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2023年度 募集要項 



2023年度 採用試験 

採用試験概要 

職 種 看護師 

応募資格 
2023年3月に看護専門学校・看護系大学を卒業の方で看護師免許取得見
込みの方、又は2023年施行の看護師国家試験を受験予定の方。又は、既
に看護師免許を取得されている方 

日時 

①2022 年 6 月 25 日（土曜日） 集合時間：午前 ９ 時 0０ 分 

②2022 年 7 月 16 日（土曜日） 集合時間：午前 ９ 時 0０ 分 

       ※上記日程にて採用試験を2回実施いたします。(受験は1回限り) 

募集人数 30名程度 

試験会場 熊本機能病院 

試験方法 

(予定) 

・適正検査(性格検査)：※受験方法は応募締切終了後、ご連絡いたします。 

・筆記試験：専門試験（選択式 30分） 

・面接試験：個人面接  

※新型コロナウイルス感染の状況により、試験方法等が変更になる場合があります。 

予めご了承下さい。 

応募締切 
①2022 年 6 月 21 日 (火曜日) 必着 

②2022 年 7 月 12 日 (火曜日) 必着 

応募方法 

応募書類は下記送付先までご送付、またはご持参ください 

応募書類 

 

新卒者 

・履歴書(※様式指定) 

・卒業証明書（見込）  

・成績証明書 

※卒業証明書及び成績証明書につきまして、応  
募締切に間に合わない場合は当日ご持参下さい。 

・履歴書（法人ホームページよりダウンロード）                     

         【URL】https://www.juryo.or.jp/ 

※法人指定様式を上記よりダウンロード後、A3サイズに印刷の上ご
記載下さい。 

※学校指定の様式がある場合は学校指定様式をご提出下さい。 

※採用試験日程等の詳細については、履歴書に記載してあるメールア
ドレス宛にご案内いたしますのでお間違いないようにご注意下さい。
なお、(Docomo/SoftBank/au等のキャリアメールアドレスをお使い
の方はjinji@juryo.or.jpからのメールを受信できるように受信設定を
お願いします。) 

送 付 先 

〒860-8518 

 熊本県熊本市北区山室6丁目8番1号 

  熊本機能病院  人事課  宛 
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※履歴書は正確にご記入くださ
い。虚偽の記載があった場合は
採用取り消しとなります。 

 

https://www.juryo.or.jp/
https://www.juryo.or.jp/


給与・勤務体制 

給与 

■基本給（2021年度実績） 

 ① 大学卒業：200,900円 

 ② 3年課程卒業：191,500円 

 ③ 2年課程卒業：182,900円 

■≪諸手当≫ ※給与規程により算出いたします。 

 通勤手当：最高20,900円 

 住居手当：最高27,000円 

 扶養手当：16,000円（1人）～27,000円（3人） 

 深夜(夜勤)手当：①23,500円 ②22,700円 ③22,000円  

      ※夜勤勤務4回/月の場合 

 時間外手当 

 

●給与モデル (月単位) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ■賞与 

  ・年２回（６月・１２月支給） 

  ・2021年度実績：4.05ヶ月分（初年度は約３ヶ月分）  

   ★成長支援制度（人事考課制度有） 

 ■昇給 

   ・年１回 ( 4月 ) ★ここ10年以上毎年実施されております。 

勤務体制  ２交代制  ※3交代制は救急センターのみ 

大学 卒業 3年 課程卒業 2年 課程卒業 

基本給 200,900円 191,500円 182,900円 

深夜(夜勤) 
手当 

23,500円 22,700円 22,000円 

通勤手当 (病院から3キロの距離から通勤）  1,500円  

住居手当 (家賃が5万円のｱﾊﾟｰﾄに一人暮らし) 24,500円 

総支給額 250,400円 240,200円 230,900円 

2023年度 採用試験 
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※4回の場合 



休日 

休暇 

4週8休制程度  

 年間休日：114日相当 

 年末年始休暇：5日(年間休日に含む) 

 年次有給休暇：10日(初年度は4/1に付与)  

 ★時間単位取得可能 ★次年度繰越可能 

 慶弔休暇 

 産前産後・育児休業・育児短時間勤務制度（お子様が就学前まで) 

 介護休暇 

 子の看護休暇 

 リフレッシュ休暇制度有 

社会保険 健康保険・厚生年金保険・雇用保険・労災保険 完備 

福利厚生 

制服の貸与、B型肝炎ワクチン接種、インフルエンザ予防接種等 

社員食堂Ｃｌｏｖｅｒ、なないろ森の保育園 

職員専用駐車場、 

退職金：確定拠出年金制度・確定給付型年金制度(支給要件有) 

