
  

 



 
  AGE 

25 
AGE 

25 

AGE 

29 

AGE 

35 

趣味はバスケットボール。 

休日は自分のチームや他のクラブ

チームでバスケをしています。 

〈ふるさと苑 介護職員〉 

江波戸さん 

ディズニーのプーさんが大好きです。 

平日のお休みでは、たまに遠出をした

り、ディズニーランドにも行きます。 

〈第二ふるさと苑里休 介護職員〉 

佐久間さん 

子育て中です。介護職から社会福祉士の

資格を取り、地域包括支援センターふる

さとで働いています。 

家族との時間も大切にできる職場です。 

〈地域包括支援センターふるさと 

 社会福祉士〉 

染谷さん 

未経験からスタートして介護職に就き、

今では介護支援専門員の資格を取って、

施設のケアマネジャー兼里休の副管理者

として働いています。 

仕事に励み、家に帰って子どもと遊ぶ毎

日が、幸せです。     

〈第二ふるさと苑 里休 副管理者〉 

鳥海さん 

アクティブに行動することが好き

なので、ジムに行ったり、友人と

ランチをしながら旅行する計画を

立て、出かけたりしています。 

〈ふるさと苑 介護職リーダー〉 

町田さん 

AGE 

33 



 
 
 
  

遅番勤務の 1日（例）10:30-19:30 

名前：江波戸さん  

年齢：25 歳 

職業：介護職員 

職歴：3年 

通勤手段：車で 20分 

プライベート 

ミーティング 

トイレ誘導 

食事介助 

休憩（昼食） 

おやつ介助等 

記録入力（ＰＣ） 

食事介助 

記録入力（ＰＣ） 

小休憩 

ふるさと苑を選んだ動機 

大学の授業で介護について学ぶ機会があ
り、それがきっかけで介護職を選びました。
ふるさと苑を選んだ理由は、新人教育が徹
底されていて、未経験でも安心して働ける
と思ったからです。 
 

職場の気に入っているところ 

残業がほとんどなく、希望休がとりやすい
ところです。職員も優しく話しやすい先輩
が多く、相談もしやすいです。 
 

休日の過ごし方 

休日は趣味のバスケをして過ごしていま
す。 
 

コメント 

介護ときくと「きつい」と思う方が多いと
思いますが、もしかしたら本当にやりたく
ない仕事もあるかもしれません。でも、つ
らいときや悩んだとき、相談に乗ってくれ
る職員がいてくれる環境に感謝していま
す。そしてなにより、ご利用者様の笑顔が
仕事の励みになります。 



 
  

早番勤務の 1日（例）7:00-16:00 

プライベート 

移動介助 

食事介助 

トイレ誘導 

整容 

整容 

休憩（昼食） 

食事介助 
小休憩 

入浴等 
おやつ介助 

ふるさと苑を選んだ動機 
介護とは無縁の大学だったのですが、
バディー制度があると聞いて、安心し
て働けそうと思い、ふるさと苑を選び
ました。 
 

職場の気に入っているところ 
職場の雰囲気がとても良く、職員とも
気軽に相談できるところ、ご利用者様
も明るく、楽しく仕事ができるところ
です。 
 
休日の過ごし方 
家でのんびり過ごしたり、友だちとご
飯に行ったりしています。 
 
コメント 
仕事をしていて大変なことや辛いこと
もでてきますが、その分楽しいことも
たくさんあります。すぐ相談できる職
員が近くにいてくれたり、なにより、ご
利用者様からの「ありがとう」の一言が
とても嬉しいです。 
人と関わることが好きなので、介護と
いう仕事を選んで良かったなと思いま
した。 
 

名前：佐久間さん  

年齢：25 歳 

職業：介護職員 

職歴：5 年 

通勤手段：車で 15分 



 
  

ふるさと苑を選んだ動機 

大学で高齢者分野の福祉について学
び、就活の際に、市原市で高齢者の
方々に携わる仕事ができる施設を探
し、ふるさと苑を見つけました。 

 

職場の気に入っているところ 

希望休、有給がとりやすく、資格取得
を支援していて、スキルアップもしや
すい環境です。また、仕事で悩んだと
きに上司や同僚が親身に相談に乗っ
てくれて、解決に向けて一緒に取り組
んでくれるところです。 

 

休日の過ごし方 

夫と子どもと公園で遊んだり、ショッ
ピングセンターで買い物をしたりし
ています。 

 

コメント 

地域の方々のお話しを聞く中で、福

祉・医療等様々な職種の方と連携し、

緊張はしますが、日々勉強になり、や

りがいになっています。 

地域包括支援センター勤務の 1日 
（例）9:00-16:00【 時短勤務中 】 

プライベート 

事務処理 
訪問 

休憩 

（昼食） 

会議 

記録入力等 

【 時短勤務中 】 

名前：染谷さん  

年齢：29歳 

職業：社会福祉士 

職歴：7 年 

通勤手段：車で 30分 



 
  

