奥能登 長寿会の採用情報
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社会福祉法人
長寿会

求人
奥能登の豊かな暮らしを
未来へつなぐ。
シニアのハッピーを
プロデュースすることが
長寿会のミッションです。
わたしたちといっしょに
自分スタイルで
あたらしい「のと」づくり。

社会福祉法人 長寿会

尊厳

敬愛

これらの理念は私たち長寿会が

協和

長寿会で
働く魅力

ここ奥能登で福祉事業を行うにあたり

何よりもたいせつにしている３つのキーワードです
たとえばご利用者様や一緒に働く仲間との
日頃のコミュニケーションや

日々の暮らしや仕事の中で何か選択をするとき
はたまた大きな経営判断をくだすときにまで

私たちは常にこの基本理念を仰ぎ指針としています

1

明確な “キャリアパス制度”

10 年、20 年先の「将来の自分」がイメージできる職場となるよう、
キャリアパス制度を導入。自分の役割や必要な能力を理解する

歴史ある奥能登のライフスタイルは

ことで、努力する方向性が定まります。その努力が適切に評価され、

常に自然との共生を図ってきました

ステップアップしていけば、更なる成長意欲が高まります。

この里山や里海がなければ

私たちの生活や文化はありませんし

私たち人間の節度ある手入れがなければ
自然もまた保つことができません

そこには確かに
「尊厳・敬愛・協和」があって

そんな心をたいせつにしたいと私たちは考えるのです
これらの理念の下 私たち長寿会は

ご利用者様の意思や気持ちを尊重し

認

が
長寿会
した！
ま
れ
定さ

安心して仕事を覚えられる環境
介護の知識がなくてもストレスなく働けるように、プリセプター

2

制度を導入しています。先輩職員が育成プログラムに沿って指導
にあたるので、相談しやすく安心して仕事上の基本的な知識や技
術を身に付けることができます。

3

充実した “研修制度”

敬い親しみのあるやさしさであふれた介護を行っています

当法人のキャリアパス階層別に設定された項目について法人内で集
合研修を開催する他、事業所ごとに専門研修を毎月開催しています。
外部研修は、老人福祉施設の研修機関がある石川県社会福祉協議会
等が主催する研修会へ積極的に参加しています。新しい知識や価値
観を得てスキルアップを図っています。

ご家庭で役立つ！

介護 の

豆 知識

満足度が高い減塩の食事
高齢者の食事は高血圧を考えて減塩が推奨されますが、薄味で食事が進まないケー
スもあります。そんな時は、味がしっかりしたお料理を一品添えてあげます。味
にメリハリがついて食事が進みやすくなります。ご家庭でも出汁などを工夫する
と減塩でも美味しい料理になりますよ。（スタッフ O）

