
「こうなりたい」「こうありたい」「こんなことをしてみたい」

あなたのその願いに、福寿荘はしっかりと応えます。

人としての豊かさを育み、成長を支援する福寿荘で、ぜひ一緒に働きませんか？

未経験から
充実の資格取得
支援制度

本当の豊かさを
実現できる
施設環境

県内随一の
福利厚生と
教育体制

社会福祉法人 岩手福寿会

職員募集案内



社会福祉法人 岩手福寿会について

私たちの願い、それは誰もがふつうに、あたりまえに暮らすこと――。

法 人 理 念

私たちが考える利用者様の「ふつうの暮らし」
――庭木の見える部屋で季節を楽しむ、家族と語らう、美味しいものを食べる、友人と
会う、好きな本を読む、音楽を聴く、時には旅に出る――。
皆様が大切にしてきたことを、施設にあってもできるだけ続けられるよう――。
そのために私たち職員がいます。

施設概要

設立 昭和47年 ※岩手県内2番目の特養として開設

［特別養護老人ホーム福寿荘］

特養130床（個室52室、3人室26室）、ショートステイ30床
デイサービス（35名）、訪問介護、居宅介護支援、
在宅介護支援センター、元気応援型デイサービス、訪問給食等

［特別養護老人ホーム福寿荘福原山荘］

特養30床（ユニット型個室）、
ショートステイ（空床利用）、デイサービス（30名）

職員構成

岩手福寿会の取り組み

本当の豊かさを目指し「利用者様も職員も大切に」する法人です。

●「働く職員の幸せが利用者様の幸せにつながる」の志のもと、関わりを持つ全ての人に信頼される

法人であるよう日々努めています。

● 医療・介護の連携を心がけ、施設・在宅介護サービスの提供、居宅介護支援事業を通して地域と

共に歩みます。

● 福利厚生のひとつに活発な親睦会活動への支援があります。また、充実した資格取得支援制度と、

豊富な内部・外部研修の機会を通じ、成長とキャリアステップを支援します。

花と緑に囲まれた光あふれる施設の中で1日1日を大切に、
利用者様と、働く職員の暮らしを守ってゆくこと。
それを使命とし、喜び多い職場をつくりあげたいと念願しています。



活躍の場・キャリアステップ

福寿会では、あなたの「こうなりたい」「こうありたい」を実現できる
活躍の場と、キャリアステップを用意しています。

未経験から資格取得
ユニットケア・認知症
ケアのスペシャリスト

相談援助業務・
マネジメント職

未経験の方も新人研修・内部
研修で介護技術の基礎を身に
つけることができます。一定
経験の後、資格取得支援制度
により実務者研修を受講し、
介護福祉士資格を取得できま
す。

経験を積んだ後、ユニットケ
アや認知症ケアへの取り組み
もあります。
外部の研修・大会などにも積
極的に参画しているため、専
門知識・スキルを身につけて
スペシャリストを目指せます。

ケアマネジャーや生活相談員
など、マネジメント職への
キャリアステップもあります。
新卒から資格を取得し管理職
となった方も多数在籍してい
ます。

出産・子育て・介護など、事情によって夜勤などのシフト勤務
が難しい時期には、日勤のみの部署への異動も配慮します。
仕事と生活を両立し、長く働き続けられる職場です。

スタッフの声

入職当時は経験も資格もなく不安もありましたが、先輩方の
ご指導や人を育てる環境が整っていたため、安心して勤め続け
ることができました。入職４年目に介護副主任となり、主任の
サポートや、施設内の行事の企画運営なども任せて頂けるよう
になりました。
今年で入職７年になりますが、自分の決断は間違っていな

かったと思います。資格取得支援制度で介護福祉士の国家資格
も取得でき、その後のキャリアパスも描きやすい職場です。
経験実績に沿ったキャリアを積ませていただいたことに感謝

