求人票
星が丘高齢者支援センター（地域包括支援センター）
「明るく楽しく老若男女が住み続けられる地域づくり」…私たちの「夢」にチャレンジする仲間になってほしい
私たちは、1996 年のコスモスセンター開設以来、社会福祉法人として相模原市で最も多種類の高齢者福祉事業を展開して
きました。今年で２３年目です。私たちはいつも、「人生はいつでもあなたが主役です」を合言葉に、ご利用者・ご家族、職員の皆
さん、そして地域の皆さんがそれぞれ主役となり、活き活きと日々を重ねられることを目標にしてきました。
私たちは、「人を援助する、人と人とをつなげる、人と地域とをつなげる」ケアの専門職を一人でも多く育てることに取り組んで
います。そして、明るく楽しく、老若男女が住み続けられる地域を創ることが私たちの「夢…近い将来（１０年後）の目標」です。こ
の「夢」にチャレンジする仲間が一人でも多く増えてほしいと思っています。
まずは、見学にお越しください。「百聞は一見に如かず」です。

「夢」に向かって…当法人の特色をご紹介します！
私たちとともに「専門職」への道を歩みませんか？
上溝緑寿会は、職員の皆さんが「専門職のチーム」で実践を重ね、法人が掲
げるビジョン（法人理念・目標）「人生はいつでもあなたが主役です」を実現するこ
とを目指しています。また、その実践の結果として職員が「一人前の専門職」に成
長していくことを求め、支援しています。
私たちの「先生」は、まさに「先」に「生きている」高齢者の皆さんです。ご利用
者を真ん中にして、さまざまな職種とのチームで、地域の方とともに援助を実践し
ます。チームで関わり、考えることによって、私たち自身も成長することができま
す。私たちとともに「援助の専門職（プロ）」への道を歩みはじめませんか？

一人ひとりの職員を尊重してこそよいケアがある
「一人ひとりの職員を尊重すること」…私たち上溝緑寿会は、ご利用者お一人
お一人を大切にしたケアを実現するためにこそ、職員を尊重することが大切であ
ると思っています。このために職員全員で考えたことを「キャリアパス～私たちの
『仕事』の『ものさし』」としてまとめました。
上司、先輩、同僚に支えられている「実感」を持ちながら、ご利用者を支える経
験を重ね、一歩一歩専門職へのキャリアパスを上っていくことをサポートします。
仲間とともに仕事の経験を重ねながら、自分の成長を実感できる仕組みができ
ています。

「星が丘高齢者支援センター」がめざしていること～やさしさいっぱい星が丘～
星が丘地域は、戸建住宅を中心とした閑静な住宅街で、地域のほぼ中心部
に公民館や小学校等があり、公民館を中心にコミュニティが形成され、自治会等
地域のまとまりがある地区です。また、地域活動に参加している人や、地域づくり
への企画・運営としての参加の意向がある高齢者の方が市内平均より高くなって
います。
星が丘高齢者支援センターは、「やさしさいっぱい星が丘」を合言葉に、地域
の高齢者が住み慣れたところで安心して一生暮らせる街づくりを目指していま
す。

法人内のその他の正職員募集
このほかに当法人では、現在、「グループホーム秋桜」、「特別養護老人ホームコスモスホーム」、「ずっと我が家

上溝本町」で介護職を募集しています。
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募集内容の詳細

募集部門

星が丘高齢者支援センター

募集人数
必要資格

１～２名
介護支援専門員（居宅介護支援事業経験２年程度）あるいは 社会福祉士
普通自動車運転免許・自転車に乗れること
・地域包括支援センターは、公民館区・出張所管区を拠点とし、相模原市より委託を受け設置された、高齢者
にかかわる保険･福祉･介護の総合相談窓口です。
・相談業務のほかに、相模原市社会福祉協議会、星が丘地区社会福祉協議会等の他団体と協力しながら、介

業務内容等

護予防や地域の住民団体の支援などに取り組みます。
・「介護予防プランの作成」業務がありますので、必要資格として、居宅介護支援業務経験２年、あるいは社会
福祉士資格取得者を募集要件としています。
・地域包括支援センターに必要な３職種（主任介護支援専門員、保健師、社会福祉士）は、配置済です。
委託要件に資格要件があるため、メンバー構成が多様な職種となりますので、いろいろな職種の経験を活
かしながら、チームで対応していくことにより、職員それぞれの専門性の幅を広げていくことができます。

