居者様から笑顔が見られ「楽しいな今、
幸せな時間だな」と感じていただけてい
るとき、本当にこの仕事をしていてよ
かったなぁ・・・と自分も幸せな
気分になれています。

•新任職員研修を毎月開催、実務者研修は法人内で開催し費用も全額補助します。

手厚いOJT教育・研修システム、資格取得支援制度も充実！

•生活を支える施設だからこそ職員にもゆとりを、法人内職員交流会も開催します。

年間休日121日以上でプライベートも大切に！

•リフトやセンサー、介護記録ソフト等を導入し働きやすい職場を目指しています。

最新の設備を導入して働きやすい職場環境を！
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株式会社 いこいの里静岡

法人本部住所 磐田市大原1911

担当者氏名 川島 幸久（カワシマ ユキヒサ）

連絡先電話番号 0538-36-5200

メールアドレス kawashima@ikoinosatoshizuoka.co.jp

ホームページ http://www.ikoinosatoshizuoka.co.jp

実施事業 高齢者

事業所名
住宅型有料老人ホーム いこいの里大原（磐田市）
住宅型有料老人ホーム いこいの里掛川（掛川市）

法人理念：今の介護業界を支えているのは“介護職員”たちであり、これからのキーマンも

“介護職員”たちと考えます。「職員が幸せだからこそ、心ある介護ができる」。
この想いを実現できる給料とポジションが「いこいの里」にはあります。

• 育児休業や社宅完備などプライベートまでしっかりフォロー。

安心して働ける制度が充実！

• 資格取得支援など自分のペースでスキルを身につけられます。

働きながらスキルアップ！

• 若い社員も多く自分で考えて仕事ができます。

職員ファーストな柔軟な社風！

ＰＲポイント‼

令和４年４月 雇用条件
※「短大卒、正規職員」（見込み）

月給 168,000円～（介護職員）

賞与 2.5か月分

福利厚生 交通費、各種手当あり

年間休日数 年間 105日

週休数 週休 2日

募集職種 介護職員、生活相談員

必要な資格 介護福祉士（生活相談員）

その他 正規職員以外の雇用形態もあり

動画掲載
無

★職員からのメッセージ

竹上 裕樹（たけがみ ひろき）
【現場リーダー：2016年採用】

弊社では若い力を必要と
しています。日々困難な
ことも多々ありますが、
試行錯誤で取り組んで
います。活気のある職場
にさらなるパワーを
加えて下さい！

LINE採用アカウントが
できました！
★登録はこちら⇒

ロゴ
マーク
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株式会社ＬＣウェルネス

法人住所 浜松市南区恩地町263

担当者氏名 徳増知子

連絡先電話番号 053-426-0691

メールアドレス tomoko.tokumasu@lc-koko.co.jp

ホームページ http://genekikko.com 

実施事業
介護保険事業（通所介護、居宅支援）、
地域ケア、人材養成

事業所名 ここ倶楽部指定通所介護事業所（浜松市）

法人理念：「他人以上、身内未満」のかかわりを大切にし、
人と地域をつなぐコミュニティプラットホームを創る。

ＰＲポイント‼

令和４年４月 雇用条件
※「短大卒、正規職員」（見込み）

月給 170,000円～250,000円

賞与
年２回（昨年度実績3.8ヶ
月）

福利厚生
資格手当、交通費（上限あ
り）、安全運転奨励金

年間休日数 105日 ＊日曜日、12/30～1/3は休

み

週休数 社内カレンダーによる

募集職種 介護職

必要な資格 普通自動車免許（ＡＴ限定可）

その他 正社員以外の雇用形態あり

動画掲載
有・無

★蝦名 昇（介護員）2020年入社

毎日同じことの繰り返しの
ようで、全く同じ日はありま
せん。日々勉強で、ゴールや
正解がないので楽しいです。

★白木小織（介護主任）2007年入社

介護の経験がなく介護は
大変というイメージで入社
しましたが、毎日みんなで
大笑いして、一日があっと
いう間に過ぎます。

① チャレンジ大歓迎！
介護は創造産業。“命を吹き込む”ことに挑戦する人、大歓迎です。

③ 子連れ出勤ができます
そうやって先輩も子育てと仕事を両立してきました。

② 働きながら資格が取れます
資格を取るためのシフト調整、資金援助等をしています。

おいし
い

うれし
い

たのし
い

「職員に対するサポートが
しっかりした会社です。保育
士を雇ってくれたり、子連れ
出勤させてもらったり…。働
きながら社会人学生として大
学に通わせてもらい、社会福
祉士の資格を取得しまし
た。」
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ウェル恵明会株式会社

ご利用者様お１人お１人のこれまでの生活歴やお人柄に合わせた

介護サービスの提供をさせて頂きます。

理 念

「 寄り添うケア 」 「 寝たきりをつくらない 」 「 オムツに頼らない 」

野菜中心で化学調味料ゼロのバランス良い

薬膳料理を職員も特別価格で食べることが

できます。

Point

01
こだわりの食事

資格取得のための研修会参加費・受験費用の

会社負担あり。

Point

02
資格取得支援

小規模だからご利用者様の声が届きやすく、

家庭的で温かな雰囲気。

ひとりひとりに寄り添ったケアを行うことが

できます。

Point

03
家庭的な雰囲気

ＰＲポイント！

法人本部住所 浜松市中区連尺町314-31 アーバンスクエア浜松ビル202

担当者氏名 伊藤 嵩浩（いとう たかひろ）

メールアドレス itou@rupinus.jp 連絡先電話番号 053-457-7088

ホームページ http://www.rupinus.jp/

実施事業 高齢者・障害者・児童

事業所名

■介護福祉事業部 〖小規模多機能型居宅介護・グループホーム〗

るぴなすはうす・るぴなすコート・るぴなすの杜（浜松市）

■障がい事業部 〖放課後等デイサービス〗

アソベル袋井・アソベルあさひ町・アソベル久能・アソベル袋井駅前・

アソベル東新町・アソベル磐田・るぴなすスクール駒場

令和４年４月 ※「短大卒、正規職員」（見込み）
るぴなすはうす

るぴなすコート

るぴなすの杜

小規模多機能型居宅介護

グループホーム

小規模多機能型居宅介護
グループホーム

雇用条件

月給 180,000円 賞与 ２ケ月

福利厚生
交通費、介護休暇、看護休暇、慶弔見舞金、
研修資格取得費用の補助、社食費用の補助

年間休日数 105日 週休数 週休2日制

募集職種 介護職 必要な資格 不問

動画掲載
有・無

QRコードから
WEBサイトへ！

皆様がおいしく食事をさ

れるだけで健康維持が出

来る様に、安心・安全な

食事の提供を心掛けてい

ます。

私たち「るぴなす」では、様々な状態のご利用者さまをケア

しています。そこには、「ひと」そのものを好きになれる

「人」でなければならないと私たちは感じています。

「ひと」を尊重しながら接していく「人」を募集しています。

経験のある方ない方は問いません。幅広く人材を募集してい

ます。「るぴなす」の経験豊富な先輩職員のもとで、

いちから丁寧にステップアップしていきましょう。

「ひと」そのものが好きになれる「人」
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法人本部住所 浜松市中区元城町218-26