しています。

どんな仕事ができますか？

ライフステージに合わせた勤務も可能



未経験から多様な資格取得を目指せる「資格取得支援制度」と、
年間を通じての内部研修・外部研修でしっかりと成長できます。

充実の資格取得支援制度・教育体制

資格取得支援制度

充実の資格取得支援制度

●高校新卒で入社した方には入職3年目に実務者研修受講料(15～20万円)を全額支給。

スクーリング期間も勤務免除あり。未経験でも働きながら資格取得が目指せます。

●介護福祉士に加え、下記職種の取得支援制度があり、多くの職員が資格を取得しています。

●新卒者を対象に、入職前新人研修(3～7日間)を実施しています。

ケアの基礎やベッドメーキング、救命措置のポイントを学びます。

●中途入職の方には、経験に応じて教育担当の先輩スタッフが付き、

業務中の指導を行い、相談しやすい関係性づくりを心がけています。

充実の教育体制

＞資格取得支援制度 ＞法人内の有資格者

新人教育研修・中途入職者研修

年間を通じての豊富な研修



通常の福利厚生に加えて、他施設には稀な活発な職員親睦会活動があります。
職員には様々な楽しみを知ってほしいと願っています。

充実の福利厚生

福利厚生

豊富な蔵書を誇る図書室

福寿荘、福原山荘とも図書室に多数の蔵書があります。

読書を楽しみたい、学びや知識を深めたい、そんな気持ちに応えるために

ジャンルも幅広く揃え、職員、入所者様、ご家族へ開放し、貸出も行って

います。

毎年、芸術鑑賞やスポーツ観戦、近隣への日帰り旅行、国内外への宿泊旅行を実施しています。

ディズニーランドツアー他、一泊、二泊の旅行企画も毎年実施しています。

親睦会活動

美術鑑賞・わんこそばツアー 地元水沢の「正法寺」見学 大人気ディズニーツアー(1泊)

天童名所めぐり(1泊) 長崎旅行(2泊3日) イタリア旅行(7泊8日)

水沢ざっつあか祭り参加 登山クラブ活動 年2回開催ボウリング大会

観桜会・新年会

毎年4月に新人職員の歓迎会を兼ねてホテルでの観桜会を開催、お正月も同様に新年を祝います。



先輩スタッフからのメッセージ

写真 写真

写真 写真
福寿荘 介護職
夫婦で協力して子育てを
しながら勤務中

小野寺貴大
小野寺佳澄

福寿荘 介護職
2011年入職

笹井由美

福原山荘デイサービス
相談員・介護職
親子で勤務中

千葉悠哉
千葉葉子

福寿会はもう一つの家のような存在

福寿会は人との関わりが楽しい職場だと思いま
す。入所者様とも、職員どうしも、馴れ合いでは
なく、近からず遠からずの距離感がちょうどよい
と思います。利用者様との何気ない会話から元気
を頂いたり、職員はみな互いに助け合い協力する
雰囲気があります。
私たちは実際に家族ですが、福寿会も、もう一

つの家のような存在だと感じています。
先輩も後輩も、面倒見がよく楽しい職場ですし、

子育てへの配慮もあり、出産や育児があっても長
く続けられます。仕事の中で学び、介護の楽しさ
や人生の奥深さを学ぶことができる職場です。

大変なことがあっても、最後は笑顔で

利用者様に対しても働く仲間に対しても、必ず
笑顔で接することを大事にしています。
どんな仕事でも大変な時はありますし、良い時も
あれば、行き違いがあったり、自分が改めるべき
場面もあると思います。でも、最後は人と人、シ
リアスな話があった時も、自分も相手もそれを踏
まえて問題を解決して「ありがとう」と前を向い
て歩きたいと思います。
家族にもそう教えられました。大変なことが

あっても最後は笑顔で終わること。利用者様との
関わりでも職員どうしの関わりでも、これを大事
にしています。

自分自身で道を切り拓いていきたい

両親が当法人で働いていたこともあり、子ども
の頃からよく福寿荘に来ては利用者様と触れ合い
育ちました。大学では福祉を専攻しましたが、卒
業後は別業種で働いていました。しかしやはり福
祉の道に進みたい、自分の気持ちに素直になりた
いと考え、福寿会に入職しました。
現在は母と同じ部署で勤務していますが、教え

て頂く上司・部下の関係です。職場では、父も母
も大先輩。たどり着くにはあまりに背中が大きい
ですし、時間もかかると思いますが、「自分自身
で道を拓いていくんだ」と考え、日々、人と向き
合い、学ばせて頂いています。

福寿荘 介護主任
2012年再入職

菊地知

ここで学んだことが私の土台であり原点

私は福寿会で11年勤務し退職後、他施設に勤務
してから再就職しました。一度外に出たからこそ、
利用者様や職員をこれだけ大事にしている法人や
施設は他にないと感じています。
利用者様に対しては季節の彩りを感じて頂ける

よう、年間を通して様々な行事を行っています。
また、職員どうしも互いに「誰かのために」と

いう思いがあり、支え合う土壌があります。ごく
自然に「手伝いますよ」と。それが入職の頃から
の習慣となり、互いに丁寧に接する習慣になって
いると思います。
福寿会で働くことに誇りと喜びを感じ、介護の

仕事を天職と感じています。



先輩スタッフからのメッセージ

写真 写真
福寿荘 福原山荘
介護副主任
2000年入職

柴田ミヨ子

きめ細かなサービスを支えたい

「老人ホームだから仕方がない」と利用者様に我
慢していただくのではなく、「老人ホームでも家に
いるのと同じ」という環境を作っていくことが、私
たち福寿会職員の使命だと思っています。
起床時のルーティンや、入浴時の身体の洗い方、

