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（介護関係事業所） 

 



 

４６ 

医療法人 一秀会 社会保険・社会福祉・介護事業 

 

何をしている法人なの？  

 

【写真】 

 私たちは、介護老人保健施設シエスタをはじめ、栗原市内 6 施設、

大崎市内１施設、仙台圏内７施設、岩手県一関市内６施設等と、さ

まざまな地域で、介護やリハビリが必要なお年寄りの方々に、介護

サービスの提供やリハビリの支援などを行っています。 

“介護”といっても、今はいろいろな種類のサービスがあります。

皆で同じところに“住みながら”介護を受けるサービス。家から“通

いながら”介護やリハビリを受けるサービス。自分の“家に居なが

ら”介護やリハビリを受けるサービス。またそういったサービスを

受けられるように お年寄りの“思いを取り入れながら”介護サー

ビスを使えるように支援するサービス。私たちは、お年寄りの方々

に、そういったさまざまな介護サービスを提供しています。 
 

法人にはどんな仕事があるの？ 

介護を必要としている方には、生活をしている中で、今までは普通にできていたことでも、お手伝

いが必要となります。そのお手伝いをするのが私たちの仕事です。 

ある人は全てにお手伝いが必要な方、ある人はちょっとだけ手伝えばその後は御自分でできる方、

ある人はその場の環境を整えておくことだけお手伝いすれば御自分でほとんどできる方。介護を必要

としている方は、その人その人で、必要なお手伝いの種類やお手伝いの量に“違い”があります。そ

の“違い”とは、その方個人の“思い（やりたいこと、考え方など）”によって変わるため、御本人

やその御家族、関わっている病院の先生などにもお話を聞きながら、一つ一つ“生活に必要なお手伝

いは何か？”を決めていきます。そのお手伝いとしては、食事、歯磨き、着替え、トイレ、お風呂、

といった身の回りの介護や、部屋の掃除、洗濯、買い物、調理といった生活の介護などがあります。 
 

先輩や若手の活躍が知りたい！ 

高橋夏季さん（入社１５年目／迫桜高校出身） 

 私は、高齢者施設へ社会科見学に行ったことが

きっかけで介護の仕事に興味を持ち、介護の資格

が取れる高校を選びました。 

 今は、高校卒業から介護員

として働きながら資格を取

って、施設でケアマネジャー

として、さまざまな職種の人

と協力しながら、お年寄りの方々の生活をサポー

トすることに生きがいを感じています。 

Ｑ．これから就職をする高校生へのメッセージ

は？ 

Ａ．私の場合は、高校の特色もあり、高校受験の

頃に「将来、介護の仕事をしてみよう」という

“目標”を比較的早く持つことができたことが、

今の仕事に繋がっていると感じています。 

  “目標”を持つことに、早いも遅いもありま

せん。今からでも目標を決めてしまえば、その

目標に必要な知識や経験は何なのかが見えてく

るはずですよ。 
 

福利厚生はどう？ 

・ 基本的には、月に 9 日休みがあって、休みの希望なども気軽に相談に乗っています。夜間勤務が

ある職員もいますが、その分手当が付きますし、夜勤の後には休みが取れるようにしています。 

・ 資格を取りたい場合は、その費用を法人で助成しています。  

・ 健康診断やインフルエンザ予防接種なども、法人で行っています。 

・ 社会保険を完備しているので、安心して働くことができます。 
 

■従業員数※/３３３人 

（うちシエスタ５６人（正社員５０人）） 

■インターンシップ受入/可（御連絡ください） 

■高卒採用の求人数（R3：０人，R2：３人，R 元：３人） 

■直近３年の大卒採用の求人の有無/無 

■所在地/栗原市金成末野台下３１－１ 

■勤務地/栗原市金成・若柳・築館、大崎市古川、 

仙台市泉区（南光台、将監）等 

■ＵＲＬ/http://siesta.or.jp/ 

■問合せ/０２２－７２５－６１０６（担当：青木） 

法 人 か ら の メ ッ セ ー ジ ！ 
 
一緒に働いてみませんか？ 

介護の仕事で身に付く知識・技術や経験は、

自分自身の家族を含めた周囲の人を助けてあげ

ることができる生涯使

える力になるものだと

思います。資格は働き

ながらでも取れます。

私たちは待っていま

す。 

※Ｒ４．１０．１時点 

 

http://siesta.or.jp/


 

４７ 

社会福祉法人 栗駒峰寿会 社会保険・社会福祉・介護事業 

 

何をしている法人なの？  

 

