
① ⑥

② ⑦

③ ⑧

④ ⑨

⑤ ⑩

求める人材
　仲間を大切に自分も大切にできる人、創造・想像ができる人、何事にも楽し

く取り組みチームプレーができる人を求めています。

職員の育成方針

や資格取得支援

　きらり健康生協の介護人材育成は「自ら考え行動する人材」を育てることを方針の一つにしていま

す。各部門ごとに学習会を定例で企画しています。また、法人でも集合研修を随時行っております。

≪フリースペース≫

当法人は、医師・歯科医師・保健師・看護師・放射線技師・臨床検査技師・理学療法士・作業療法士・言語聴覚士・歯

科衛生士・介護福祉士・社会福祉士・管理栄養士・介護支援専門員など、約４５０名の専門職員が働いております。専

門職員が多いからこそ、職員間で「解らない事がすぐ聞ける。」「教えてもらえる。」環境が身近にあります。

　例えば、今年度の介護職員全体の学習会は、「実践排泄ケア」「看取りケア」「認知症ケアアセスメント」等、その

他下記のような学びの場を働く各事業所ごとに設けています。

・摂食嚥下学習会　　・高齢者虐待・身体拘束廃止学習会　　・身体にやさしい介護学習会　　・メンタルヘルス学習

会　・窒息予防学習会　・転倒防止学習会　・緊急時対応学習会　・医療福祉生協通信教育　等

※労働組合があります。職員が働く上で不安なこと、待遇面・環境面・生活面などを、１つ１つ当法人側と労使交渉

し、自分たちで働く環境をより良いものにする取り組みをしています。

※将来介護福祉士を目指す方は、法人内で介護福祉士実務者研修を開校しておりますので、

働きながら受講することができる環境を整えております。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　当法人ＨＰへのＱＲコード☞

　

