
長岡福祉協会 首都圏事業部 

 福祉プラザさくら川 

＠東京都 港区 新橋 

・障害者支援施設 

・特別養護老人ホーム 

・介護老人保健施設 

社会福祉法人 長岡福祉協会 

アクセスマップ 

 ●御成門駅 

 （都営地下鉄三田線） 

  A4出口から徒歩3分 

●大門駅 

 （都営地下鉄浅草線 

    都営地下鉄大江戸線） 

  A4出口から徒歩8分 

 ●新橋駅 

 （JR線・都営地下鉄浅草線 

    東京メトロ銀座線） 

  烏森口から徒歩12分 

お問合せ先 
名称：長岡福祉協会  首都圏事業部  福祉プラザさくら川 

所在地：〒105-0004 

      東京都 港区 新橋6-19-2 

担当者：事務局 採用担当 

電話：03-3433-0180 

FAX：03-3433-7320 

MAIL：masaru_oki@nagaokafk.com 



長岡福祉協会 法人概要 
設立：昭和53年 10月 

所在地：新潟県長岡市深沢町字高寺2278-8 

首都圏事業部 概要 
設立：平成18年 5月 

所在地：東京都港区新橋6-19-2 

約2,000人 

首都圏に展開した経緯 
港区が桜川小学校跡地に福祉施設を建立するため， 

「高齢・障害分野の経験がある社会福祉法人」という条件で公募。 

新潟において，30年近く両方の分野に携わった経験を活かし， 

都市型の社会福祉を拡充させるために，港区の公募に立候補した。 

新潟県 

42年 

首都圏 

15年 

 

 

 

 

入所施設 

・特別養護老人ホーム 

・地域密着型 

   特別養護老人ホーム 

・介護老人保健施設 

通所施設 

・デイサービス（認知症対応型・一般） 

・デイケア・通所リハビリテーション 

 

 

 

 

居宅介護 

・小規模多機能型居宅介護 

・居宅介護支援事業所 

・訪問介護ステーション 

・訪問リハビリテーション 

 

 

 

 

 

・入所支援 

・生活支援 

・重症心身障害者通所 

・相談支援 

障害分野 

約400人 

高齢分野 

教育・研修 

採用の流れ 

① マイナビ2022からエントリー 

② 事業所・施設見学 

③ 1次選考：面接・適性検査 

④ 2次選考：面接・筆記試験 

⑤ 結果の通知 

【合同新人研修会】 

・実施時期：4月の内定式 

・「長岡医療と福祉の里」の理念や概要を理解し，里の組織の一員としての自覚を 

 図ります。また，ビジネスマナーの重要性，福祉・医療現場で求められるマナーと 

 コミュニケーションとは何かを考えるプログラムとなっています。 

【新入職員フォローアップ研修】 

・実施時期：7月，11月，翌年3月の計3回 

・法人に対する理解，新入職員同士の交流を深めることを目的とした懇談会で， 

 先輩職員との座談会などを行っています。 

【その他の研修】 

・キャリアアップに必要とされる専門知識や高度な技術習得などは， 

 充実した研修メニューから選び受講できます。さらに，キャリアプラン以外でも 

 希望する内容の研修や講習を選び受講することもでき，上級資格や特殊技能など 

 の習得も可能です。 
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 ※職員数1,000名を越える規模の 

  社会福祉法人は13法人のみ。 

※今後，選考希望の方は履歴書をご持参ください。 

※WEBでの見学・説明も可 

首都圏事業部 若手職員の 

インタビュー動画↓ 



デイサービス 
一般30名 認知10名 

入所 40床 [4ユニット] 

入所 40床 [4ユニット] 

入所 20床 + 短期入所 20床 [4ユニット] 

入所 58床 [従来型(多床室) + 短期入所] 

入所 42床 [4ユニット + 短期入所] 

入所支援 44床 [4ユニット + 短期入所] 

生活支援 80名 
重心通所 5名 

ボランティア室 
地域交流スペース 

茶房 
体育室 

通リハ 30名 居宅介護支援事業所 
訪問介護ステーション 

厨房 駐車場 
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福祉プラザさくら川 フロアマップ 待遇について 
- 医療福祉業界・全産業との比較 - 

