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株式会社 イー・ケア
コーポレートビジョン

イー・ケアは、未来を見つめています。
静岡県など地方経済は、人口減・高齢化が加速し、衰退が予想されます。
そうした中、
私たちは、地域福祉の一翼を担い、地域社会を支え、雇用を生みだします。
私たちの活躍は、未来の日本の行方を暗示すると言えば大袈裟でしょうか。
そこで、
私たちは、「介護」を軸とした新しいサービスの創造に取り組んでいます。
例えば、
介護予防運動指導員の養成。静岡県の介護会社で唯一の養成講座を開催。
介護・健康の相談所運営。地域包括ケアシステムを補完。年9万部の社報発行。
介護施設のM&A。公的・金融機関では困難な案件を成功。
その上、「したい」を叶える介護、を実現すべく奮闘しています。
例えば、
物品の相談販売。ウクレレ弾きたいなど特殊なニーズに応えます。
オーダーメイド介護の企画・実施。小旅行・墓参りなどの希望を叶えます。
こうしたことから、
イー･ケアでは、多くの医療・福祉業と異なる「働き方」をしています。
介護職員は、「介護」だけをしない、ということ。
だから、貴方の経験・体験は、勉強でも遊びでも、全てが役に立つのです。

「イー・ケアで働く」ということ。
それが、皆さんの努力と成長の証明になる日が来るでしょう。
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地元小学校との交流

地元保育園との交流会

イー・ケアは、

利用者様や地域の方々との

交流を大切にしています。

まして、行事をボランティアに丸投げしません。

全て、自分達で企画・運営しています。

地域の文化祭に参加

だから、

私たち職員も、様々な地域交流に参加し、

施設で楽しいイベントを開催しています。

施設内の畑での家庭菜園

地域のイベントに参加

地域のお祭りへお出かけ

近所の公園へお散歩

施設での運動会

施設での納涼祭

施設での民謡イベント
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イー・ケアは、
職員個別の成長と能力に合わせて
業務を割り振ります。
介護の仕事も、内容は千差万別です。
国家資格を要する高度な対応から、
お話相手や日常の簡単なお世話まで。
新人が最初にする仕事は、利用者様に
明るい笑顔で挨拶することです。
自分のペースで成長して下さい。

イー・ケアは、
介護職と事務職の垣根が低い会社です。
施設では、
事務処理や備品管理を行っています。
例えば、施設独自の新聞・チラシ・ブログの作成・配布、
営業・広報活動、施設管理など様々な業務があります。

施設事務室

社内研修の様子

介護業界には、
多くの資格があります。

例えば、
介護福祉士（国家資格）の受験資格は、

実務経験3年＋実務者研修450時間 です。
「発達と老化の理解」などが出題されます。

最高峰のケアマネジャーの受験資格は、
介護資格を保有して実務経験5年 です。
「介護保険制度」などが出題されます。

私たちイー・ケアは、
資格取得支援制度や研修制度が充実しています。
その結果、
ヘルパー資格は、職員の90％以上が保有しています。
しかも、
介護職の3分の1が、介護福祉士の資格保持者です。
さらに、ケアマネジャー試験にも合格者が出ています。
難病ヘルパー、ガイドヘルパー、認知症実践者、防火管理者、
衛生推進者、介護事務、社会福祉主事、秘書検定、日商簿記、
ＦＰなど、多くの資格取得者を輩出しています。

イー・ケア（本社除く）で
勤務すると、実務経験が記
録されます。つまり、国家
試験や公的研修などの要件
にある「実務経験◎年」の
一部として、勤務期間（1
日単位）が公的に証明され
るのです。

Point
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☆監査課☆
社内の業務監査を実施しています。行政
監査の支援や管理職の指導を行います。
☆総務課☆
予算管理・物品管理・契約書管理をしています。
例えば、破損した施設の備品を予算の範囲内で
安く購入するなど、施設の縁の下を支えます。
☆営業課☆
行政・病院・法人向けに施設利用者を獲得する
営業活動をしています。入退去に伴う事務処理
も大切な仕事です。
あと、社報やBlogの作成など広報活動も担当し
ています。
☆健康管理課☆
職員や入居者の健康管理をしています。
看護師は、健診支援・受診支援・医療連携など
をしています。管理栄養士は、施設利用者の栄
養管理や献立作成、厨房指導や衛生管理などを
しています。

