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〒929-2378 石川県輪島市三井町小泉上野2番地 ☎(0768)26-1661 特別養護老人ホーム,短期入所,デイサービス,訪問介護,居

宅介護支援,在宅介護支援,配食サービス,通所介護相当サービス,訪問介護相当サービス,通所型サービス C 

〒928-0062 石川県輪島市堀町 9字 25番地 ☎(0768)23-4165  

認知症対応型通所介護,訪問入浴介護,居宅介護支援,在宅介護支援,通所型サービス A 

しせつの窓口(輪島市宅田町),グリーンカフェ(認知症カフェ),健康づくり教室,懐かしの映画上映会,無料相談,認知症に関する相談 

■「福祉・介護の就職フェア」に参加 
福祉の仕事に関心のある方、就職を希望する方を対象にした就職フェアに参加 

実施主体：(石川県福祉の仕事マッチングサポートセンター(福サポいしかわ)) 

主催/石川県 社会福祉法人石川県社会福祉協議会 共催/金沢公共職業安定所 社会福祉法人全国老人福祉施

設協議会 後援/厚生労働省 

開催日時：令和２年９月６日(日曜日) 

午後の部１３時３０分～１６時００分 

開催場所：石川県地場産業振興センター本館大ホールにて 

参加法人３３法人(午後の部) 

 

コロナ禍において、初めて開催された「福祉・介護の就職フェ

ア」、将来「福祉・介護の職場」で働きたいと希望される方の、仕

事に関する疑問や質問などを採用担当者が説明をしました。ま

た、法人の概要や仕事の魅力などの説明を行っています。 

当法人も随時職員募集をしており、このようなフェアに参加

しながら、就職を希望する方を受け入れていきます。 

当法人の PR 

◇ 当法人が運営する事業  高齢者を対象としたサービスを提供しています 

◆施設入所サービス 石川県指定 特別養護老人ホーム(定員１００名) 

◆居宅サービス（介護保険・介護予防） 石川県・輪島市指定 短期入所（定員 20 名）、通所介護（定員 30 名）、認知症対

応型通所介護（定員 12名）、訪問介護、訪問入浴介護、居宅介護支援（２ヶ所） 

◆居宅サービス（介護予防・日常生活支援総合事業） 輪島市・穴水町指定 訪問介護相当サービス、通所介護相当サービ

ス、通所型サービス A（元気デイ）、通所型サービス C（筋力向上トレーニング） 

◆地域支援事業（委託事業含む） 配食サービス、在宅介護支援（２ヶ所）、しせつの窓口（無料相談）、地域交流室 

◇ 職員構成 （正職員及び臨時職員含む）  20 歳から 72 歳の方が働いています 

職種 
施設長・

セ ン タ

ー長 

事務員 
生活相

談員 

管理栄養

士・栄養

士 

看護職

員 

歯科衛

生士 

介護職

員 （ 作 業

職員含む） 

介護支援

専門員 

ソーシャ

ルワー

カー 

機能訓練

指導員 
運転手 宿直員 合計 

人数 2 3 7 2 11 1 75 8 2 ２ 6 3 122 

男性 2 1 5 0 0 0 26 3 1 0 6 3 47 

女性 0 2 2 2 11 1 49 5 1 ２ 0 0 75 

◇ 保有資格  様々な資格を持った方が活躍しています 

介護福祉士 ６９名、社会福祉士 ５名、認定特定業務従事者認定者 ５４名、社会福祉主事３４名、認知症介護実践研修・

実践研修 ７名、介護支援専門員 １４名、保健師 １名、看護師 ７名、准看護師 ４名、管理栄養士１名、栄養士２名、歯科

衛生士 １名、理学療法士 １名、作業療法士 １名、理容師 １名、美容師 １名、保育士 １名 

◇ 職務給制度  わかりやすい組織づくりに取り組んでいます (※2 頁参照) 

