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フェアに参加している法人を紹介します

社会福祉法人鳥取県社会福祉協議会

鳥取県福祉人材センター
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参加法人紹介

36
法人

各法人のＰＲポイント、新人研修体制、働きやすさのポイントをまとめています。
フェア当日の参考資料や就職活動に御活用ください。
※各法人の「運営事業所」欄は鳥取県内の事業所のみ掲載しています。

東中部

株式会社

お問い合わせ先／ 教育・人材課

ニチイ学館 鳥取支店

☎ 0857-29-3353
受付時間 ／９：00～17：15
担 当 者 ／大谷さおり

「やさしさを、私たちの強さにしたい。」
ニチイは、
「医療」
「介護」
「教育」を柱に、高齢社会を支える生活支援企業です。
全国各地でサービスを提供しています。そして誰もが安心して暮らすことの出来
る社会の実現に努めております。
新人職員の研修体制

働きやすさのポイント

介護の現場に立つことだけでなく、その先の介護サービス
の向上を見据えたきめ細かい研修体系が整備されていること
は、ニチイで働く大きなメリットになります。資格取得のサ
ポートも積極的に行い、介護スタッフとしてのスキルアップ
を応援しています。「基本の研修」
「 状況に合わせた研修」ス
タッフ一人ひとりの状況に合わせた研修が行われています。
研修により業務に対する不安を解消し、自信を持ってご利用
者さまと接することが出来るようOJTを十分に行います。

現役職員からのメッセージ

佐藤

安心して長く働ける環境をご用
意しています。ニチイなら無理な
く「家庭」と「仕事」を両立させる
ことが可能です。一人ひとりのラ
イフスタイルやニーズに応じて働
き方を選べるほか「子育て支援制
度」など、誰もが働きやすい環境
を整備しています。

梓

ニチイ学館で介護の資格を取得したのち、無理のないペースで働き介護の仕事を長く続けたいと思ったので、まずは訪問介護で基礎を磨いた方が
良いと思い、訪問介護のヘルパーとなりました。「訪問介護」は決して楽な仕事ではありませんが、ご利用者さまの「ありがとう」の感謝の言葉やお
気持ちが心に沁みるお仕事です。
「あなた達が思っている以上にあなた達の存在は私にとってありがたいのよ」というお言葉を胸に、誇りを持って業
務に励んでいます。

県(内）
運営事業所

高

東中部
西部

ニチイケアセンターふせ（デイサービス・訪問入浴・訪問介護）
ニチイケアセンター駅南／秋里／鳥取東／河原／八頭／倉吉／大栄／ゆりはま

社会福祉法人

お問い合わせ先／ 鳥取県厚生事業団事務局総務課

鳥取県厚生事業団
「まごころで、笑顔あふれる

☎ 0857-59-6033
受付時間 ／８：30～17：15
担 当 者 ／山根紀幸

福祉の輪」

創立50周年を迎え、長年にわたる信頼や実績のもと、地域から愛され、必要
とされる法人として、職員一丸となって頑張っています。
知識、経験共に豊富な職員が、利用者様ひとり一人に寄り添い、質の高いサー
ビスを提供しています。
「笑顔あふれる職場」で一緒に働いてみませんか。

新人職員の研修体制

働きやすさのポイント

新規採用職員研修を行い、職員としての
心構え、対人援助の基本、メンタルヘルス
等について学ぶと共に、法人内の複数の施
設見学を実施しています。採用１年間は先
輩職員によるエルダー制により経験を積ん
でいただきます。
研修実施要項に従い、
「新人職員研修」
「中
堅職員研修」
「職種別研修」など、経験等に
応じて様々な研修を実施しています。
現役職員からのメッセージ

特別養護老人ホーム

公休日も多く、リフレッシュ休暇、看護休暇など
の有給特別休暇も充実しており、年次有給休暇も採
用時から取得できるように付与します。公休日を含
めた各種休暇を取得できることが、仕事への活力源
であると考えています。
さらに、女性の育児休業取得率100％であり、出産
後も安心して働くことができます。また、女性の管理
職員も６割を超えており、
「男女共同参画推進企業」に
認定されるなど女性が活躍できる職場です。
女性