担当者氏名 森下 哲司

連絡先電話番号 053-413-3290（採用課）

メールアドレス hq-saiyou@sis.seirei.or.jp

ホームページ http://www.seirei.or.jp/hq/saiyou/index.html

実施事業 高齢者・障害者・児童・その他

事業所名

和合せいれいの里（浜松市中区和合町）
浜北愛光園（浜松市浜北区高薗）
聖隷厚生園（浜松市北区細江町）
他、浜松市・磐田市に複数あり リクナビ2022⇒

法人理念：キリスト教精神に基づく「隣人愛」

•「地域・地区採用」を導入。住み慣れた地元で長く働き続けることができます！

県外転勤なし！地元で長く働くことができる環境を整備！

•事業団全体「階層別研修」、専門性向上「専門研修」、視野を広げる「海外研修」！

安心の人材育成制度で着実にキャリアアップを目指せます★

•育児休暇3年取得可！時短勤務あり育児や介護をしながら働くことができます！

•JTBベネフィット「えらべる俱楽部」加入：映画観賞券最大800円割引、某テーマパー

クチケット1,000円割引、その他12,000以上のサービスを利用できます！

医療費補助で負担軽減！定期昇給で毎年給与がUP！

2022年4月雇用条件
※短大卒・正規(見込み)

月給 173,013円

賞与 年3回、4カ月以上！

福利厚生
医療費補助、通勤・住居等各
種手当、定期昇給

年間休日数 116日、別途半日休暇10回

週休数 4週8休

募集職種
介護職
福祉職(社会福祉士・精神保健福祉士)

必要な資格 介護福祉士、社会福祉士

その他 見学・相談 随時受付★

動画掲載
有

★職員からのメッセージ

坪井 菜美（つぼい なみ）
【介護職：2013年採用】

隣人愛の理念のもと、ご入居者のよりよい
生活や自身のキャリアアップのために研修
やチームの話し合いがあり、目標をもって
仕事ができます。
ご入居者の「ありがとう」や反応の変化に
やりがいを感じられる職場です。
大規模法人だからこそ、先輩職員や同期が
多く、業務のことや私生活のことなど相談
しやすい環境があります。
また福利厚生を利用し休日は旅行にいった
り、受診が必要になった場合は医療費補助
で負担なく医療を受けられます。
ぜひ見学へお越しください😊★

★PRポイント★

2022年卒向け
インターンシップ
こちらから！
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社会福祉法人和光会

法人本部住所 浜松市西区和光町517

担当者氏名 法人事務局次長 德田義盛

連絡先電話番号 053-486-2804

メールアドレス info@wakoukai-net.con

ホームページ http://www.wakoukai-net.com/

実施事業 高齢者 障害者 児童 その他

事業所名

＜和光ごとも園、なごみこども園、和光寮、あさぎり（以上浜
松市）、駒沢わこう保育、三軒茶屋わこう保育園（以上東京都
世田谷区）＞

法人理念： すべての利用者に より良い環境と 最善の利益を

• 高齢者分野では年間休日130日超、5日間連続リフレッシュ休暇あり。

• 福利厚生団体への加入料は、全額会社負担。

• 週休3日など、多様な正社員制度で、継続して働ける環境を整備。

職員の働きやすさとチームワークを大切にしています

• 様々な職種や働き方を整備。法人全体研修なども継続開催。

キャリアアップ制度が確立し、研修体制も充実

ＰＲポイント‼

令和４年４月 雇用条件
※「短大卒、正規職員」（見込み）

月給 184,260円

賞与
4.4か月（初年度2.93か月）、
年度末特別賞与あり

福利厚生 退職共済、わーくん浜松

年間休日数 128日

週休数 2日

募集職種 保育士、児童指導員他

必要な資格
保育士、教諭、社会福祉士
他

その他 ※児童福祉の例となります

動画掲載
有・無

★職員からのメッセージ

鈴木 聡美（すずき さとみ）
【家庭支援専門相談員：2005年採用】

児童を取り巻く環境は、虐待や子ども
の貧困、自殺の問題など、暗いニュース
もありますが、私たちは寮に暮らす子ど
もたちと、共に時を過ごしながら、子ど
もたちの元気な笑顔に、勇気とエネル
ギーをもらっています。
私は、出産を機に一度保育士の職を離

れましたが、その後復帰して、現在は家
庭支援専門相談員（FSW）としてがん
ばっています。みなさんも、私たちと一
緒に和光会で、自分の夢に
チャレンジしてみませんか。
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法人本部住所 浜松市西区大山町2958-1

担当者氏名 小澤

連絡先電話番号 (053)414-6014

メールアドレス saiyo@keiseikai6001.or.jp

ホームページ http://www.keiseikai6001.or.jp

実施事業 高齢者 障害者 児童 その他

事業所名
社会福祉法人慶成会（浜松市西区）
特別養護老人ホーム グリーヒルズ東山

社会福祉法人慶成会

法人理念：やさしく ゆったり よりそって

•安心の子育て支援（保育園2ケ所完備、子育て応援手当支給）、育児休暇取得率100％

•サークル活動（駅伝部、太鼓クラブ）、リフレッシュ休暇取得率100％

ワークライフバランスの取り組み

•幅広く事業展開をしておりますので、様々なキャリアを活かす事ができます

保育園から診療所まで幅広い事業展開をしています

•サンクスカード、５s活動、アメーバ経営への取り組みをおこなっています

人とのつながりを大切にします

ＰＲポイント‼

令和４年４月 雇用条件
※「短大卒、正規職員」（見込み）

月給 174,200円

賞与 年2回（3.9ケ月分）

福利厚生 住宅、扶養、通勤手当（上限あり）

年間休日数 年間110日

週休数 9～10日/月

募集職種 介護職

必要な資格 社会福祉士、普通自動車免許

その他

動画掲載
有・無

★職員からのメッセージ

吉村 浩子（よしむら ひろこ）
【地域包括支援センター 2020年採用】

日々相談の分だけ対応が異なり、未熟な自
分ではどのように進めたら解決に向かうの
か分からない事だらけです。辛く悔しい思
いをする事も多いです。そんな時は、職場
の先輩が一緒に考え、アドバイスをしてく
れるので、一つ一つ乗り越える事ができ、
前に進む事ができています。
これからも、地域に住む方の困り事に、
じっくりと向き合っていきたいと思ってい
ます。
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社会福祉法人