HPのURL http://www.kirari-hcoop.com/index.html

可

・

否

採用人数 25 25 15

上記採用人数のうち

現在も在籍する人数
21 15 7

採用実績及び

定着状況

（R1.12.1現在）

平成30年度 平成29年度 平成28年度
職場見学・

体験

の受入れ

法人の強みや

持ち味

　福島市内に医療・介護の事業所が２１事業所あり、地域に根ざした医療生協です。今年で設立３５

年目となり、地域包括ケア・プライマリケア等に力を入れています。医師、看護師をはじめ多くの職

種が働いているので、色々と相談できます。

事業分野 　　高齢　　・　　障がい　　・　　児童　　・　　その他（　　　　　　　　　　　　　　）

求人募集施設の

名称・所在地

（種別） （施設・事業所名）（市町村名） （種別） （施設・事業所名） （市町村名）

老人保健施設
介護老人保健施設

にじのまち
福島市

令和元年度　第２回　福祉の職場　合同就職説明会
ブース

№ 1施設・事業所フェイスシート

（ふりがな） きらりけんこうせいかつきょうどうくみあい

連絡先

〔担当者（職名）〕

　　人事課　採用担当者

〔電話番号〕０２４(531）６２６２
法人名 きらり健康生活協同組合

http://www.kirari-hcoop.com/index.html


① ⑥

② ⑦

③ ⑧

④ ⑨

⑤ ⑩

求める人材

「介護をやってみたい」と思っても、なかなか一歩が踏み出せなかったり、「もう一度、保育士に戻りたい」と思っても、

どうしていいかわからない・・・そんな時は、私たちにお任せください！

高齢者福祉施設でも、児童福祉施設においても、体験の受け入れを積極的に行っています。一緒に働く予定の職員と、お仕

事の体験をするから安心して就労することができます。

職員の育成方針

や資格取得支援

プリセプター制度の導入や、法人内で行っている「介護職員初任者研修」講座があるので無資格・未

経験でも安心！しかも、受講料免除制度もあります！

≪フリースペース≫

HPのURL https://www.happyisland.org/

可

・

否

採用人数 134 123 71

上記採用人数のうち

現在も在籍する人数
113 101 55

採用実績及び

定着状況

（R1.12.1現在）

平成30年度 平成29年度 平成28年度
職場見学・

体験

の受入れ

放課後等

デイサービス
放課後等デイサービス宙 福島市

地域密着型特

別養護老人ホーム
ハッピー愛ランドあだち 二本松市

児童発達

支援センター
あづま児童発達支援センター 福島市

福島市

福島市

特別養護老人ホーム ハッピー愛ランドほばら 伊達市 認可保育園 あづま保育園 福島市

特別養護老人ホーム ハッピー愛ランドおおもり 福島市 学童クラブ ハッピー学童クラブ

法人の強みや

持ち味

福島県県北地区に高齢者福祉施設および児童福祉施設（福島市のみ）を４４事業所運営しておりま

す。この規模を最大限に活かし、従業員の福利厚生や研修などの充実を図っています。

令和３年の春には、法人で初めて県南に特別養護老人ホーム「（仮称）ハッピー愛ランドたむら」を

オープンする予定です。

事業分野 　　高齢　　・　　障がい　　・　　児童　　・　　その他（　　　　　　　　　　　　　　）

求人募集施設の

名称・所在地

（種別） （施設・事業所名）（市町村名） （種別） （施設・事業所名） （市町村名）

特別養護老人ホーム ハッピー愛ランド 福島市 認可保育園 ほくしん保育園

令和元年度　第２回　福祉の職場　合同就職説明会
ブース

№ 2施設・事業所フェイスシート

（ふりがな） しゃかいふくしほうじん　ほくしんふくしかい

連絡先

〔担当者（職名）〕工藤（人事部）

〔電話番号〕024-552-2466
法人名 社会福祉法人　北信福祉会

昨年から、パートも含めた全従業員に、

お誕生日ケーキのプレゼントが始まりました！

また、福島市のハッピー愛ランドでは、

インカムを導入して、業務の効率化が始まりま

した。施設見学や体験もできますので、

ぜひ、お問合せください♪

https://www.happyisland.org/


① ⑥

② ⑦

③ ⑧

④ ⑨

⑤ ⑩

求める人材

〇職員同士協調性のある方

〇高齢者とのコミニュケーションが取れる方

〇向上心を持って自分のスキルアップを目指す方

〇自己の体調管理が出来る方

職員の育成方針

や資格取得支援

【育成方針】①初心者に対しては、OJT担当者が付き、マニュアルに則り教育指導があります。②無資格者に対しては法人内において無料

で「介護職員初任者研修終了」の資格取得ができます。②外部研修も積極的に参加③内部研修会は毎月テーマを決めて開催(自由参加)④

キャリアパス制度導入

【資格取得支援】〇「介護職員初任者研修」については法人内で受講できます。〇介護福祉士受験者への研修・助成〇介護支援専門員受験

のための研修実施〇国家資格取得者への報奨金制度

≪フリースペース≫

HPのURL http://www.life-time-fukushima.jp/

可

・

否

採用人数 20 19 19

上記採用人数のうち

現在も在籍する人数
14 12 15

採用実績及び

定着状況

（R1.12.1現在）

平成30年度 平成29年度 平成28年度
職場見学・

体験

の受入れ

グループホーム フクチャンち 福島市 地域包括 松川地域包括支援センター 福島市

定期巡廻・夜間訪問 ロング・ライフ24時間訪問介護 福島市 居宅介護支援 松川・ライフ吉井田 福島市

福島市

福島市

通所介護 ロング・ライフデイサービスセンター 福島市 看護小規模 ライフ吉井田看護小規模 福島市

訪問介護 ロング・ライフ訪問介護事業所 福島市 サ高住 ライフ吉井田サービス付き高齢住宅

法人の強みや

持ち味

「高齢者の自立支援」「利用者主体性のｻｰﾋﾞｽ及び利用者尊厳の介護」「安全・安心・ほほえみの介護」を

法人の理念として地域に愛される福祉施設です。福祉に於いては、何事にも先駆的に取組み、グループ

ホーム、定期巡回随時訪問介護看護、看護小規模多機能型居宅介護は、福島県内第1号で利用者様の多種多

様なニーズに応えられるようにしています。地域に於いては、(松川地区)徘徊模擬訓練(４回）を毎年地域

ぐるみで実施しており、認知症に対する理解を深めています。

事業分野 　　高齢　　・　　障がい　　・　　児童　　・　　その他（　　　　　　　　　　　　　　）

求人募集施設の

名称・所在地

（種別） （施設・事業所名）（市町村名） （種別） （施設・事業所名） （市町村名）

特養・短期入所 ロング・ライフ 福島市 訪問看護 ロング・ライフ訪問看護ステーション

令和元年度　第２回　福祉の職場　合同就職説明会
ブース

№ 3施設・事業所フェイスシート

（ふりがな） シャカイフクシホウジンライフ・タイム・フクシマ

連絡先

〔担当者（職名）〕大内

〔電話番号〕0245675800

〔ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ〕long-life@aqua.ocn.ne.jp
法人名 社会福祉法人ライフ・タイム・福島