勤続年数４年

誰でも初めは、不安が大きいと思います。しかし、先輩方から多くのことを教えられ、研修制度も充実していて、介護スキルや知識をきちんと学
ぶことができます。介護・支援未経験の方でも安心して働くことができる職場だと思います。どうぞお気軽に見学においでください。そして、私た
ちと共に歩んでいきましょう。お待ちしています。

県(内）
運営事業所

高

母来寮
ふしの白寿苑
いこいの杜
湯梨浜はごろも苑
皆生みどり苑

認知症グループホームくつろぎ

障

鹿野かちみ園
鹿野第二かちみ園
すずかけ
皆生やまと園
えがお

3

他 地域支援総合センター
羽合ひかり園
障害者支援センター
伏野つばさ園
障害者就業・生活支援センター
厚和寮
友愛寮
障がい者グループホーム（40住居）

東中部
西部

社会医療法人

お問い合わせ先／ 人事課

☎ 0858-26-1012

仁厚会

受付時間 ／８：30～17：30
担 当 者 ／石賀慎士

「主役はいつも患者（利用者）さん」
仁厚会は、昭和30年に設立した社会医療法人です。地域のニーズに応え、医療
の他「高齢者」
「障がい者」
「保育」の分野で幅広く福祉の事業を行っており、各分
野で切れ目ないトータルケアを実施しています。利用者さんの満足度の向上はも
ちろん、職員同士が明るく楽しく働ける環境を整えています。福祉業界での新た
な価値を一緒に作っていきたい人を募集します！

新人職員の研修体制

働きやすさのポイント

①１週間の法人全体新人研修
②プリセプターが付き、新人チェックリスト
に基づいた1年間の育成（高齢者施設）
③施設研修委員会が年間計画を作成し、様々
な内部研修を実施
④社協や職能団体が実施する研修への参加
（勤務で参加）
⑤成長度合いに応じた法人共通の階層別研修

現役職員からのメッセージ

①公休数が多い。有給休暇も入職日から利用でき、
２時間単位でも利用できオンとオフのメリハ
リがつけやすい
②専門家による各種相談窓口が整備され安心して
働ける（メンタルヘルス、労務相談など）
③研修制度が整備され専門職としての学びを深められる
④互助会や職員旅行、サークル活動、地域イベン
ト参加など職員交流が活発

勤続年数５年

祖母や父親が他界したとき、何もできないくやしさがあり、介護の仕事を選びました。経験が浅く、対応に困ることも出てきますが、頼りになる
先輩がいますし、いろんな研修もあって勉強になります。
この仕事の一番の魅力は利用者さんの笑顔です。人生の先輩なのでいろんなことを教えてもらっています。

県(内）
運営事業所

高

東中部
西部

ル・サンテリオン北条
ル・サンテリオン鹿野
ル・サンテリオンよどえ
ガーデンハウスはまむら
ガーデンハウスよどえ

障

宿泊型訓練事業所あずさ
グループホームハピネス
あずさパン工房
支援センター

児

大和保育園

他

倉吉病院
藤井政雄記念病院
米子東病院

社会福祉法人

お問い合わせ先／ 法人本部

☎ 090-1350-3073

敬仁会
「FIT

FOR

人事課

受付時間 ／８：30～17：30
担 当 者 ／採用担当 森田 渚

HEART」

昭和33年に救護施設から始まった当法人は、昭和58年県下第１号の民間に
よる特別養護老人ホーム ル・ソラリオンを開設しました。平成15年にはISO
9001の認証を取得、平成27年には東京都３施設目となる幼老複合施設を開設し
ました。また、社会医療法人 仁厚会との連携によって医療と福祉、一体となっ
て地域に根ざした施設つくりを目指しています。

新人職員の研修体制

働きやすさのポイント

入職後１週間程度研修を実施し、法人理念や
福祉施設従事者として基本的なことを学びます。
また、その後も複数回にわたり新人研修を行っ
ています。定期採用者だけでなく、中途採用者
にも同様に研修を実施します。長きにわたって
運営しているので指導体制もあり安心して働く
ことが出来ます。

現役職員からのメッセージ

年間休日数は122日（Ｒ４年度）、有給休暇は
採用日より10日付与され２時間ごとで使用出
来るため、メリハリをつけて働くことが出来ま
す。令和３年度は44名が育児休業を取得、男
性も取得されました。また奨学金制度を使用し
て介護福祉士を取得するなど福利厚生が充実し
ています。

