
自分にあった 働き方いろいろ

楽しく働く４つのアピールポイント
子育てしながら長く働く
仕事と両立できる

白扇閣で働きませんか？

採用案内

1
1 0 ~ 2 0 代

２１歳

２５歳

２６歳

２９歳

３５歳

４５歳

６０歳

先輩に教わりながら仕事を覚えていく

結婚・退職

非常勤職員として復帰

出産・育児休暇取得

子どもの小学校入学

子どもの中学校入学

正規職員として復帰

定年

※学校行事や子供が病気の時でも職員が多いから安心して休める

（とりあえず平日の短時間勤務から）

（第三子）

（そのまま平日の短時間勤務）

（教育費もかかるし、もう少し働きたい→勤務時間・日数を増やす）
（子どもが独立した為、夜勤勤務も行う）

（定年後も自分にあった職種で働ける）

休みが多いから
プライベートも充実2

月曜日

火曜日

水曜日

木曜日

金曜日

土曜日

日曜日

日勤

日勤

夜勤

夜勤明け

休み

休み

日勤

（8：30 ～ 17：30）

（9：30 ～ 18：30）

（17：00 ～翌 9：00）

（10：00 ～ 19：00）

※帰ってから、身体を休めた後は夕方から TD L へ　

年間約 1 2 6 日

研修や資格取得支援も充実3 ・施設内外研修あり（月１回の内部研修、随時  施設外研修）
・介護福祉士実務者研修（H3 0 年度  白扇閣で開設予定）
・介護福祉士・社会福祉士・介護支援専門員等の資格取得支援があり、取得後に職種異動も可能

福利厚生制度も充実4 ・退職金制度・住居手当・扶養手当・育児、介護休業取得
・年間休日約 1 2 6 日・賞与 4 . 4 ヶ月分
・施設内休憩室の充実・スポーツジム、レジャー施設等の施設利用券
・宿泊補助金・人間ドック補助金・職員親睦会旅行（希望者のみ）　　　