キャリアパス制度により６つの階層（一般職員から管理監督職）に分かれています。職責・役割・職級及び勤続年数、保有

資格、業務、必要な研修受講要件、昇給条件を明示しています 

◇ 復職制度  職員の生活を守っていきます 

職場復帰支援プログラムに基づき、短時間勤務から通常勤務に戻れるように１ヶ月～１年にかけて支援をいたします 

◇ 福利厚生  働きやすい職場づくりのため労使とも一緒に取組んでいます 

住居手当（有）、扶養手当（有）、通勤手当（職員専用駐車場有）、資格取得支援として規定に基づく交通費及び宿泊費支給、

資格取得支援のためスクーリング等は研修扱いとし受講料の半額助成、退職金の上乗せ制度（有）、制服・作業用エプロン

無償貸与、年次有給休暇の積立制度有（最高積立４０日）、年間休日１１５日、リフレッシュ休暇（年間３日）、職員表彰規程

に基づく表彰、成人祝金、認知症対応型通所介護勤務の場合昼食の無料提供
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 輪島市福祉会 

職位 職責 役割 
職級及び勤続

年数 
役職 保有資格 業務 研修 昇格条件 

管理監督職 

５級 

○理事長の命を受け、

施設運営の統括を行う 

○施設・事業所のサービ

スをモニタリングし、運

営統括責任者として組

織運営を調整し、自組織

を改善・向上させること

ができる 

・施設、事業所の事業計画・予算を立て、事業計画・予算に基づいた

運営を行う ・施設、事業所の安定経営のため事業と職員を統括する

 ・職員の総合的な管理(労務・メンタルヘルス・健康管理) ・施設、事

業所の労働環境の整備や改善を行う ・施設、事業所の運営に関す

る判断と、理事会への報告・連絡・相談を行う ・災害・重大な事故等

の対応・苦情解決・リスクマネジメントを行う ・法人のリスクマネジメ

ント・苦情解決を行う ・人材確保に取り組む ・施設、事業所を代表

して地域及び行政との連携を行う  

５級 

321,100～3

99,600 

１０年以上 

施設長 

関連する分野の国家資格

(看護師,介護福祉士,社

会福祉士,精神保健福祉

士,理学療法士,作業療法

士,歯科衛生士,管理栄養

士,介護支援専門員,法人

が認める資格を取得) 

・施設の経営資源の把握と調整

 ・人材確保・育成と配置の調整

 ・苦情解決責任者 ・戦略の策

定 ・方針の明示、浸透 ・施設

計画の進捗管理 ・管理職育成

 ・地域、他組織との連携 ・計

数管理 ・災害対応総括責任者 

・戦略策定研修 

・戦略、方針実施研修 

・経営指導管理研修 

・計数管理研修 

・リスクマネジメント 

・人材確保研修 

・管理監督職(４級)として３年以

上在職 ・福祉職員キャリアパス

対応生涯研修課程(管理職員)研

修受講済 ・社会福祉法人経営講

座(人材管理・労務管理・財務管

理)研修受講済 

管理監督職 

４級 

○施設長の命を受け、

施設・事業所等の運営・

経営環境を理解し、他部

門や地域の関係機関と

連携・実践する 

・施設,事業所の事業計画・予算立案に参画する ・施設、事業所のサ

ービス目標を立案する ・サービス目標達成への管理を行う ・施設,

事業所の安定経営のため事業と職員を指導・監督する ・上司の補

佐・代行及び部下の勤怠等の管理を行う ・施設,事業所における裁

量の範囲での判断と,上司への報告・連絡・相談を行う ・施設,事業

所の運営上の災害予防・リスクマネジメント・苦情解決を行う ・チー

ムワーク推進の指導を行う ・施設,事業所に関わる地域への対応と

連携を行う ・業務標準と業務改善の管理を行う 

４級 

271,900～3

50,200 

１０年以上 

副施設長 

事務長 

センター長 

居宅介護支

援所長 

関連する分野の国家資格

(看護師,介護福祉士,社

会福祉士,精神保健福祉

士,理学療法士,作業療法

士,歯科衛生士,管理栄養

士,介護支援専門員,法人

が認める資格を取得) 

