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平成２８年

－

従業員数

３０歳

医療法人清光会　みつしま眼科医院

～　Ｔｈｅ　地域医療　～

会社概要

〒817-0322　対馬市美津島町雞知乙520－35

医院長　劉　百良

事業内容 代表者からのメッセージ

最新の医療機器をそろえて、高度な医療に努めています。

　一般眼科診療を通じて地域の方々へにわかりやすく、安心
できる医療サービスをご提供できるよう心がけております。
　眼に関することで、何か気になることがございましたら、
お気軽にご相談ください。

勤務条件・福利厚生 求める人材・アピールポイント

検査事務・看護士

　当院では、地域に求められる医院であり続けるために、
「人間味のあふれるあたたかな医療」を実践できる意欲の
ある人材を求めています。

美津島町

検査事務：月給130,000円～
看護士　：月給220,000円～

☑賞与（年２回）　☑昇給

通勤手当

火曜　１１：００～２０：００（1時間休憩）
金曜　８：００～１３：００
水・木曜　８：３０～２０：００（2時間休憩）

毎週月、土、日、祝祭日、年末年始 なし

☑雇用　☑労災　☑健康　☑厚生 あり

なし 可

先輩たちからのメッセージ

　綺麗な環境で楽しく働くことができます。
　研修や勉強会が充実していますので、一緒に学んでいき
　成長していきましょう。

　　　　左：メンバー写真

　　　　中・右：最新の医療機器を取り揃えています

TEL：0920-54-6014　担当：白石

https://www.mitsushimaeye.com/

http://www.mitsushimaeye.com/
http://www.mitsushimaeye.com/
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－

従業員数

49.8歳

社会福祉法人　あすか福祉会

～　あなたの“たいせつ”を大切にしたい　～

会社概要

〒817-0023　対馬市厳原町田渕933番地

理事長　素花　源之

事業内容 代表者からのメッセージ

○保育事業：保育園、学童、地域子育て支援
○介護事業：
　特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、高齢者グループホーム
　デイサービス、デイケア、訪問介護、訪問看護、訪問入浴
　小規模多機能ホーム、居宅介護支援事業所、軽費老人ホームほか

　できるだけ多くの若者に【介護】そして【保育】に関心を
もってもらい、生まれ育った対馬市の福祉の発展・充実のた
め、是非あすか福祉会でその若い力を発揮してもらいたい。

勤務条件・福利厚生 求める人材・アピールポイント

【無資格でもＯＫ】介護員、調理員、保育支
援員
【有資格者のみ】看護師（正・準）、栄養士

１．「１」から「１０」を想える方
　昭和の時代を支えてこられたご高齢の皆様は、日本人らし
い謙虚な心をお持ちで、介護サービスを提供する私たちにも
全ての要求を口にはされません。そこで、「１」言われたこ
とに対し、「１０」を想像して行動できる【おもいやり】を
持てる方を求めています。

２．個性を尊重するコミュニケーションができる方
　子どもたちは、一人ひとりに豊かな感受性があり、それを
たくさんの表情で伝えてくれます。その無限の可能性を育て
るため、子どもたちの感受性に響く環境づくりを、共に目指
していきたいと思います。

　私たち“あすか福祉会”は『尊厳』を法人理念とし、人生
のスタートを支えるための「保育」、そしてそのゴールを穏
やかに迎えるための「介護」、この２つを通して、それぞれ
の人生に寄り添ったサービスを提供していきたいと考えてい
ます。

対馬市内では厳原町、美津島町、上県町
島外では福岡県、埼玉県、千葉県、神奈川県

143,424円～260,000円
※資格や職種、雇用形態により異なります。

☑賞与（年２回）　☑昇給

※雇用形態により異なります。

通勤手当、家族手当、住居手当、夜勤手当、オンコール
手当、業績手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、深夜
勤務手当、リーダー手当等
※事業所や職種、雇用形態により異なります。

①7時半～16時半　②8時半～17時半　③10時～19時
④17時～11時(2時間仮眠)　⑤22時～7時（施設内で
待機）　※事業所や職種により異なります。

週休二日制　※事業所により土日出勤有。
6カ月経過後に有給休暇10日が付与されます。
育児休暇取得実績あり

支援を行っている主な資格として
・介護福祉士
・介護支援専門員（ケアマネージャー）

☑雇用　☑労災　☑健康　☑厚生
・新入社員研修
・事故防止研修
・口腔ケア研修のほか、多数研修を実施

なし 可

先輩たちからのメッセージ

　保育や介護の仕事は、私たちの暮らしと密接に関係していま
す。なぜなら人は須らく人から生まれて親を持ち先祖を持ち、同
時にその人の子となり子孫となるからです。そんな誰かの“たい
せつ”を大切にしているんだと、誇りを持って働ける仕事だと思
います。あなたも是非、一緒に働いてみませんか？

　一昨年も福岡で“あすかフェス”を開催しました！こうし
たイベントを通して地域の皆さんとの交流を図ることで、保
育園や介護施設に関する相談を受けたり、介護や保育の仕事
に対する関心を高めようと取り組んでいます。