十字の園

法人本部住所 浜松市北区細江町中川7220-11

担当者氏名 金谷 一作（カナヤ イサク）

連絡先電話番号 053-414-1400

メールアドレス saiyou@jyuji.or.jp

ホームページ http://www.jyuji.or.jp/

実施事業 高齢者 障害者 その他

事業所名

浜松十字の園（浜松市北区） 御殿場十字の園 （御殿場市）
伊豆高原十字の園（伊東市） 伊東市立養護老人ホーム（伊東
市） 松崎十字の園（松崎町）

法人理念：夕暮れになっても光がある
人格を尊重し、生きる喜び、生きる自由、生きる希望を創ります

• 在籍年数や役職に応じた研修プログラムを実施。

スキルアップに適した研修体系

• 資格を取得するにあたり、様々な形での支援を実施。

資格取得支援制度

• 冠婚葬祭時等の特別有給休暇や、有給休暇を入社月から付与。

ワークライフバランスの充実

ＰＲポイント‼

令和４年４月 雇用条件
※「短大卒、正規職員」（見込み）

月給 170,800円～178,600

賞与 4か月分

福利厚生
特別有給休暇制度、資格所
得支援制度、退職金制度

年間休日数 年間 111日

週休数 週休 2日

募集職種 介護職

必要な資格 不問

その他 職員寮（浜松）

動画掲載
無

★職員からのメッセージ

宮本隆久(みやもとたかひさ)
【介護リーダー：2010年採用】

介護はやりがいのある仕事です。
私自身もお年寄りから元気をわけ
ていただき、それを励みにして仕
事をしています。

また、介護を通してお年寄りと
接していくことで楽しい時、悲し
い時いろいろな場面に遭遇し自分
自身も成長できる魅力的な仕事だ
と思います。
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医療法人豊岡会
法人本部住所 浜松市北区三ケ日町都筑字愛宕3664番地9

担当者氏名 布村 直人

連絡先電話番号 053-525-6861

メールアドレス saiyo@toyookakai.or.jp

ホームページ http://toyookakai.or.jp/

実施事業 医療・福祉（高齢者）

事業所名
はまなこ介護老人保健施設（浜松市北区）
浜松とよおか病院（浜松市北区）

法人理念：「信頼」「安心」「満足」のある質の高い医療・看護・介護
サービスの提供を通して、地域社会に根ざした社会貢献を実現して参りま
す。また、医療人としての使命感を忘れず、職員個々人の仕事のやり甲斐、
生き甲斐や夢を大切にし、お互いに尊重しあえる組織風土を構築します。

• 女性も男性も育休取得実績があります！復帰後の時短勤務も可能です。

育休取得率95％

• 新卒の9割が無資格・未経験のため、新人研修や施設での研修が整っています。

無資格・未経験からでも始められる研修制度

• 資格取得支援、勉強会等の教育サポートも充実！自己の成長を実感できます。

キャリアアップできる環境

ＰＲポイント‼

令和４年４月 雇用条件
※「短大卒、正規職員」（見込み）

月給 191,000円以上

賞与 3.2ヵ月分

福利厚生 通勤,住宅,資格,日直,夜勤手当あり

年間休日数 年間112日

週休数 週休2日制

募集職種 介護職

必要な資格 なし

その他 現場経験後、相談員への異動実績あり

動画掲載
無

★職員からのメッセージ

川嶋 司
（かわしま つかさ）

【介護員：2020年採用】

介護に対する知識や経験が全くなかった
ので、最初は不安もありました。
大変なこともありますが、諦めずに利用
者様と接することで信頼関係が構築され、
日々それを感じながら誇りを持って働い
ています。
介護の仕事は、利用者様が笑顔になって
くれること・直接感謝されること・『人
の役に立てる』というやりがいの
ある仕事です。
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社会福祉法人 松風

法人本部住所 浜松市北区三ヶ日町三ヶ日1148-2

担当者氏名 仲屋秀樹

連絡先電話番号 053-528-0300

メールアドレス mizuumi@po3.across.or.jp

ホームページ http://matsukaze.uh-oh.jp

実施事業 高齢者 障害者 児童 その他

事業所名 特別養護老人ホームみずうみ（浜松市北区）

法人理念：一人の利用者、一人の職員を大切にします
～全員が補い合い、支え合い、支えられていることに感謝できる法人～

•管理者から職員さんに率先して挨拶を行い、気を配り、声を掛け、何でも相談し

やすい関係を作っています。

•失敗でも成功でも「行動すること」で経験を積み、一人ひとりが成長できるよう

支えていきます。

職員が、活き活き、のびのび働ける関係・環境を作ります

• H16の設立時からH28年度まで平均22％超⇒H29年度5.4％、H30年度8.8％、

R1年度3.5％。R2年度育児休業2名取得中。

働きやすい職場へ邁進！・・・離職率が低下しています

ＰＲポイント‼

令和４年４月 雇用条件
※「短大卒、正規職員」（見込み）

月給
170,000円(夜勤有)
158,200円(夜勤無)

賞与 3.7ヶ月(令和2年度実績)

福利厚生 交通費、住宅手当(上限有)

年間休日数 105日

週休数 週休約2日(シフト制のため)

募集職種 介護職

必要な資格 なし

その他 夜勤無の正職員制度有り

動画掲載
有・無

★職員からのメッセージ

山口直也（やまぐちなおや）
介護副主任：2013年採用

私たちの仕事は、間違いなく人や地域の
お役に立つ仕事です。ただし、仕事は一
人ではなくチームで行うもの。ですから、
松風では、職員一人ひとりの個性を大切
にし、お互いを認め合い、全員で補い合
い、支え合いながら、仕事を進め、みん
なで一緒に成長する風土があります。最
近の3年間でその土台が出来つつあると
思いますし、みんなが活き活き仕事をし
ているように見えます。