私たちは、栗駒の岩ケ崎地区と八幡清水沢地区で９つの事業を行

い、介護やリハビリが必要なお年寄りの方々に、日常生活で必要な

サービスの提供や介護、リハビリなどを行い、高齢者が住み慣れた

地域で生涯を送れるよう支援しています。 

御自宅での生活が困難な方には、適応した施設に入所していただ

き、日常生活で必要なお手伝いをしています。年間を通してさまざ

まな行事を開催し、時には訪問による舞踊の披露など、お年寄りの

方々に楽しんで過ごしていただけるように努めています。  
 

法人にはどんな仕事があるの？ 

主な施設と仕事を御紹介します。 

◇特別養護老人ホーム愛光園：比較的重度の方が入所します。介護職の仕事内容としては、食事や入

浴、入所者の移動、排せつの介助などです。また、御自宅に住む高齢者が、短期間入所する「シ

ョートステイ」サービスでは、御利用者の送迎も行います。 

◇ケアハウス栗駒「愛」、サービス付き高齢者向け住宅「八幡の家」：高齢者向けのアパートというイ

メージです。身体機能の低下や、家族からの援助が受けられないなどの理由で、住まいに困難を

抱える人を対象として、生活相談や見守りサービス、食事提供を行います。 

◇グループホーム清水沢：認知症の方が共同で生活する施設です。家族的な雰囲気で、入居者と一緒

に食事作りや、家事などをして、認知症の進行を少しでも遅らせるようケアします。 

◇栗駒・八幡デイサービスセンター：御自宅に住む高齢者が利用し、日中を過ごす施設です。御利用

者を自宅まで迎えに行き、食事や入浴、機能訓練などを行います。 
 

先輩や若手の活躍が知りたい！ 

小野寺柊哉さん（入社１年目/一迫商業高校出身） 

私は、小さい頃から高齢者の方々のお世話を

したくて、それができる仕事に就きたいと思い

この職業に決めました。私は、介護についての経

験もなく、何も分からない状態でスタートして、

不安な所もあり、始めは大変でしたが、数か月仕

事をすると、自然と利用者の名前や利用者の特

徴を理解できるようになりました。今では入職

したての頃よりも円滑に仕事に取り組めるよう

になりました。 

Ｑ．これから就職をする高校生へのメッセージは？ 

Ａ．これから就職をする高校生には、とりあえずで

進路は決めないでください。 

  就職は、自分の人生を決めるのに大事なので適

当に「これでいいや」などという風にすると後に

なってすごく後悔します。 

なりたい職がなかったりした時は、家族や学校

の先生達などと相談してみると良いですよ。まだ

時間はありますので、じっくり考えて自分の進路

を決めてください。 
 

福利厚生はどう？ 

・ 月に 9 日の休日で、勤務はシフト制になります。  

・ 福利厚生センターからの慶事のお祝い品、資格取得の記念品贈呈等があります。  

・ 退職金共済制度への加入があります。  

・ 最近は新型コロナウイルスの影響により開催を自粛していますが、職員親睦会の行事（お花見、 

新年会、忘年会、旅行等）で職員間のコミュニケーションを深めています。職員親睦会の旅行には、 

法人から旅費を一部助成しています。 
 

■従業員数※/１０４人（正社員５５人、準社員４６人、パ

ート３人） 

■インターンシップ受入/可 

■高卒採用の求人数（R3：２人，R2：２人，R 元：２人） 

■直近３年の大卒採用の求人の有無/有 

■所在地/栗原市栗駒岩ケ崎三島２５５ 

■勤務地/栗原市栗駒（岩ケ崎、八幡清水沢） 

■ＵＲＬ/http://www.k-houjyukai.or.jp/ 

■問合せ/０２２８－４５－２５５１（担当：横屋） 

法 人 か ら の メ ッ セ ー ジ ！ 
 
未経験の方、資格のない方、大歓迎です。 

行事やレクリエーションが多彩で、個々のア

イディアを積極的に採用し、皆で創りあげ、ご利

用者と職員が一体となって楽しんでいます。 

専門委員会による内部研修及び外部研修でス

キルアップを図っています。介護職に興味をお

持ちで、元気とやる気のある方、一緒に働いてみ

ませんか。 
※Ｒ４．１０．１時点 

http://www.k-houjyukai.or.jp/


 

４８ 

社会福祉法人 栗原秀峰会 社会保険・社会福祉・介護事業 

 