イー・ケアの本社事務は、
普通の会社、プラス、介護福祉業の仕事が加わります。
単純作業だけでなく、高度な知識も身に付きます。

☆企画課☆
財務・経営企画を担当します。
本社・施設間の調整や経営計画を策定します。
取締役会の事務局も担います。
☆人事課☆
給与計算・社会保険事務・行政申請など
法令に基づく事務をしています。
採用や広報活動、研修運営なども担当します。
☆経理課☆
経理業務全般に加えて、利用者の金銭管理や
請求・回収業務、決算や税務なども行います。
施設の事務担当者と密接に連携しています。

☆施設の事務担当☆
施設の事務は、個別の業務毎に担当者が
割り振られます。
例えば、
労務管理（人事課と連携）
相談員業務（営業課と連携）
経理事務（経理課と連携）
物品管理（総務課と連携）
介護事務（監査課の指導下）
施設事務（本社各課と連携）

本社フロアの様子

イー・ケアの本社は、
同業他社と比べて、質・量ともに大きい組織です。
静岡県東部で最高峰の事務力との自負があります。
と言うのも、
安易に外部の業者や専門家に頼らず、自分達が、
一から調べて、全てを処理するからです。
そのため、職員は、
「仕事力」や「専門性」が着実に身に付きます。

本社のある高島本町ビル
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資格取得支援制度
●無利子貸与金制度
～研修等の受講料を会社が立替払い

●勤務配慮制度
～勤務配慮申請書の提出で試験日の勤務
免除や講習日のシフト優先が可能

誰もが働きやすい職場を目指して、
イー･ケアでは、多くの制度や仕組みがあります。

・育児支援制度（くるみんマークに象徴される多くの支援制度）
・介護支援制度（トモニンマークに象徴される多くの支援制度）
・会員制福利厚生制度（数万種類にのぼる各種割引サービス・特典）
・資格取得支援制度（無利子貸与、祝金、勤務配慮、通信講座補助）
・人事考課制度（公正・客観的な評価で昇格・昇給する仕組み）
・特別休暇制度（冠婚葬祭など有給休暇とは別に有給で取得可能）
・住宅手当制度（最大家賃3割補助など）
・慶弔祝金制度（冠婚葬祭などに支給）
・定年70歳（高齢になっても働ける場所の確保）
・360度評価（上司を評価する仕組み）
・在宅勤務制度（自宅で勤務することのできる制度）
・嘱託職員制度（定年70歳を超えても勤務を継続することのできる制度）
・研修制度（外部･社内研修、eラーニング、通信講座等）
その他、目安箱システムやハラスメントに関するプライバシー保護など様々な仕組みがあります。

研修制度
イー・ケアは、職員研修所を由比に自前で所有しています。
しかも、宿泊室・機械浴室・車イス専用トイレ・厨房など設備が
充実しており、事務分野や介護分野の授業・講義のみならず、
実践的な訓練・実習も受けることができます。

由比研修所

新人研修の様子

●資格取得報奨金
～会社指定の資格を取得した場合

●通信講座
eラーニング（トラブル予防、リスクマネジメント）、
ＦＰ、簿記、総務・人事・人材開発、宅建等、
様々な事務系の資格取得も支援します！
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勤務地の近くに借上げ社宅をご用意します！
スーパーや病院などが近く、生活に便利な場所を
ご提供します★

敷金や家財道具の準備は不要です。
保証人も要りません。
必要な契約はすべて会社が行います。
しかも、４月の光熱水道料金まで会社が
負担します。

遠方の他県から赴任した高校生が
スムーズにお給料で生活しています。
家賃等の本人負担も月３～５万円に
収まります。
初めての一人暮らしも安心！！

育児支援制度
静岡県の介護企業で初めて、
厚生労働省より、「くるみんマーク」が
授与されました。
2020年には、4回目を取得しました。
男性・女性を問わず、若手職員でも安心して
産休・育休・復帰まで相談ができます。