互助会：各種レクリエーション(忘年会・ボウリング大会・バレーボール大会等) 

    慶弔金制度(結婚,出産,永年勤続等 祝い金制度、職員旅行等） 

    クラブ活動：スポーツ系・文化系 各種クラブ有・サザエさん計画 

教育 

専門職として自ら成長する看護師を育成・支援する 

 

・ クリニカルラダーによるキャリア別研修会の実施 

・ ケアミックスにおける院内他部署研修 

・ 看護研究発表会の計画、実施（年１回） 

・ 院外研修会、学会への積極的な参加 

  

 → 詳しくは、P13以降の[看護部information]をご覧ください。 

 

野球部 ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ部 ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ部 ｱｳﾄﾄﾞｱ部 ﾃﾆｽ部 

ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ部 空手部 サッカー部 ｻｲｸﾘﾝｸﾞ部 ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ部 

ｺﾞﾙﾌ部 ｳｨﾝﾀｰｽﾎﾟｰﾂ部 マラソン部 軽音楽部 写真部 

福利厚生・教育 
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法人について 

社会医療法人 寿量会             
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社会医療法人 

寿量会 

熊本機能病院 

介護老人保健
施設清雅苑 

熊本健康・体力 
づくりセンター 

機能デイトレ 

なないろ森の  
保育園 

有明海               
リハビリテーション     

クリニック 

熊本市北3地域包括 
支援センター 
清水・高平 

ホームケア 

サポートセンター 



所在地  〒860－8518 熊本市北区山室６丁目８番１号   

開設年月日  1981年5月1日  

代表者 
  理事長 米満 弘一郎 

  病院長   中島 英親 

病床数  395床  

職員数 

 総数 740 名 （非常勤含む）  

   

   

診療科目 

（19科目） 

 救急科・整形外科・形成外科・小児形成外科・ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科・ﾘｳﾏﾁ科 

 脳神経内科・内科・循環器内科・血管外科・脳神経外科 ・麻酔科 

 放射線科・外科・皮膚科・消化器外科・耳鼻咽喉科・小児科・総合診療科  

基準等 

 一般病棟：7対１看護 

 地域包括ケア病棟：13対１看護  

 障害者施設等入院病棟：10対１看護  

回復期ﾘﾊ病棟：13：１看護 

ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝⅠ(心臓・脳血管・運動器)  他 

特殊センター 

 総合医療救急センター 

 地域医療連携画像診断センター 

 熊本加齢医学研究所 

 切断指(肢)再接着センター 

 国際唇裂口蓋裂センター 

 アノマリーセンター 

 神経難病センター 

 リウマチ治療センター                          

 神経生理センター 

 人工関節センター 

 訪問歯科連携センター  

 スポーツ外傷センター 

 農業外傷センター 

 骨粗しょう症センター 

 スポーツ外来・頭痛外来等 

 糖尿病外来 ・禁煙外来 ・味覚外来 

 

私たちは、24時間体制で救急医療からリハビリテーション医療を通して在宅医療までの一貫した医療を実施します。 

日常の健康管理から、救急医療、リハビリテーション医療さらには社会への完全復帰をお手伝いできるよう、充実した
体制で地域の皆様のお役に立ちます。 

熊本機能病院 概要 

社会医療法人 寿量会 

  医師 ： 52 名 (常勤のみ) 

 薬剤師 15名  診療放射線技師 15名  理学療法士 81名 

 看護師 299名  臨床検査技師 21名  作業療法士 63名 

 看護補助者 34名  歯科衛生士 2名  言語聴覚士 21名 

 介護福祉士  9名  管理栄養士 8名  事務職 94名 

 社会福祉士 13名  その他 13名 
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所在地  〒860－8518 熊本市北区山室６丁目８番１号   

代表者 
 理事長 米満 弘一郎 

 施設長 野尻 晋一   

開設年月日  1988年10月1日 

定員 
 ・ベッド数80床（ショートステイ含む） 

 ・通所リハビリテーション  140名／日 

職員数 

 総数 105名 （非常勤含む）  

サービス内容 

1988年10月に熊本県第一号の老健施設として開設しました。 

当施設は併設の熊本機能病院、熊本健康・体力づくりセンター及び地域ケア支援セン 

ター（居宅介護支援事業所、地域包括支援センター、訪問看護、ホームケアなど） 

と連携し、施設の理念である『QOLの向上とノーマライゼーションの実現』に向けた 

リハビリテーション・ケアを実践しています。 

 