何をしている法人なの？ 

入所施設全景（栗原市金成） 

 私たちは、栗原市内７か所で、知的障がいの方を対象として、

日常的な支援を行っております。１日を通した暮らしを支援す

る入所施設や、日中の活動を支援する通所施設、障がいに関す

る様々な相談に対応する相談事業所があります。 

入所施設では、日中活動の支援をはじめ食事や着替え、入浴

の介助など、暮らしに必要な支援を行っています。通所施設で

は、栗原市指定ごみ袋の製造やパン工房や喫茶店などの運営を

行い、活動する方の支援を行っています。そのほかにも、お祭

りを模した縁日遊びや飲食店のテイクアウトを利用した食事

会など、新型コロナ感染症対策を講じながら楽しい行事を取り

入れ、利用される方々が穏やかな生活を送ることができるよう

支援しています。 
 

法人にはどんな仕事があるの？ 

入所施設では、食事、入浴、排せつ、外出や余暇支援など、利用される方

の日常生活場面に寄り添い、お手伝いすることが私たちの仕事です。例えば、

自分の思いを言葉で伝えることが苦手な方には、絵や写真を使ってコミュニ

ケーションを図るなど、一人一人に合わせた工夫を行います。 

通所施設では、利用される方と一緒に、栗原市指定ご

み袋の製造・配達やパンを製造、喫茶店の営業などを行

っています。パンの成形から、商品の陳列、お店での接

客、納品先への配達などを通し、利用される方が“やりがい”を感じる活動とな

るよう支援することが主な仕事となります。 
 

先輩や若手の活躍が知りたい！ 

菅原菜緒さん（入社３年目／築館高校出身） 

私は、知的障がいの方が暮らしている施設で、

入浴の手伝いや食事など利用者一人一人に寄り

添い、暮らしを手助けする仕事をしています。初

めは保育士を目指していましたが、短大の施設

実習で知的障がいの方とたくさん関わる中で、

障がい者施設での仕事に魅力を感じ、この仕事

を選びました。 

ふとした瞬間に利用者の方に言われる「あり

がとう」という言葉にやる気をもらっています。 

Ｑ．職場の人間関係や雰囲気はどうですか？ 

Ａ．初めはとても緊張と不安があったのですが、先

輩方が一つ一つ丁寧に説明してくださり、すぐに

打ち解けることができました。社内の雰囲気も明

るく、面白い先輩方がたくさんいて楽しい職場で

す！ 

  初めの頃はなかなか心を開いてくれなかった

利用者の方とも、コミュニケーションをとること

ができるようになり、やりがいを感じています。 

 

福利厚生はどう？ 

・ 楽天・ベガルタ観戦チケットやマッサージチケットなど、希望するものを選ぶことができます！ 

・ 有給休暇として、年次有給休暇のほか、リフレッシュ休暇や夏季休暇が取得できます！ 

・ 資格取得や海外研修のための助成金制度があります！ 

（過去の主な海外研修先：イタリア、フィンランド、オーストラリアなど） 
 

※Ｒ４．１０．１時点 

■従業員数※/１１８人 

（正職員６７人，非常勤職員２７人，パート２４人） 

■インターンシップ受入/可（御相談ください） 

■高卒採用の求人数（R3：１人，R2：１人，R 元：１人） 

■直近３年の大卒採用の求人の有無/有 

■所在地/栗原市金成梨崎道ノ上 7－１ 

■勤務地/栗原市金成・一迫・栗駒・若柳・築館 

■ＵＲＬ/http://k-syuuhoukai.or.jp/ 

■問合せ/０２２８－４２－３４３２（担当：総務課 田代） 

法 人 か ら の メ ッ セ ー ジ ！ 

福祉とは、「 福
しあわせ

」×「 祉
しあわせ

」＝「幸せ²」です！

私たちは、「共に幸せに生きる」を基本理念に、利

用者の皆さんとその家族、地域、職員が共に幸せ

になれるよう、日々の仕事に誇りを持ちながら支

援を行っております。特別な資格は必要ありませ

ん！利用者の皆さんに寄り添い、一緒に笑って、

共に頑張ってくれる方、お待ちしております！！ 

http://k-syuuhoukai.or.jp/


 

４９ 

医療法人財団 弘慈会 社会保険・社会福祉・介護事業 

 