静岡新聞・2012年10月20日

介護支援制度
親や家族の介護が必要となった際に、
仕事と介護を両立できる職場環境の
整備に取り組む企業として、
トモニンマークも
取得しています。
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Q イー･ケアを志望した理由は何ですか？
A 介護職や事務職といった枠にとらわれずに、
自分のやりたいことに挑戦できる職場だと感じたからです。

Q 内定獲得のために取り組んだことを教えて下さい！！
A 基本的な介護の仕事の知識や、現在の日本の介護の状況についての

情報を新聞や本を読んで学びました。

Q 実際に入社してみてどのように感じましたか？
A 就職活動中、面接で本社に行った時には、緊張もあり、張り詰めた

雰囲気の中でそれぞれが黙々と作業をしているイメージでしたが、
実際に働きだしてみると、仕事は着実にこなしながらも、
先輩職員たちが皆さん和気あいあいとした雰囲気であることに
ギャップがありました。大石明佳

平成28年4月入社
営業課兼人事課 所属

出身地 静岡県富士市
出身校 不二聖心女子学院高校

明治学院大学
社会学部

資 格 FP２級 ＡＦＰ認定者
社会福祉主事資格
実務者研修
介護事務管理士

Q イー･ケアで勤務していてやりがいを感じたことは？
A 初めて入居の対応を担当した利用者様が、施設でのこれからの生活に

とても不安を感じており、涙を浮かべる場面もありました。
しかし、その後施設を訪れた時には、職員と楽しげに会話をしている
様子を目にし、ほっと安心することができました。

Q 今後の目標を教えて下さい。
A 様々な事情を抱えたお客様全員が、穏やかな生活を送れるお手伝いが

できる様に、知識と経験を積み重ねていきたいと考えています。

Q 学生の皆さんに内定獲得のコツを教えて下さい！！
A 面接で自分を出しきる！

Ｑ 最後に、皆さんに伝えたいことがあればお願いします。
Ａ 後輩ができることを楽しみにしています。

自分らしく頑張ってください。
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Q 内定獲得のために取り組んだことを教えて下さい！！
A 介護について理解を深めようと、介護経験者にお話を聞いたり、
介護の現状について少し勉強しました。

Q イー･ケアで勤務していて楽しかったことはありましたか？
A 合宿研修で他の施設・事業所の職員と仲良くなれたこと。
利用者様に初めてありがとうと言われた時のことは
今でも忘れられないです。

Q イー･ケアで勤務していてやりがいを感じたことは？
A やはり利用者様に感謝されたときにやりがいを

1番感じられます。

Q 現在、担当している仕事は何ですか？
A 小型の訪問介護事業所・デイサービス・福祉用具貸与事業所の

3つの事業で管理者を行っています。
ヘルパーの業務に廻ることもあります。

Q 今後の目標を教えて下さい。
A 介護支援専門員（ケアマネジャー）の試験に合格したいと思っています。お客様の目線に立って、

お客様の困っていることに素早く気付き、積極的に助けてあげられるようなケアマネジャーになりたいです。

佐野秀介
平成25年4月入社
ポプラ中里
デイサービス中里 管理者

出身地 静岡県富士市
出身校 富士宮東高校

山梨学院大学
現代ビジネス学部

資 格 介護福祉士
認知症管理者研修
認知症実践者研修
喀痰吸引研修
難病ヘルパー研修

Q イー･ケアを志望した理由は何ですか？
A当時、私は介護のお仕事に就くことを想像していませんでした。学生
の頃はホテルマンを目指し、実習やアルバイトを経験していました。
就職活動の際、誰でも泊まれるホテルというふうに考えた時、身体が
不自由な高齢者でも泊まれるのかと考えた時、まずは高齢者について
理解しようと思ったのがきっかけでした。イー・ケアの広告をみて、
まずはお話でも、と足を踏み入れたのが当社に入社する始まりでした。
若手職員でも活躍でき、色々な経験ができ、
自身を成長させてくれる会社だと思い、当社に入社すること
を決意致しました。