ロゴ
マーク
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社会福祉法人 天竜厚生会

法人本部住所 浜松市天竜区渡ヶ島217-3

担当者氏名 総務課 川村

連絡先電話番号 053-583-1115

メールアドレス soumu@tenryu-kohseikai.or.jp

ホームページ http://www.tenryu-kohseikai.or.jp/

実施事業 高齢者・障がい者関係事業所、認定こども園、保育所

事業所名
特別養護老人ホーム百々山（浜松市）
特別養護老人ホーム登呂の家（静岡市）
※掛川市、藤枝市、富士宮市にも事業所有

法人理念：九十九匹はみな帰りたれど、まだ帰らぬ一匹の行方訪ねん

令和４年４月 雇用条件
※「短大卒、正規職員」（見込み）

月給
183,000円（リフレッシュ手当、資
格手当含む）

賞与 4.9ヶ月（昨年度実績）

福利厚生
各種保険・年金・退職金制度
夜勤手当、通勤手当、他

年間休日数 年間休日120日！！

週休数 週休２日制

募集職種 介護職

必要な資格 介護職は資格不問！！

その他

動画掲載
有・無

充実した研修体制でスキルアップをサポート！
日々の業務は先輩職員が丁寧にサポートします！

キャリアパス制度により、昇級・研修・出向派遣など
職員一人ひとりの自己実現と自己成長を支えます！

年間休日120日！５年ごとに９連休が取れる！

ＰＲポイント！

特別養護老人ホームでケアワーカーと
して、ご利用者の日常生活をサポート
しています。
ご利用者は、認知症の方、身体・精神
障がいを持つ方などがいらっしゃるの
で、一人ひとりの身体の状態も、ご自
身で実行可能な動作も違います。ご利
用者へ最適な支援が提供できるよう、
アンテナを張って日々ご利用者と接し
ていくことで、変化を一番に感知し、
アセスメントへと繋げることができま
す！

☆職員からのメッセージ

柴田 萌
（しばた もえ）
介護職：2018年採用
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社会福祉法人

遠州仏教積善会

法人本部住所 浜松市中区鴨江三丁目４番３号

担当者氏名 左右田 雅子（ソウダ マサコ）

連絡先電話番号 053-452-3069

メールアドレス info@jishoen.jp

ホームページ http://jishoen.jp

実施事業 その他（生活保護）

事業所名 慈照園（浜松市中区）

法人理念：「慈悲」と「寛容」

•救護施設の利用者は、年齢や障害、課題が様々。やりがいのある仕事です。

様々な課題を抱える利用者への支援をすることができます

•夜勤ではなく宿直（月２～３回）、身体介護が少なく、１時間単位休暇取得可能。

資格取得を後押しする制度もあり資格取得者多数。

負担の少ない勤務体制で、資格取得者多数

•産休&育休のほか、時短勤務もあり、子育てしながら仕事ができます。

産前産後休業&育児休暇、子の看護休暇の取得実績多数

ＰＲポイント‼

令和４年４月 雇用条件
※「短大卒、正規職員」（見込み）

月給 １７５，０００円

賞与 ４．０か月分

福利厚生
交通費、住宅手当(上限あり)
資格手当、扶養手当、宿直手当

年間休日数 宿直明け含め119日

週休数 ローテーション休

募集職種 介護職員

必要な資格 普通運転免許（AT限定可）

その他 資格取得特別休暇・助成金

動画掲載
有

★職員からのメッセージ

水野 翔太（みずの しょうた）
【介護職員：２０１３年採用】

新卒で入職した時は、正直自分に何
ができるか不安でした。でも、毎日利
用者さんと一緒に活動しているうちに
自然と馴染み、自分なりに支援ができ
るようになりました。
職員研修も、内部外部ともに充実し

ていて勉強になります。今は資格取得
に向けて、通信課程で勉強しています。
２児の子育ても、奮闘中です。
ぜひ一緒に働きましょう！
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社会福祉法人ひかりの園

法人本部住所 浜松市北区根洗町681番地の5

担当者氏名 野畑 雅弘

連絡先電話番号 053-437-8289

メールアドレス recruit@hikarinosono.or.jp

ホームページ https://www.hikarinosono.or.jp

実施事業 高齢者 障害者 児童

事業所名

特別養護老人ホーム静光園（浜松市南区小沢渡町）
特別養護老人ホーム第三静光園 （浜松市北区根洗町）
児童発達支援センター浜松市根洗学園 （浜松市北区根洗町）
子ども発達センターたっく（浜松市西区大久保町）
障害者支援施設浜松協働学舎根洗寮（浜松市北区根洗町）
他南区、西区、北区にグループホーム等含め全19事業所

法人理念：
喜ぶ人と共に喜び 泣く人と共に泣きなさい

• 各事業所内における専門性の研修だけでなく、法人職員として必要な服

務、知識などを学び、活かせます

キャリアパスに沿った研修制度

• 児童から高齢者まで、自分のスタイルに合った職場選びができます。

ライフステージに合った職場選び

• 産休・育休及び時短勤務もあり、育児をしながら働くことができます。

産休、育休の取得実績多数

令和４年４月 雇用条件
※「短大卒、正規職員」（見込み）

月給
(高)160,100円 (障)171,700円
(児)162,400円 その他の手当あり

賞与 (高)4.45月 (障)3.45月 (児)4.15月

福利厚生 交通費他事業所別福利厚生制度

年間休日数 年間(高)(障)114日(児)116日

週休数 2日（勤務形態による）

募集職種
介護職員・生活支援員・
保育士・児童指導員

必要な資格
社会福祉士/介護福祉士/保育士
等 普通自動車運転免許証

その他
基本、高齢者、障害者、児童間
の転勤はありません

動画掲載
有・無

★職員からのメッセージ

牧田昌花（まきた しょうか）
【浜松協働学舎根洗寮
生活支援員：2018年採用】

根洗寮はとてもアットホームな雰囲
気が魅力です。職員同士も和気あいあ
いで、ときには支援で悩むこともあり
ますが、あたたかい雰囲気に支えられ
て頑張っています。
私は大学の実習でお世話になったこ

とがきっかけで、この施設に就職しま
した。皆さんもぜひ、お気軽に足を運
んでいただき、施設の良さを
知って頂けたらと思います。

ロゴ
マーク

ＰＲポイント‼
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社会福祉法人ほなみ会 動画掲載
あります