プライベート 

2日目は明け 

3 日目は休み 

ホール対応、移動介助等 

整容、移動介助等 

夕食 

定時巡回 

仮眠 

定時巡回 

整容、排泄介助等 

食事介助等 
小休憩 

夜勤勤務の 1日（例）16:00-8:45 

ふるさと苑を選んだ動機 
介護実習でお世話になった際、明るい雰
囲気で丁寧に教えてくれる職員が多く、
充実した時間を過ごすことができたた
め、その先輩たちと一緒に働けたらいい
なと思いました。 
 
職場の気に入っているところ 
忙しそうな職員がいると助け合い、職員
同士のコミュニケーションも良好で、良
い人間関係が築けているところです。 
 
休日の過ごし方 
友人と美味しいものを食べに行ったり、
ライブに行ったりしています。 
 
コメント 
感謝の言葉をいただく機会が多く、“あ
りがとう”と声をかけていただくと嬉
しくなり、自然と笑顔になります。 
感謝する気持ちは大切だなと改めて思
うことができ、ご利用者様をサポートさ
せていただくうえでも、その気持ちを忘
れずに働くことでやりがいを感じるこ
とのできる仕事だなと思っています。 

名前：町田さん  

年齢：33 歳 

職業：介護職リーダー 

職歴：11 年 

通勤手段：車で 20分 



 
  

ふるさと苑を選んだ動機 
福祉の仕事をやりたいと考え、ふるさと苑
に見学に来た際に、今までの老人ホームの
イメージが大きく変わるほどの施設全体
の明るさ、温かさを感じ、応募しました。 
 
職場の気に入っているところ 
しっかりとした研修制度、資格取得のバッ
クアップなど、確実にステップアップでき
る環境だと思います。また、職員間で話し
合って企画したイベントを実現しやすく、
そのイベントをご利用者にも楽しんでい
ただくことで、私たち職員のやりがいにも
繋がります。 
 
休日の過ごし方 
子どもや友人とスポーツ観戦や、休みの希
望も取りやすいので平日休みを利用して
小旅行にもよく行っています。 
 
コメント 
自分自身もそうだったように、未経験から
でも安心して介護、福祉の仕事を始められ
る職場です。一度見学してもらえば、施設
の明るさ、職員やご利用者の家族のような
温かさを実感してもらえると思います。 

名前：鳥海さん  

年齢：36 歳 

職業：副管理者＆ケアマネジャー 

職歴：14年 

通勤手段：車で 20分 

プライベート 

ミーティング、

指示  

休憩 

（昼食） 

会議 

指示、巡回、

事務処理 

指示、巡回、

事務処理 

申し送り 

中番勤務の 1日（例）8:30-17:30 



 
  

募集職種  

介護職員 

仕事内容 

特別養護老人ホーム「ふるさと苑」、または「第二ふるさと苑 里休」で
の介護業務全般を担います。 

給与 

（四大卒）234,700 円～ 
（短大卒）222,700 円～   ※いずれも夜勤を４回行った場合 

諸手当 

介護福祉士手当    10,000 円  
介護支援専門員手当   5,000 円  
通勤手当 15 円/km（25,000円限度）  
住居手当 ～25,000 円  
扶養手当 ～5,000 円  
夜勤手当/宿直手当 6,300 円/回 

賞与               昇給 

年 2回 ４か月分         年 1 回 
※2018 年度実績 

賃金支払い日           

    毎月 20日〆（月末振込）  

定年 

60 歳 ※再雇用制度有 

休日 

月 9～10 日 （ローテーションによる変則勤務） 

通勤 

車、バイク、自転車、電車通勤可 （施設送迎バス有） 

 

採用後の待遇 



 
  待遇/福利厚生 

健康保険/厚生年金保険/雇用保険/労災保険 完備 
 
・その他 
退職金制度 （共助会・福祉医療機構とも加入し充実） 
資格取得支援制度 （介護福祉士の資格取得費用の全額補填）  
再雇用制度  
結婚祝い金  
出産祝い金 
産休・育休希望者取得率 100％  
介護休業 
リフレッシュ休暇 
年次有給休暇（10日～） 
制服支給 
職員給食制度  
メンタルヘルスケア  
研修手当  
健康診断 無料受診 
インフルエンザ予防接種 無料 

研修体制 

1.理念・倫理等の座学、基本介護技術支援（約 1週間） 
2.バディ制度（エルダー制度）による業務研修（約3カ月） 
3.パディのサポートを受けながらのOJT（約 1年間） 

 
新職員研修/施設内研修/外部研修（随時）/勉強会の実施（随時） 

勤務時間 

 

 

 