Q 実際に入社してみてどのように感じましたか？
A スキルアップさせてもらえている実感があります。

Q 学生の皆さんに内定獲得のコツを教えて下さい！！
A 一生懸命働くということ、やる気があるということを
真直ぐに伝えることです。

Ｑ 最後に、皆さんに伝えたいことをお願いします。
Ａ 入社3年目にして責任者になれる会社は他に聞いたことがありません。

やりがいのあるお仕事です。共に成長していきましょう。
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芹澤和樹
平成31年4月入社
あおい訪問
サービス提供責任者

出身地 静岡県静岡市
出身校 静岡学園高校

東邦大学 理学部
資 格 実務者研修

介護事務管理士

Q イー･ケアを志望した理由は何ですか？
A これから超高齢化と少子化が進み、介護を提供する担い手が少なくなります。

介護需要が高くなり、供給が低くなる中、私は介護を必要とする方々へ少しでも
手助けが出来ればと思い、介護業界を志しました。
「より良いサービスを提供できる」「経営基盤の安定性」という点において
魅力を感じました。また研修制度や資格取得におけるサポートが充実しており、
より良いサービス提供のためのスキルアップがしっかりできる
と感じました。

Q 学生の皆さんに内定獲得のコツを教えて下さい！
A 実際に施設へ赴き、施設見学や利用者様と接する時間を作っていただいたり、

業務のお話を伺ったりしました。
また面接に臨む際には、「なぜこの会社なのか」「自分のことを話せる」という
2点に重点を置きました。自分は会社を知っている、自分を会社に知ってもらう、
というアピールに繋がると思ったからです。

Ｑ 最後に、皆さんに伝えたいことがあればお願いします。
Ａ 面接では緊張するかと思いますが、入社後に何をしたいのか熱意をもって

具体的な言葉で言えるようにしておくといいかなと思います。様々な職場を
調べたうえで弊社を選んでいただけた時、一緒に働ける日を楽しみにして
おります。

Q イー･ケアで勤務していて楽しかったことはありましたか？
A 様々な方と接する事ができることです。利用者様からは楽しいお話を聴くこと

ができます。先輩職員さんは業務を丁寧に教えてくださり、自分の出来なかっ
たことが出来るようになる楽しさ楽しさがあります。

Q イー･ケアで勤務していて辛かったことはありましたか？
A 勤務していて辛かったことは、自分が携わっていた利用者様が退去なさること
です。私は主に、当社が有する有料老人ホーム内での訪問介護を行っています。
ほぼ一日が同施設内での勤務のため、訪問介護の時間以外でも顔を合わせ話す
ことが多々あり、その方々が施設を離れてしてしまわれるのはとても心苦しく
思います。

Q 現在、担当している仕事は何ですか？
A サービス提供責任者として、「ヘルパーと利用者様の調整」・「利用者様の

アセスメント」・「訪問介護計画書の作成」・「ケアマネジャーとの連携」
・「サービス担当者会議への参加」・「モニタリング」など様々な業務
を行っています。ヘルパーとして利用者様への「身体介護」および「生活援助」
のサービス提供も行っており、その中で利用者様のニーズに合ったサービスを
日々試案しています。
また、職員の業務管理も任されており、職員一人ひとりにあった働き方での
従事を心掛けています。
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鈴木七重
平成27年4月入社
わくわく訪問富士
サービス提供責任者