ＴＥＬ：0920-52-9054

https://asukafukushikai.com/
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－

従業員数

４６歳

社会福祉法人　梅仁会

～　かよいあう福祉へ　～

会社概要

〒817-1202　対馬市豊玉町和板字和板原無番地

理事長　阿比留　志郎

事業内容 代表者からのメッセージ

　障がい者福祉・高齢者福祉・児童福祉・収益事業（地域貢
献事業）など多様な事業展開を行っております。社会保険完
備はもちろん、資格取得支援、法人内の学童保育・一時預か
り施設の利用料を事業所が負担する等、福利厚生も充実して
おります。

　私共は福祉で活躍していただける「人財」を探しています。当法
人の基本方針でもあります「一人ひとりの笑顔を大切に、その人の
持つ可能性への挑戦を全力で支え、気付きと奉仕の心を持った職員
の育成」に努めております。ぜひ一度、施設へ来て、私共の職場を
見ていただければと思います。お待ちしております。

勤務条件・福利厚生 求める人材・アピールポイント

介護員/高齢者の介護
正・準看護師/高齢者・障がい者の健康管理
生活支援員/障がい者の生活支援
介護支援専門員/ケアプランの作成
放課後児童支援員/児童の指導・見守り
子育て支援員/乳幼児とその保護者への見守り

　一言で｢福祉｣と言っても、介護主体の現場もあれば、軽作
業をしながら生活全般を支援する現場、保育や遊びを行う現
場、何か困ったときの相談を行う現場、一緒にレクリエー
ションを楽しみながらリハビリを行う現場など仕事内容は多
岐にわたります。
　新たな職場として考えておられる方にとっては、そこに不
安を感じ、選択肢から省かれている方もいらっしゃるかも知
れませんが、私たちの職場には多くの仲間がいますし、法人
で働き始めるのに何か特別な才能が必要なわけではありませ
ん。
　唯一求められるのは、｢人｣が相手の職場なので、サービス
を利用される方々やそのご家族、仲間への思いやりと誠実さ
です。ぜひ、私たちと一緒に働いてみませんか。やりがいや
喜びを分かち合いましょう。お待ちしています。

対馬島内の各事業所

①高卒初任給：152,000～155,000円
②看護職員初任給：200,000～250,000円
③パート時給：830～1000円

☑賞与（正社員年２回）　☑昇給

通勤手当2000円～20,900円、精皆勤手当5,000円/
月、夜勤手当5,000円/回・宿日直手当4,000円/回、資
格手当5,000円～30,000円/月、扶養手当、住宅手
当、処遇改善手当等（個人の状況に応じて）

事業所毎に異なります。

週休２日。半年経過後から有給休暇あり。
看護休暇取得実績あり。

有り
主な資格：介護福祉士・社会福祉士・介護支
援専門員

☑雇用　☑労災　☑健康　☑厚生
職員の経験に応じた各種研修制度、外部講師
研修ほか

なし 可（気軽にお問い合わせください）

先輩たちからのメッセージ

　福祉の現場では、日々色んなことが起こります。
　もちろん楽しいことばかりではありません。
　でも、その何倍もの喜びとやりがいがあります。
　まずはチャレンジしてみませんか。

笑顔あふれる楽しい職場です。
ＴＥＬ：0920-58-0888

http://www.baijinkai.jp/

http://www.baijinkai.jp/
http://www.baijinkai.jp/
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－

従業員数

47.3歳

社会福祉法人 幸生会　特別養護老人ホームわたづみ

～　施設は人であり　人は心であり　人の心と人の和が大切である　～

会社概要

対馬市豊玉町仁位９１－3

理事長　村川　喜信

事業内容 代表者からのメッセージ

　社会福祉法人幸生会では、長崎県内に5つの拠点で福祉事業を運
営しております。その中でも、わたづみでは特別養護老人ホーム・
デイサービス・グループホーム・居宅介護支援事業所・ホームヘル
プサービスの5つの事業を対馬中地区で展開しており、高齢者福祉
サービスの拠点事業所として、それぞれが連携しております。

　利用者様が笑って暮らすためには、職員自らが笑顔でなけ
ればいけません。笑顔で働ける職場をモットーに、あなたの
力が必要です。わたづみの職員となって、充実した毎日を過
ごしてみませんか？職員みんながいつでも歓迎いたします。

勤務条件・福利厚生 求める人材・アピールポイント

①介護職 ②看護職 ③調理員 ④介護支援専門員
　　※①③無資格でも可能です。
　　※①働きながら資格取得に向けた経験ができます

　寝たきりの方や介助の必要な方、認知症の高齢者の方などを介護
する施設です。また、入浴や移動の際の介助など、体力や的確な判
断を必要とすることもあります。できればお年寄りが好きで、頑張
る気持ちがあって、施設で働く仲間とのコミュニケーションを取れ
る方を求めています。