勤続年数５年

ご利用者・職員に対して、初心と敬意を忘れず気持ちよく仕事ができるよう意識して働いています。配属先は職員の人間関係がとても良く、上司
や先輩からも技術だけでなく持っている想いも話していただけるので、やりがいを持って働けています。

県(内）
運営事業所

高

◦介護老人福祉施設
◦介護老人保健施設
◦養護老人ホーム

ル・ソラリオン／ル・ソラリオン名和
ル・ソラリオン葛飾／ル・ソラリオン西新井
ル・ソラリオン綾瀬
ル・サンテリオン／ル・サンテリオン東郷
シルバー倉吉
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障

◦障がい者支援施設 敬仁会館
◦救護施設 大平園／よなご大平園

児

◦保育所
ババール園／よどえババール園
あやせババール園 倉吉市立上井保育園（指定管理）

他

◦地域ケアセンター
マグノリア

社会福祉法人

東中部

お問い合わせ先／ 法人本部

☎ 0857-51-7272

鳥取福祉会

受付時間 ／８：30～17：15
担 当 者 ／但住圭子

「ともに生きる社会・社会福祉の充実」
鳥取市内における保育園、高齢者施設、障がい者施設の運営と地域福祉の拠点
として、地域に信頼される法人を目指しています。

新人職員の研修体制

働きやすさのポイント

｢エルダー制度」を導入し、先輩職員が指導
にあたります。
その他にも所属施設、法人全体での研修にも力
を入れています。

現役職員からのメッセージ

安心して仕事ができる環境づくりに力を入れ
ています。
○育児休業取得
100％
○年間休日数
令和４年度122日
○夏季休暇３日間等、有給休暇取得促進

勤続年数５年

特別養護老人ホームに勤務して４年、どうしたらより良いケアを提供出来るのかと日々悩むこともありますが、チーム全体で情報を共有し、向上
心を持ちながら頑張っています。仕事で上手くいかず立ち止まってしまいそうになる事もありますが、ご利用者様の笑顔や「ありがとう」の一言で、
私自身も自然と笑顔になります。これからも笑顔を大切にし、ご利用者様に寄り添える介護士として頑張ります。

県(内）
運営事業所

高

・養護老人ホーム １（なごみ苑）
・特別養護老人ホーム １（若葉台）
・デイサービス ４（東、桜ヶ丘、南(訪問介護）、アクティブ津ノ井)
・グループホーム ２（緑の郷、マロニエ）
・小規模多機能事業所 １（木もれ陽）
・居宅介護支援センター １
・地域包括支援センター ３

障

・障がい者多機能型事業所

児

・保育園

９（むつみ、かんろ、めぐみ、のぞみ、よねさと、
松保、わかば、津ノ井、とうごう）
・認定こども園 １（わかば台）
・母子生活支援施設 １（つくし）

社会福祉法人

東中部

１（うぶみ苑(グループホーム）
）

お問い合わせ先／ 総務

☎ 0858-22-2978

希望の家

受付時間 ／８：15～17：15
担 当 者 ／次長 池田賢子

「どんなに障害が重くても依存から自立への希望の道を」
｢人権尊重と社会参加」
「福祉サービスの充実」
「地域との共生」の基本理念のも
と日々支援を行っています。ご利用者様が、心豊かに、安心、安全に生活できる
環境と支援体制づくりを進めながら、福祉サービスの充実を図ります。
虐待ゼロを実行中です。
新人職員の研修体制

働きやすさのポイント

日常的な業務はOJTを計画的に段階的に実

年次有給休暇は４月採用の場合、採用月から
20日付与します。

施します。
並行して、担当職員による虐待防止研修、感
染症防止対策研修、職員倫理綱領に基づく権利

慶弔、看護、介護等の特別休暇、年末年始休
暇等があります。
キャリアパスの仕組みに基づき、各々が具体

擁護等に関する研修を行います。
さらに専門的知識や技能の習得のために、施

的な目標を持って日々の支援を行っています。

設外の専門的分野研修等にも参加していきます。

現役職員からのメッセージ

Ｔ.Ｋ

勤続年数６年

私は卒業後、様々な業種を経験し６年前から希望の家の支援員として働いています。初めは不安でしたが、日々支援していく中で、自分がスキル
アップすることで、ご利用者様の生活が充実し、快適でより良いものに繋がっていると感じます。それがこの仕事のやりがいだと思います。