出身地 静岡県富士市
出身校 富士東高校

京都学園大学
人間文化学部

資 格 介護福祉士
介護予防運動指導員
難病ヘルパー研修
秘書検定２級

Q イー･ケアを志望した理由は何ですか？
A 地元就職を希望していたこともありますが、働きながら資格を取得

でき、さらに取得の支援体制が充実している点に魅力を感じたからです。

Q 内定獲得のために取り組んだことを教えて下さい！！
A 少しでも介護のことを理解するためホームページや会社説明の資料に

書いてある用語を調べ、ノートにまとめたりしました。

Q 実際に入社してみてどのように感じましたか？
A 入社前は漠然とした不安しかありませんでしたが、困ったときや

分からないことがあったときに助けてくださる先輩職員達で安心
しました。

Q 現在、担当している仕事は何ですか？
A 訪問介護事業所のサービス提供責任者を任せて頂いています。

サービス提供責任者の業務内容は、ヘルパーが利用者様の元へ訪問
する為の予定調整や利用者様の定期的な状態確認・記録、「訪問介護
計画書」の作成、ケアマネージャーと連絡のやり取り、担当者会議の参加
など事務仕事から外部との関わりまで多岐に渡ります。他にも自分自身も
ヘルパーとして介護業務を行なったり、ヘルパーの指導やフォローを
行なったりもしています。月末にはレセプトといって、サービスに入った
際に記入する記録票を元に請求業務も行っています。
また、給料日の前には人事課へ提出する職員のタイムカードや時間外
申請書類などの確認も行っています。

Q イー･ケアで勤務していてやりがいを感じたことは？
A 高齢者と聞くと身体機能が低下する一方だと考えられがちですが、

以前は難しかった着替えがご自分で着替えられるようになったり、
立位が不安定な状態から介助無しに立ち上がれるようになった利用者様
もいます。できないことが増えるだけでは無く、以前のように
出来ることが増える・向上する姿を身近に見れることは
やりがいと感じています。
他にも、サービスを利用開始した当初は表情が硬くあまりお話もされ
なかった利用者様が、訪問回数を重ねるうちに表情が柔らかくなり笑顔
が見られたり、利用者様から話しかけてもらえる変化を感じられるのも
やりがいの一つとなっています。

Q 最後に、皆さんに伝えたいことがあればお願いします。
A どうしても介護と聞くと“きつい”“大変”というイメージを想像し

がちですが、どんな仕事でも楽な仕事は無いと思います。難しく考えず
に自分たちが当たり前のようにしている食事や入浴、掃除、洗濯のお手
伝いすると考えてみて下さい。ほとんどの先輩たちが皆さんと同じよう
に介護を未経験で入社していますが、サポートしてくれる職員や少し
ずつ経験を重ねることで一人の介護職員として働いています。皆さんと
一緒に働ける日を心待ちにしております。
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櫻井沙耶
平成30年4月入社
営業課 所属
出身地 静岡県御殿場市
出身校 御殿場西高校

相模女子大学
人間社会学部

資 格 社会福祉主事資格
実務者研修

Q イー･ケアを志望した理由は何ですか？
A 利用者様のことはもちろん、職員のことまで大切にしていて、様々なことに

若い頃から挑戦できる環境が整っていると思ったからです。
また入社前は介護について全く勉強してこなかったので、入社後に働きながら
資格取得支援制度を利用し、資格取得ができるのも魅力を感じ志望しました。

Q 現在、担当している仕事は何ですか？
A 相談員として、入居問合せ対応・入退去対応・相談業務を主に行っています。

さらに静岡県や神奈川県の行政や病院、居宅介護支援事業所などへ当社の施設を
紹介する訪問営業活動も行っております。

Q 内定獲得のために取り組んだことを教えて下さい！！
A 介護のニュースや新聞には目を通し、気になったことや分からないことは

調べるようにしました。
また様々な施設を見学し、それぞれの施設の違いなどを実際に知ることでなぜ
イー・ケアで働きたいのか、入社後に何をしたいのかを明確にし、面接で自身の
思いをしっかり伝えるようにしました。

Ｑ 最後に、皆さんに伝えたいことがあればお願いします。
A 面接では緊張してしまうと思いますが、イー･ケアに入りたいという
気持ちを一生懸命伝えることが大切だと思います。
一緒に働ける日を楽しみにしています。

Q イー･ケアを志望した理由は何ですか？
A 超高齢社会になっていく中で当時の私は介護の知識がなく、今後親の介護

が必要になった時のために、知識や技術を身につけたいと思ったのが
きっかけでした。仕事をしながら資格取得のための研修に参加でき、
勉強することができるなどスキルアップができるところに魅力を感じ
志望しました。