何をしている法人なの？ 

 私たちは、大正１５年１２月の開院以来、永年、地域医療への貢献を

信念とし、栗原市若柳にて事業運営を行っています。 

石橋病院（定員１１０人）、介護老人保健施設グレイスガーデン（定

員１００人）、通所リハビリテーションセンター（定員３０人）、グルー

プホームまいはあと（定員１８人）、石橋病院ケアプランセンターのほ

か、訪問リハビリテーション、訪問診察等、施設整備と専門スタッフ等

の拡充を実施し、常に前向きに、また地域のニーズに応えながら、医療

と介護を総合的に提供できる体制を確立してきました。 

高校生の皆さんが勤務していただく介護職は、近年、キャリアパスを

実施し、長く安心して仕事ができる環境整備を行っています。 
 

法人にはどんな仕事があるの？ 

 介護が必要な状態になった方々は、私たちが日常当たり前に行っていることが 

できない状態にあります。例えば、食事、排せつ、入浴、着替え、整容動作など

です。介護の仕事は、特別なことではなく、患者様や御利用者様がその人らしく、

快適な生活が送れるように身の回りのことを支援することです。 

そのために知識や技術も必要ですが、私たちは、これから医療・介護のことを

学んでいきたいと考える方々に、懇切丁寧な指導体制と働きながら資格取得がで

きるよう、各種奨学金制度等の支援も行っています。 

また、医師、看護師、薬剤師、理学療法士、作業療法士、管理栄養士、調理師、

介護福祉士、社会福祉士、精神保健福祉士等たくさんの職種が勤務し、チーム一

丸となって御利用者様のケアを行っていますので、介護の仕事をしながらも、医

療を身近に感じることもできます。 

このような職場環境は、他の法人ではなかなか体験できない弘慈会ならではの環境だと思います。 
 

先輩や若手の活躍が知りたい！ 

山崎さん（入社４年目／迫桜高校出身） 

誰かの役に立てる仕事に就きたいという思いから

介護福祉士を目指し、夢を叶え、自分自身が成長で

きる現場で働いています。先輩から技術と知識を学

び御利用者様から信頼される職員を目指し日々努力

しています。 

Ｑ．これから就職をする高校生へのメッセージは？ 

Ａ．今までと違う環境に、何がわからないのか、何

をするべきなのかも分からず、不安になっている

と思います。私は、身近な人に相談し、解決策を

見つけて、やりがいのある仕事ができるよう、自

分の実力を信じ頑張っています。 
 

福利厚生はどう？ 

・ 勤務は 1 か月間のシフトを組みますので、事前に希望する休日を指定し、休むことができます。

また、年次有給休暇については、計画的に取得することで、仕事と御自身のライフスタイルとの調

和を図れるように配慮しています。 

・ インフルエンザの予防接種の実施（法人負担）、奨学金制度（准看護師、看護師、介護福祉士等）、 

短時間正規職員制度や、職員親睦会（忘年会、新人歓迎会、バーベキュー等）、法人設立記念パー

ティー（年１回）等もコロナ禍で実施できていませんが、状況が落ち着いたら実施する予定です。 
 

■従業員数※/２４０人（役員３人、正規職員１３２人、 

  契約職員５５人、パート５０人） 

■インターンシップ受入/可（内容は御相談ください） 

■高卒採用の求人数（R3：9 人，R2：9 人，R 元：9 人） 

■直近３年の大卒採用の求人の有無/有 

■所在地/栗原市若柳字川北堤下２７ 

■勤務地/栗原市若柳 

■ＵＲＬ/http://www.kojikai.jp/ 

■問合せ/０２２８－３２―４７９０（担当：高山） 

 
法 人 か ら の メ ッ セ ー ジ ！ 

 
介護の仕事は人と直接関わるとてもやりがい

のある仕事です。働くためには専門的な資格が必

要と思われている方もいらっしゃると思います

が、働きながら少しずつ知識や技術を習得しなが

ら、国家資格を目指すこともできます。 

私たちと一緒に、心に寄り添う介護を一緒に目

指しませんか？ 

施設見学は随時お受けいたします。御連絡お待

ちしております。 
※Ｒ４．１０．１時点 

 

http://www.kojikai.jp/


 

５０ 

介護老人保健施設 高森ロマンホーム 社会保険・社会福祉・介護事業 

 

何をしている法人なの？ 

 

私たちは、一人でも多くの方々に、必要とされる医療・

看護・介護・リハビリを提供し、住み慣れた地域で自立し

た生活が送れるよう支援することにより、地域へ貢献し

ています。 

（医療法人社団畑山医院（栗原市築館）が運営していま

す。） 

 