メッセージ

また、地域の民生委員さんや自治会長さん、ボランティアからご協力を得たり、協力し合いながら活動する場
面が多いので、地域包括ケアや「コミュニティワーク」といったことに取り組みたい方はぜひチャレンジしていた
だきたいと思います。

採用条件の概要

基本給 20～24 万円程度
給与

※職歴や取得資格により、基本給を決定します。採用時から３か月間は試用期間となりますが、給与手当等は
試用期間終了後と変わりありません。
基本給の他、次の手当があります。☆資格手当 取得資格により支給額が違います。
保健師：30,000 円／正看護師：25,000 円／社会福祉士：20,000 円／介護福祉士：15,000 円 等
これに（主任）介護支援専門員の場合は、職務により、３，０００円～8,000 円加算
☆住宅手当 2,500 円～15,000 円（家族所有の自宅でも 2,500 円支給）

諸手当

☆通勤手当 19,500 円まで（マイカー通勤可、駐車場代は月 700 円だけ徴収）
☆職務手当（リーダー、主任、専門職「匠」等）
☆超過勤務手当（定例会議、指定研修等が時間外となる場合、緊急時対応、行事準備等）
☆年末年始手当（年末年始期間 12/30～1/3 に勤務した場合 １回 3,000 円支給）
その他、扶養手当、被服手当等

昇給
賞与（期末
手当）
勤務地

年 1 回 ４月 ※昇給については、法人キャリアパスに基づき、管理職が評価を行い決定します。
期末勤勉手当 6 月・12 月 年 2 回(平成 29 年度実績 平均基本給共通基礎額の.3 ｹ月)
※期末勤勉手当（賞与）は、6 月と 12 月は、キャリアパスの段階により、支給率を決定し支給します。
相模原市中央区星が丘 3 丁目 6 番 21 号 マルセイハイツ 1-105 （マイカー通勤可能）
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勤務時間

勤務時間は、原則として、８時３０分から１７時３０分 休憩１時間 の８時間です。
※月～土の交代勤務で、日曜・祝日は原則としてお休みです。

☆年間公休は、120 日です。（1 ヶ月単位の変形労働時間制を採用）
休日休暇

☆結婚／忌引き等の特別休暇のほかに、有給休暇と別枠でリフレッシュ休暇（年 3 日）があります。
☆有給休暇は、採用６ヵ月後に 10 日付与。時間単位の取得も認めています。

保険

社会保険完備（健康保険・厚生年金保険・雇用保険・労災保険）

☆要普通自動車運転免許 さらに 自転車に乗れること
※ご利用者宅への事前訪問や各種カンファレンスへの出席などは、法人公用車（軽・普通自動車）を利
用することが必要となるため、普通自動車運転免許は必須です。
その他

☆車通勤可（駐車場は法人で確保しています。正職員の場合、１月７００円のみの負担があります。）
☆退職金制度あり（勤続 1 年以上）
☆表彰制度（永年勤続等）あり
☆職員の自主的研修や資格取得への補助制度あり

応募方法・選考・連絡先

【応募方法】 電話でご連絡の上、必要書類を持参あるいはご郵送ください。
【提出書類】 履歴書・職務経歴書・所有資格証等の写
【選考方法】 書類選考・面接
【選考日程】
(1) 書類ご提出後、簡単な書類選考の上、選考日をご相談させていただきます。
(2) 選考は、簡単なアンケート記入と面接です。所要時間は、1 時間～1 時間 30 分位です。
(3) 選考終了後、1 週間以内に採否のご連絡をいたします。
【選考～内定～採用までのイメージ】
Step１ 必要書類を提出し、選考を受ける
応募受付か
ら選考まで