南風

3年間の
新入職員
研修制度

１時間
単位の
有給休暇
取得

ライフ
ワークバ
ランスを
大切に

自分で
キャリア
をプラン
できる

産休・育
休取得率
100％

法人本部住所 浜松市南区倉松町593番地

担当者氏名 川島 理恵（カワシマ リエ）

メールアドレス r-kawashima@h-minamikaze.com

ホームページ http://www.h-minamikaze.com/

実施事業 高齢者福祉

事業所名 特別養護老人ホーム南風
特別養護老人ホーム第二南風

地域密着型特別養護老人ホーム花菜風

【法人理念】
南風のお年寄りとご家族と職員が共に満足し

お互いの絆が強くなっていく共同体づくりを目指します

先輩からのメッセージ 【菅谷里実 施設ケアマネ 2,006年採用】

•私は県立短大卒業後、南風に就職しました。今は４人の子育てをしながら働いています。
忙しい日々の中で、お年寄りの笑顔と励ましが私を支えてくれています。
『顔が見れて嬉しい』と言って頂けることが、何より嬉しいです。
皆さんも【自分らしく】働ける職場と出会って下さいね。

令和４年雇用条件【正規。短大卒】

月給 199,000円
（夜勤手当含）

賞与 4.0カ月分

福利厚生
交通費・住宅手当
わーくん浜松加入

年間休日 112日

募集職種 生活相談員候補
介護職員

資格
介護福祉士
社会福祉士 （優遇）
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社会福祉法人三幸会 動画掲載
有・無

職員からのメッセージ

鈴木善幸（すずきよしゆき）
【介護主任：2015年入職】

私達は、利用者様に笑顔あふれる
日常を送っていただく為に、利用者
様の思いをくみ取りながら生活のお
手伝いをさせていただいています。
新人職員へのサポートはバッチリ！
安心して働ける職場です！
研修や福利厚生も充実していて働
きやすい環境が整っています。

浜松市西区大平台一丁目３４－３０

立川 尚余 （ たちかわ ひさよ ）

053-485-1136

sankouroumu@sankoukai.or.jp

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

高齢者 その他

事業所名
特別養護老人ホーム・救護施設・デイサービス・ショートステイ
地域包括支援センター・訪問看護・訪問介護・グループホーム
居宅介護支援事業所等

法人本部住所

担当者氏名

連 絡 先 ☎

メールアドレス

ホームページ

実施事業

法人理念
１、私達は、超高齢社会より必要とされる福祉文化の充実進展と変革創造に
現在の社会福祉法人として積極的な役割を果たします。

２、私達は、利用者様が住み慣れた地域で尊厳を持って安心した生活がおくれるよう
明るく快適な福祉サービス提供を追求します。

３、私達は、社会を形成する一員として真っ直ぐな善意のこころと利他のこころを研鑽し
価値あるすべての関係者の幸福を目指します。

PRポイント！
● 若いスタッフが未来に希望を持てる職場
● 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

月 給

賞 与

福利厚生

年間休日数

週 休 数

募集職種

必要な資格

そ の 他

178,670円 （無資格）

介護福祉士・社会福祉士などあれば尚良し

令和4年4月 雇用条件
短大卒、正規職員 （見込み）

5.31ヶ月 2019年度 （実績）

職員厚生会 特典多数

年間 108日

一か月9日の休日

介護職・生活相談員 （介護職経験後）

ユースエール
認定企業

静岡県働
きやすい介
護事業所

退職金制度 3本立て
平均有給取得日数17日 （リフレッシュ休暇3日含む）
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社会福祉法人復泉会

法人本部住所 浜松市北区三幸町124-7

担当者氏名 中野卓也（ナカノタクヤ）

連絡先電話番号 053-420-1556

メールアドレス fukusen@fukusenkai.org

ホームページ https://kurumi52.org/

実施事業 高齢者 障害者 児童 その他

事業所名
＜事業所名（市区町名）を記載＞
くるみ共同作業所（浜松市北区）

法人理念：復泉会の機能するところは、地域社会の機能するところである

• 「地域」をキーワードにして、日々のコミュニケーションを大切にしています

地域人として、日々のコミュニケーションを大切にします！

• 資格取得応援制度や法人内勉強会など、キャリアアップを応援します

資格取得などキャリアップを応援する制度があります！

• 人に寄り添う仕事だからこそ、職員のライフステージを大切にします

職員のライフステージに沿った職場環境があります！

ＰＲポイント‼

令和４年４月 雇用条件
※「短大卒、正規職員」（見込み）

月給 166,800円

賞与
①年4.2ヶ月分
②3月賞与（特定処遇改善手当）

福利厚生 通勤手当、住宅手当

年間休日数 111日

週休数 週休2日

募集職種 生活支援員

必要な資格 普通自動車免許

その他 時間単位有給制度有

動画掲載
有・無

★職員からのメッセージ

市川絵倫子（いちかわえりこ）
2008年3月卒業（社会福祉学科）
2008年4月採用

相談支援事業所で相談員として働いています。障
害福祉分野だけでなく、高齢者や医療、教育機関、
行政等様々な分野の支援者さんと協力しながら、
障害のある方が地域でその人らしく暮らすための
お手伝いをしています。利用者さんから「相談し
て良かった」と思っていただける相談員になれる
よう、日々精進しています。社会人になった今で
も、短大の友人とは仲良く連絡を取り合っており、
何かあった際にも気軽に話し合えることが働き続
ける原動力になっています。
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実施事業 デイサービス・ショートステイ・介護付有料老人ホーム

ホームページ https://www.la-class.jp/recruit/

事業所数
静岡県西部～愛知県豊橋市 17拠点23施設 ※転居を伴う転勤なし
2020年度 2施設新規オープン（西ヶ崎・原島）

従業員数 600名程度 （遠州鉄道：2,055名程度）

法人理念：すべての人の「心ゆたかに楽しく暮らす」をお手伝いします。

モデル給与
233,250円（短大卒20歳、夜勤あり5回/月、介護福祉士）
精勤手当、業務手当、資格手当、夜勤手当、残業手当ほか

賞与 年3回〔昨年実績：年間3.60ヶ月 期末賞与含む〕

年間休日数
月9日 / 年間112日
有給休暇：入社6ヶ月後10日支給

勤務時間
①早番 7：00 ～ 16：00 ②日勤 8：30 ～ 17：30
③遅番 11：00 ～ 20：00 ④夜勤 16：30 ～ 9：30 翌日休

募集職種 介護職

動画掲載
有・無

遠州鉄道株式会社

入社後、配属施設の教育担当者が夜勤独
り立ちまでの6ヶ月間、研修計画をもと
に丁寧な指導・面談を行います。
成長に合わせたスキルアップ支援体制を
整っており、相談員教育研修・認知症研
修など、さまざまなセミナーに参加でき
ます。年齢に関わらず、キャリアアップ
が目指せます!