法人にはどんな仕事があるの？ 

リハビリテーションに力を注ぎ、利用者を「良くする」介護老人保健施設（入所１００人、通所リ

ハビリ２５人、訪問リハビリ、居宅介護支援事業所）があります。 

また、リハビリに特化したデイサービスも 2 か所あります。 

 利用者を支えるため、医師・看護職、リハビリ専門職、介護職と 

いったさまざまな職種の職員がいて、協働で利用者のケアを行って 

います。 

 

先輩や若手の活躍が知りたい！ 

Ｍ・Ｉさん（入社 7 年目／築館高校出身） 

 高校の頃から福祉業界で働きたいと思い、縁

合って高森ロマンホームに就職しました。 

 今は知識と経験を積み、リーダー的な仕事も

任せてもらえるようになりました。 

日々、利用者の笑顔のために頑張っており、充

実した毎日を送って 

います。 

 介護の仕事はやり 

がいがありますよ！ 

 

Ｑ．職場の人間関係や雰囲気はどうですか？ 

Ａ．高森ロマンホームは、皆に紹介したい、自信と

誇りの持てる職場です。 

勉強会が計画的に開かれ、スキルアップができ

るほか、資格チャレンジには、先輩職員が一緒に

取り組んでくれます。 

悩みごとや相談には、頼れる上司が応じてくれ

ますし、職員同士仲が良く、よさこい・軽音・野

球といったサークル活動も活発です。 

ぜひ、一緒に働きましょう。 

 

福利厚生はどう？ 

福利厚生に力を入れています☆ 

・東北楽天ゴールデンイーグルス観戦チケットプレゼント（ＢＯＸシート） 

・誕生日にバースデーケーキ１ホールプレゼント 

・職員食 1 食２８０円 

・職員交流行事 

・各種保険加入、その他業務中災害保険にも加入      などなど 
 

■従業員数※/９５人（正社員７０人、準社員２5 人） 

■インターンシップ受入/可（御相談ください） 

■高卒採用の求人数（R3：2 人，R2：2 人，R 元：2 人） 

■直近３年の大卒採用の求人の有無/有 

■所在地/栗原市築館下高森１２４－１ 

■勤務地/栗原市築館 

■ＵＲＬ/http://www.hatayamaclinic.com/ 

■問合せ/０２２８－２２－３９２２（担当：髙橋） 

法 人 か ら の メ ッ セ ー ジ ！ 
 
高森ロマンホームが一番に求める人材は、スム

ーズな介護技術や、適切な知識を持っている人で

はありません。私たちは、『他人に対し敬意をもっ

て接することができる人』を求めています。 

「私は資格も知識も無いから介護なんて・・・」

と思っているあなた。 

私たちと一緒にスキルアップしていきましょ

う。 

※修学資金貸与制度もありますよ。 
※Ｒ４．１０．１時点 

http://www.hatayamaclinic.com/


 

５１ 

社会福祉法人 千葉福祉会 社会保険・社会福祉・介業事業 

 
 

何をしている法人なの？  

 

社会福祉法人千葉福祉会は、特別養護老人ホーム千葉福

寿園、栗原市志波姫デイサービスセンター、グループホー

ムなごみ、志波姫居宅介護支援センターの４つを運営する、

栗原市志波姫にある法人です。 

例えば、御自宅において介護が難しい方には、特別養護

老人ホームに入所していただき、食事や着替え、入浴など

のお手伝いをしています。 

また、デイサービスセンターには、日帰りで定期的に自

宅から通われ介護サービスを受けられる方もいます。季節

の行事やレクリエーション等も行っており、お年寄りの

方々に楽しく元気に過ごしていただけるよう日々努めてお

ります。 
 

法人にはどんな仕事があるの？ 

 介護を必要としている方は、日常生活のさまざまな場面でのお手伝いが必要となります。 

皆さんも、毎日朝起きてから、顔を洗う、着替える、朝ごはんを食べる、歯磨きをする、トイレに

行くなどの行動をしますよね。入所しているお年寄りの方々も同じ行動が必要になりますので、私た

ちはその介助を行います。服の着替えや掃除や洗濯、自分で箸を持てない方の場合は口元に食事を運

んだりなど、いろいろなお手伝いをさせていただくお仕事です。 

 また、自宅での生活を継続しながら、より自立した生活ができるように短期間入所の受入れをする

ショートステイや日帰りでさまざまな活動を通し、楽しく元気に生きがいを持って過ごせるためのお

手伝いをするデイサービスの仕事などもあります。 
 

先輩や若手の活躍が知りたい！ 

斉藤 廉（入社５年目／迫桜高等学校出身） 

 私は小さい頃からお年寄りの方と関わること

をしたいと思い、高校生の時に福祉について学

び、千葉福寿園での実習でお世話になった際に

職員の方々に丁寧に教えて頂き、利用者さんが

優しく接して下さり、自分もここで働きたいと

思いこの仕事を選びました。大変な部分もあり

ますが、今後も頑張って取り組みたいです。 

Ｑ．上司や先輩からどんな助言や指導を受けていま

すか？ 

Ａ．分からない事や悩み事等、様々な相談に乗って

もらっています。 

  今後もこれまでの経験を通して得た知識や技術

を活かして、前向きに頑張っていきたいと思いま

す。 

 

