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介護福祉
サーベイジャパン（株）

ジョブケアを運営する介護福祉サーベイジャパンが介護と福祉に関する情報をお

届けする「ジョブケア通信」。毎月あなたのためになる情報をお届けします！
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辞めないで長く働くスタッフはどう生まれるのか？
採用力を高

めるインタ
ビュー Vo
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グループホームななかまど　勤続12年　ホーム
長　北嶋郁子様
ななかまど入社までを教えてください
　高校卒業後、専門学校で介護福祉士の資格を
とって2年くらい他の市町村の特養で働いてい
ましたが、結婚を機に旭川に越してきました。一
人目の出産後、一旦は介護から離れていたけれ
ど「やっぱり介護の仕事をしたい」と思いながら
子育てをしていた時に、ちょうどグループホー
ムななかまどの開設の新聞折り込みチラシを見
て、家から近いこともあって面接に足を運びま
した。当時子供が小さかったので不安もありま
したが、「時間に合わせるから働ける時間に働い
てもらえれば」と言ってくれて最初は日勤のみ
のパートで働き始めました。その言葉はすごく
ありがたかった…。なので、ななかまどは開設時
の平成17年2月から働いて12年勤めています。

介護士の資格取得のきっかけは？
　高齢化社会になっていく流れの中で「人のた
めになんちゃら」「やりがいを探して」というよ
りかは、（正直なところ）就職を考えるとあてが
ありそう・困らないのでは？という思いがあっ
た。小さい頃から看護師さんもいいなと思って
いたことと、実際、人と人との関わりって難しい
けれど好きなんだと思います。

「ふくしの窓口」専門家ご紹介
「ふくしの

窓口」専門
家ご紹介

石崎さん石崎さん

インタビューも５回目になりました。前
回同様、実際に長く勤めている方に
フォーカスして話を伺いました。今回は
グループホームななかまどにて勤続12
年のホーム長 北嶋さんとその上司にあ
たる石崎さんを取材しました。

　私は、社会保険労務士業を平成16年開業の加藤と

申します。宜しくお願いします。「ふくしの窓口」に

専門家が居り、色々な相談事が一か所でできるとい

いねという意に賛同し私の努力ではなく、周りの方

の努力により参加させていただけることになりま

した。

　私に何がお手伝いできるか、今は見えていないと

ころがありますが、ここで今までの仕事上あまり出

会うことのなかった人々との出会いを楽しみなが

かとう社労務士事務所/社会保険労務士 加藤 良子さん

グループホーム 

ななかまど

旭川市緑町19丁目
☎0166-51-0717

お話を伺った施設

ら、日々勉強をさせていただき一員としてどんなお

手伝いができるか自分探しをしています。

　私は社労士として、今までは契約事業所との賃金

計算・労務相談その中で必要な助成金申請・年金事務

所・労働基準監督署のお手伝い、さらに個人の年金の

手続き等とやってきました。セミナーについてはで

きるだけお断りしてきた経緯がありますが、今後は

積極的に私の得た知識の中でセミナーについてもお

役立てできるようやって行きたいと考えています。

石崎さんは「10人いれば10人の家庭環境があ
るから、それに合わせて柔軟に対応するように
心がけている」と話し、その結果、スタッフ同士
互いに困った時助け合える働きやすい環境に
なって、長く働き続けるスタッフが生まれるの
だろうと思いました。

社会保険労務士

加藤 良子さん

北嶋さんのキャリアパス

経　歴 資　格

専門学校

ななかまど入社
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他市町村特養勤務

正社員
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ユニットリーダー

ホーム長

介護福祉士取得

ケアマネージャー取得
（平成20年）

認知症ケア専門士取得
（平成26年）

ホーム長 北嶋さんホーム長 北嶋さん

長く勤められる理由は？
　最初のきっかけとして、子供がいながら働ける
時間で雇ってくれたのは大きかった。働いてから
は、子供が急に熱を出した時など、他にも子育て
しながら働いてるスタッフ同士で「今日だめなん
だけどあなたどう？」とお互い助け合えたこと
は、子供を持つ母としてはありがたかった。人間
関係は割と良好にいってる施設。相性もあるので
全くないとは言わないけれど。優しい職員が多く
てみんなで助け合える環境だと思う。会社も、そ
れぞれの家庭の都合に合わせるよう努力してく
れて、実際、開設年に入職した職員は1・2階各フロ
アに8人づついるスタッフに対して3～4人くら
いと結構残っています。