【メッセージ】当法人のホームページ、フェイ

スブックページに、日々の取り組みや活動を掲

載しています。是非ご覧ください♡

一緒に、

成長しませんか？

社会福祉法人ライフ・タイム・福島は、福島

市南方部を中心に、多数の事業所を運営して

います。特別養護老人ホームはもちろん、看

護小規模やグループホーム、定期巡回サービ

ス等の在宅サービスもあり、高齢者ケアを学

ぶ環境が整っています。私たちとともに、成

長したいと思って下さる方の、ご応募お待ち

しています！

http://www.life-time-fukushima.jp/


① ⑥

② ⑦

③ ⑧

④ ⑨

⑤ ⑩

求める人材

当法人は、利用者様一人一人に合ったサービスを提供しているため、様々なケースに対応できる知識と技術を身に付けられ

る方を求めています。今その知識や技術がなくても、職員一人一人の分かる・分からないや出来る・出来ないに着目した適

切な指導をしているため、安心して長く勤めることができます。学ぶことが好き、新しいことを始めたい、誰かを感動させ

たい、自分を知って欲しい、と思っている方は、是非面接にお越しください。

職員の育成方針

や資格取得支援
職員と相談の上、資質向上のための研修受講に要する勤務シフトの調整等の資格取得支援の実施

≪フリースペース≫

HPのURL http://www.tahokai.jp

可

・

否

採用人数 1 5 5

上記採用人数のうち

現在も在籍する人数
0 4 4

採用実績及び

定着状況

（R1.12.1現在）

平成30年度 平成29年度 平成28年度
職場見学・

体験

の受入れ

特別養護老人ホーム 宝寿木村屋 福島市

特別養護老人ホーム まちなか宝生園 福島市

法人の強みや

持ち味

当法人は「多」くの「宝（高齢者）」の方々に報恩の誠を尽くす「会」として、広く深くその功績を

称えていくことを誓い「多宝会」と命名されました。「日々に心・日々に信・日々に新」という確固

たる理念のもと、これまでも、そしてこれからも”人間主義”を貫き、”心”を大切にする社会福祉法人

として、その使命と義務を全うし続けます。

事業分野 　　高齢　　・　　障がい　　・　　児童　　・　　その他（　　　　　　　　　　　　　　）

求人募集施設の

名称・所在地

（種別） （施設・事業所名）（市町村名） （種別） （施設・事業所名） （市町村名）

特別養護老人ホーム アリヴァーレ宝生園 福島市

令和元年度　第２回　福祉の職場　合同就職説明会
ブース

№ 4施設・事業所フェイスシート

（ふりがな） しゃかいふくしほうじん　たほうかい

連絡先

〔担当者（職名）〕

石本　裕人

〔電話番号〕024-522-6611
法人名 社会福祉法人　多宝会

介護支援ロボット導入いたしまし

た！現場負担軽減に役にたってい

仲間なりませんか？

内部研修、外部研修も充実し

ています。

レクリエーションも充

実！！

ミーティング風

http://www.tahokai.jp/


① ⑥

② ⑦

③ ⑧

④ ⑨

⑤ ⑩

求める人材

家庭的な明るい職場で、若い方でも、初心者でも、楽しみ・やりがいを持って勤務されております。

比較的交通に便利でありますので、福島市や伊達市などを中心に他県からも多くの職員が勤務をしております。（勤務状

況等は直接確認をしてください。）

新しい施設で、同一敷地内に５事業所を展開しております。

職員の育成方針

や資格取得支援

社会福祉施設に関する知識・技術などを指導者(プリセプター)が6ケ月～１２ケ月かけて指導・教育を行っていきます。

新人・未体験などの方でも多く勤務されております。また定期的に職員研修・勉強会などを開催して資質向上を図ってお

ります。法人として各種資格支援・助成などにも積極的に取り組んでおります。

≪フリースペース≫

【健康でやる気のある方】　【高齢者と接することが好きな方】　【幅広い年齢層と一緒に働ける方】など

介護等に興味関心のある方は是非、説明を聞いてみて下さい。

介護職員初任者研修／介護職員実務者研修／介護福祉士

介護支援専門員／生活相談員／管理栄養士

看護師／准看護師／理学療法士／作業療法士／言語聴覚士

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　などの支援資格取得助成制度あり

同一敷地内にすべての事業所を運営しており、和風木造平屋作りで地域の景観とマッチしている

法人であります。

トップダウンによる職員の教育でなく、ボトムアップを考えて職員のひとり一人を大切にしておりますので、

施設見学など積極的に受入ており、採用人数・定着率のアップにつながっております。

年間休日数／１２１日　(月平均１０日休日数)　有給休暇消化率は約８日／年間平均

HPのURL http://kunimi-sato.or.jp

可

・

否

採用人数 31 46 23

上記採用人数のうち

現在も在籍する人数
29 44 19

採用実績及び

定着状況

（R1.12.1現在）

平成30年度 平成29年度 平成28年度
職場見学・

体験

の受入れ

認知症対応型
グループホーム

国見の丘
国見町

特別養護
地域密着型特別養護

国見の杜
国見町

短期入所
ショートステイ

国見の里
国見町

通所介護
デイサービス

国見の里
国見町

法人の強みや

持ち味

「いのち・人格・人権」を尊重し、年齢や障害にかかわらず、あらゆる人が「共に住み」「共に生きる社会」

を築くことを目的として、何よりも「人間の尊厳」を大切にする福祉施設をつくり、地域とともに歩みます。

「安心・信頼・奉仕」という法人理念をもとに、私たち厚慈会は地域に根づき親しまれる施設運営を心がけ次

世代の社会福祉を推進して行きます。

事業分野 　　高齢　　・　　障がい　　・　　児童　　・　　その他（　　　　　　　　　　　　　　）

求人募集施設の

名称・所在地

（種別） （施設・事業所名）（市町村名） （種別） （施設・事業所名） （市町村名）

特別養護
特別養護老人ホーム

国見の里
国見町

令和元年度　第２回　福祉の職場　合同就職説明会
ブース

№ 5施設・事業所フェイスシート

（ふりがな） しゃかいふくしほうじん　こうじかい

連絡先

〔担当者（職名）〕

　　齋藤 茂樹(総括施設長)

〔電話番号〕024-585-5161
法人名 社会福祉法人　厚慈会

http://kunimi-sato.or.jp/


① ⑥

② ⑦

③ ⑧

④ ⑨

⑤ ⑩

求める人材

協調性があり明るく健康な方、責任感のある方、介護業務に興味のある方、大歓迎です。

職員の育成方針

や資格取得支援

　新入職員へのマンツーマン指導や介護福祉士資格取得のため、中央学院が主催する介護職員実務者

研修通信教育受講者への支援（スクーリング参加者への休暇促進・支援）等を行っています。

≪フリースペース≫　職場全体が明るく、女性が安心して働ける職場です。施設長をはじめ多くの女性職員が活躍して

います。是非、職場見学にお出で下さい。

HPのURL https://www.elder-land.jp/

可

・

否

採用人数 28 15 20

上記採用人数のうち

現在も在籍する人数
11 10 8

採用実績及び

定着状況

（R1.12.1現在）

平成30年度 平成29年度 平成28年度
職場見学・

体験

の受入れ

訪問介護 訪問介護サービス 福島市

居宅介護支援 居宅介護支援センター 福島市

法人の強みや

持ち味

　①「医療と介護の普及」をモットーとしています。②介護老人保健施設エルダーランド、並びに地域包括ケア

ステーション（福島市吉井田地域包括支援センター、居宅支援センター、訪問介護サービス、訪問看護ステー

ション、訪問リハビリテーション）連携で様々な介護サービスを展開しています。③シンク２１グループとして

社会福祉法人福島福祉会、社会福祉法人ライフ・タイム・福島と連携して介護福祉向上に努めています。

事業分野 　　高齢　　・　　障がい　　・　　児童　　・　　その他（　　　　　　　　　　　　　　）

求人募集施設の

名称・所在地

（種別） （施設・事業所名）（市町村名） （種別） （施設・事業所名） （市町村名）

介護老人保健施設 エルダーランド 福島市

令和元年度　第２回　福祉の職場　合同就職説明会
ブース

№ 6施設・事業所フェイスシート

（ふりがな） (い）はくじゅかい

連絡先

〔担当者（職名）〕

事務次長　佐藤美典

〔電話番号〕024-545-8431
法人名 医療法人　白寿会（エルダーランド）

https://www.elder-land.jp/


① ⑥

② ⑦

③ ⑧

④ ⑨

⑤ ⑩

求める人材

・利用者主体の支援、思考で誠実に仕事ができる方   ・コミュニケーションを大切にできる方

・人の幸せの為に仕事をすることが自分の「やりがい」として感じることができる方

・課題解決に向けて主体的に行動し、常に自己研鑽に努めることができる方

職員の育成方針

や資格取得支援

・担当スタッフによる新人職員研修あり　・年に2回法人内で外部講師を招いたり、担当スタッフによる研修あり

・ＯＪＴ、ＥＡＰ研修、外部研修　他法人交流研修あり　　・職員保育施設あり

・子育て期における配属事業所、勤務地等の相談可        【資格取得支援】希望休等の配慮のみ

≪フリースペース≫

今まで感じたことのない感動や価値観との出会い、体験ができる職場だと思います。障がいの有無にかかわらず、社会

のなかで生活しづらい人すべての方に、地域で安心して過ごしていただけるようサポートしていく、魅力ある職場で

す。是非一緒にこの喜びを分かち合いませんか。

HPのURL http://asaka.or.jp/aiikuen/

可

・

否

採用人数 15 18 17

上記採用人数のうち

現在も在籍する人数
14 16 9

採用実績及び

定着状況

（R1.12.1現在）

平成30年度 平成29年度 平成28年度
職場見学・

体験

の受入れ

入所支援

（成人）

障害者支援施設

あさかあすなろ荘
郡山市

放課後等

デイサービス
安積愛育園パローネ 郡山市 生活介護

多機能支援センター

ビーボ
本宮市

郡山市

郡山市

児童発達支援 通所支援事業所チエロ 郡山市 居宅介護
地域生活サポート

センターパッソ（居宅）
郡山市

相談支援 相談支援事業所エッコ 郡山市 生活介護
地域生活サポートセンター

パッソ

法人の強みや

持ち味

当法人の特徴として、アート（unico）スポーツ（スペシャルオリンピックス）音楽(ラテンパーカッションHANA)など、障が

いの有無に関わらず、個々の素晴らしさを表現し活躍する機会を積極的に提供しています。

また公益事業として、はじまりの美術館やキッズスタジオPORTA（こども食堂）など地域に必要とされる事業展開も行ってい

ます。

事業分野 　　高齢　　・　　障がい　　・　　児童　　・　　その他（　　　　　　　　　　　　　　）

求人募集施設の

名称・所在地

（種別） （施設・事業所名）（市町村名） （種別） （施設・事業所名） （市町村名）

入所支援

（児童）

入所支援事業所アルバ 郡山市
グループ

ホーム
グループホームポルタ

令和元年度　第２回　福祉の職場　合同就職説明会
ブース

№ 7施設・事業所フェイスシート

（ふりがな） しゃかいふくしほうじん　あさかあいいくえん

連絡先

〔担当者（職名）〕法人本部　品川寿仁

〔電話番号〕　024-947-7575

               　(あさかあすなろ荘内)