※定時終了後、自分磨きのための習い事へ

※出勤前にカフェでモーニング

私たちと
一緒に

※介護職員（非常勤職員）A さんの場合

※介護職員（正規職員）B さんの場合

※いろいろな職種異動が可能（生活相談員・介護支援専門員・
　社会福祉士・ホームヘルパー・介助員・運転手等…）

～

出産（第一子・第二子）



社会福祉法人  清承会

採用情報

給　　与 大学卒／ 174,400 円～　短大・専門学校卒／ 151,800 円～　高校卒／ 141,900 円～

特別養護老人ホーム 白 扇 閣

特別養護老人ホーム 白扇閣名　称 ・・・・・・・

所在地 〒424-0201 静岡県静岡市清水区承元寺町 1341 番地・・・・・・・

ＴＥＬ ０５４-３６９-２２５８・・・・・・・

ＦＡＸ ０５４-３６９-２２５９・・・・・・・

手　　当 介護特別手当（介護職員・ホームヘルパーのみ）10,000 円

介護福祉士手当（資格保持者）3,000 円　夜勤・準夜手当 8,000 円 / 回（月平均 5 回）

住居手当 上限 16,000 円　扶養手当 5,000 円 / 人

通勤手当 上限 30,000 円　資格手当 10,000 円～ 20,000 円（職種による）

昇　　給 人事考課制度により 4 月

賞　　与 年 2 回（6 月・12 月）　4.4 ヶ月分

勤務時間
（シフト制）

7 時～ 16 時、8 時～ 17 時、8 時 30 分～ 17 時 30 分、9 時 30 分～ 18 時 30 分

10 時～ 19 時、11 時～ 20 時、夜勤 17 時～翌 9 時、準夜 22 時～翌７時 等（休憩時間あり）

有　　給 採用日から半年後 10 日 / 特別有給休暇あり（結婚・妻の出産・忌引休暇 等）

休　　日 勤務表による（年間休日約 126 日）

試験内容 個人面接

福利厚生 退職金制度（（独）福祉医療機構・（一財）静岡県社会福祉事業共済会）、制服貸与

育児・介護休業制度、慶弔給付金、勤続表彰、施設内休憩室の充実

（公財）静岡市勤労者福祉サービスセンター加入（各施設利用券・補助金関係）

採用実績 静岡福祉大学、東海大学、日本福祉大学、静岡県立大学短期大学部、清水桜が丘高等学校

静岡女子高等学校、静岡翔洋高等学校、静岡サレジオ高等学校、清水学院高等専修学校

清水国際高等学校　他

随時 施設見学 ・ 就労体験可能 【お問合せは採用担当まで TEL.054-369-2258】

ホームページは
こちら

はくせんかく



毎回いろんな催しで盛り上がります 日帰り旅行から海外までプラン充実

ご利用者様にご満足いただける介護サービスを提供するため、

プロフェッショナル人財・集団を目指し、働きがいのある職場づくりを実践しています。

活力ある  ひと・職場づくり

介護技術コンテスト

組織の活性化 人財の育成
組織力と個々のスキルアップを目指して
います。

個人のニーズに対応した研修 ・ 教育を実施しています。

介護技術の向上を目指し出場しています

プリセプター制度 生涯研修制度

新人職員の不安がなくなるまで
先輩職員がサポートします

介護職は認定介護福祉士を目指します
相談員は認定社会福祉士を目指します

内部研修の充実 介護福祉士実務者研修開講

内部 ・ 外部講師による様々な研修を
実施しています

施設内で介護福祉士受験資格が
取得できます

高齢者福祉研究大会発表

日々の実践を研究し発表をしています

子供の成長に合わせた勤務体系

人事制度によるサポート 福利厚生の充実
女性が長く働くことのできる職場を
目指しています。

ジョイブ静岡加入 （公共施設 ・ コンサート ・ グルメ券割引 ・ 宿泊補助等あります）

育児に伴う急なお休みにも対応可能

懇親会 職員旅行

みなと祭り総踊り スポーツ大会参加職員表彰制度

一生の仕事として働くことのできる職場 ご家族も一緒に毎年参加 マラソン・ハイキング・フットサルなど



社会から信頼される活動の実施

社会福祉法人  清承会 〒424-0201 静岡県静岡市清水区承元寺町 1341 番地
TEL. ０５４-３６９-２２５８   FAX. 054-369-2259

MAIL. info@hakusenkaku.jp

https://hakusenkaku.jp
特別養護老人ホーム 白 扇 閣

はくせんかく

私たちは、住み慣れたふるさとでいつまでも穏やかに生活できるように「地域に安心を提供」します。

地域貢献や地域交流を図るために、 地域にあったボランティア活動やイベントを実施しています。

地域貢献活動

福祉有償運送講習講師派遣

地域の皆様とのつながりをもった活動を実施しています。

中学生体験学習受け入れ 高校・大学・専門学校の実習受け入れ

園児さんの訪問 介護職の魅力発見ツアー視察受け入れ 介護のしごと魅力発見ｄａｙ

総合防災訓練 地元自治会清掃 興津川クリーン作戦

フェスタスルガ出展 白扇閣体験・見学会福祉のまつり出展



社会福祉法人  清承会

〒424-0201 静岡県静岡市清水区承元寺町 1341 番地
TEL. ０５４-３６９-２２５８   FAX. 054-369-2259

MAIL. info@hakusenkaku.jp

http://hakusenkaku.jp

特別養護老人ホーム 白 扇 閣
はくせんかく

介護福祉士実務者研修国家
資格

介護福祉士国家試験は受験資格が変わりました。

「３年以上の実務経験」＋「実務者研修の修了」が義務付けされました。

実施機関 毎年 4 月 1 日 11月 30 日～

講座内容

◎スクーリング
場所：特別養護老人ホーム白扇閣（静岡市清水区承元寺町1341 番地）

◎ｅ- ラーニング
自宅でのパソコンやスマートフォンを使用した学習

受講料

◇所有資格なし

◇介護職員初任者研修修了者

◇ホームヘルパー２級修了者

◇ホームヘルパー１級修了者

◇介護職員基礎研修修了者

特別養護老人ホーム白扇閣 介護福祉士実務者研修

保持資格によって

受講料が変わります。

お気軽に白扇閣まで

お問い合わせください。



白扇閣では働きながら
学べ資格も取得できます

介護職員の主な外部研修

民間社会福祉施設職員等海外研修・調査（スウェーデン・デンマーク）

認知症介護実践リーダー研修

認知症介護実践者研修

介護福祉士初任者研修

ファーストステップ研修

介護福祉士実務者研修教員講習会

介護福祉士実習指導者講習会

身体拘束廃止推進員養成研修

ユニットケア施設管理者研修

ユニットリーダー研修

アセッサー講習

介護予防運動指導員育成講座

レクリエーション インストラクター養成講座

白扇閣では、新人職員はプリセプター制度により丁寧に教えさせていただきます。

また、白扇閣内で介護福祉士実務者研修を開講していますので

働きながら介護福祉士の国家資格を得ることが出来ます。

資格取得後も、生涯研修を支援し認定介護福祉士取得のため、介護福祉士初任者研修、

ファーストステップ研修など関係団体の外部研修や各種内部研修でスキルアップが出来ます。

白扇閣では自分にあった働き方が選べ、仕事もプライベートも充実できます

職場内介護技術コンテストの実施

女性が働きやすい職場作り

介護福祉士実務者養成施設の開講

職員のスキルアップ支援

介護記録ソフト・タブレットの導入

プライベートの充実

01

02

03

04

05

06

静岡県では介護人材の確保やサービスの質の向上に向け

職員が働きやすく、働き甲斐ある職場作りや

利用者へのサービス向上に取り組む事業所を表彰しており

白扇閣が受賞をしました。