・部門の経営指導把握 ・部門の

経営指標把握 ・人材確保,育成

 ・苦情受付責任者(担当者) ・

監督職育成 ・業務内容検証,改

善 ・地域,他組織との連携 ・計

数管理 ・災害対応副責任者 

・監督職研修 

・業務管理研修 

・地域連携研修 

・リスクマネジメント 

・計数管理研修 

・人材確保研修 

・経営指導者研修 

・指導職(３級)として３年以上在

職 ・福祉職員キャリアパス対応

生涯研修課程(チームリーダー)

研修受講済 

指導職 

３級 

〇常に最新・高度な技

術による当該分野のエ

キスパートとしてのモデ

ルとなる 

・サービス目標立案に参画する ・事業計画上の役割を果たす 

・サービス目標達成に向け指導・助言を行う ・上司の補佐および部

下の育成・指導を行う ・サービス提供上の裁量の範囲での判断と、

上司への報告・連絡・相談を行う ・サービス提供上のリスクマネジメ

ントを行う ・チームワークを推進する ・業務標準の見直しと業務改

善を実行する 

３級 

247,100～3

21,000 

１０年以上 

所長 

次長 

主任 

関連する分野の国家資格

(看護師,介護福祉士,社

会福祉士,精神保健福祉

士,理学療法士,作業療法

士,歯科衛生士,管理栄養

士,介護支援専門員,法人

が認める資格を取得) 

・チームの管理,調整 ・苦情受付

担当 ・職場内外研修管理,調整

(研修) ・部下指導育成 ・業務

標準の管理 ・リスクマネジメン

ト(リスクマネージャー) ・緊急

対応 ・欠員時のサポート ・災

害防止業務 

・上級職研修 

・部下指導育成研修 

・経営指導者研修 

・労務管理研修 

・リーダーシップ研修 

・認知症対応型サービス事業管理

者研修受講済 ・主任介護支援専

門員研修受講済 ・ＯＪＴ指導者養

成研修受講済 

一般職員 

２級 

〇チームの中で自分の

役割を見出し、行動する

ことができる 

〇下位職員に対し、援

助・指導ができる 

・事業計画上の役割を果たす ・サービス目標達成に率先して貢献す

る ・サービスの質の向上に率先して貢献する ・上司の補佐および

下位職員への指導・助言を行う ・日々の業務遂行上の判断と、上司

への報告・連絡・相談を行う ・日常業務におけるリスクマネジメント

を行う ・上司を補佐してチームワークに率先して貢献する ・日常業

務において地域との連携を行う ・業務標準の見直しと業務改善の

提案を率先して行う 

２級 

198,700～2

81,400 

５年以上 

・副主任 

・サービス提

供責任者 

・副責任者 

・介護リーダ

ー 

・副介護リー

ダー 

関連する分野の国家資格

(看護師,介護福祉士,社

会福祉士,精神保健福祉

士,理学療法士,作業療法

士,歯科衛生士,管理栄養

士,介護支援専門員,法人

が認める資格を取得) 