食事の好みなど、人にはそれぞれ生活スタイルがあ
ります。現在勤務している福原山荘では小規模施設
のメリットを生かし、ご自宅で暮らしていると感じ
ていただけるようなサービスを提供しています。
利用者様の姿は、私たちの未来の姿だと思います。

尊厳に配慮して接することで、きめ細かなサービス
を継続していきたいです。

写真 写真

福寿荘 相談課長
1992年入職

千葉 芳

豊かな暮らしを支えるのも相談員の役割

福寿荘では、伝統の季節行事があります。5月は
福寿観音大祭、7月はビアガーデン、10月は福寿荘
秋まつりなど、皆様に季節と暮らしの「豊かさ」
を感じていただきたいと思っています。
ビアガーデンではステージや模擬店も本格的で、

ご家族、地域の方含め例年200人以上の方が来荘さ
れます。こういった行事の企画も相談課が担当し
ています。準備の大変さはありますが、利用者様
の毎日の生活の中に「自然な豊かさ」を感じてい
ただけるように、ハードはもちろんソフトにも心
を配る、その演出を担うのは他では経験できない
ことだと感じています。

福寿荘 栄養課長
2010年入職

黒澤優子

福寿荘 看護課長
2009年入職

及川幸子

「美味しい」を提供したい

福寿荘では、管理栄養士・調理スタッフ全員が
「入居者様の今ある機能を維持して食事を楽しん
でいただくにはどうすれば良いか」を常に考え、
日々試行錯誤を繰り返しています。
栄養面でも味の面でも充実した高齢者向けの食

事に加えて、レストランやホテルでの経験のある
調理スタッフが、バリエーション豊かな献立を提
供しています。
食べることが好き、料理が好き、高齢者が好き

な方はもちろん、施設での一般的な食事作りに物
足りなさを感じる方にもやりがいのある職場だと
思います。

一人ひとりに向き合った看護を

特別養護老人ホームの看護師は一人ひとりと向き
合える看護ができることが最大の特長だと思います。
ホームは「ご自宅」であり「生活の場」ですので、

利用者様がその人らしい生活を送り、人生の集大成
を全うできるように、医療面・健康面でサポートす
るのが看護業務の柱です。
とっさの判断が求められることもありますが、ス

タッフだけでなく協力医療機関の支えもあり、安心
して看護業務にあたっています。何より高齢者の看
護に関心がある方には最適な職場と思います。
入所者様の生活に寄り添いながら一人ひとりと向

き合いたい方、ぜひお待ちしております。



待遇について

充実の待遇

年間休日127日・働きやすい環境

●休日は月8日～10日、夏季・年始含め年間休日127日。

●夜勤シフトは遅番（準夜勤）・夜勤（深夜勤）と、体力的に負担の少ない三交代制です。

●0歳～2歳の子どもを持つ職員には保育手当を支給（保育料負担額など規定あり）。

職員の子育てを職場全体で応援しています。産休育休の復帰率もほぼ100％です。

介護休暇の取得実績も多数あり、仕事と生活を両立し、長く続けられる職場です。

退職金や賞与金も充実

●退職金は、①福祉医療機構と②県社協共済の2つに加入し、拠出・積立を行っています。
退職時に、貢献に応えられる仕組みを設けています。

●賞与は年間3.6ヶ月を支給。
医療・介護に従事する職員を大切にし、常に職員の待遇向上を心がけています。

スタッフの声

福寿荘は職員への配慮が行き届いた職場だと思います。
私自身もこれまで３回の育児休業を取得しました。院長をはじめ
プライベートなことも相談ができる上司がいて、みんなが互いに
サポートする土壌があります。この職場だからこそ、これまで働
き続けられたと思います。

見学のご案内

ーー毎月「お仕事説明会」を開催中ですーー

福寿会では毎月、「お仕事説明会」として、施設の見学会を開催しています。
・応募の前に施設や職員の雰囲気を知りたい ・未経験でも働けるか知りたい
・年齢や、ブランクに不安があるけど大丈夫かな ・家事や子育てと両立したい

など…気になることを何でも聞いていただけます。

お友達連れ歓迎・履歴書不要。

まずはお気軽に参加してみませんか？

●毎月の開催日程は、採用ホームページからご確認ください。
●お申し込みは
①採用ホームページ、または ②お電話にて下記担当まで。

社会福祉法人 岩手福寿会

〒023-0833
岩手県奥州市水沢上姉体2-1-22

TEL：0197-28-1234 （採用担当・佐藤）
Mail：fukujyu@sweet.ocn.ne.jp

…お問合せ… 採用HPは
こちら👇