福利厚生はどう？ 

・ 休みは週休２日制です。土日出勤する場合もありますが、その代わりにシフトを組んで休みが取

れるようにしています。 

・ 職員の親睦会があるので、歓送迎会や忘新年会のほかに会員の要望に応じてさまざまなイベント

を開催し、職員同士の交流やリフレッシュできる場を多く取り入れています。 

 
 

■従業員数※/６９人（正職員４２人、有期職員１１人、

パート１６人） 

■インターンシップ受入/可（御相談ください） 

■高卒採用の求人数（R3：3 人，R2：3 人，R 元：3 人） 

■直近３年の大卒採用の求人の有無/有 

■所在地/栗原市志波姫北郷大門８５－２ 

■勤務地/栗原市志波姫 

■ＵＲＬ/http://kurihara-c.jp/ 

■問合せ/０２２８－２５―２２５５（担当：髙橋） 

 
法 人 か ら の メ ッ セ ー ジ ！ 
 
私たちは介護の仕事を通して人と直接関わる

ことが仕事です。大変なこともありますが、利

用者様や御家族様に笑顔で「ありがとう」と感

謝されると、大変だったことも忘れ、大きな喜

びに変わりますよ。 

元気とやる気のある高校生の皆さん、私たち

と一緒に千葉福祉会で働いてみませんか。 

※Ｒ４．10．１時点 

http://kurihara-c.jp/


 

５２ 

社会福祉法人迫川会 
 

社会保険・社会福祉・介護事業 

 

何をしている法人ですか？  

社会福祉法人迫川会（いちょうの里）では、同じ敷地内で次の５つの

介護事業を展開しています。 

〇 特別養護老人ホーム（長期入所）定員５０名 

〇 ショートステイ  （短期入所）定員１０名 

〇 グループホーム（認知症対応型共同生活介護）定員１８名 

〇 デイサービス １日の定員２５名 

〇 くりはら介護支援事務所（ケアプラン作成、介護相談事業等） 

 

法人ではどのような仕事をしていますか？ 

社会福祉法人迫川会（いちょうの里）では、次の基本姿勢に沿って、利用者の方々が生きがいを持

ち、心豊かに安らぎのある生活が送れるよう努めています。 

 ○い  生命の尊厳 ○ち  小さな思いやり ○よ  寄り添う介護支援 ○う  潤いのある生活支援 

具体的には、上記の介護事業の利用者の方々に対して、日常生活支援（食事介助、入浴介助、トイ

レ介助等）を行うほか、利用者の方々が笑顔で過ごせるようレクリエーション活動や季節ごとの行事

等も行っています。 

 

先輩や若手の活躍が知りたい！ 

K・S さん 

（介護福祉士６年目／岩ケ崎高校出身） 

Ｑ．これから就職をする高校生へのメッセー

ジは？ 

Ａ．介護士の業務は、キツイというイメージを

持たれる方は多いと思いますが、利用者の

方から『いつもお世話をしてくれて有難う』

『あなたがいるととても嬉しい』等のねぎ

らいの言葉をいただくと、逆に元気がもら

えて大変励みになります。 

   高卒後、介護士として就職して介護福祉 

士（国家資格）の資格をとるためには、一定年数

の実務経験や外部研修の受講が必要ですが、社会

福祉法人迫川会（いちょうの里）では、資格取得

のための支援が充実していますし入社後は、先輩

職員がＯＪＴ等を活用して業務を丁寧に教えて

います。 

  最後に、高校生の方々が就職先を決める場合

は、実際にその職場に足を運んだ方が良いと思い

ます。職場見学により職員の働きぶり、利用者の

表情などを自分の目で確かめることをお勧めし

ます。 

福利厚生はどう？ 

・ 社会保険完備 

・ 退職金共済（全額事業主負担）加入 

・ 育児休業からの復帰支援あり（時短・深夜免除等） 

・ 資格取得支援（費用負担、職務専念義務免除あり） 

・ インフルエンザ予防接種及び腰痛健診（全額事業主負担） 

・ コロナ抗原検査の定期実施 

 