施設は80床で家庭復帰率は90％以上です。 

通所リハは140名の定員で月約3,000件の利用があり、病院、老健の退院退所後の方や 

在宅で生活機能が低下した方の生活が、主体的で活動性の高いものとなるように支援し 

ています。 

在宅サービスを含め生活期を担当するセラピスト（リハビリスタッフ）を34名配置し 

、生活の再建とQOL向上に取り組んでいます。 

併設施設 

在宅における支援体制も充実させています。  

 ■訪問看護ステーション清雅苑   

 ■訪問リハビリテーションセンター清雅苑 

 ■居宅介護支援事業所 熊本機能病院在宅サービスセンター 

≪附設施設≫ 

 ■熊本市北3地域包括支援センター 

 （熊本市高齢者支援センターささえりあ 清水・高平） 

 ※平成27年4月現在  
 

介護老人保健施設 清雅苑 概要 

社会医療法人 寿量会 

 医師 ： １ 名 

 看護師 12名  介護福祉士 58名  作業療法士 8名 

 准看護師 1名  社会福祉士 2名  言語聴覚士 1名 

 ケアキャスト(介護員) 5名  理学療法士 14名  その他 3名 
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所在地  〒860－8518 熊本市北区山室６丁目８番１号   

代表者 
 理事長 米満 弘一郎 

 所長  原田 栄作 

開設年月日  2000年6月19日 

職員数 
 総数  10  名     

 健康科学トレーナー：8 名 看護師：1名 理学療法士：1名  

サービス内容 

当センターは、健康・体力の維持増進や、スポーツの競技力向上、外傷障がい予防 

などのための指導および支援を医療機関と連携しながら行います。 

スポーツ選手のみならず、一般の方の体力づくりに必要なプログラムを専門的に提 

供しており、身体的側面だけでなく、心理面、栄養面、メンタルトレーニングや食 

事メニューの作成など、それぞれの専門知識や資格を有するトレーナーが利用者の 

方のサポートをしています。 

主な事業内容 

 

健康づくり 

コース 

糖尿病、肥満やメタボの予防・改善、健康・体力づくりを目的 

とします 

介護予防事業 

県内市町村と契約し、高齢者の健康寿命の延伸のために介護予 

防事業を行っています。また、介護予防サポーター育成も行っ 

ています 

スポーツ 

コース 

競技スポーツに取り組む方を対象に、競技力向上、外傷・障が 

い予防や競技復帰を目的としたトレーニングプログラムを提供 

します 

体力測定 
1人1人に合ったトレーニングプログラムを作成するために体力 

測定を行います 

地域社会 

活動 

ウォーキング教室や、各種健康イベントへの講師派遣を行って 

います 

指定運動療法施設 熊本健康・体力づくりセンター 

関連施設 概要 

社会医療法人 寿量会 
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社会医療法人 寿量会 

所在地  〒860－8518 熊本市北区山室6丁目8番1号  

開設年月日  2020年11月16日 

代表者  理事長 米満 弘一郎   

職員数 
 総数  3  名   
  健康科学トレーナー：1 名 介護福祉士：1名  事務：1名 

サービス内容 

 

デイサービスは要支援、要介護の方を対象とし、アットホームな雰囲気でフィットネスを楽し 

む事ができるが特徴のデイサービスです。 

熊本ロボケアセンター 

機能デイトレ 
 医師 1名  

 准看護師 2名  理学療法士 1名  作業療法士 １名 

 介護福祉士 1名  事務 2名  その他 3名 

所在地  〒860－0084 熊本市北区山室６丁目9番１号   

代表者  理事長 米満 弘一郎 園長 肥野 眞紀子 

開設年月日  2016年4月1日 

職員数 

  総数  16  名   

  

 

定員  25名 (職員枠18名，地域の方枠7名) 

保育料  熊本市が定める保育料の3/2 （残り3/1は法人が負担します） 

伝えたいこと 

・安心と安全：お子さんの体調不良時には救急受診、小児科病院への相談などの対応をします。 

・そばにいられる：職場と隣接しているため、すぐにお子さんに会いに行くことができます。 

・木のぬくもり：木をふんだんに取り入れた「木育」で豊かな心をはぐくみます 

なないろ森の保育園     

関連施設 概要 
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※熊本市の認可保育園です(地域型保育事業) 