応募について 

面接のみの選考。事前に連絡をして頂き、履歴書をお持ちになって 
ふるさと苑までいらしてください。（面接日応相談） 

連絡先：0436-75-2525（石原・平野） 
 

第二ふるさと苑 里休 

早番 7:00～16:00 
日勤 8:30～17:30 
遅番 13:00～22:00 
夜勤 21:45～7:15 

ふるさと苑 

早番 7:00～16:00 
日勤 8:30～17:30 
遅番 10:30～19:30 
夜勤 16:00～8:45 



 
  

ふるさと苑の介護のお仕事のホント 

Q1.介護職は辞める人が多いイメージですが、実際どうなの？ 

A.全産業の離職率を見てみると 14.9％、介護職は 16.2％。 
しかし、介護職の離職率は事業所によっては離職率 10％未満のところが 
全体の 39.9％を占めていて、働くところを選べば、安定して長く働ける 
ことができます。 
ちなみに、ふるさと苑の離職率も 10％未満♪ 
全事業所の介護職の離職率が高いとは限りません。 
 
 

Q2.介護職って若い人が少ないんじゃない？ 

A.市原福祉会全体の介護職員平均年齢は35.3 歳。 
ふるさと苑の介護現場には現在 46 名の職員が在籍していて、 
20代の職員が31 名おります。 
きっと想像以上に、フレッシュな現場ですよ♪ 
 
 

Q3.朝から晩まで働き続けて、残業も当たり前？ 

A.当苑の介護職は残業は一切ありません。 
時間ぴったりに退勤できるので、プライベートの予定も立てやすいです。 
 
 

Q4.介護職は人が足りていなくて有給はとりづらい？ 

A.ふるさと苑職員の有給取得年間平均日数は 13.3 日！ 
毎月有給を少しずつ使うもよし◎、まとめて使うもよし◎です。 
さらに希望休を毎月提出する制度があるので、お子さんの運動会や友人と
ショッピング、習い事など、職員は自分の予定に合わせて、お休みを取得
していますよ♪ 
プライベートの時間がしっかり確保されるのは、嬉しいですよね。 
 



 
  

Q5.結婚や出産、子育てもある女性にとって仕事と家庭は両立できる？ 

A.介護職の約8割は女性職員ですが、中には出産後に復帰しているママさ
んたちが複数います！育児休暇を取得後、時短勤務や日曜休みを取りなが
ら、無理のない範囲で仕事しています。 
ふるさと苑は産休、育休取得率が 100％なので、 
無理せず仕事を続けることが可能です。 
 
 

Q6.福祉系の学校を出ていないと、お仕事は難しい？ 

A.専門の知識や技術がなくても問題ありません。 
ふるさと苑の新卒学生はほとんどが未経験で、卒業学科も多種多様。 
先輩職員がマンツーマンで指導につく、バディ制度を採用しているので、
質問、相談がしやすく安心して学んでいくことができます。 
 
 

Q7.介護は未経験で自信がありません。 

A.入職後の流れは、一定の研修を終えたのちに、シフトにより先輩職員と
同じように一人の職員として仕事をしていきます。しかし、同じ研修を同
じ時間行っていても、仕事の習得スピードは人それぞれですよね。先輩や
主任からみても、自分自身からみても、ある程度仕事ができるようになっ
てから、一人前の職員となります。入職後の研修を終えて必要人数として
配置する前に、必ず本人に確認し、不安があればその都度解決しながら進
めていくので、安心してステップアップしていくことができます。 
 
 

Q8.職員の人数が少なくなる夜勤をこなせるか心配。 

A.ふるさと苑の夜勤は日勤、早番、遅番が必要配置人数の一人として仕事
ができるようになってから、夜勤の練習を始めていきます。日中の勤務と
一緒で、個々の様子に合わせて、一人でこなせるようになってから、夜勤
勤務に入ります。仮眠も 2時間あり、回数も基本月 4回程ですが、もし体
力や体調で心配なことがあれば、いつでもご相談ください。夜勤に慣れて
くれば、夜勤後は明け、休みになるので、日中も自由に過ごせますよ♪ 
 



 

Q9.市原市ってどんなところ？ 

A.社会福祉法人市原福祉会が運営する施設がある市原市は、千葉県の中央
に位置し、東京湾に面している市です。製造品出荷額が全国第 2位の日本
を代表する工業都市でありながら、山や海、川や滝など自然環境に恵ま
れ、とても穏やかな市です。面積は千葉県で最も広く、１年を通して温暖
な気候なので、生活するにはとても過ごしやすいところです。 
都心へのアクセスも 1時間以内で行けるので、 
お休みの日はちょっと都心へ出かけることができるのも 
良いですね。 
 
 

一人一人の思いやりが 
ご利用者様の前向きに生きる力を支える 
大きなやりがいのある仕事、それが介護です。 
 
私たちと一緒に、あなたの思いやりを 
かたちにしていきませんか？ 

問い合わせ先 

〒290-0011 千葉県市原市能満 1925-282 

TEL 0436-75-2525       FAX 0436-75-2355 