〔メール〕 contact@aiikuen.or.jp

法人名 社会福祉法人　安積愛育園

（上）ビーボ

2019年5月に新築となりました、

本宮市のビーボです。新しい事業所

で一緒に働いてみませんか？

児童期～成人期と多岐にわたり

サポートできます。

様々な職種のスタッフ

（保育士・介護福祉士・社会福祉

士・臨床心理士・言語聴覚士等）が

勤務しています。

http://asaka.or.jp/aiikuen/


① ⑤

② ⑥

③ ⑦

④ ⑧

求める人材

　*誰かの笑顔をみたいと思う方

　*新しい事へ取り組むことに意欲的な方

　*楽しみながら長く働きたい方

職員の育成方針

や資格取得支援

　*未経験者をプロとして育てます*

　　→中途採用者向けの研修内容も個別にカスタマイズ。納得いくまで指導員に付けます

　　→職員主体の教育委員会が、毎月1回は勉強会を実施。基礎・応用共に参加できます

　　→資格を取得するための研修や試験日は、特別有給休暇が利用できます（年10日）

HPのURL http://www.ai-ai.or.jp/

可

・

否

採用人数 9 13 13

上記採用人数のうち

現在も在籍する人数
5 9 5

採用実績及び

定着状況

（R1.12.1現在）

平成30年度 平成29年度 平成28年度
職場見学・

体験

の受入れ

グループホーム だんらん笹谷 福島市

法人の強みや

持ち味

①「そこに有ってよかった」施設として、各地域での交流と役割が確立しています

②未経験者を介護のプロに育てます（現在6割が介護福祉士を所持）

③プロになった後も、マイスター制度を含むキャリアアップを法人がフォローしています

事業分野 　　高齢　　・　　障がい　　・　　児童　　・　　その他（　　　　　　　　　　　　　　）

求人募集施設の

名称・所在地

（種別） （施設・事業所名）（市町村名） （種別） （施設・事業所名） （市町村名）

特別養護

老人ホーム
みず和の郷 福島市

令和元年度　第２回　福祉の職場　合同就職説明会
ブース

№ 8施設・事業所フェイスシート

（ふりがな） しゃかいふくしほうじん　あいあいふくしかい

連絡先

〔担当者（職名）〕

　渡邉祐子　（事務課長）

〔電話番号〕 024-567-7700
法人名 社会福祉法人　あいあい福祉会

『介護を仕事で考えたこと？無かった！自分でも想定外！』 

 

そんな人たちが、あいあい福祉会にはたくさんいます。 

それが皆、国家資格の介護福祉士になっている不思議。 

介護という仕事に秘密があるのか、あいあい福祉会に秘密があるのか。 

 

 その秘密、知りたいと思いません？ 

あなたの気持ちも変わるかも…😏 まずは見学おすすめ！ 

http://www.ai-ai.or.jp/


① ⑥

② ⑦

③ ⑧

④ ⑨

⑤ ⑩

≪フリースペース≫


未経験者の方も、経験者の方も、以前経験していた方も歓迎いたしております。介護関係の資格取得も

お手伝いいたします。介護を通じて、人の大切さを知っていただければ幸いです。また同じ考えを共有

できる仲間を作ってください。そしてそれは自己の人間力の向上につながると思います。

見学はいつでも可能です。お待ちしております。

求める人材
　高齢者の立場に立った見方のできる方、ケアに対しての知識習得意欲のある方、やる気の

ある方。ぜひいらして下さい。(経験は問いません)

職員の育成方針

や資格取得支援

基礎知識を学んだあと、ユニットリーダーと同じシフトでユニット入居者のADLをしっかりおぼえ

て頂きます。ケアに携わる知識は、月一度の施設内研修および外部研修でしっかり習得して頂きた

いと思います。任意で行きたい研修についても各個に要望をお伺いしています。

HPのURL http://www.iino-furusatomura.com

可

・

否

採用人数 14 18 51

上記採用人数のうち

現在も在籍する人数
10 9 30

職場見学・

体験

の受入れ

採用実績及び

定着状況

（R1.12.1現在）

平成30年度 平成29年度 平成28年度

法人の強みや

持ち味

　平成28年4月開所以降、4年目に入った施設です。飯野ふるさと村としてのケアの基盤がしっかり

としてきました。ユニット型の特養を中心に個別ケアを目指しています。困った時に、お互いさま

だからと言える職場です。ぜひ一度いらしてください。

事業分野 　　高齢　　・　　障がい　　・　　児童　　・　　その他（　　　　　　　　　　　　　　）

求人募集施設の

名称・所在地

（種別） （施設・事業所名）（市町村名） （種別） （施設・事業所名） （市町村名）

特別養護老人ホーム 飯野ふるさと村 福島市

令和元年度　第２回　福祉の職場　合同就職説明会
ブース

№ 9施設・事業所フェイスシート

（ふりがな） しゃかいふくしほうじん いいのふるさとふくしかい

連絡先

〔担当者（職名）〕金澤弘隆(施設長)

〔電話番号〕024-572-7801(代)

〔ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ〕iinofurusatomura@outlook.jp
法人名 社会福祉法人飯野ふるさと福祉会