 保育士 12名  栄養士 1名  調理員 3名 

所在地  〒860－8518 熊本市北区山室6丁目8番1号  

開設年月日  2020年11月2日 

代表者  理事長 米満 弘一郎   

サービス内容 

 

脳卒中や脊髄損傷などによる後遺症により、自立で立ったり、歩いたり、腕を動かしたりする 

ことが難しくなった方を対象とし、サイボーグ型ロボットHALを装着することで、自らの意思 

に従った運動をサポートします。 

開設年月日  2005年7月1日 

サービス内容 

 健康・文化・教育的な交流や活動を行う地域コミュニティの 

 拠点として、開放しています。 

・市民塾ホール 

・健康生活相談コーナー 

・健康生活図書館 

・多機能交流センター 

・訪問歯科連携センター 

・モッコス珈琲館 

・和食処 加喜右衛門 

 

地域交流館 



   

社会医療法人 寿量会 

所在地  〒861－4125 熊本市南区奥古閑町4375番地3  

開設年月日  2000年6月19日 

代表者  理事長 米満 弘一郎  院長 梶原 瑞恵 

職員数 

 総数  9 名  （非常勤含む） 

  

診療科目 

リハビリテーション科・脳神経内科・整形外科・リウマチ科、通所リハビリテーションセンター 

を持ち、介護保険給付対象者の皆様の日常 生活支援を行っています。(専用リフト車で送迎致 

します。)隣接する当法人グループの特別養護老人ホーム天寿園と共に、医療・保健福祉のまちづ 

くりに地域に関わってきています。  

有明海リハビリテーションクリニック 
 医師 1名  

 准看護師 2名  理学療法士 1名  作業療法士 １名 

 介護福祉士 1名  事務 2名  その他 3名 

所在地  〒860－0084 熊本市北区山室６丁目9番１号   

代表者  理事長 米満 弘一郎 園長 西田 美津子 

開設年月日  2016年4月1日 

職員数 

  総数  15  名   

  

 

定員  25名 (職員枠18名，地域の方枠7名) 

伝えたいこと 

・安心と安全：お子さんの体調不良時には救急受診、小児科病院への相談などの対応をします。 

・そばにいられる：職場と隣接しているため、すぐにお子さんに会いに行くことができます。 

・木のぬくもり：木をふんだんに取り入れた「木育」で豊かな心をはぐくみます 

なないろ森の保育園     

関連施設 概要 
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※熊本市の認可保育園です(地域型保育事業) 

 保育士 12名  管理栄養士 2名  調理員 1名 

 医師 1名  

 准看護師 2名  理学療法士 1名  作業療法士 １名 

 介護福祉士 1名  臨床検査技師 1名  事務 1名 

 その他 1名 



寿量グループ 

所在地  〒861-4125 熊本市南区奥古閑町4375番地１ 

代表者  理事長   米満 淑恵  

施設名   

社会福祉法人 寿量会 

関連法人 
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NPO法人 

熊本県骨バンク協会(事務局) 
NPO法人  

ソーシャルインクルージョン研究センター 

代表者 
理事長   宮本 健史 
組織管理者 中根 惟武  

代表者 理事長 米満 弘之 

基本 

理念 

熊本県骨バンク協会は、同種骨移植 
手術を要する人々に対し、安心・安
全な同種骨を安定的に供給し、人々
の健康及び移植医療の発展に寄与し
ます。 

基本 

理念 

社会や家族から孤立し排除、差別されて 

いる人々(障がい者･高齢者･刑余者･貧困 

層等)に対して健康で文化的な生活の実現 

につながるよう、社会の構成員として、 

包み支えあうための社会福祉の実現に寄 

与することを目的とする。 

NPO法人 

ジ・アース「かぼちゃの家」 
NPO法人 

熊本高齢社会活性化研究センター 

代表者 
代表者 米満 弘之 

施設長 東 明美  
代表者 

理事長  米満 弘之 

副理事長 二塚 信 

基本 

理念 

障がい者を中心に高齢者や子育てに
渡る、広範な人に対するサービスを
提供することで、相互のつながりを
深めコミュニティ形成を促進するこ
とにより、地域社会の公益に寄与す
ることを目的とする。 
 