県(内）
運営事業所

障

障害者支援施設 希望の家
障害者支援施設 若竹の家
就労継続支援Ｂ型 つつじ作業所
グループホーム 希望の家
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東中部

社会福祉法人

お問い合わせ先／ 本部事務局

☎ 0857-21-2711

あすなろ会

受付時間 ／８：30～17：30
担 当 者 ／主事 能藤朗誉

「これからも地域に愛される法人を目指して」
1968年に設立以降、鳥取県東部で保育園・障がい者施設・高齢者施設を運営。
「福祉の谷間に光を」の信念のもと、地域に根付き・愛される法人を目指し、地
域福祉の発展に取り組んでいます。
笑顔溢れるあすなろ会の職場で、皆様からのご応募お待ちしています。
新人職員の研修体制

働きやすさのポイント
2021年３月に女性活躍推進の取り組みが特

採用者には３日間の採用時研修、入社後は、

に優良な企業として、中国地方では初となる

フォローアップ研修を４回行い、チームワーク

「プラチナえるぼし認定」を受けました。また、

の大切さなどを学ぶ機会を設けています。また、
同年代の先輩職員一人が、マンツーマンで指導

余暇制度の充実や子育てサポートにも力を入れ

する制度を取り入れ、新人職員の方が安心して

ており、職員が働きやすい職場環境を整えてい

お仕事を覚えていただけるようサポートします。

ます。

現役職員からのメッセージ

介護士

勤続年数３年

あすなろ会に入職して今年で３年目になります。入職後に、先輩職員がマンツーマンでサポートしてくれたので、しっかりと仕事の基本を覚える
ことができました。また、ひとり立ちした後のフォロー体制も充実しているので、未経験の方も安心して長く働ける職場だと思います。

県(内）
運営事業所

高

東中部

白兎あすなろ
美和あすなろ
岩井あすなろ
気高あすなろ
河原あすなろ
高草あすなろ

わかさ・あすなろ
鳥取西デイサービスセンター
鳥取市介護老人保健施設やすらぎ
ケアハウスあすなろ
小規模多機能施設あすなろげん太くん

障

松の聖母学園

児

鳥取あすなろ保育園
久松保育園
白兎保育園

他

社会福祉法人

鳥取西地域包括支援センター
あすなろ西ケアプランセンター
あすなろ東ケアプランセンター
本部事務局

お問い合わせ先／ 総務課

智頭町社会福祉協議会
「地域のつながりを育み

☎ 0858-75-2326
受付時間 ／９：00～17：00
担 当 者 ／総務課 課長 山田

住みやすいまち智頭へ」

智頭町社会福祉協議会の介護・障がい福祉事業所は、社会福祉協議会が運営して
いることを踏まえ、より地域に密着し住民の声に耳を傾け支援を行っています。ち
ょっとした困りごとから、「一人暮らしの高齢者の方」
「認知症の方」
「障がい者の
方」
「町内在住で支援を必要とする方」などに、住み慣れた地域で生活が出来るよう、
関係機関との連携を取りながら人と人の繋がりを大切にしています。
新人職員の研修体制

働きやすさのポイント

入社後、新任職員研修を行い、社会福
祉協議会の目的・使命、福祉等について
理解を深め、各事業所では専門的な研修
を行い知識・介護技術を学ぶことができ
ます。また、福祉・介護などの経験がな
い方でも、現場で働きながら他の職員の
サポートがあり、利用者様への対応、知
識を得て経験を積むことができます。
現役職員からのメッセージ

◦仕事と育児を両立できるように勤務時間を配慮し、
｢育児短時間勤務制度」の活用支援。
◦特別養護老人ホームでは公休と有休を組み合わせた
「リフレッシュ休暇」等の実施。
◦資格取得を応援する「資格取得援助金制度」
。
◦同一施設内に智頭病院・介護事業所がある為、急に
治療が必要になった場合でも早急な対応が可能。