具体的には、
　〇利用者や家族等、相手の立場に立って考えることができる方
　〇認知症の高齢者などに対して、やさしく、おおらかに対応
　　できる方
　〇4交代の勤務体制ですので、夜勤の勤務もあります。また、
　　トイレ介助、入浴介助、移乗介助など利用者を支えたりする
　　ことがありますので、体力にもある程度自身のある方
　〇同じ施設、現場で働くことになりますので、相手を思いや
　　り、いろいろな方とコミュニケーションが取れる方

　対馬市豊玉町仁位91-3

①介護職　190,000円～204,000円
②看護職　175,000円～189,000円
　※別途、前歴を換算いたします。

☑ 賞与あり（年２回4.4ヶ月分）※前年度実績

☑ 昇給あり

資格手当、処遇改善手当、夜勤手当、待機手当、
通勤手当、住宅手当等、その他退職金制度あり。
※手当は職種により異なります。

介護　①07:00～16:00　 ②09:45～18:45
　　　③13:00～22:00　 ④21:50～翌8:50
看護　①07:45～16:45　 ②09:15～18:45

週休2日制　※ローテーション（月の勤務表あり）
6か月経過後有給休暇10日※半日及び時間単位有給あり
育児・介護休暇取得実績あり

介護福祉士・介護支援専門員
奨学金制度（看護師養成・准看護師養成）

☑ 雇用　☑ 労災　☑ 健康　☑ 厚生

☑ 退職金制度
施設内研修、施設外研修等

社宅無し 受入れ可

先輩たちからのメッセージ

　この仕事は大変な事もありますが、利用者様から「ありがとう」
という感謝の言葉をいただくことで、他では、なかなか得ることの
できない『やりがい』があります。また、『人の和』を大切にし、
職員がみんなで協力し合い、頑張っています。ぜひ、一緒に働いて
みませんか？
福利厚生が整っており、働きやすい事も魅力です。

【写真左】わたづみの中庭にある、大きなひとつばたごの木の
　　　　　下でのレクリエーションの様子。
【写真右】わたづみ敬老会での職員による『おおきなかぶ』。
　　　　　利用者・職員共に大変盛り上がり、楽しい時間を過
　　　　　ごしました。

TEL：0920-58-1601　担当：早瀬

http://www.koseikai.or.jp/

tel:0920-58-1601 　担当　扇
http://www.koseikai.or.jp/
tel:0920-58-1601 　担当　扇
http://www.koseikai.or.jp/
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―

従業員数

３９歳

社会福祉法人　長崎厚生福祉団　（特別養護老人ホームいづはら 他）

～　健康で安心と生きがいのある暮らしを支援するために「福祉文化の創造」を目指します　～

会社概要

〒817-0016　対馬市厳原町東里２２３－３

理事長　千々岩　源士

事業内容 代表者からのメッセージ

　県内に特別養護老人ホーム５ヵ所をはじめ、３８の事業を
経営しています。対馬島内には、特別養護老人ホームいづは
ら（平成３年５月開設）と特別養護老人ホームいづはらⅡ
（平成２９年４月開設）があり、介護事業を実施していま
す。

　住み慣れた地域で、その人がその人らしく、安心して暮ら
していくための社会資源の１つとして、地域に根ざし、地域
に開かれた施設や職場環境にしたいとの想いで、地域システ
ムの一端を担っていきたいと考えております。

勤務条件・福利厚生 求める人材・アピールポイント

介護職、看護職、介護支援専門員、調理員
　私たちが暮らす対馬地域は、６５歳未満の人口減少が進
み、２０３０年には高齢化率が５０％を超える予測であり、
要介護者の増加により介護ニーズが増大する一方で、その担
い手不足は深刻であります。
　当法人では、これまで２８年間、健康で安心と生きがいの
ある暮らしを支援するために、地域に密着したサービスの提
供と信頼される施設を目指して参りました。
　ご利用者を主体としたサービスを提供するため、食事・排
泄・入浴の３大介護からの脱却を念頭に、安全性、自立支
援、尊厳が求められる時代に対応すべく、サービス向上のた
め、人材育成、職員研修にも力を入れております。
　しかしながら、介護の仕事は、決して生やさしい仕事では
ありません。高齢者が好きで、他の職員と使命感を共有し、
社会のために役立ちたい、向上心のある方を求めています。
具体的には、相手の立場になって考え行動する人、明るい笑
顔で思いやりを表現できる人を求めています。

いづはら　　対馬市厳原町東里２２３－３
いづはらⅡ　対馬市厳原町東里３０３－１

介護職　２００，０００円
看護職　２４０，０００円

☑賞与（年２回）　☑昇給

通勤手当、住宅手当、扶養手当

８：３０～１７：３０　※シフト制あり

週休二日制　※シフト制のため、土・日勤務あり 有り　介護福祉士

☑雇用　☑労災　☑健康　☑厚生
新人職員研修、外部教育機関による様々な
法人内研修

なし 可

先輩たちからのメッセージ

　高齢者の方が、より良い生活を送ることができるよう、手
助けするやりがいのある仕事であり、大変な仕事でもありま
すが、自分を成長させることができる仕事だと思います。一
緒に働いてみませんか。

　左：正面玄関と、奥側がいづはらデイサービスセンター
　　　玄関

　右：夏祭りのイベント風景
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