基本 

理念 

超高齢社会の到来が目前に迫る今日、介 

護や療養を必要としない高齢者を増加す 

るための方法、健康な高齢者の就労支援 

の方法、地域包括ケアのなかでの活動の 

方法などを探求し、健康寿命の延伸や社 

会参加を通して、健やかで生き甲斐のあ 

る高齢社会の実現に寄与することを目的 

とする。 

特別養護老人ホーム 
  天寿園（72床） 

デイサービス 
今町ホーム 

小規模多機能居宅介護 
 銀座通りハウス 

アスカスタジオ 
地域密着型特別養護老人ホーム 

天寿園 ＮｅO  
グループホーム 虹の家 

ケアハウス 宝光庵 



交通アクセス 

QRコードで読み取ると、携帯電話で 
地図をご確認いただけます。 

熊本機能病院 
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寿量グループ 

関連法人 

NPO法人 

健康と幸せの会 

代表者 副理事長 米満 弘之 

基本 

理念 

熊本市北部地域を中心とした市民全般に 

対して、健康を幅広く捉え、医療・保 

健・福祉、文化面に至るまでの各分野の 

専門家による講演会開催事業を行い市民 

のより健康で幸せな生活づくりに寄与す 

ることを目的とする。 

≪バスでお越しの場合≫ 

  桜町バスターミナル17番のりば 

  熊本電鉄バス「大鳥居」行き乗車 

  ●乗車時間30分程度 

  「KMバイオ前」(旧 化血研前）または「熊本機能病院前」 

   で下車後、徒歩1分 

  

≪お車でお越しの場合≫ 

 国道3号線（旧清水バイパス）と国道387号線（飛田バイパス）の交差点（リン
ガーハットが目印）より200m程度、阿蘇・菊池方面に進むと進行方向右側に当院
がございます。 

KMﾊﾞｲｵ･ 



熊本機能病院 

スーパーや飲食店などが充実しているから、職場としてだけでなく住む場所としても魅力的！ 

【周辺家賃相場比較】 
堀川駅周辺 

（病院最寄駅） 
藤崎宮駅周辺 

（熊本市中心部） 

4.5 5.5 万円 万円 ＜ 

・色々な通勤手段が選べるから、お部屋探しの選択肢も広がります。（交通費支給有） 
・便利な環境だから、夜間勤務があっても安心！ 
・ひとり暮らしの場合は、住居手当制度もございます。（上限27,000円） 

※家賃相場は変動しますのでご了承ください。 

お部屋探しのサポートもいたします！ 
電話： 096-345-8111（代表） 
担当：事務部 人事課 

仕事以外も楽しく、ほっとできる住宅地域です。 

光の森 
エリア 

ショッピング施設や映画館、飲食
店などが充実している光の森エリ
アは、病院から車で約20分♪ 

中心街へのお買い物や飲み会に出掛けやすい！車で約20分。 

堀川 

八景水谷 

新須屋 

須屋 

三ツ石 

亀井 

北熊本 

〶 

熊本市 

・ 

北区 

中央区 

東区 

南区 

西区 

熊本機能病院 

周辺エリアマップ 

国道 

３ 

県道 
３87 

国道 
57 

E:ヘルシー志向の方は大型スポーツ
クラブへ。車で10分。 

介護老人保健施設  
清雅苑 

熊本機能病院 

光の森 
エリア 

新須屋 

須屋 

D1 

国道 

57 

熊本市 
中心部 

菊南温泉スパリゾート 

北バイパス 

東バイパス 

少し触りました 
フジモト 

桜の名所 
～八景水谷公園～ 

2nd STREET Reuse Shop 
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http://www.komeda.co.jp/index.php
http://www.komeda.co.jp/index.php
http://agannasse-spa.jp/


熊 本 機 能 病 院 

看  護  部  

INFORMATION  

看護部  

熊 本 機 能 病 院 
K U M A M O T O  K I N O H  H O S P I T A L 

INFORMATION  
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●看護部の理念 

  一人一人の人間性を尊重した 
     最適な看護を提供します 

●看護部の基本方針 

尊重 支援 協働 

尊重 

患者さんの権利を尊重し、安全で安心な看護・介護に努めます 

支援 

患者さんが主体的に医療に参加できるよう患者さん・ご家族との 
パートナーシップに努めます 
 
科学的裏づけを持った、思いやりのある心温かい看護を実践します 
 
教育研修期間として、看護職育成の体制を整備します 

協働 

多職種と協働し、チーム医療を推進します 
 
保健・医療・福祉の連携を図り、地域医療の充実の一端を担います 
 
専門職として、常に学習・自己研鑽に努め、質的向上に励みます 
 
選ばれる職場、魅力ある職場づくりに取り組みます 
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熊 本 機 能 病 院  