勤続年数６年

職員と利用者様の距離感が近く、お互いに寄り添い合え「聞いてくれる・答えてくれる・承認してくれる」という環境で自信を持って働くことが
でき、先輩や同僚が暖かく見守ってくれます。人前で意見を言うのが苦手な私も会議の場で発言することができ、自分を成長させてくれる職場です。

県(内）
運営事業所

高

智頭町立智頭心和苑
(介護老人福祉施設、短期入所生活介護）
智頭デイサービスセンター
(通所介護、短期入所生活介護）
ほのぼのホームヘルパーステーション
(訪問介護・訪問入浴）
ほのぼのケアセンター(居宅介護支援）

障

自立の家(共同生活援助）
他
あおぞら(共同生活援助、短期入所）
ぱれっと三田(就労継続支援Ｂ型､多機能型生活介護）
ほのぼのホームヘルパーステーション
（居宅介護・行動援護・重度訪問介護）
ほのぼのケアセンター(計画相談支援）
智頭デイサービスセンター(共生型生活介護）
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権利擁護センター
あんしん相談センター
ささえーる
(日常生活自立支援）
(成年後見(法人後見）
）
(生活困窮者家計改善支援）

東中部

株式会社

お問い合わせ先／ 人事部

採用課

☎ 080-4457-8010

ツクイ

受付時間 ／平日９：00～17：00
担 当 者 ／梶家 錬（かじや れん）

「お客様の笑顔を一番大切にしています！」
ツクイグループのミッションとして
｢超高齢社会の課題に向き合い人生100年幸福に生きる時代を創る」
｢ながいきリスクを希望に変えて自分らしく生きられる未来を創造する」
を目標にお客様が自分らしく過ごせる事業所作りに取り組んでいます。
その中で日常に活力を与えるために「笑顔」を大切に日々関わっております！
新人職員の研修体制

働きやすさのポイント

初期研修が充実！専用の研修サイトを利

資格取得支援や各種お祝い金など福利厚生が充実

用し全国統一した内容の研修が受けられま

しておりスタッフを大切にしている会社です。希望

す。チューター制度を導入しており新スタ

休や有給休暇も取りやすく、ご自身の予定も立てや

ッフには１名の先輩スタッフが最低２ヶ月

すいです。
時間外も少なく、ほとんどのスタッフが定時で帰

間は研修期間として育成担当として携わり

られる体制となっています。

ます。

現役職員からのメッセージ

Ｒ・Ｍ

勤続年数３年

私はパートですが昨年から主任の役職者になり給与もアップしました。
社員、パート関係なく昇格などのキャリアアップのチャンスが多く自分の能力を発揮しやすい環境だと思います。

県(内）
運営事業所

高 ツクイ鳥取湖山

ツクイ米子旗ヶ崎

東中部

鳥取・森のようちえん・風りんりん

お問い合わせ先／ 事務

☎ 0857-30-6436
受付時間 ／９：00～18：00
担 当 者 ／安治望由紀

「育てるではなく 育つ力を見守る 育て方」
「自然の中でのびのびと。子どもを見守るお仕事です。」
「２歳児～５歳児は毎日市内13か所の自然フィールドに出かけていき、思いき
り遊んだり、週に１回はクッキングもします。大人の指示ではなく「自分で考え
行動する力」
、思いやり、高いコミュニケーション力を身につけていきます。子
どもは天才。大人もワクワクしながら毎日楽しい時を過ごしています。０歳児～
１歳児も外で過ごしていますよ！」
新人職員の研修体制

働きやすさのポイント

◦入社時の安全対策、リスクマネージ
メントのオリエンテーション
◦自然フィールドでの日々の実地研修
◦チーム毎の１日の振り返り
◦２ヶ月に１度の全体ミーティング
◦WFA、MFA、ういてまて研修
◦県主催キャリアアップ研修
◦国主催の保育研修
等できるだけ受講しています。
現役職員からのメッセージ

みゆきちゃん

◦寸志あり。
※寸志、昇給は、業績、運営状態により決定します。
◦育休産休取得可。勤務時間は相談の上決定
◦活動に必要なレインコートやライフジャケットなどの
備品貸与可
◦受動喫煙対策あり。敷地内禁煙
◦希望休制度でわが子の学校行事にも出席しやすい。
◦給食費補助あり。
◦スタッフみな気持ちのいい人ばかりで人間関係もいいです。
勤続年数２年

