
働く先輩の声

絆を感じながら
働けます！

育児相談会

（ 取得率100％）

入社した当時は、人のお世話ができるのか不安でいっ
ぱいでしたが、優しい先輩達に
助けられながら毎日頑張ってい
ます。今では、利用者様の笑顔
を見るのがとても楽しみです。

グリーンハウスみと（特養）
井坂　未奈

（平成28年4月入社）

他業種から転職し、未経験の私に先輩職員から丁寧な指
導を受け、今ではその知識を生か
し、一日一日を充実して業務にあ
たっています。福利厚生も充実し
頑張れる職場です。

グリーンハウスひたちなか（特養）
神原　祥和

（平成27年9月入社）

「その人らしさ」を目標に、一人一人の希望に沿った生
活が送れるよう心がけています。
ユニットリーダーは責任のある
業務ですが、仲間に支えられな
がら毎日頑張っています。

グリーンハウスみと（特養）
大谷　拓也

（平成28年8月入社）
知的障害者の施設からグリーンハウスひたちなかへ転
職しました。今の職場で介護の知識を学び、利用者の
皆様に一つでも多くの笑顔が生
まれるよう心掛け、支援させて
いただいております。

グリーンハウスひたちなか（特養）
根本　南絵

（平成27年12月入社）

中学の時に祖父が介護サービスを利用していた事もあ
り、その頃から少しずつ福祉に興味を持つようになり
ました。今の職場では、利用者様の笑顔や『ありがとう』
という言葉に癒されながら仕事をしています。体力面
での不安もありましたが、一緒
に仕事をしている仲間と支え合
いながら、楽しい日々を送って
います。

かさまグリーンハウス（特養）
鬼澤　美穂

（平成27年4月入社）

キッズ向け職業体験
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かさまグリーンハウス 特養 短生 認通 高グ 共認通

グリーンハウスみと 特養 短生 通介 居支 高支

グリーンハウスともべ 通介 スプ

グリーンハウスとちぎ 訪浴 訪介 高グ 移サ 共認通

訪問介護センターかさま 訪介 移サ

グリーンハウスやまうち 小多

ケアハウスかさま 軽老 ・かさまグリーンハウス 居支

通所介護センターかさま 通介

認知症高齢者グループホーム 高グ

訪問看護ステーション グリーンハウスみと 訪看

グリーンハウスひたちなか 特養 短生 認通 訪看 健通

ケアセンターいずみ 通介 サ住

グリーンハウス陣屋 認通 小多 高グ

法人理念と基本方針
社会福祉法人 尚生会

基本方針

安心と責任
一　利用者の人権、意思の尊重

一　契約に基づく介護サービス

一　常に目配り、気配り、心配り

一　社会への還元、地域への貢献

特養 特別養護老人ホーム 短生 短期入所生活介護 認通 認知症通所介護 居支 居宅介護支援事業所 高グ 高齢者グループホーム
通介 通所介護 スプ スタジオ＆プール 訪浴 訪問入浴 訪介 訪問介護 移サ 移送サービス
小多 小規模多機能型居宅介護 軽老 軽費老人ホーム 訪看 訪問看護 サ住 サービス付き高齢者向け住宅
高支 高齢者支援センター 健通 健康維持通所 共認通 共用型認知症対応型通所介護

みどりおか歯科クリニック

　私たち社会福祉法人尚生会の理念『安心と責任』とは、
安心して利用いただける環境づくりに努めるとともに、利
用者との契約に基づき責任をもってサービスを提供し、人
と人とのふれあいを大切にしたゆとりある快適な生活を支
援することにあります。
　また地域貢献や環境対策に積極的に取り組み、公共性
の高い社会福祉法人として社会への還元に努めてまいり
ます。

社会福祉法人尚生会　　　
理事長　山　口　伸　樹

真心込めたサービスを利用者に届ける仕事です

グループ一覧

〇『元気なあいさつ』ができる『やる気』のある方。
〇 自分の役割に責任を持ち、働く仲間と共に協力して目標に向かっていく方。
〇 好奇心や問題意識を持って、新しいことに踏み出す力のある方。
〇自ら学び、専門性を高めていく方。