・勤怠に関する業務 ・委員会の

主体的運営 ・下位職員の援助、

指導 ・防火・防災業務 ・直接

的な家族対応 ・地域との連携,

協力業務 ・欠員時のサポート  

・職場内研修の計画 

・中堅職研修 

・労務研修 

・後輩指導者研修 

・福祉職員キャリアパス対応生涯

研修課程中堅職員研修課程受講

済 ・介護支援専門員専門研修課

程Ⅱ（更新研修）受講済 ・認知症

介護実践研修・実践リーダー研修

受講済 ・認知症介護実践研修・

実務者研修受講済 ・防火管理者

講習課程修了済 

一般職員 

１級の２ 

〇担当する業務におい

て一人で行うことがで

きる。自己啓発に取組

み自分の課題を解決で

きる 

・事業計画とサービス目標を理解し役割を果たす ・サービス目標達

成に率先する ・サービスの質の維持に努める ・下位職員に対する

指導と助言を行う ・日常業務における、リスクマネジメントに努める 

・チームワークの推進に貢献する ・日常業務において地域との連携

を行うよう努める ・業務標準の見直しと業務改善を提案する 

１級 

177,500～2

50,800 

３年以上 

－ 
介護職員実務者研修課

程修了 

・委員会の運営支援 ・下位職員

の援助 

・防火,防災業務の支援 

・間接的な家族対応 

・職場内研修へ積極的参加 

・業務改善研修 

・技術研修 

・福祉職員キャリアパス対応生涯

研修課程中堅職員研修受講済 

一般職員 

１級の１ 

〇法人理念を理解する

とともに社会人として

のルール・マナーなどを

理解・実践する 

・事業計画とサービス目標を理解する ・サービス目標達成に努める 

・サービスの質の維持に努める ・上司への報告・連絡・相談を行う 

・日常業務における、リスクを理解する ・チームワークの推進を理解

する 

１級 

148,600～1

77,500 

１～３年以上 

－ 

介護職員初任者研修課

程修了 

社会福祉主事資格認定

課程修了 

・通常の業務 

・委員会（苦情,事故,感染,身体拘束

廃止,褥瘡）参加 

・初任者研修 

・接遇研修 

・基礎業務研修 

・福祉職員キャリアパス対応生涯

研修課程初任者研修受講済 

備考 
※勤務年数は、他の法人等における経験や当該職の実務経験を含める 

高等学校卒業又はそれに相当する学力を有するもの（１級１号給）、短大等卒（１年）（１級５号給）、短大卒等（２年）（１級９号給）、短大卒等（３年給）（１級１３号給）、大学卒（１級１７号給） 
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■START の仕事体験 福祉施設で仕事を体験しませんか？ 

当法人独自で行っております 

体験の内容

利用者の介護、介護補助（食事や入浴、排せつの介助、食事の見守り、散歩など） 

作業補助(配膳、下膳、おやつの用意、見守り、洗濯物の整理、清掃など) 

体験時における準備していただくもの等

体 験 時 の 持 ち 物 うち履き、タオル、筆記用具 

体 験 時 の 服 装 
上：Ｔシャツ・ポロシャツ・トレーナー 

下：ジャージ・綿パンツ（動きやすいもの） 

駐 車 場 有 

施設からの貸し出し 作業用エプロン 

施 設 か ら の 提 供 手袋、マスク 

昼 食 各自持参 

 

❶ 仕事体験者健康チェック   

※項目が一つでもあれば体験をご遠慮ください 

 〇発熱している 

 〇過去２週間以内に熱があった 

 〇だるい 

 〇気持ち悪い・吐き気がある 

 〇過去１週間以内に嘔吐した 

 〇のどが痛い 

 〇下痢をしている 

 〇くしゃみ、鼻水がある 

 〇目が赤い、または結膜炎がある 

 〇１ヶ月以内に始まった咳がある 

 〇１ヶ月以内に始まった匂いにくさがある 

 〇１ヶ月以内に始まった味の感じにくさがある 

 〇同居している人が発熱している 

❷ 積極的疫学調査の協力 施設への出入り記録簿の記入をお願いします 

積極的疫学調査へのご協力お願いします。 

来訪日 来訪時間 氏名 関係・会社名 連絡先 体温 

月  日 ：    ℃ 

 

仕 事 体 験 の 内 容 
利用者の介護、介護補助  

作業補助 

職員の指導のもの行う利用者へのサービス 

仕事体験の期間及び時間 1日のみ  2時間～8時間 

仕 事 体 験 の 場 所 
輪島市三井町小泉上野２番地内 

輪島市堀町９字２５番地内 

 

社会福祉法人輪島市福祉会  
〒９２９－２３７８ 石川県輪島市三井町小泉上野 2番地 

メール atenoki@skyblue.ocn.ne.jp  

mailto:atenoki@skyblue.ocn.ne.jp