手が砂だらけで、洗いたいけど水がない…箸を忘れてお弁当が食べられない…問題に直面した時に、子どもたちは「どうすればいいか？」を考え
られるようになっていきます。手は服で拭けばいい、箸がなかったら手で食べればいいや！自分の力で解決できた時、笑顔になる瞬間を何度も見て
きました。大人も一緒に考え、成長できる職場です。そして、自然の中は大人にとっても本当に気持ちのいい場所なんです！

県(内）
運営事業所

児

base企業主導型保育園
home鳥取県認証園
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東中部

医療法人・社会福祉法人賛幸会

お問い合わせ先／ 法人本部

医療と福祉の郷はまゆう

☎ 0857-51-7838
受付時間 ／８：30～17：30
担 当 者 ／採用リーダー 山崎忠紘

『
「はまゆう」は、
「もうひとつの我が家」です。』
はまゆう診療所で提供する医療を中心に、入所・通所・訪問の高齢者介護事業
を運営し、地域の方々の生活を支援します。施設内の医療・介護の人材、設備を
地域の皆さんに利用していただく地域支援事業にも力を入れています。職員に対
しても地元で安定して長く勤めていただけるように、様々な働き方に柔軟に対応
します。
新人職員の研修体制

働きやすさのポイント

新人職員１人ずつにエルダーと呼ばれる

様々な働き方が可能ですので、長い人生の中で結

担当職員を付け、現場での実践的な指導を

婚・子育てなど生活環境の変化があっても、地元で

行います。また新人研修のうち最初の１ヶ

安定して長く勤めていただけるように対応しており

月間に専門職による講義やグループワーク、

ます。
（育休取得率100％、男性の育休取得実績あり）

医療機器・介護用具の使用方法など、充実

多職種協働ですのでみんなで問題を解決していく

した研修プログラムを実施します。

現役職員からのメッセージ

風土があります。

光浪智也

勤続年数１年

入居者の皆さんから笑顔で「ありがとう」の言葉をいただいたり、しっかりとしたケアをして入居者の状態が改善した時は、仕事にやりがいを感
じますし、周囲の職員は明るく優しく、困ったことがあってもすぐに相談できて仕事がしやすく、しっかりあいさつもできていて、とてもいい雰囲
気で仕事をしています。

県(内）
運営事業所

高

東中部

はまゆう診療所
老人保健施設はまゆう
特別養護老人ホームはまゆう
特別養護老人ホームのでらはまゆう
グループホームはまゆうの里

短期入所生活介護施設はまゆう
短期入所生活介護施設のでらはまゆう
デイケアセンターはまゆう
はまゆうデイサービスセンター
はまゆう中町デイサービスセンター

訪問看護ステーションはまゆう
はまゆう訪問リハビリセンター
鳥取高齢者介護支援センターはまゆう

社会福祉法人

お問い合わせ先／ 法人本部

☎ 0858-29-5800

みのり福祉会
「地域を愛し

人事課

受付時間 ／８：30～17：30
担 当 者 ／阪本亜百美

地域の皆様の幸せのために
心を込めて奉仕します」

みのり福祉会の有する多種多様な事業を活用して福祉サービスの一層の充実を
図り、ご利用者様、ご家族様、地域住民の方々が集い、笑顔と喜びを共有する地
域の福祉コミュニティ「福祉の里」の実現に向かって取り組みます。
新人職員の研修体制

働きやすさのポイント

新卒者への採用後オリエンテーションや
卒業校の先生と連携を図りながら、定着へ
のサポートをしています。また、法人内の
研修には、新任職員研修、一般職員研修、
中堅職員研修、管理職員研修、認知症サポ
ート研修、あいサポート研修 等 実践に
活かせるよう、外部の講師にもご協力いた
だきながら研修を行っています。
現役職員からのメッセージ

生活支援員

山本

結婚後や子育てにも配慮し、長く働き続けること
ができる、働きやすい職場づくりに取り組み、休暇
制度・扶養手当・住居手当も拡充しています。人材
育成として、階層別に職員のスキルアップやコミュ
ニケーション技術の習得等に向けた研修会を開催し
ています。毎年、職員個々の目標設定や上司との面
談を行い、日頃の思いを聞き取ったり助言をしなが
ら、モチベーションアップを図っています。
勤続年数12年