求める人物像

15名（大卒1名・短大専門卒2名・高卒12名）

平成29年度 新卒者採用実績

教育制度 入職後、先輩職員によるマンツーマンのOJTを実施。
評価シートにより自らの理解度も把握できます。

研修制度 採用時研修、採用後研修（6ヶ月・フォローアップ・1年・
2年・3年）、全体研修（年2回）

資格取得支援制度 介護福祉士、介護支援専門員等の資格取得のために、法
人で試験費用やスクーリング費用などを支援しています。

教育・研修等

採用情報（総合職）

ステップアップシステム

介護職給与例 月給（本棒）
【A】

夜勤手当【B】
5,500円〜6,500円/回

月4回位

処遇改善加算金
月平均額【Ｃ】

月額支給計
【Ａ+Ｂ+Ｃ】

賞与2回
（H28年度実績4.15ヶ月）

４年生大卒 169,000円 24,000円 40,000円 233,000円 約701,000円（年額）

短大・専門卒 165,400円 24,000円 40,000円 229,400円 約686,000円（年額）

高卒 159,400円 24,000円 40,000円 223,400円 約661,000円（年額）

諸
手
当

資格手当
介護職員 介護福祉士：5,000円／介護支援専門員・社会福祉士・精神保健福祉士：10,000円

その他職員 管理栄養士：20,000円、栄養士：5,000円、正看護師：25,000円、准看護師：15,000円

通勤手当 28,700円まで（給与規定による） 扶養手当 子供1人につき8,000円

勤務時間
例）特別養護老人ホーム グリーンハウスみとの場合（介護職は交代勤務）

【早番1】6:45〜15:45
【早番2】7:30〜16:30

【日勤】9:00〜18:00 【遅番1】10:30〜19:30
【遅番2】12:15〜21:15

【夜勤】21:00〜7:00（休憩120分）

※いずれも休憩60分　※事業所により若干の違いはありますが、週の労働時間は変わりません。

休　　日 ４週８休制（年間休日107日）・年次有給休暇（入職６ヶ月後に10日付与）・慶弔休暇・3年毎にリフレッシュ休暇
※中途採用者…前歴考慮します

（平成29年4月現在）
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福利厚生
親睦会 みどり会（職員旅行・暑気払い・

忘年会・歓送迎会）、慶弔事 休業制度等 産前産後休業、育児休業、介護休業、看護休業、傷病休業、短時
間勤務

部活動 バレーボール・ソフトボール・
ゴルフ その他諸制度 社会保険（健康、厚生年金、雇用、労災）

退職金制度（福祉医療機構および県社会福祉協議会の退職金共済） 

健康管理 年2回健康診断（夜勤なしの職員は年1回）、インフル予防接種、腰痛検査、ストレスチェック

〈若者応援企業として登録・子育て支援も充実〉

（平成29年4月現在）

（平成29年4月現在）

採用実績（卒業校）
大　学 埼玉、茨城、東洋、国学院、東北福祉、大東文化、淑徳、常磐、茨城キリスト、東京家政、筑波学院、流通経済、明治、

健康科学ほか

短　大 常磐、茨城女子、つくば国際、淑徳、茨城キリストほか

専　門  リリー保育福祉、水戸総合福祉、中央福祉医療、大原医療福祉、中川調理、東京福祉、アール医療福祉、
水戸メディカルカレッジ、いばらき中央福祉ほか

高　校 笠間、友部、岩瀬、水戸桜ノ牧常北、水城、常磐大学、水戸商業、大成女子、那珂湊、大洗、茂木、益子芳星、東海、
海洋、太田第二、水戸女子、日立商業、水戸南、水戸平成学園、水戸農業、茨城東、水戸啓明、佐和・中央ほか

職員数 362人

社会福祉法人 尚生会

医療法人 緑伸会