首
都
圏
で
の
展
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 当法人 全産業 医療福祉 

4年制大学卒 \247,672- \204,900- \206,100- 

高専・短大卒 \236,726- \179,200- \183,000- 

 当法人 全産業 医療福祉 

4年制大学卒 \356,800- 
\273,160- \366,502- 

高専・短大卒 \336,400- 

 当法人 全産業 医療福祉 

4年制大学卒 \356,800- 
\309,706- \380,654- 

高専・短大卒 \336,400- 

 当法人 全産業 医療福祉 

4年制大学卒 \3,685,664- 
\3,041,666- \3,220,356- 

高専・短大卒 \3,513,512- 

 当法人 全産業 医療福祉 

時間/月 4.7時間 10.9時間 5.2時間 

 当法人 全産業 医療福祉 

休日数 121日 110.8日 108.3日 

120日未満の割合  70.9％ 74.7％ 

【平均初年度給与】 ※ 厚生労働省 平成29年賃金構造基本統計調査結果（初任給）を基に作成 

【平均夏季賞与】 ※ 厚生労働省 毎月勤労統計調査ー平成29年9月分結果速報及び平成29年夏季賞与の結果を基に作成 

【平均冬季賞与】 ※ 厚生労働省 毎月勤労統計調査ー平成30年2月分結果速報及び平成29年年末賞与の結果を基に作成 

【年収に換算すると…】 ※ 次の単純計算による。 [平均初任給] × [12ヶ月] + [平均夏季賞与] + [平均冬季賞与] 

【所定外労働時間】 ※ 厚生労働省 毎月勤労統計調査ー平成29年分結果確報を基に作成 ※ 当法人残業時間は直近3ヵ月実績 

【年間休日数】 ※ 厚生労働省 平成29年就労条件総合調査を基に作成 



地域密着という発想 

区分 大卒 専門・短大 

基本給 178,400円 168,200円 

特技手当 ※1 6,400円 6,400円 

地域加算手当 ※2 5,352円 5,046円 

夜勤手当 ※3 34,520円 34,080円 

住宅手当 10,000円 10,000円 

処遇改善手当 ※4 5,000円 5,000円 

特定処遇改善手当 ※5 8,000円 8,000円 

合計 247,672円 236,726円 

採用・勤務条件 

※1 特技手当：所定の国家資格を有する者に支給。 

※2 調整手当：都内に勤務する者に支給。 

※3 夜勤手当：月４回の夜勤で試算。 

※4 年度によって異なる。(昨年度実績：高齢5,000円/障害3,000円。) 

※5 資格取得後の勤務年数によって異なる。（昨年度実績：8,000円/18,000円） 

賞与 年２回 計4.0ヵ月(昨年度実績) 

通勤手当 原則実費相当額を支給 

家族手当 

配偶者：12,000円支給 

第1子：10,000円支給 

第2～４子：5,000円支給 

年間休日 121日（月平均10日） 

有給休暇 4月採用時9日付与(半年勤続後1日追加付与) 

社会保険等 健康保険・厚生年金・雇用保険・労災保険 

退職金 (独)福祉医療機構 退職手当共済制度に加入 

【福祉施設のイメージは？】 

 ①大きな建物である。 

 ②町の中心部から離れた郊外や自然の豊かな場所にある。 

 

長岡福祉協会も最初期はこのようなスタイルで福祉を展開してきた。 

 

【しかし，ふとこんな疑問が・・・】 

 ①福祉施設を利用することになった方は 

   住み慣れた地域から離れて暮らさなければならないのか。 

 ②住み慣れた地域から離れるということは， 

   家族や友人のコミュニティから疎外されてしまうことにはならないか。 

 ③通い慣れた飲食店やスーパー，公園， 

   地域でのお祭りや催し物などにも，参加する機会が減ってしまうのではないか。 

 

【では，どうすればよいのか・・・？】 

 × 大きな施設を郊外に建てる。 

 ○ 小さなコミュニティ（住み慣れた地域）毎に小さな施設を建てる。 

 

そうすることで，多くのご利用者は， 

住み慣れた地域で，家族・友人などのコミュニティから隔絶されることなく 

生活することが可能になった。 

 