 

■従業員数※/６３人（正社員５４,パート９人） 

■インターンシップ受入/可 

■高卒採用の求人数（R3：２人，R2：２人，R 元：２人） 

■直近３年の大卒採用の求人の有無/無 

■所在地/栗原市築館字下宮野館１０８ 

■勤務地/栗原市築館 

■ＵＲＬ/http://www.ityou.jp/ 

■問合せ/０２２８－２２―７８８７（担当：佐竹） 

法 人 か ら の メ ッ セ ー ジ ！ 
 
介護の仕事をひとことで言えば「高齢者の方を

笑顔にする仕事」です。きつい仕事とも言われて

いますが、それ以上に「やりがい」を感じること

が多い仕事でもあります。利用者の方々にはチー

ムワークを大切にして支援を行っています。 

また、社会貢献事業として地域の方々との交流

や支援にも力を注いでいます。 

高校生の皆さん、私達と一緒に働きませんか。 

 
※R4．１０．１時点 

 

 



 

５３ 

社会福祉法人 豊明会 社会保険・社会福祉・介護事業 

 

何をしている法人なの？  

 

【写真】 

栗原市若柳・金成・高清水の地域で、介護が必要なお年寄りの方を対

象とした高齢者介護施設と、障がい者・障がい児を対象とした障がい福

祉サービスの施設を運営しております。また、令和 4 年４月からはお

年寄りと障がい者が共に過ごすことができる共生型デイサービスも運

営しております。困っている全ての人を助けるというテーマのもと、子

どもからお年寄りまで、「いくつになってもその人らしい暮らしのお手

伝い」ができるような環境を提供し、支援しております。 

 
 

法人にはどんな仕事があるの？ 

【高齢者介護施設】 

「食べる」「お風呂に入る」「トイレに行く」「歯を磨く」などの日常生活を行う上で必要な動作は、

お年寄りになると、一人で行うことが難しくなり、介護が必要となります。一人で食事をすることが

困難な方には、食事のお手伝いをし、お風呂では体を洗ってさしあげ常に清潔を保つなどさまざまな

お手伝いをする仕事です。 

【障がい者・障がい児施設】 

身体、知的、精神障がいをお持ちの方を対象とし、障がいを持って 

いるから「できない」ではなく、「できること」を支援し、社会的自立 

や基本的生活習慣を身に付けるサポートするお仕事です。 

障がい者の施設ではクリーニング作業を行っており、洗濯物回収、 

業務用洗濯機での洗濯乾燥、畳み作業、納品までを利用者と一緒に 

行います。 

 利用者の方が何に困っているのか、どんなお手伝いが合っているか、一人一人を尊重し考えながら、

その方に合ったサポート方法を職員で見つけ出していきます。各施設では季節ごとにさまざまなイベ

ントがあり、楽しく笑顔あふれる環境の中で過ごしていただくためいろいろな工夫をしております。 
 

先輩や若手の活躍が知りたい！ 

Ｉ・Mさん（入社 3年目／迫桜高校出身） 

 入社３年目となり、できることが増えてきまし

た。環境も変わり、戸惑うことも多々ありますが、

先輩に相談しながら、仕事を覚えている毎日です。

利用者様との交流もあり、皆さんからの「ありがと

う」という言葉が仕事の活力となります。 

Ｑ．職場の人間関係や雰囲気はどうですか？ 

Ａ．分からないことは何でも相談しています。ま

た、チームワークの大切さも教えていただい

ており、「報告・連絡・相談」という基本的な

ことから学んでいます。 

 