http://www.iino-furusatomura.com/


① ⑥

② ⑦

③ ⑧

④ ⑨

⑤ ⑩

求める人材
利用者に寄り添い、同僚と協力しながら「常に一つ上を目指す」気持ちのある方を歓迎いた

します。

職員の育成方針

や資格取得支援

マニュアルに沿って、先輩職員が付き添いながら業務を覚えていただきます。

未経験者の方も安心してスキルアップが図られます。

≪フリースペース≫

①今年で開設から12年目となったまだまだ若い施設です。実績が少ない分常に新しいことにチャレンジしな

がら、地域No.1を目指しています。

②施設は、安達太良山を望む旧安達町にあり、穏やかな気候に包まれ、ゆったりした時間の中で運営されて

います。

③アクセスは、１）JR安達駅から徒歩5分。２）国道4号線から車で5分。３）東北道二本松ICもしくは福島松

川PAから車で10分。福島市や郡山市からも車で30分以内　と、交通の便に恵まれています。

④職員数は、77名（令和元年11月現在）。ほとんどが地元の出身で、「住み慣れた町」「住み慣れた環境」

で働いています。

⑤事業展開としては、長期入所定員100名（内ショートステイ5名）、通所リハビリテーション定員45名、訪

問リハビリテーション、居宅介護支援事業所を実施しています。

HPのURL http://www.sg-adatara.jp/

可

・

否

採用人数 8 8 7

上記採用人数のうち

現在も在籍する人数
7 6 4

採用実績及び

定着状況

（R1.12.1現在）

平成30年度 平成29年度 平成28年度
職場見学・

体験

の受入れ

法人の強みや

持ち味

①東北エリアで広域に医療・介護事業所を展開する「SGグループ」が、福島県で運営する施設です。

（事業所数200か所、職員数約4,700人…令和元年12月現在）

②地域に密着し「地元の高齢者を地元の職員がケアする」地産地消型の運営を実施しています。

事業分野 　　高齢　　・　　障がい　　・　　児童　　・　　その他（　　　　　　　　　　　　　　）

求人募集施設の

名称・所在地

（種別） （施設・事業所名）（市町村名） （種別） （施設・事業所名） （市町村名）

老健 老健あだたら 二本松市

令和元年度　第２回　福祉の職場　合同就職説明会
ブース

№ 10施設・事業所フェイスシート

（ふりがな）   イリョウホウジンコウシンカイ

連絡先

〔担当者（職名）〕

　事務長　伊藤義徳

〔電話番号〕0243-62-3700
法人名   医療法人　幸信会

http://www.sg-adatara.jp/


① ⑥

② ⑦

③ ⑧

④ ⑨

⑤ ⑩

HPのURL http://koseikai-star.com/

　　年間休日110日に加え、下記特別休暇が5日あります！！

　　・リフレッシュ休暇　　3日（公休、有休とは別に1年に1度、特別休暇として3連休取得できます）

　　・バースデイ休暇　　　1日（自分の誕生日が休日になります）

　　・ハッピーデイ休暇　　1日（自分の記念日やハッピーな日が休日になります）

　　★仕事も100％、だけど遊びや趣味、子育ても100％やってほしい！！

　　　働く職員も幸せに思える施設作りを目指しております！！

求める人材

福祉に興味のある方、大歓迎です！！資格、経験なくても大丈夫！！

法人の理念は「自らが受けたいと思う医療と福祉の創造」です。

法人の理念に共感し、理念実現のために行動できる人材を求めています。

職員の育成方針

や資格取得支援

未経験の方でも安心して仕事が出来るようになるまで、先輩職員とマンツーマン体制で仕事をしてもらいます。

法人で実務者養成講座を開講しており、「介護福祉士」取得をバックアップのため、受講料無料（全額法人負

担）で無理なく職場で資格が取得できます。

　☆人にやさしい法人　湖星会☆

可

・

否

採用人数 22名（内福島9名） 35名（内福島13名） 67名（内福島21名）

上記採用人数のうち

現在も在籍する人数
21名（内福島8名） 33名（内福島11名） 43名（内福島13名）

採用実績及び

定着状況

（R1.12.1現在）

平成30年度 平成29年度 平成28年度
職場見学・

体験

の受入れ

特養・DS ラスール伊達 伊達市

特養 ラスール坂下 会津坂下町

複合施設 オハナハウス 二本松市

特養・DS 万葉の郷 福島市

法人の強みや

持ち味

①福島県内に5施設15事業所、県外にも4施設12事業所あり広域に事業を展開してます。

②ユニットケアを推進しており、みどりの郷では平成25年に当施設の取り組むユニットケアの水準が

一定の評価を受け、福島県内初のユニットリーダー研修実地研修施設に認定されました。

事業分野 　　高齢　　・　　障がい　　・　　児童　　・　　その他（　　　　　　　　　　　　　　）

求人募集施設の

名称・所在地

（種別） （施設・事業所名）（市町村名） （種別） （施設・事業所名） （市町村名）

特養 みどりの郷 二本松市

令和元年度　第２回　福祉の職場　合同就職説明会
ブース

№ 11施設・事業所フェイスシート

（ふりがな） しゃかいふくしほうじん　こせいかい

連絡先

〔担当者　採用担当　佐藤尚文〕

〔電話番号〕0243-66-2660
法人名 社会福祉法人　湖星会

http://koseikai-star.com/


① ⑥

② ⑦

③ ⑧

④ ⑨

⑤ ⑩

求める人材

医療福祉事業は、人の生命に携わる領域であると共に、お客様お一人おひとりの生活に奉仕する仕事です。家庭や学生生活

の体験等を通じて、福祉への素朴な情熱や意欲を示していただける方を特に求めます。

職員の育成方針

や資格取得支援

KOYAMA College実務者養成講座開講。

職員は施設で仕事をしながら介護福祉士の資格取得に向けた勉強をすることが出来ます。

受講料無料！　講師は先輩職員！　職場が教室！

≪フリースペース≫

私たち平成会は「人創り」にこだわっています！　事業運営の原動力となるのが「人」であるという考え方から、対

人援助を求められる介護福祉業界において「グループの資産＝人財」という定義を定めており、その資産価値を高め

続けていくことで、ご利用されるお客様お一人おひとりの生活がより豊かなものとなり、結果として法人がその地域

で永続発展していけるものと信じています。そのため、人財育成・キャリア開発には、特に力を注いでいます。

HPのURL http://www.heiseikai-group.com/

可

・

否

採用人数 153 279 181

上記採用人数のうち

現在も在籍する人数
91 140 85

採用実績及び

定着状況

（R1.12.1現在）

平成30年度 平成29年度 平成28年度
職場見学・

体験

の受入れ

グループホーム 希の家 郡山市御前南 居宅 健康倶楽部郡山居宅 郡山市西ノ内

デイサービス 守山 郡山市田村町 ショートステイ ファミリアーレ 郡山市安積町

郡山市御前南

郡山市並木

デイサービス ファンコート郡山 郡山市安積町 小規模多機能型 エスポワール 郡山市八山田