地域のつながりの強い長岡市だからこそ生まれたこの発想を出発点として， 

長岡福祉協会は40年以上に渡って，地域密着型の福祉を展開してきた。 

コミュニティの外で 

ケアを受けなければ 

ならない 

コミュニティの中で 

ケアを受けることが 

できる 
定員 

100名 

定員 
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定員 

20名 

定員 

20名 

定員 

20名 

定員 

20名 
ｺﾐｭﾆﾃｨとの 

距離が発生 



・社会福祉法人としての使命 
 全国で初となる小規模多機能を「こぶし園」で開始。 

 東大地域包括研究チーム・URとともに 

      柏市「とよしきだいプロジェクト」を展開。 

 新たな介護モデルの創設・展開。 

 
          ←厚生労働省HP 

           「地域包括ケアシステム構築へ向けた取組事例」 

           「新潟県長岡市」「千葉県柏市」で当法人が取り上げられています。 

 

・多彩な職場 
 同一法人内に，多様な事業所があるため， 

 「異動」のみで，様々な分野で経験を積むことができます。 

    ※毎年6月に異動希望を聴取しています。 
 

・研修・キャリアアップ支援 
 合同新人研修会（４月） 

  新入職員フォローアップ研修（７,11,３月） 

 その他，感染症対策や虐待防止など実務的な研修。 

 就業後，３カ月以上のOJT。 
 

・ライフ・ワーク・バランス 
 休日数：年間121日 

 残業時間：月平均4.7時間 

 有給休暇：4月採用時9日付与 

          （6ヵ月勤続で1日追加付与） 

 希望休：翌月の休みの希望を申請できます。 

         （事業所により日数の制限があります。） 

 

・育休・産休 
 育児休業取得率100％ 

 男性職員の育児休業取得実績あり 

 短時間勤務制度（６時間）※子どもが3歳になるまで取得可能！ 

都市部における地域密着 福祉プラザさくら川の魅力 
都市部における地域密着とは何であろうか。 

 

 【長岡での地域密着との違い】 

  交通網の発達 →物理的距離によりコミュニティから分断されることは少ない 

  →ライフスタイルが変化しない →ご家族・友人と同じ目線 →コミュニティを維持 

 

 【どのようなご利用者がいるのか？】 

  まずは，港区（新橋・六本木・赤坂・麻布・・・等）のご利用者が 

  どのような生活を送ってきたかを考えてみましょう。 

    ①高度経済成長期，都市部に移り住み， 

      様々な仕事をバリバリとこなしてきた方々。 

    ②下町に昔から住んでいるいわゆる「江戸っ子」。 

   →「カフェ・レストラン・居酒屋」「映画館・劇場」「デパート・コンビニ・スーパー」等の 

     社会資源が当たり前にある生活を送ってきた方々。 

 

       郊外や閑静な地域にある施設に入所することも選択肢の一つではあるが， 

       「今までと同じような生活スタイルを続けたい。」 

       「家族や友人と近いコミュニティにいたい。」 

       そのような利用者さんの気持ちを無視することはできません。 

 

 では，どのような施設で，どのような方向性のケアを行えばよいのか。 

 【郊外ではなく，中心地に施設がある】 

  社会資源が多くあり，昔からの生活スタイルを維持できる。 

    ①施設ご利用以前と同じ目線で同じ景色を楽しめる。 

    ②ご家族やご友人と一緒に楽しめる場所が多い。 

 

 【自ら外へ出ていくケアの在り方】 

  豊富な社会資源を活かすことで，様々なケアの可能性がある。 

    ①外食やお買い物などはイベントやレクというよりは，日常生活である。 

    ②近隣の飲食店や商業施設を利用することで， 

      地域の方も高齢者や障害者のいることが当たり前になる。 

      福祉への理解を得られやすい。 

    ③地域のお祭り・イベントなどに参加したり， 

      施設のお祭り・イベントなどに地域の方が参加してくださる。 

      地域との交流が活発化。 



障害者支援施設 

はつらつ太陽 
障害者分野 

ご利用者 

平均年齢 42.0歳 

平均要介護度（支援区分） 4.78 

職員  

平均年齢 33.8歳 

男女比 男性4.7：女性5.3 

資格取得率 92.4％ 

正職員率 88.6％ 

ご利用者・職員について 

特別養護老人ホーム 

さくらの園 

介護老人保健施設 

ばらの園 
高齢者分野 

ご利用者 
平均年齢 89.1歳 86.2歳 

平均要介護度（支援区分） 3.90 3.53 

職員 

平均年齢 39.2歳 41.7歳 

男女比 男性4.0：女性6.0 男性3.3：女性6.7 

資格取得率 89.2％ 93.8％ 

正職員率 93.8％ 96.8％ 