Step２ 採用の可否のご連絡
※採用の可否をお電話でご連絡します。お知らせの際に採用条件等をご説明する日程についてご相談し決
定します。
Step３ 採用条件等説明
※採用条件（初任給・手当等）についてご説明します。選考時に確認した職歴の内容に基づき、初任給を決
定します。また、採用希望時期等についても確認させていただきます。
Step４ 採用承諾書提出
※採用承諾書をご提出いただいて、内定となり、必要に応じ健康診断等のご案内をさせていただきます。
Step５ 採用
※採用から 3 か月間は試用期間採用（勤務条件は本採用時と同様）です。また、採用時に法人共通研修を
受けていただいてから、各セクションへの配属となります。
社会福祉法人 上溝緑寿会 採用担当 木村・佐藤

連絡先

住所：〒252-0243 相模原市中央区上溝 5423 番地 5
TEL： 042-768-1801 FAX： 042-768-1665

E メール： info@cosmos-c.or.jp

法人 HP：http://www.cosmos-c.or.jp/index.html
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皆さんへの上溝緑寿会からのメッセージ
「人生はいつでもあなたが主役」な地域の実現を目指して
上溝緑寿会の法人理念は「人生はいつでもあなたが主役です～1 日 24 時間、1 年 365 日、住み慣れたところで、その人ら
しく生活することをコスモスセンターはお手伝いします～」です。
私たちは、社会福祉法人であることを念頭に、「地域とともに」歩み、成長していくことを一番大切に考えてきました。
「高齢者福祉」を専門に行う、社会福祉法人として、地域の高齢者の皆さまに「人生はいつでもあなたが主役」な生活を実現
していくために相模原市内で最も多機能な事業を展開しています。

「ケアの仕事の醍醐味は、仲間とともに感じる『やりがい』と『生きがい』」
私たちの「ケアという仕事」は、『私たちの人生の先輩』である高齢者の方の生活を支え、人生の最期を幸せにする可能性を
持っています。だから、そこに関わらせていただく私たちは、常に学び、実践を積み重ね、時に仲間とともに自分自身を振り返り
ながら前進していくことが必要です。
一人では無力です。力がないからこそ、強くなれる可能性を実感できます。厳しい仕事です。心技体の充実が必要です。し
かし、自分が努力したことや真剣に悩み考え抜いたことは必ず実感となり「やりがい」「生きがい」となって返ってきます。
相談職も「ケア（支援）の仕事」です。ですから、「自分で考える（専門職として自立する）」ことは必要ですが、「ケース対応に
悩んで孤立する」ことがあってはなりません。「ケースをみんなで支える」ことを一番大切にしています。

法人の概要
相模原市中央区上溝を中心に、3 つの拠点で特別養護老人ホーム他１１の高齢者福祉事業を行っている社
会福祉法人です。高齢者福祉を中心に行っている法人では、相模原市内で最も多機能なサービスを提供し
事業内容

ています。
2013 年秋には、ショートステイ、デイサービス、ホームヘルプサービスの 3 つのサービスが複合されたあらた
な拠点「『ずっと我が家』応援拠点」をオープンする予定です。

設立
従業員数
代表者

平成 6 年 11 月 14 日

基本金

895 百万円 （一般会社の資本金に該当）

全職員数 209 名 (男子 48 名 女子 161 名）…パート含む
理事長 佐藤和夫

総収入額
最寄駅

914 百万円(平成 29 年度)
JR 相模線 上溝駅

コスモスセンター（相模原市中央区上溝）：高齢者福祉の複合施設
・介護老人福祉施設（定員 54 名） ・短期入所生活介護（定員 16 名）
・居宅介護支援事業 ・ケアハウス（定員 32 名）
・訪問給食サービス（相模原市社会福祉協議会から受託）
グループホーム秋桜・認知症デイ秋桜（相模原市中央区上溝）：認知症ケア専門拠点
・認知症対応型共同生活介護（定員 18 名） ・認知症対応型通所介護（定員 12 名）
事業所

相模原市立星が丘高齢者福祉施設（相模原市中央区星が丘）：相模原市より指定管理者として運営を受託
・相模原市立星が丘デイサービスセンター（定員 25 名）
ずっと我が家 上溝本町
・単独型個室ユニットショートステイ（40 名） ・通所介護（定員 40 名） ・訪問介護
地域包括支援センター（高齢者支援センター）【相模原市より受託】
・上溝地域包括支援センター（相模原市中央区上溝 7 丁目）
・星が丘地域包括支援センター（相模原市中央区星が丘 3 丁目）
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