デイサービス ファミリアーレ 郡山市安積町 小規模多機能型 アルコート並木

法人の強みや

持ち味

「自らが受けたいと思う医療と福祉の創造」を理念にお客様一人ひとりの心に寄り添うケアを行動指

針とします。福島県会津並びに県中地域に１８施設３７事業所を運営。ＩＳＯ９００１認証のもと広

域多様なサービス提供を通じて、福祉人財の積極採用に努めています。さらに全国１８都道県に３２

法人、職員総数１万２千名超の湖山医療福祉グループを形成しています。

事業分野 　　高齢　　・　　障がい　　・　　児童　　・　　その他（　　　　　　　　　　　　　　）

求人募集施設の

名称・所在地

（種別） （施設・事業所名）（市町村名） （種別） （施設・事業所名） （市町村名）

介護付有料

老人ホーム
ファンコート郡山 郡山市安積町 グループホーム オークヒルズ

令和元年度　第２回　福祉の職場　合同就職説明会
ブース

№ 12施設・事業所フェイスシート

（ふりがな） いりょうほうじんしゃだん　へいせいかい　こおりやまじぎょうぶ

連絡先

〔担当者（職名）〕

林　弘樹（総務部　課長）

〔電話番号〕0242-36-7261
法人名 医療法人社団　平成会　郡山事業部

http://www.heiseikai-group.com/


① ⑥

② ⑦

③ ⑧

④ ⑨

⑤ ⑩

求める人材

・素直で明るく、元気に前向きな方。

・高齢者を敬うことのできる方。

・思いやりと、仕事に対して向上心のある方。

職員の育成方針

や資格取得支援

・施設内外での研修参加、OJTにより、個別の進捗に合わせた指導。

・プリセプター、エルダー制を敷き、悩みや不安を解消しています。

・個人のスキル、環境に合わせた変則勤務の体験を勧めている。

≪フリースペース≫

地域に根ざした医療・介護をお届けするために、様々な場を設けています。日ごろの感謝の気持ちと法人の取り組みを

知って頂くためのヘルスケアフォーラム祭、地域の皆様との情報の共有と意見の交換を図る地域懇談会、脳卒中や心筋

梗塞などの予防の為の健康講演会等、いろいろな形で地域との接点を設けています。愛される病院・施設であり続ける

ために、地域の皆様の声に傾け、共に歩み続けます。新しいことへのチャレンジができる風土があります。24時間365

日の保育室が完備され、子育てしながら働くことができます。高齢者の在宅生活を支援する、やりがいのあるお仕事に

一緒に取り組みましょう。

HPのURL http://www.azumanh.or.jp

可

・

否

採用人数 69 51 62

上記採用人数のうち

現在も在籍する人数
53 36 38

採用実績及び

定着状況

（R1.12.1現在）

平成30年度 平成29年度 平成28年度
職場見学・

体験

の受入れ

認知症デイサービス ふるさといいざか 福島市

介護付き有料老人ホー

ム
ライフガーデンあづま 福島市

小規模多機能型居宅介

護事業所
なじみの里 福島市

法人の強みや

持ち味

・メンタルサポート・24時間365日保育室などの充実した福利厚生

・複数の勤務形態

・各種資格取得支援、研修受講支援など

事業分野 　　高齢　　・　　障がい　　・　　児童　　・　　その他（　　　　　　　　　　　　　　）

求人募集施設の

名称・所在地

（種別） （施設・事業所名）（市町村名） （種別） （施設・事業所名） （市町村名）

介護老人保健施設 ケアフォーラムあづま 福島市

令和元年度　第２回　福祉の職場　合同就職説明会
ブース

№ 13施設・事業所フェイスシート

（ふりがな） しゃかいいりょうほうじん　しゅうこうかい

連絡先

〔担当者（職名）〕

経営管理部　人事課　渡邉浩美

〔電話番号〕024-546-3911
法人名 社会医療法人　秀公会

http://www.azumanh.or.jp/


① ⑥

② ⑦

③ ⑧

④ ⑨

⑤ ⑩

求める人材

素直な心で仲間との協調性を大事にできる、向上心を持った方を歓迎いたします。

介護を必要とされる方の人生に深くかかわり、感謝される喜びとやりがいを感じられる仕事です。

幣法人にて「介護職員初任者研修」を実施しており、無資格でも安心して働き始めることができます。

職員の育成方針

や資格取得支援

基本的な介護技術の習得、利用者一人ひとりの状況に合わせた対応力、細やかな心配りができる気づ

き等、職員個々の技術力向上を図りながら利用者が人として当たり前の生活が送れるよう、チームの

中で能力が発揮できる人財の育成を心がけています。

１、通信教育・国家試験等の費用助成制度あり。

２、国家試験対策の実施。予想問題等の無料配布や模擬試験の実施。

３、スクリーニング時の代替職員の確保。

４、「介護職員初任者研修」の実施。

≪フリースペース≫

介護ロボットやスライディングボード、移乗用リフトなど福祉用具を積極的に導入しており、負担の軽減を図ってい

ます。また、「いずみの郷」では全室にベッドセンサーを設置することで脈拍や呼吸数、体の動きを測定することで

データ化を行うことで職員の負担、特に夜間の負担軽減を図っています。

　福祉用具も導入するだけでなく、福祉用具の使用方法も併せて指導する体制をとっています。

　来年度も「介護職員初任者研修」を実施する予定であり、働きながらでも資格取得ができるよう法人が応援しま

す。昨年度は17名の受講生が修了しています。

　介護福祉士国家試験対策として、模擬試験や対策講座なども実施しており、毎年多くの職員が合格しています。

企業主導型保育事業「キッズガーデンなごみ」がオープンし、職員ばかりでなく地域の皆様からもご好評いただいて

おります。

幣法人は勤務する職員が安心して働ける環境づくりを実践しています。

HPのURL https://nagomi-w.or.jp/

可

・

否

採用人数 50 31 39

上記採用人数のうち

現在も在籍する人数
46 19 20

採用実績及び

定着状況

（R1.12.1現在）

平成30年度 平成29年度 平成28年度
職場見学・

体験

の受入れ

ショートステイ 輝楽里 福島市

グループホーム ほばら 伊達市

福島市

特養 特養いずみの郷 福島市

グループホーム みなみふくしま 福島市

法人の強みや

持ち味

職員が楽しく働けるよう、一人ひとりのワークライフバランスを大切にしながら、福利厚生の充実と

職場環境の整備に努めています。また、目標実現するために様々な研修を実施するなど、キャリア

アップをサポートしています。

事業分野 　　高齢　　・　　障がい　　・　　児童　　・　　その他（　　　　　　　　　　　　　　）

求人募集施設の

名称・所在地

（種別） （施設・事業所名）（市町村名） （種別） （施設・事業所名） （市町村名）

特養 特養なごみの郷 福島市 保育 キッズガーデンなごみ

令和元年度　第２回　福祉の職場　合同就職説明会
ブース

№ 14施設・事業所フェイスシート

（ふりがな） しゃかいふくしほうじん　なごみ

連絡先

〔廣川宗之（企画広報部長）〕

〔024-573-7555〕

〔hirokawa@nagomi-w.or.jp〕
法人名 社会福祉法人なごみ