遠鉄グループ12社の福利厚生や特典が
満載です。
・遠鉄バス鉄道全線無料
・百貨店、ストアの買物優待制度
・奨学金返済補助制度
・産休・育休の取得者多数
⇒復帰後グループ保育園利用可能

など

安心の教育制度 福利厚生の充実

静岡県働きやすい介護事業所に認定されています！
（23施設中16施設）

採用担当：竹山早紀 053-463-2021  takeyama_set@entetsu.co.jp

zoom個別相談会
予約はこちら！

LINE
友達登録

＜友達登録、説明会予約 お気軽にどうぞ＞
①実際に働く先輩社員の様子や施設内見学できます！ ②働き方詳しくお伝えします！
③質問にじっくりお答えします！ ③就活アドバイスします！
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社会福祉法人大善福祉会

法人本部住所 浜松市浜北区中瀬3829-1

担当者氏名 山本 瑛一

連絡先電話番号 053-588-4115

メールアドレス spwh6yy9@energy.ocn.ne.jp

ホームページ http://www.daizen-f.com/index.html

実施事業 高齢者 障害者 児童 その他

事業所名

特別養護老人ホーム多喜の園（浜松市浜北区）
特別養護老人ホーム掛川福祉ノ郷（掛川市）
介護老人保健施設あらたま（浜松市浜北区） など

法人理念：誠心誠意

•未経験者・ブランクのある方でも、1つ１つの業務の「理由・意味」をしっかりと伝
え、利用者にとってのより良い介護を実践できるよう指導します。

１つ１つの介護を大切にする職員教育の実践

•賞与（前年度：計4.4カ月）や住宅手当・交通費・永年勤続祝金・介護処遇改善手当
などの福利厚生があります。

安定した経営基盤で、安心して長く勤めることができる

•毎月1回以上社内研修会や社外の研修参加についても、最新の情報や知識・技術を学
ぶことができるよう積極な参加ができるように体制を整えています。

社内の勉強会・社外研修への積極的な参加

ＰＲポイント‼

令和４年４月 雇用条件
※「短大卒、正規職員」（見込み）

月給 163，350円

賞与 4.4カ月（前年度実績）

福利厚生 住宅手当・永年勤続祝金等

年間休日数 106日

週休数 週休2日

募集職種 介護職員

必要な資格 介護福祉士（無資格要相談）

その他

動画掲載
有・無

★職員からのメッセージ

山本 瑛一（やまもと えいいち）
【生活相談員：2008年採用】

浜松市浜北区を中心に、７つの施設が
あり、地域の方との関わりを重視した
施設を目指し、日々努めています。
さまざま年齢・経験の職員が、それぞ
れの得意な部分をいかして介護ができ
るように協力しています。
利用者目線での介護を一緒に実践でき
る方を募集しています！
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社会福祉法人 八生会

法人本部住所 浜松市東区安新町６１－１

担当者氏名 花木 君子（ハナキ キミコ）

連絡先電話番号 053-423-165

メールアドレス honbu@hashoukai.or.jp

ホームページ http://hashoukai.or.jp/

実施事業 高齢者

事業所名
一空園（浜松市東区安新町）あんしんの里（浜松市東区安新
町）豊田一空園（磐田市東原）梅香の里（磐田市下野部）
ゆやの里（磐田市加茂）リッツハウス磐田（磐田市二之宮）

法人理念：一つの空のもと、全ての人が安心して生活できる社会を目指し
たゆまぬ努力を続けます

• 職員教育が充実、 先輩職員がプリセプターを担当してくれます

人材育成に力をいれています

• バースデー休暇アニバーサリー休暇お休みが充実 時間単位の有給取得

ワークライフバランスを大切に

• 介護ロボットの導入 電子マニュアル 介護記録電子化 web会議

業務効率化 IT化に取り組んでいます

ＰＲポイント‼

令和４年４月 雇用条件
※「短大卒、正規職員」（見込み）

月給 １７３,６００円+各種手当

賞与 ４．３か月分

福利厚生 交通費、住宅手当(上限あり)

年間休日数 年間 １１２日

週休数 週休 ２日

募集職種 介護職

必要な資格 普通自動車免許

その他 正規職員以外の雇用形態も有

動画掲載
有・無

★職員からのメッセージ

榊原千夏（さかきばら ちなつ）
【梅香の里介護課主任：2014年採用】

大学では社会福祉学部で学んでいまし
た。地域に貢献できる仕事がしたいと
考え八生会を選びました。入社時研修
やフォローアップを行ってくれること
が魅力でした。プリセプター制度があ
り２、３年目の先輩職員が相談にのっ
てくれたり、熱心に指導してくれたこ
とが自信に繋がっています。ライフス
タイルに合わせて働けます。
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社会福祉法人峰栄会

法人本部住所 浜松市東区小池町３８番地の１

担当者氏名 中山 律子（ナカヤマ リツコ）

連絡先電話番号 053-434-5710

メールアドレス Honbu@hek.or.jp

ホームページ http;//houeikai5710.jp  

実施事業 高齢者 障害者 児童

事業所名
さぎの宮寮（浜松市東区）
きじの里（浜松市浜北区）

法人理念：思想しつつ 祈りつつ 共に生きる

ＰＲポイント‼

令和４年４月 雇用条件
※「短大卒、正規職員」（見込み）

月給 １６１，１２０円

賞与 ３か月分

福利厚生 交通費、住宅手当(上限あり)

年間休日数 年間 １１１日

週休数 週休 ２日

募集職種 介護職

必要な資格
介護福祉士、社会福祉士のい
ずれかあれば尚可

その他 正規職員以外の雇用形態も有

動画掲載
有・無

★先輩職員からのメッセージ
さぎの宮寮の特養で勤務しています。
私たちは、入所者の皆様により良い生
活を送っていただけるよう支援してい
くことを仕事としています。
１．介護技術、コミュニケーション等
で不安がある方もいると思いますが、
先輩職員が優しく指導して下さいま
す！私もまだまだ学ぶことはたくさん
あります。一緒にスキルアップを目指
しましょう！
２．今年は、コロナ禍で施設の在り方、
主に感染症対策の面で見直しをはかっ
ています。様々な情報が出ていて対策
を考え大変な時期だと思います。
皆さんも一緒に頑張りましょう！