介護福祉士

鷺 望美

入 職当初は実務経験がゼロ

2014 年入職
sagi nozomi

母 が「長寿会」の介護職員

だったので本当に務まるのか不

として働いており、イキイキ

働くうち「人の役に立てる、喜

テキだな」と感じました。大

と働く母の姿に「介護ってス

安でしたが、先輩に励まされて
んでいただけるこの仕事は自分
に向いている」と感じるように
なりました。仕事内容は、利用

私にとって介護は、
その人がやりたいことを叶える仕事

者様の生活支援の他、レクリ

エーションの企画や準備など。

介護福祉士

しっかりと向き合うことで、
満足のいく環境づくりを

ました。

らっています。あたたかくて、やさしい「珠洲」の空気も、

高校卒業後、進学先の大学では介護福

キルを身に付けられました。実際に働いて感じたことは、

ティア経験や、介護職として働いてい

供する事だと思います。2019 年に介護福祉士の資格を取得

祉コースを専攻。子どもの頃のボラン

介護とは利用者様としっかり向き合い満足のいく環境を提

た母の姿に感銘を受け入職を決意。

し、現在は認知症ケア専門士をめざし勉強中。利用者様が

子育てを楽しみながら働くにはとても良い環境だと思います。

私 が働く特別養護老人ホー

市の看護学校へ進学。在学中

看護師

2012 年入職

谷内 加奈子 yachi kanako

に准看護師の資格を取得後、

2010 年入職

働きながら看護師の資格を取

平田 涼介 hirata ryosuke

得しました。

大好きな珠洲と両親に恩返し
がしたいという思いでＵター

幼いころからおばあちゃん

信頼される介護福祉士になるために

ンを決意し、結婚、出産を経

て子育てがスタートしました。

自分のライフスタイルにあった
働き方で毎日が充実

専門学校在学時に施設見学をした際、施設が綺麗で設備が

家族との時間を大切にしたいという思いが強まり、夜勤の

るく、お互いに信頼関係が築けている様子が強く心に残り、

うになりました。偶然知人から紹介があり、入職すること

充実していたこと、利用者様と職員のやりとりがとても明

職を決めました。入職から 10 年経った今、中堅職員として
委員会の運営や行事等の企画を始め、後輩の指導にあたる
など充実しています。介護福祉士として「真の生活支援と
は何なのか」をつきつめていきたいと思っています。
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私も長寿会で信頼される介護福祉士になりたいと思って入

ないライフスタイルへの魅力から介護の道に興味をもつよ

専門学校在学時に施設見学した際、設
備や職員と利用者様との信頼関係に感
銘を受け入職を決意。利用者様の笑顔
に癒され、毎日頑張っています。

になりました。

現在は看護職員として勤務しており、自分のライフスタイ
ルにあった生活を送りつつ、看護という側面から大切な入
居者様の人生に寄り添うことができることにやりがいを感
じています。
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介護福祉士

施設です。

を志していました。

望むケアを提供できるよう成長したいです。

地 元の高校を卒業後、金沢

ム長寿園は、身体や精神に障

子だった私は自然と福祉の道

入職を決意しました。

アを自分で考えて動く難しさを感じましたが、先輩の温か
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今は子育て真っ最中ですが、勤務時間や休暇を配慮しても

受けながら生活を送るための

長寿会の魅力を改めて感じ、

いフォローのおかげで、丁寧な対応と時間配分を考えたス

の介護を助けるため、介護初任者研修

られない中重度の方が介護を

員が家族のように触れ合う姿に

とを叶えるために自分たちに今何ができるか」をモットー
に行動しているので、自然と自分もそう考えるようになり

害があり、自宅で介護を受け

実習で訪れた際、利用者様と職

実際働くと、実習のようにはいかず、利用者様に最適なケ

高校卒業後、金沢市内の一般企業に就

を受講したことが入職のきっかけ。

下 ひかり simo hikari

学では介護福祉コースを専攻。

こうして日々利用者様と接していると、まるで家族のよう
に思えてきます。職員全員が「この人がやりたいと思うこ

職したが、結婚を機に U ターン。祖父

2018 年入職

高校卒業後、金沢市の看護学校へ進学

し、准看護師資格と看護師資格を取得。
大好きな珠洲市と家族に恩返しがした
い思いを胸にＵターン。

一緒に働く仲間を
長寿会には働きやすさに配慮した様々な制度があります

リフレッシュ休暇
た職員が、3 年毎に連続 5 日間の休暇を取得できる制度です。

プライベートと仕事のバランスを取ることで職員の生活がより充
実したものとなります。

実際に休暇を取得した職員からは、「普段、何かと制限される時間
を自由に使うことができるので、今までできなかったことにチャ
レンジできたり、ゆっくりと過ごせるから、自分自身の新たな発
見や成長につながる貴重な制度」と好評です。