Q 実際に入社してみてどのように感じましたか？
A 分からないことは上司や先輩が親身になって教えてくださるのはもちろん

のこと、仕事以外の話や悩みの相談もできるほどの信頼関係を築けています。
とても雰囲気がよく、働きやすい職場です。

Q 学生の皆さんに内定獲得のコツを教えて下さい！！
A 自分が勉強してきた事や経験について、詳しく話すことが出来ると

良いと思います。

Ｑ 最後に、皆さんに伝えたいことをお願いします。
Ａ 業種や給与面等、一部の面だけ見るのではなく、業務内容や

就職してからのキャリアアップが図れるのか等、
様々な観点から企業を見ていけると良いと思います。
みなさんと一緒に働ける日を楽しみにしております。

桧作梨奈
平成29年4月入社
あおい訪問
兼人事課 所属
出身地 静岡県三島市
出身校 沼津商業高校

静岡英和学院短期大学部
現代コミュニケーション学科

資 格 実務者研修
難病ヘルパー研修
日商簿記2級
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亀山貴未
平成30年4月入社
のどかの家熱海 所属
出身地 静岡県榛原郡吉田町
出身校 吉田高校

常葉大学短期大学部
国文国語専攻科

資 格 実務者研修
認知症基礎研修

Q イー･ケアを志望した理由は何ですか？
A 会社説明会で会社や仕事内容に興味をもったのがきっかけです。

その後当社の施設見学に参加したのですが、利用者様からの「ぜひ来て
ほしい」というお声かけが後押しとなりました。

Q 内定獲得のために取り組んだことを教えて下さい！！
A 一番重要なのは面接の練習だと思います。私は就職活動の前に進路支援室に

通いつめ、相談員の方や担当の方に何度も何度も実践的な練習をさせて頂き
ました。実際に本番を迎えると相談員の方から頂いたアドバイスやアイディアは、
とても重要だと感じました。

Q 実際に入社して感じたことは何ですか？
A 何もかもが分からないことだらけでしたが、周りの方々に支えられ、

出来ることが増えていきました！
もちろん大変なことも多いですが、その分やりがいを感じられる為、
毎日がとても充実しています！入社してよかったなと感じます。

Q 学生のみなさんに伝えたいことを教えて下さい。
A 面接の練習は何回でもしておいたほうが安心だと思います。

日々の練習は必ず皆さんの力になります！
一緒に働ける日を楽しみにしています！

榎本美帆
平成27年4月入社
グループホーム座間 所属
出身地 神奈川県横浜市
出身校 鵠沼高校

神奈川大学 外国語学部
資 格 介護福祉士

介護予防運動指導員
認知症実践者研修

Q 学生の皆さんに内定獲得のコツを教えて下さい！！
A とても難しいですし、明確な答えは私には分かりませんが…
嘘は吐かない事と、
疑問に思った事は躊躇せずに思い切って聞く事！

Ｑ 最後に、皆さんに伝えたいことがあればお願いします。
Ａ このパンフレットを見て少しでも「楽しそうだな」

「やりがいがありそうだな」と感じたのなら、
あなたが想像する１０倍以上は楽しい現場です。
もちろん辛いこともありますが、それも込みで
やりがいだと感じれる職場だと思います。誰でも最初は初心者です。
0からのスタートでもきっと楽しめますよ！
是非ともイー・ケアで一緒に楽しく働きましょう！

Q イー･ケアで勤務していて楽しかったことはありましたか？
A 挙げたらキリがないです！それくらい毎日楽しいです。

Q イー･ケアで勤務していて辛かったことはありましたか？
A 利用者の方の気持ちを上手く汲み取る事が出来なかった時です。

Q 今後の目標を教えて下さい。
A 「あぁ、この人が居てくれてよかった」と思ってもらえる様な、
誰かの役に立つ人間になりたいです。
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【採用職種】
（１） 事務職
採用予定 ４名
職務内容 本社（総務・経理・人事・営業）での事務・企画、施設での介護事務・企画運営
応募資格 不問
キャリアイメージ 入社後、本社を中心に様々な部署で勤務。色々な仕事を経験しながら、