福利厚生はどう？ 

・ 週休２日制のシフト制です。希望する休みはなるべく取れるよう職員同士調整しております。 

・ 研修や資格試験等の費用を補助、オンライン研修等を推奨し、キャリアアップの応援をしており

ます。 

・ 産前産後、育児、看護、介護休暇、特別休暇等があります。 

・ 「よつば会」という職員会を定期的に開催し、他事業所との職員間交流を図っております。 
 

■従業員数※/15０人（正社員 90 人、臨時職員 37 人、

嘱託職員 6 人、パート１7 人） 

■インターンシップ受入/可 

■高卒採用の求人数（R3：1 人，R2：1 人，R 元：3 人） 

■直近３年の大卒採用の求人の有無/無 

■所在地/栗原市若柳武鎗字藤貫沢８５ 

■勤務地/栗原市若柳・高清水・金成 

■ＵＲＬ/http://www.homeikai.or.jp/ 

■問合せ/０２２８－３２－３１３０（担当：長澤、佐藤） 

法 人 か ら の メ ッ セ ー ジ ！ 
 
さまざまな福祉サービスを提供しており「困っ

ている人を助ける」という信念のもと事業を展開

しております。人を助ける、幸せにするには、ま

ず自分が幸せであることが大切です。豊明会は働

いている職員を大切にし、その上でより良い福祉

サービスを提供できるよう努めています。 

皆さんも自分なりの幸せを見つけながら、一緒

に働いてみませんか？ 

※Ｒ４．１０．１時点 

若藤園 

桂葉 

http://www.homeikai.or.jp/


 

５４ 

社会福祉法人 宮城福祉会  社会保険・社会福祉・介護事業 

 

何をしている法人なの？ 特別養護老人ホーム松陽苑 

 

1966 年に設立した宮城福祉会は、2023 年で 57 周年を

迎えます。宮城福祉会は、県内 10 カ所で、多くの介護事業

所を運営しています。栗原市内には一迫・鴬沢・若柳に 17の

事業所があり、約 250名の職員が働いています。 

介護の仕事は、今後ますます必要とされ、大きなやりがい

と、自分の成長を感じる事が出来る素晴らしい職業です。 

私達は、「一人ひとりの毎日を、明るく楽しく幸せにする」

という法人理念の実現に向けて、職員みんなで力を合わせて

日々頑張っています。 

法人にはどんな仕事があるの？ 

 「介護事業所」と言っても、色々な種類があります。１００

名以上のお年寄りが生活する特別養護老人ホームや、少人数

のお年寄りが共同生活をするグループホーム。また、ご自分の

家で生活をしている方が利用する、ショートステイやデイサ

ービスなど・・。基本的には、お年寄りの生活に必要なサポー

トをすることが、わたしたちの仕事ですが、利用者様一人ひと

りの心身の状態に違いがありますので、そこで働く職員に求

められるものにも違いがあります。宮城福祉会には様々な種

類の事業所があります。働く皆さんの希望や適正に合わせて、

色々な働き方や働く場所が準備されています。 
 

先輩や若手の活躍が知りたい！ 

佐々木美咲さん（入社 3年目／一迫商業高校出身） 

高校独自の選択科目「企業実習」がきっかけで、介護の仕事に興

味を持ち、宮城福祉会への就職を決意しました。最初は不安でした

が、先輩の指導や、職場の資格取得支援制度により、介護福祉士の

国家試験に合格する事が出来ました。今は、周りから信頼される介

護職員を目指し、日々頑張っています。 

Ｑ．これから就職をする高校生へのメッセージは？ 

Ａ．“今、自分が何をしたいのかわからない”そう思っている方も

いらっしゃると思います。まずは、視野を広く持ち、様々な情報を

得る事が大切です。そうしていく中で自分が「やりたい」と思える

事が見つかるはずです。焦らず何事にも挑戦し、素敵な社会人にな

って下さいね。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

福利厚生はどう？ 

・無資格未経験の方でも、不安なく働けるための教育研修制度があります。 

・資格取得を目指す職員に対する、手厚い支援制度があります。 

・自分に合った、雇用形態を選ぶことが出来ます。 

・海外派遣研修制度等、保育施設有（名取・栗原地区）、各種祝金制度有・支度金制度、退職共済加入 
 

■従業員数/730 人（正職員 440 名） 

■インターンシップ受入/可（ご連絡ください） 

■高卒採用の求人数（Ｒ３:4 人，Ｒ２:5 人，Ｒ元:3 人） 

■直近３年の大卒採用の求人の有無/有 

■所在地/宮城県名取市手倉田字山 208 番地の１ 

■勤務地/栗原市 一迫・鴬沢・若柳 

■URL/https://www.miyafuku.jp/ 

■問い合わせ/０２２－３８３－３８４１（担当：相馬） 

法 人 か ら の メ ッ セ ー ジ ！ 
 
宮城福祉会では、ゼロからスタートした皆さ

んの先輩たちも、たくさんの経験を積んで、国
家資格を取得したり、元気に活躍しています。 
「先輩の体験談を聞いてみたい」「施設の雰囲

気や仕事の内容について知りたい」「ICT や介護
ロボットなど先進機器について知りたい」等に
も対応しています。 
私たちと一緒に、「やりがい」を日々実感でき

る介護の仕事を目指してみませんか？ 
※Ｒ４．１０．１時点 