• アパート家賃補助や給食費補助等あり働きやすい職場です。

福利厚生が充実しています。

• 利用者・家族の気持ちに寄り添うサービスの提供を目指しています。

成長を求め日々チャレンジできます。

• 新人研修、中堅職員研修、施設間交流研修、少人数研修制度等あります。

教育システムが整っています。
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セントケア・グループ

法人本部住所 東京都中央区京橋2丁目8番地7号 読売八重洲ビル5階

担当者氏名 吉田祐菜

連絡先電話番号 03-5542-8093

メールアドレス hd_saiyo_sc@saint-care.com

ホームページ https://www.saint-care.com/recruit/graduate/

実施事業 高齢者・障害者

事業所名 全国各地に拠点がございます。ホームページをご確認下さい。

「介護で未来をちょっと明るく照らし続ける」

•多様なサービスと整ったキャリアアップ環境で、「自分らしく」成長できます！

◆自分にあったキャリアで成長！

•資格取得補助制度や奨学金返済支援制度など、様々な福利厚生で新卒の皆様をサポートします！

◆充実した福利厚生で新卒をサポート！

•介護事業だけでなく、介護ロボットの開発・販売など先進的な事業にも積極的に取り組ん

でいます！

◆介護のトータルカンパニー！

令和４年４月雇用条件※「短大卒、正規職員」(見込み)

月給
183,000円～
※勤務地・保有資格・職種によって異な
ります。

賞与 1.2か月分/年

福利厚生
奨学金返済支援制度・社宅制度・
資格取得補助制度など

年間休日数 年間110日

週休数 週休2日※サービスにより異なります

募集職種 エリア総合職

必要な資格
選考には資格不要
承諾時には初任者研修と普通自動車
免許の資格をお願いしています。

動画掲載
無

PRポイント

吉田祐菜（よしだゆうな）
【セントケア採用担当】

皆さん、はじめまして！
セントケア・グループ採用担当
の吉田と申します。

弊社では、オンライン説明会やオ
ンライン面談を随時実施しており
ます！
セントケアに興味を持って下さっ
た方は、ぜひお気軽にご連絡下さ
い！
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マザーズ上場

ウェルビー株式会社

経営理念：全従業員の自己実現と幸福を追求するとともに
全ての人が「希望」を持てる社会の実現に向けて

令和４年４月 雇用条件
※「短大卒、正規職員」（見込み）

月給 220,000円＋資格手当等

賞与 年2回（6月・12月）

福利厚生 社会保険完備・産休育休等

年間休日数 120日以上

週休数 シフト制

募集職種 就労支援員・児童指導員

必要な資格 無し

その他
資格手当多数
全国に事業所有

動画掲載
無

★職員からのメッセージ
高橋 俊太（タカハシシュンタ）
【就労支援員：2019年採用】

私が携わっている障害者就労移行支援と
いう事業は、精神障害・発達障害・知的
障害・身体障害など、働くことに障害の
ある方の就労をサポートする仕事です。
就業のために必要な知識・技術の習得を
支援しているほか、履歴書の書き方や面
接での話し方のアドバイスをしています。
また、利用者様が無事に就職した後も
しっかりと職場に馴染めるよう、利用者
様と企業との間に立ち、それぞれの抱え
る課題を聞き出して、助言するといった
活動もしています！

就労移行支援（障害のある方の就職のサポート）・療育（障害、成長の遅れの見
られるお子様の個別療育）を行い、全国展開している上場企業です！

本部住所：東京都中央区銀座2-3-6銀座並木通りビル7階
担当者：工藤、井上
連絡先：03-6268-9542
メールアドレス：shinsotsu-saiyo@welbe.co.jp
ホームページ：https://www.welbe.co.jp/
総合採用サイト：https://recruit.welbe.co.jp/
事業所名：静岡駅前、浜松第一、浜松第二等

（全国に展開、詳しくはHPをご覧ください！）

ウェルビーはこんな会社！
①国と連携した事業なので安定性が高い！
②意見を取り入れる風土で、チャレンジできる！
③研修制度が充実！
④残業平均7.6時間、休日120日以上！
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株式会社ベストライフ

法人本部住所 東京都新宿区西新宿2-6-1 新宿住友ビル29階

担当者氏名 人事課 採用担当 熊谷 智輝

連絡先電話番号 080-5910-0699

メールアドレス kumagai-t@bestlife.jp

ホームページ http://bestlife.jp/

実施事業 高齢者

事業所名
ベストライフ静岡（静岡市駿河区）、三保の松原（静岡市清水
区）、熱海（熱海市）、浜松東（浜松市）など

法人理念：理念：安心・安全・信頼 社訓一、私達は心を大切にします
一、私達は高齢者を尊敬します 一、私達は仕事に誇りを持っています

• 転勤無、残業月平均10時間未満、県内には11ヵ所あります

全国187施設の中から最寄りの施設をご案内！

• 最低二か月間のマンツーマン研修、一か月単位で延長も可能

充実の研修期間！

• 資格取得補助制度もありますので資格経験問いません！

無資格未経験大歓迎！

ＰＲポイント‼

令和４年４月 雇用条件
※「短大卒、正規職員」（見込み）

月給 201,000円～231,000円

賞与 二か月分（初年度は冬季から）

福利厚生 別途、交通費、夜勤手当等

年間休日数 年間111日（有給初年度10日）

週休数 シフト制 月9公休

募集職種 介護職

必要な資格 不問

動画掲載
無

★職員からのメッセージ
「介護の仕事はキツそう」。周囲から
そう聞かれることも多いんです。が、
ベストライフの仕事は、驚くほど無理
がありません。例えば、フルサポート
が必要な入居者さまは1～3割ほど。
ご自身で歩いたり着がえたりできる方
も多いんです。

ちなみに、最初の2ヶ月は研修期間。
さらに1ヶ月単位で期間延長もできる
ので未経験でも安心。5年10年と続け
る人が多いのも納得できる、社員想い
な環境です。
（人事課・採用担当）
募集要項
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株式会社アスモ介護サービス

法人本部住所 東京都新宿区西新宿2-4-1 新宿NSビル25階

担当者氏名 山岸 雅幸（ヤマギシ マサユキ）

連絡先電話番号 03-3349-1076

メールアドレス m_yamagishi@asmokaigo.co.jp

ホームページ http://www.asmokaigo.co.jp

実施事業 高齢者

事業所名
アスモ介護サービス葵 （静岡市葵区）
アスモ介護サービス錦 （沼津市）
アスモ介護サービス和合（浜松市）

法人理念：お客様第一主義の徹底 積極経営
活力ある企業風土の育成

• 1対1の訪問介護形式なので、一人ひとりに寄り添った介護を提供できます。

有料老人ホーム内での訪問介護です

• 1ヶ月の残業時間の平均は37分。基本的に定時で帰れます。

残業はほとんどありません！

• 経験者も未経験者も、個別にスキルを確認して研修を実施します。

先輩職員がマンツーマンでじっくり研修！

ＰＲポイント‼

令和４年４月 雇用条件
※「短大卒、正規職員」（見込み）

月給 202,000円～

賞与 1か月分

福利厚生 交通費（上限あり）

年間休日数 111日

週休数 月9日（2月は8日）

募集職種 介護職

必要な資格 不問（初任者研修以上優遇）

その他 上記月給は初任者研修以上

動画掲載
無

★職員からのメッセージ
R.S
【副主任：2014年年採用】

「お世話をさせていただく感謝の気持
ちを込めて」というスローガンに共感
し入社しました。
現在は、訪問介護事業所の管理者とし
て、スタッフの勤怠管理をする傍ら、
スタッフが不足する日については、自
ら訪問介護も行っています。その他、
お客様ごとの手順書を作成したり、担
当者会議の開催、スタッフへの指示等、
様々な仕事を担当しています。
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法人本部住所
東京都品川区東品川4-12-8
品川シーサイドイーストタワー12階