本人の適性・成長・希望に合わせて、キャリアアップ
（２） 介護職
採用予定 ４名
職務内容 施設における介護、事務、及びレクリエーション等の企画・実行
応募資格 不問
キャリアイメージ 入社後、様々な部署で学びながら勤務。色々な場所で、色々な仕事を経験しながら、

本人の適性・成長・希望に合わせて、キャリアアップ
（３） 管理栄養士
採用予定 若干名
職務内容 管理栄養士（献立作成、厨房指導、衛生指導、食中毒予防、在宅栄養管理など）
応募資格 大学・大学院卒業予定者かつ管理栄養士資格取得予定者
キャリアイメージ 入社後、健康管理課を中心に様々な部署で学びながら勤務。

管理栄養士資格を取得後、上記の職務を専担

【待 遇】
給与
事務職 モデル給与 大院・大学卒 介護福祉士２２９，１００円 一般２１７，９００円

短大・専門卒 介護福祉士２２５，３００円 一般２１４，１００円
介護職 モデル給与 大院・大学卒 介護福祉士２４４，１００円 一般２３２，９００円

短大・専門卒 介護福祉士２４０，３００円 一般２２９，１００円
管理栄養士 モデル給与 大院・大学卒 介護福祉士２２９，１００円 一般２１７，９００円

※ 社会福祉士は、介護福祉士の給与として処遇

諸手当 夜勤手当（１回5,000円）、通勤手当（上限日額400円）、住宅手当（上限20,000円）
勤続手当、経験手当、在宅手当（1回1,000円）、訪問手当（最大22,100円）

人事考課 年１回以上
賞与 年２回（夏季・冬季）
勤務地 別頁参照。なお、本社・施設間で転勤する場合があります
休日･休暇 公休月９日シフト制（年１０８日）、有給休暇、特別休暇、育児介護休業制度等
福利厚生制度 健康保険、雇用保険、厚生年金、労災保険等の各種社会保険完備
会員制福利厚生制度

３万以上のサービス・物販が割引価格で提供されます。また、２親等以内の家族も利用可能
育児支援制度

介護企業で静岡県初のくるみんマーク取得。産休・育休の取得率は１００％です
資格取得支援制度

無利子貸与制度、祝金制度、勤務配慮制度、通信講座補助
研修制度

外部研修にも積極的に派遣。過去、東京や札幌に派遣したケースも
社内研修、ｅラーニング、各種通信講座、施設内勉強会、独自の学習会なども多数実施

※モデル給与
新卒入社の標準的な職員が支給される給与（固定給（基本給・能力給）に時間外勤務手当（１０時間分）・通勤手当（５,０００円）
・住宅手当（５,０００円）を加えたもの。なお、介護職は 夜勤手当（３回）も含む）
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～採用の流れ～

① 書類審査

履歴書など応募書類一式を下記住所の人事課採用担当まで郵送して下さい。
本人の顔写真を履歴書に貼付するよう注意して下さい。
また、ご自身のアピールや希望をしっかりと記入してください。

［応募書類］
履歴書（写真添付）

なお、自己アピール等を書いた別紙を付けて頂いても構いません。

［郵送先］
〒４１０－００５５
静岡県沼津市高島本町１６－１６
高島本町ビル２階
株式会社イー・ケア 人事課採用担当係

② 面接審査

書類審査の合格者は電話等で管理職から面接の連絡があります。
日程や面接場所の調整をします。学業を最優先に日程をご相談下さい。

［面接審査日］
協議の上、別途通知

③ 職場見学

希望者や指定者は、２時間程度の体験ボランティアを施設や本社にて実施します。
適性審査を兼ねる場合があります。実際にご自身が十分に体験して下さい。

④ 役員面接

面接審査等の合格者は、役員面接を本社で実施します。
緊張しないで、自分のイー・ケアへの想いを積極的にアピールして下さい。

［役員面接日］
別途通知

⑤ 内定内示

役員面接の合格者には内定の内示があります。
その後、正式内定者には内定通知書をお渡しします。
また、内定者はイー・ケアの仲間です。
残りの学生生活を再優先に、入社までの過ごし方を相談していきましょう。