人間関係を良好にする取り組みなど
　月1で勉強会を行う中で、人と人とが関わり合
う仕事だし「人と接するにあたって」という話は
でてくる。後は、みんな勤続年数が長いので気心
知れてる感はありますね。あの人こうだから、私
はこうしようという流れはできているかもしれ
ない。だからなおさら辞めないでズルズル（笑）
いってるのかもしれない。今辞めて新しいところ
で一からっていうのもなんか…。それなら、気心
知れているスタッフがいる場で働き続けるのが
いいというスタッフもいるかもしれないですね。
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北海道の医療・介護・福祉の求人一覧サイト

http://sumutokoro.com

人気施設の採用・
定着インタビュー

各種告知や報告

http://kaigo-fukushi.info

http://caresurvey.co.jp

https://jobcare.jp http://fuku-mado.com

介 護 福 祉 サ ー ベ イジャパン（ 株 ）は 介 護・福 祉 を サ ポ ートす る活 動 を 行って い ます！

次号
　昨年末からスタッフに加わっ

た今野亜実です。総務・事務全般

をこなしています。皆さんのと

ころにも電話する機会が多々あ

るかと思いますが何卒よろしく

お願いします。

医療・介護・福祉の求人サイト「     　　   　  」への求人掲載と、 

老人ホーム・介護施設探しの「     　　 　         」への掲載事業所を

info@caresurvey.co.jp　☎0166-73-8880まで
お問い合わせ・お申し込みは

ジョブケア

【住所】 旭川市6条通8丁目37番地22 

TR6・8ビル3F 旭川市役所向い （駐車場あり）　

【営業時間】 9:00～17:00　【定休日】 日曜・祝日 
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旭 川 福 祉 総 合 相 談 サ ロ ン

旭 川 福 祉 総 合 相 談 サ ロ ン

介護福祉サーベイジャパン株式会社

札幌本社スタッフ 今野亜美

募集
しています
!

気軽に
お立ち寄り
ください！

　慢性的な介護職員不足が続く中、新た
な職員確保の方法として、各法人様にご
協力いただき不定期開催している「カイ
ゴマルシェ」がこの度、「第1回大カイゴマ
ルシェ」（第8回目）として7月8日（土）に開
催する運びになりました。
　今回は、転職者は元より新規で福祉業
界に興味を持ってくれてる方々に向けに
フォーカスした内容になっており、同時
開催予定のセミナーも福祉業界・介護職
員のキャリアパスやキャリアプランに関
しての内容を予定しています。そして、大
カイゴマルシェのみ参加事業所を増や
し、価格を押さえることで参加しやすい
用にしていますので、これを機会に是非
ご参加下さい。

前回は2017年1月21日、旭川市市民活動
交流センター CoCoDe(ココデ)で開催。
これまで計20名程度の職員確保に結びつ
いております。

カイゴマル
シェのご案

内

冊子「すむ
ところ」創

刊予定

介護・福祉の合同相談会

第1回大カイゴマルシェ（第8回カイゴマルシェ）

19,000円+TAX

カイゴマルシェ出展参加費
（主に会場費及び広告費）

平成29年7月8日（土）
10:00～17:00

旭川市大雪クリスタルホール
国際会議場 大会議室
旭川市神楽3条7丁目

とき

ところ

ご興味があれば今すぐ電話下さい 0166-73-8880☎

【販売場所+設置場所】
コンビニエンスストア・書店・医療機関・その他
オフィスビル・スポンサー各店　約500カ所

【販売部数】約5,000部
【仕　　様】A4無線綴じ
【販売エリア】
旭川市及び近郊の38市町村

「これから福祉業界で働く方を
対象としたセミナー」開催

　入居したい人、入居相談担当者のための

本「すむところ」を7月に創刊予定です。入居

時の費用や月額費用はもちろん「居室状況」

「介護サービス」「医療看護体制」「食事体制」

「健康管理サービス」など施設に関する情報

を掲載できる無料のフォーマットを用意し

ました。WEBサイト「すむところ」とも連動

しており、ソーシャルワーカー、ケアマネー

ジャーなどの入居相談担当者が求める詳し

い情報も閲覧可能になります。後日掲載に

関するご案内をさせていただきますので、

皆様のブランディングにお役立て下さい。

　その他にジョブケアの記事のような、記

事広告枠（有料）をご用意しています。施設

の雰囲気や働くスタッフの様子を文章で伝

えることで、他の施設の情報を知りたい求

職者への求人の採用PRにもつながります。

ぜひご検討ください。

冊子「すむところ」誌面づくりご協力のお願い

無
料
フ
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ー
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前回のカイゴマルシェの様子
今回の
見どころ

・これから福祉業界で働く方を
  対象としたセミナー

・介護ロボットの展示

Facebook twitter

FBやTwitter、WebなどSNSでも発信しています!!

前回の介護
ロボットの様子

Web

旭川に出張中につき窓口業務旭川に出張中につき窓口業務