担当者氏名 新卒採用課

連絡先電話番
号

03-5783-4190

メールアドレ
ス

s-saiyo@sompocare.com

ホームページ https://recruit.sompocare.com/recruit/

実施事業 高齢者 障害者 児童 その他

事業所名
＜事業所名（市区町名）を記載＞
SOMPOケア そんぽの家 東静岡
他県内外で多数事業所ございます

動画掲載
有・無

SOMPOケア株式会社

安心
充実の
6か月
研修

業界内
トップ
クラスの

給与水準
の実現

最先端
ICT
技術の
導入

◆経営理念◆「人間尊重」を経営の基本とし、社員に働きがいと
働きやすい職場の知恵協を行い、最高品質の介護サービスの提供
を目指しています。

月給 223,300～256,374
（各種手当含む）

賞与 年２回（6月・12月）

福利厚
生

社宅制度、資格取得支援制度、
子育て支援制度等

年間休
日数

年間休日 110日
法定年次有給休暇+3日

募集職種 ケアスタッフ
（正社員）

週休数 シフト制（9，10日/月）

必要な資格 介護職員初任者研修
（入社までに取得）

その他 当社【新卒採用ＨＰ】またはナ
ビサイトよりエントリー可能

令和４年４月 雇用条件

※「短大卒、正規職員」（見込み）

＊職員からのメッセージ
沼倉 ゆきえ

（ぬまくら ゆきえ）

【採用担当：2012年採用】

介護は未経験での入社だった
ので、不安はとても大きかった
のですが、研修で基礎から応用
まで学ぶことができ、現場でも
先輩社員たちが丁寧に教えてく
れて、すぐに介護が楽しいと思
えるようになりました。
人と接する仕事がしたい方、

人と関わることが好きな方、是
非一度説明会にご参加くださ
い！
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株式会社ツクイ

法人本部住所 神奈川県横浜市港南区上大岡西１丁目６−１

担当者氏名 丸野さくら (マルノサクラ)

連絡先電話番号 080-5945-7823

メールアドレス skr_maruno@apps.tsukui.net

ホームページ https://tsukui-hd.co.jp/

実施事業 高齢者 障害者 児童 その他

事業所名
全国680ヶ所以上、静岡県内22ヶ所あり
静岡市内(ツクイ静岡葵沓谷・ツクイ静岡・ツクイ静岡駿河下川
原・ツクイ清水渋川・ツクイ静岡川合グループホーム)

法人理念：ツクイは、地域に根付いた真心のこもったサービスを提供し、
誠意ある行動で責任をもって、お客様と社会に貢献します。

• 実績とノウハウを活かし、介護業界のリーディングカンパニーとして成長◎

デイサービス数、お客様数業界NO.１

• 入社前資格取得支援制度や、eラーニングをとして自己学習が可能です。

入社前のフォローから手厚い！

• 複数を経験することで、スキル・キャリアアップに繋げられます！

様々な職種やサービスを経験できます

ＰＲポイント‼

令和４年４月 雇用条件 (介護職)
※「短大卒、正規職員」（見込み）

月給 194,250円～(夜勤含まず)

賞与 賞与年2回（初年度冬季1回）

福利厚生 家賃補助(規定有)など

年間休日数 年間119日

週休数 1ヶ月単位の変形労働制

募集職種 ケアクルー(介護職員)

必要な資格 不問

その他 相談員や他職種も可

動画掲載
有・無

★採用担当からのメッセージ

丸野さくら（マルノサクラ）

ご覧いただき、ありがとうございます。
皆さん、不安の中就職活動をスタート
されると思います。今回初めてこのよ
うな形でＰＲさせていただきますが、
弊社は業界大手でありながら、まだま
だ静岡県内では知名度は高くはありま
せん。まずは皆さんに、事業所のこと、
会社のことを知って欲しい！という気
持ちでいっぱいです。
少しでも興味をお持ちいただけたら、
是非お気軽にお問合せ下さいね。
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株式会社ユニマット リタイ
アメント・コミュニティ

法人本部住所 東京都港区北青山二丁目7番13号 プラセオ青山ビル

担当者氏名 採用担当：小川、玉木

連絡先電話番号 03-5413-8229

メールアドレス m-ogawa@unimat-rc.co.jp    h-tamaki@unimat-rc.co.jp

ホームページ http://www.unimat-rc.co.jp/

実施事業 介護事業、飲食業、不動産業

事業所名

三島市（みしまケアセンターそよ風）沼津市（沼津ケアセンターそよ
風・沼津ショートステイそよ風）御殿場市（御殿場ケアセンターそよ
風）静岡市（静岡ケアセンターそよ風・清水ケアセンターそよ風・中
野新田グループホームそよ風）島田市（金谷ケアパークそよ風）浜松
市（浜松ケアセンターそよ風・浜松西ケアセンターそよ風・浜松東
ショートそよ風）焼津市（焼津ショートステイそよ風）磐田市（磐田
ケアセンターそよ風）

法人理念：世界で一番、仲間を大切にするチームであり続ける

•介護保険外の介護サービス・介護現場でのＩＴ化・自立支援

新しい介護への挑戦！

• 複合施設を持っているそよ風こそできる地域への貢献

様々なサービスのノウハウを生かした地域包括システムの構築

ＰＲポイント‼

令和４年４月 雇用条件
※「短大卒、正規職員」（見込み）

月給 233,800円～

賞与 年2回（6月、12月）

福利厚生
ベネフィット・ステーション
クラブユニマット

年間休日数
週休数

年間休日124日（9日／月）
※リフレッシュ休暇17日含
む

募集職種 ケアサービス職

勤務地 全国の当社施設

その他 正社員以外の働き方もあります。

動画掲載
有
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