職員企画の旅行

職員の子育て支援のため、産前休暇は出産予定日

職員のタテヨコ問わないコミュニケー

ちゃんと向き合える時間がとれます。しかも、社

行っています。国内がメインですが、北

の８週前から取得でき、ゆっくりとお腹の中の赤
会保険の給付対象である出産予定日６週前までは

有給となっています。産前産後休暇を含め育児休

業の取得率は 100％の実績となっており、その後、
小学校に入るまでは短時間勤務や夜勤の制限も可
能です。

さらに、職員又は配偶者
の出産時にはお祝い金と
して 10 万円が支給され
ます。

職種

業務内容

心身のリフレッシュやモチベーション向上を目的に、5 年勤続し

ゆとりある子育て
& 出産のお祝い 10 万円支給

募集しています！

ションを目的に、職員で企画する旅行を
海道から沖縄までいろいろな場所で様々
なことが体験できます。
また、職種が違う
ことから日頃顔の
合わせることのな

設立

職員数
平均年齢

平均勤続年数
離職率

年休平均取得日数
休日

介護職員 （学歴、経験不問）
看護師または准看護師
事務員

高齢者施設での介護、看護又は事務全般
昭和 58 年 11 月 26 日
240 名

（正規 182 名

14.0 年

「女性が活躍できる職場環境であ

2.9%

ること」や「男性職員の積極的な

5.6 日

育児参加の推進」などの取組が評

年間 108 日

※その他、ライフステージに合わせた
特別休暇、リフレッシュ休暇あり

年収約 370 万円

看護職員（勤続 5 年・看護師）

年収約 400 万円

事務員 （勤続 5 年）

年収約 350 万円

通勤手当

ご家庭で役立つ！

介護 の

豆 知識

夜中のトイレは、寝起きのため感覚が鈍り、トイレの場所がわからない場合があ
ります。認知症の方は更にその傾向が強くなります。家の廊下等に自動消灯電気
を取り付ければ人が動いたタイミングで電気が付いて行先を照らしてくれますし、
転倒予防にも役立ちます。ちなみに、使用後のオムツの臭いには、コーヒーの出
しガラが臭い消しに有効ですよ。（スタッフ K）

り男女共同参画推進企業に認定さ
れました。今後も、男女ともに個性
積極的に進めてまいります。

2,000 円から 24,500 円（距離に応じる）

介護職手当

13,000 円（介護福祉士なしの場合 5,000 円）

職務手当（看護師）

10,000 円

夜勤手当

22 時から翌 9 時（1 勤務あたり） 6,000 円
0 時から翌 9 時（1 勤務あたり） 4,800 円
他シフトにより変更あり

修学資金貸与制度
月額７万円(無利子)の全額返済免除

安全な夜間のトイレ

価され、私たち長寿会は石川県よ

や能力を十分に発揮できる取組を

介護職員（勤続 5 年・介護福祉士）

でき、スタッフの
ます。

再任用 16 名）

44.7 歳

い職員とも交流が
絆がさらに深まり

非正規 42 名

給料モデル

その他手当

男女共同参画推進企業に
認定されました！

※免除要件あり

看護師又は理学療法士、作業療法士等を養成する学校又は養成所に在学する方で、将来、
社会福祉法人長寿会の職員として、看護師又は理学療法士及び作業療法士の業務に従事
しようとする方へ月額７万円を修学期間に亘り、貸与いたします。

なお、資金の返還義務の免除は、卒業 1 年以内に免許を取得し、且つ修学期間以上
長寿会で業務に従事した場合となります。

詳しくは社会福祉法人長寿会 法人事務局までお問い合わせください。

Q＆ A

よくある質問にお答えします！

Q

職場の見学などできますか

A

長寿園、第二長寿園、第三長寿園と３か所ございますので、見学を希望される場合は

Q

男女比はどれくらいですか

A

令和 2 年 1 月 1 日現在で、男性 27％・女性 73％となっています。

Q

職場近くに移住する場合、住まいはどうなりますか

A

珠洲市又は能登町の「空き家バンク制度」の利用をお願いしています。

下記お問い合わせ先までご連絡ください。インターンシップも随時受け付けています。

詳しくはこちら 珠洲市：https://sutto-zutto.com/kurasu
能登町：https://nototown.jp

社会福祉法人 長寿会

法人事務局

〒927-1221
石川県珠洲市宝立町春日野 4 字 117 番地

TEL：0768-84-8051 FAX：0768-84-2052
URL：https://choujukai-isk.jp

至 上戸・飯田

長寿会

新越部品
珠洲工場

カーライフ中野
249

春日野

担当 / 桶田（オケダ）
mail : okeda@choujukai-isk.jp

至 のと里山海道

公式サイトはこちらの

QR コードから！