https://nagomi-w.or.jp/


① ⑥

② ⑦

③ ⑧

④ ⑨

⑤ ⑩

求める人材

活気のある人、素直な人、やる気のある人、向上心のある人を募集いたします。

当施設では施設内での研修は勿論のこと、施設外での研修にも積極的に参加しています。

新たな制度を取り入れて、やりがいのある職場環境づくりを行っております。キャリアアップを目指して共に励んでいきま

しょう。

職員の育成方針

や資格取得支援

【育成方針】入職時に法人グループの理念・概念を含めた研修を実施。配属後は、安心して働くことができるよ

うに先輩職員がプリセプトでサポートします。OJT・Off-JTにも力を入れています。

【資格取得支援】休日の調整及び受験費用等一部補助を行っております。

≪フリースペース≫

HPのURL http://www.seiaikai.jp/

可

・

否

採用人数 21 18 26

上記採用人数のうち

現在も在籍する人数
19 14 18

採用実績及び

定着状況

（R1.12.1現在）

平成30年度 平成29年度 平成28年度
職場見学・

体験

の受入れ

有料老人ホーム 生愛ﾋﾙﾄｯﾌﾟ・ﾙﾈｻﾝｽ 福島市

法人の強みや

持ち味

①個人のライフスタイルに合わせた働き方ができる環境

②福利厚生が充実

③接遇に力を入れ、心地よい環境づくり

事業分野 　　高齢　　・　　障がい　　・　　児童　　・　　その他（　　　　　　　　　　　　　　）

求人募集施設の

名称・所在地

（種別） （施設・事業所名）（市町村名） （種別） （施設・事業所名） （市町村名）

介護老人保健施設
生愛会ナーシング

ケアセンター
福島市

令和元年度　第２回　福祉の職場　合同就職説明会
ブース

№ 15施設・事業所フェイスシート

（ふりがな） いりょうほうじん　せいあいかい

連絡先

〔担当者（職名）〕

　佐々木 清憲（執行役員）

〔電話番号〕024-555-2244
法人名 医療法人　生愛会

http://www.seiaikai.jp/


① ⑥

② ⑦

③ ⑧

④ ⑨

⑤ ⑩

HPのURL http://www.Seiaikai.jp/

求める人材

・知識も必要ですが、人間性を重視します。前向きに頑張ってくれる人を求めています。

・小規模でアットホームな施設ですのでスタッフ同士も仲が良く、チームワークは、抜群です。

・夜間急変のバックアップ体制が整っています。（施設長が看護職なので、何かあれば駆けつける体制ができていて安心で

す。）・研修などもいろいろ参加できて学ぶ機会は、多くあります。

職員の育成方針

や資格取得支援

・キャリアパス制度を導入　・個別指導

・模擬試験の費用を法人で一部負担。受験の為の休日優遇。

　特別養護老人ホーム３０床、グルプホーム９床のアットホームな施設です。小規模な分だけ利用者や職員への手厚い

対応ができる事が良いところです。入所後は充実した内容のオリエンテーションが行われ、毎月1回以上の施設内研修

を開催してます。未経験の方でも先輩が優しく教えてくれるので、分からないことは　何でも気軽に聞くことができて

安心です。各種保険加入、退職金制度もあります。育児休暇も安心して取得できて、女性も働きやすい職場です。

施設見学も随時可能です。

可

・

否

採用人数 3 6 1

上記採用人数のうち

現在も在籍する人数
1 2 1

職場見学・

体験

の受入れ

採用実績及び

定着状況

（R1.12.1現在）

平成30年度 平成29年度 平成28年度

特別養護老人ホーム 生愛ガーデン 福島市

法人の強みや

持ち味

特養30床、グループホーム1ユニットと規模は小さいですが、各種研修会（外部）への参加等、積極

的に参加し学ぶ機会も多くあり、個別指導も行っています。

事業分野 　　高齢　　・　　障がい　　・　　児童　　・　　その他（　　　　　　　　　　　　　　）

求人募集施設の

名称・所在地

（種別） （施設・事業所名）（市町村名） （種別） （施設・事業所名） （市町村名）

ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ 生愛レジデンス 福島市

令和元年度　第２回　福祉の職場　合同就職説明会
ブース

№ 15施設・事業所フェイスシート

（ふりがな） しゃかいふくしほうじん　せいあいふくしじぎょうだん

連絡先

〔担当者（職名）〕桑原千明 総務

〔電話番号〕024－555－5311
法人名 社会福祉法人　生愛福祉事業団

http://www.seiaikai.jp/


① ⑥

② ⑦

③ ⑧

④ ⑨

⑤ ⑩

求める人材

利用者様がその人らしく生活できるために、どのようなタイミングで何をすればよいのかを見極めることが出来る。常に利

用者様や介護者の目線に立つことができる。このような方をお待ちしております。

職員の育成方針

や資格取得支援

キャリアパスに従い、内部や外部の研修を行います。年度末には評価ｼｰﾄを用いて評価と面談を行い

ます。　希望する研修には、研修費と旅費の助成制度もあります。

≪フリースペース≫　難しいことはさておき、まずは「お年寄りが好きであること」、これが第一条件だと思ってお

ります。　経験の有無は問いません。　短時間の勤務がご希望の場合も、柔軟に対応いたします。未経験の方には懇

切丁寧に指導致しますので、どうぞご応募ください。

HPのURL https://s-hiyori.com

可

・

否

採用人数 4 2 1

上記採用人数のうち

現在も在籍する人数
2 2 0

採用実績及び

定着状況

（R1.12.1現在）

平成30年度 平成29年度 平成28年度
職場見学・

体験

の受入れ

法人の強みや

持ち味

伊達市伊達郡を中心に、介護される人、介護する人がいきいきとした生活を送ることができるよう、

介護事業を行っております。

事業分野 高齢

求人募集施設の

名称・所在地

（種別） （施設・事業所名）（市町村名） （種別） （施設・事業所名） （市町村名）

訪問介護 ﾍﾙﾊﾟｰｽﾃｰｼｮﾝ日和 伊達市

令和元年度　第２回　福祉の職場　合同就職説明会
ブース

№ 16施設・事業所フェイスシート

（ふりがな） ゆうげんがいしゃ　しるばーせんかひより

連絡先

人事　田代

[電話番号]　024-527-2242
法人名 有限会社シルバー専科日和

https://s-hiyori.com/


① ⑥

② ⑦

③ ⑧

④ ⑨

⑤ ⑩

求める人材

就業意識をしっかりと持ち、社会人・組織人として向上心のある方。

利用者様とのコミュニケーションを大切に考えていただける方。

積極的に業務に取り組むことができ、「気づき」に気づくことができる方。

職員の育成方針

や資格取得支援

OJTにより全体的な業務能力処理や力量を育成します。

教育委員会を中心とした勉強会の開催、また施設内・外の研修会に積極的に参加し

スキルアップに努めております。

≪フリースペース≫

　職員親睦会も充実！楽しい企画満載です！

　チームワークも抜群！！

　【南東北病院まつりよさこい演舞】