本法人は、児童、障がい、高齢と事業展開しており、介護士として多くの経験と学びを得ることができます。私自身は、障がい者・高齢者福祉を経
験しました。どの施設でも、日々の触れ合いの中で、ご利用者様との信頼関係を築きあげていく事が大切だと思っています。難しさを感じる事もあり
ますが、先輩や同僚と一緒にチームでやり遂げる達成感と、この仕事の良さや楽しさと共に、自身のスキルアップに繋がっていると感じています。

県(内）
運営事業所

高

倉吉スターロイヤル
倉吉スターガーデンケアハウス
関金インターケアハウス
倉吉スターガーデンデイサービス
デイサービスセンター三朝みのり
北栄みのりデイサービス
関金ラジュームデイサービス
湯梨浜みのりデイサービス

関金みのりグループホーム
みのりグループホーム
インターグループホーム
グループホームみのりかじか
北栄みのりグループホーム
小規模多機能居宅介護事業所やしろ
みのり大山
居宅ふくもり
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ヘルパーステーションこもれび
障

みのりサングリーン
向山ブルースカイ
サンジュエリー

児

西倉吉保育園
みのり保育園
向山保育園
社児童センター
母子生活支援施設ブルーインター

東中部

医療法人

お問い合わせ先／ 事務部

☎ 0858-35-5211

専仁会

受付時間 ／８：30～17：00
担 当 者 ／河田匡史

「地域に貢献するサービスを目指して」
平成７年に湯梨浜町に開設、介護を必要とする利用者様に、機能訓練、栄養管
理、食事、入浴等の日常サービスに温泉療法、東郷池に面し、四季折々に雄大な
自然を楽しみながら心豊かに一人ひとりの状態や目標に合わせたケアサービスを
行っております。

新人職員の研修体制

働きやすさのポイント
東郷湖畔にあり温泉療法、桜など四季雄大な自然の中で、職員

先輩職員マンツーマンによ

と利用者様が一体となったケアサービスを提供しています。

る苑内研修、勉強会への参加、

企業年金基金に加入など、社会保険も充実しており、育児・介

また外部研修会への参加を行

護休業の取得も行われています。資格取得の推奨、補助を行って

っています。

います。

現役職員からのメッセージ

理学療法士

勤続年数３年

苑では維持期リハビリテーションを実施し、地域に根づいた介護を提供しています。療養病院から当施設へ異動し数ヶ月が経ちますが、通所・入
所の利用者様と日々関わり、希望や身体状況を見ながら施術を行い会話しながら教えて頂くことが多く、とてもやりがいを感じています。

県(内）
運営事業所

高

東中部

介護老人保健施設

ハワイ信生苑

社会福祉法人

お問い合わせ先／ 事務部

☎ 0858-35-5215

信生会

受付時間 ／８：30～17：00
担 当 者 ／河田匡史

「地域、家族と手をつなぎ笑顔とふれあいの場を」
平成６年11月に湯梨浜町に開設、デイサービスセンターハワイ信生荘、グル
ープホーム信生ゆりはまの里を運営しています。特にリハビリの充実に力を入れ
ています。みなさまの健康維持、増進を目指しております。また、自分らしく生
活を営むことができるように私たちがサポートさせていただいています。

新人職員の研修体制

働きやすさのポイント

先輩職員マンツーマンによる苑内

東郷湖畔にあり温泉療法、桜など四季折々の自然の中で、

研修、勉強会への参加、また外部研

職員と利用者様が一体となったケアサービスを提供してい

修会への参加を毎年行っています。

ます。
社会保険も充実しており、育児・介護休業の取得も行わ
れています。資格取得の推奨をしており、希望者には積極
的に補助を行っています。

現役職員からのメッセージ

事務員

勤続年数２年

私たちは、一般事務とは違い利用者様、入所者様と接する機会が多く、車いすの方や体に不安のある方も安心して楽しい一日を過ごしていただけ
るよう心がけています。

県(内）
運営事業所

高

グループホーム信生ゆりはまの里
デイサービスセンターハワイ信生荘
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東中部