看護部について 

障害者 
施設等 

一般病棟 

外来 

地域包括ケア

病棟 

救急 
外来 

手術室 
材料室 

一 般 病 棟 回復期 
リハビリテーション 

病棟 

看護部の構成 

Nurse 
この他にも 
『介護老人保健施設』・『訪問看護ステーション』を 
併設していますので、様々な分野の看護を学ぶことが出来ます。 
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Kumamoto Kinoh Hospital – Nursing Department- 

みんなが笑顔で働く場所へ 

熊本機能病院の師長たち。 

この笑顔で、スタッフも患者さんも笑顔にします。 

教育目標：専門職として自ら成長する看護師を育成する 

熊本機能病院 看護部の教育体制 

・幅広い視野で予測的判断をもち看護実践と指導ができる 
・師長・主任の補佐ができる 

・個別性を踏まえ、関係職種と協力して看護実践ができる 
・チーム医療を考慮した学生指導ができる 

・標準的な看護計画に基づき、自立した看護実践ができる 
・チューターとしてプリセプターを支援し、新人指導に関わることができる 

・基本的な看護計画に基づき、看護実践ができる 
・プリセプターとしての役割を理解し新人看護師のサポートができる 

Level1 

Level2 

Level3 

Level4 

1人1人の個性を活かしたレベルアップを目指します。 

新人教育では、先輩看護師がプリセプターとして、いっしょに職場に慣れるお手伝いをし

ます。基本的な研修はもちろん、楽しく学ぶ取り組みも導入しています。まずは、基本的

な知識・技術を身につけて、あなたが看護師として笑顔で働く基礎づくりをしていきます。 

E n j o y  N u r s i n g  

看護師のクリニカルラダー 

新人看護師の教育プログラムとプリセプターシップ 
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   認定看護師 2022年4月現在 

 

 

  その他の資格取得者  2020年4月現在 

 

熊本機能病院 看護部に所属する 

専門的知識や技術を習得し、院内で

活躍する認定看護師を紹介します 

認定看護管理者 １名 

認知症看護認定看護師 １名 

感染管理認定看護師    １名 

脳卒中ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ看護認定看護師  ２名 

摂食・嚥下障害看護認定看護師   ２名 

回復期リハビリテーション看護師  ７名 

自己血輸血認定看護師 ２名 

糖尿病療養指導士    ３名 

ACLS  取得者    １２名 

ICLS  取得者     １６名 

骨粗鬆症マネージャー ２名 

摂食・嚥下障害看護認定看護師 感染管理認定看護師 
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『なないろ森の保園』 

職場から歩いて1分! 

お子さんのそばで働く

ことができる安心や安

全があります。  

サザエさん計画  
      実行中！ 
職場の中で、様々な職
種様々な年代から構成
される仮想の「家族」
をつくり、普段は接す
ることのない方たちと
交流ができ、働きやす
さにつながります。 

多様な働き方導入して
います！ 
・2交代制勤務により計
画的に休みがとれます。 
 
・育児短時間勤務制度
によりお子さんに合わ
せたペースで仕事がで
きます。 

わたしたちは、ワークライフバランスを重視し、 

働きやすい、働き続けられる職場環境づくりを 

行っています。 
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2023年度 



 
寿量グループ 

 
 社会医療法人 寿量会 
  熊本機能病院 
  介護老人保健施設 清雅苑 
  ホームケアサポートセンター 
  指定運動療法施設 熊本健康・体力づくりセンター 
  なないろ森の保育園 
  有明海リハビリテーションクリニック 
  熊本市北3地域包括支援センター 
  機能デイトレ 
  熊本ロボケアセンター 

 
社会福祉法人 寿量会 

  特別養護老人ホーム天寿園 
  グループホーム虹の家 
  デイサービス今町ホーム 
  小規模多機能居宅介護 銀座通りハウス 
  ケアハウス宝光庵 
  地域密着型特別養護老人ホーム天寿園ＮｅＯ 
  アスカスタジオ 
   

株式会社 エンタープライズ暖 

 
NPO法人 熊本県骨バンク協会(事務局) 

NPO法人 ジ・アース「かぼちゃの家」 
NPO法人 健康と幸せの会 
NPO法人 ソーシャルインクルージョン研究センター 
NPO法人 熊本高齢社会活性化研究センター 