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【特別賞を頂きました！】

HPのURL http://www.kaigo-kawamata.com/

可

・

否

採用人数 12 4 10

上記採用人数のうち

現在も在籍する人数
9 3 5

採用実績及び

定着状況

（R1.12.1現在）

平成30年度 平成29年度 平成28年度
職場見学・

体験

の受入れ

通所リハビリ 通所リハビリテーション 川俣町

通所介護 川俣デイサービス 川俣町

老健 リハビリ南東北川俣 川俣町

法人の強みや

持ち味

当法人は郡山市を中心に北は青森、西は大阪まで関連施設があり、「すべては患者さん・利用者さんのため

に」をモットーに医療・福祉サービスの充実に努めております。川俣町の施設は介護老人保健施設と介護老人

福祉施設が併設しており、様々な知識や経験を習得できる労働環境が整っております。

初心者の方でもスキルアップを目指し、安心して働くことができるように教育体制にも力を入れています。

事業分野 　　高齢　　・　　障がい　　・　　児童　　・　　その他（　　　　　　　　　　　　　　）

求人募集施設の

名称・所在地

（種別） （施設・事業所名）（市町村名） （種別） （施設・事業所名） （市町村名）

特養 シルクロード館 川俣町

令和元年度　第２回　福祉の職場　合同就職説明会
ブース

№ 17施設・事業所フェイスシート

（ふりがな）
しゃかいふくしほうじんみなみとうほくふくしじぎょうだん

いっぱんざいだんほうじんのうしんけいしっかんけんきゅうじょ

連絡先

〔担当者（職名）〕

今井　潤（事務課）

〔電話番号〕024-538-0081法人名
社会福祉法人南東北福祉事業団

一般財団法人脳神経疾患研究所

http://www.kaigo-kawamata.com/


① ⑥

② ⑦

③ ⑧

④ ⑨

⑤ ⑩

求める人材

・明るく、元気に、そして笑顔であいさつが出来る人。
・健康な人。
・前向きに努力出来る人。
◎介護未経験な方でも、高齢者の思いに寄り添える気持ちがあれば大丈夫です。一緒に介護のお仕事してみませんか？

職員の育成方針

や資格取得支援

事業所毎での月1回以上の研修のほか、南東北グループ全事業所が集まり、南東北グループ学術学会を年に1回開催しています。
介護分野はもちろんのこと、最先端医療も含め、医療人、福祉人としてスキルアップできる環境を整えています。
また、教育委員会を中心に様々な研修会を開催し、個人に合わせた資格取得をバックアップします。

～職員の声～
「ここで働いて良いところ？」
◎職員が明るく、優しい。
◎職員同士、他職種同士の連携や人間関係が良好。お互いを尊重しながら接している。
◎協力してくれる、相談できる仲間、上司がいる。
◎分からないことが多く不安でも、経験豊富な仲間がいる。
◎育児、家庭事情に理解があり、悩みを聞いてくれる。
◎入社時ホームヘルパーの資格しかなかったが、基礎からしっかり教えてもらえてよかった。
◎様々な個性を持った職員から、色々な事に気づかせてもらえる。自分も頑張ろうと思える。
◎介護の知識を深めるなどスキルアップ出来る。
◎業務をやりやすくしようと改善する姿が多く見られる。
◎幅広い年齢の方が働いて、男性も多く働いている。

「南東北グループが充実している所は？」
◎新入職員歓迎会や忘年会、球技大会など職員が参加する行事も豊富。
◎南東北グループ間での異動が可能。
◎介護処遇改善給付金がきちんと支給され、毎年昇給している。賞与も年2回支給ある。

HPのURL http://www.f-str.jp/healthcare_facility/

可

・

否

採用人数 4 5 5

上記採用人数のうち

現在も在籍する人数
4 3 5

採用実績及び

定着状況

（R1.12.1現在）

平成30年度 平成29年度 平成28年度
職場見学・

体験

の受入れ

法人の強みや

持ち味

・私たち「南東北グループ」は、福島県・宮城県・青森県・東京都・神奈川県で展開する医療・福祉の総合企業体です。
・リハビリをメインとした介護老人保健施設事業を行っており、介護予防事業以前から、パワーリハビリを導入するなど力を入れてきまし
た。
・チームケアを基本に、多職種間で協力できる環境がより良いケアを生み出し、利用者満足に繋げています。
・法人理念である「すべては利用者さんのために」を掲げ運営を行っています。

事業分野 　　高齢　　・　　障がい　　・　　児童　　・　　その他（　　　　　　　　　　　　　　）

求人募集施設の

名称・所在地

（種別） （施設・事業所名）（市町村名） （種別） （施設・事業所名） （市町村名）

介護老人保健施設 リハビリ南東北福島 福島市

令和元年度　第２回　福祉の職場　合同就職説明会
ブース

№ 18施設・事業所フェイスシート

（ふりがな） いっぱんざいだんほうじん　のうしんけいしっかんけんきゅうじょ

連絡先

〔担当者（職名）〕
 菅野あづみ（介護職）
〔電話番号〕
024-594-0155法人名 一般財団法人　脳神経疾患研究所

http://www.f-str.jp/healthcare_facility/


① ⑥

② ⑦

③ ⑧

④ ⑨

⑤ ⑩

求める人材 協調性があり、何事にも向上心をもってチャレンジできる人財を求めています。

職員の育成方針

や資格取得支援

医療と福祉の各領域にかかる知識と技術を身につけ、医療と福祉の進歩に柔軟に対応できるような人

財の育成をします。グループ独自の研修プログラムがあります。

グループ事業所での喀痰吸引研修（実地研修）など研修費用の補助あり

≪フリースペース≫

HPのURL http://hmcg.jp/fjh/

可

・

否

採用人数 9 19 20

上記採用人数のうち

現在も在籍する人数
4 6 5

採用実績及び

定着状況

（R1.12.1現在）

平成30年度 平成29年度 平成28年度
職場見学・

体験

の受入れ

通所介護 デイサービス桃の光 福島市

法人の強みや

持ち味

医療法人五光会は全国９つある病院グループ【医療介護ひかりグループ】の一員です。

福島市内では病院・有料老人ホーム・訪問介護・デイサービスなどの事業を展開しています。

院内保育をはじめ、長期休み（夏休み・冬休み）の学童保育もあり、仕事と育児の両立も可能です。

事業分野 　　高齢　　・　　障がい　　・　　児童　　・　　その他（　　　　　　　　　　　　　　）

求人募集施設の

名称・所在地

（種別） （施設・事業所名）（市町村名） （種別） （施設・事業所名） （市町村名）

訪問介護
福島寿光会病院指定訪問介護

ステーション
福島市

令和元年度　第２回　福祉の職場　合同就職説明会
ブース

№ 19施設・事業所フェイスシート

（ふりがな） イリョウホウジンゴコウカイ

連絡先

〔担当者（職名）〕

　       佐藤　（介護科長）

〔電話番号〕024-521-1370
法人名 医療法人五光会

介護職員・相談員募集中です。
働き方の希望を聞かせてください。

ブースでお待ちしています。

http://hmcg.jp/fjh/