社会福祉法人

お問い合わせ先／ さとに保育園

☎ 0857-28-4392

さとに会

受付時間 ／９：30～17：30
担 当 者 ／事務長 木村禅文

「愛がいっぱい、笑顔あふれる保育園」
これはさとに会の保育理念です。創立46年目を迎え、愛情と笑顔あふれる先
生に支えられてきました。先生の姿があるからこそ、子どもたちが元気に明るく
活動できます。昭和51年、商店街で働くお母さんのための保育園として運営を
開始し、今ではさとに、湖山、大正、そして城北保育園の４園となりました。

新人職員の研修体制

働きやすさのポイント

さとに会全体で新人研修を行います。年
間15回、１時間程度の研修です。新人職
員と先輩職員で開催するエルダー会議で悩
み相談もできます。法人全体研修会もあり、
希望者は積極的に外部研修も受講できます。

現役職員からのメッセージ

Ｙ

正職員採用された方は、就業開始時より年次有給
休暇10日を先んじて付与しています。通常は６か
月勤務後に付与されるものですが、仕事とのメリハ
リをしっかりつけていただくため当法人では勤務開
始と同時に付与しています。また、タブレット導入
などにより業務効率化を進めています。

勤続年数２年

私は保育実習で先生方が優しく指導してくださったこと、園庭や付近の公園など自然に触れてあそぶことを魅力に感じ、さとに会への入職を決め
ました。保育士１年目を振り返ってみて、保護者に次いで近いところで子どもたちの成長を感じることができ、やりがい、楽しさを感じています。

県(内）
運営事業所

児

東中部

さとに保育園
湖山保育園
大正保育園
城北保育園

学校法人

お問い合わせ先／ 事務局

総務係

☎ 0857-23-0602

鳥取学園

受付時間 ／８：30～17：15
担 当 者 ／片垣亜弥子

「仲間と一緒に笑顔でつながる幼稚園」
鳥取幼稚園は、鳥取市内に５つの認定こども園（幼保連携型２園／幼稚園型３
園）を運営しています。創立より音楽教育を教育の柱に、地域との交流や園の環
境を大切にしながら、子ども達・保護者・職員が笑顔でつながる幼稚園です。若
手からベテランの職員が勤務しており、相談しやすくコミュニケーションが取り
やすい職場です。グループ園ならではの交流も行っています。
新人職員の研修体制

働きやすさのポイント

◦配属前に保育実習（任意）を行い、丁寧に
勤務体制等についての研修を実施してい
ます。
◦勤務心得や音楽などの専門知識を学ぶ機会
をもち、新人職員の交流の場としています。
◦外部講師を招いての学園内研修や、希望に
よる外部研修の参加、また各園内で実施す
る研究保育について指導助言を行うこと
で、お互いの資質向上に繋げています。
現役職員からのメッセージ

A先生

◦新人からベテランまで様々な年齢層の職員が勤
務しているため、相談等コミュニケーションが
取りやすく、５つの園の職員間の交流もあります。
◦週休２日制（シフトにより、土曜日勤務あり）です。
◦産休・育児休業制度もあり、子育てをしながら
勤務ができるように配慮いたします。
◦常勤・非常勤（パート）のいろいろな働き方が
あります。

勤続年数３年

母園に就職させていただきました。子ども達と毎日楽しい遊びをしながら、子どもの成長を感じることができるとてもやりがいのある仕事です。
また、職場の先生方は、困っていることや相談事に丁寧に答えて下さったり、親身になって話を聞いてくださったりします。尊敬できる先輩方、温
かい職場環境で毎日楽しく働いています。

県(内）
運営事業所

児

認定こども園
鳥取第一幼稚園〜鳥取第五幼稚園

他

鳥取城北高等学校
鳥取城北日本語学校
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東中部
西部

医療法人社団

お問い合わせ先／ 総務課

採用担当

☎ 0859-77-0033

日翔会

受付時間 ／平日８：30～17：30
※土日祝は折り返し電話をします。
担 当 者 ／係長 村上富美恵

「地域で一番幸せな職場を目指して」
鳥取県日野町を中心に、米子市、倉吉市、岡山県新見市、真庭市、千葉県市川
市に高齢者福祉事業を展開しており、職員数は540名になりました。全事業所に
ICTを導入して、データ活用による介護サービスの質の向上と、多職種間でのス
ムーズな情報の共有、業務の効率化で、永く安心して働くことができる仕組みを
作っています。

新人職員の研修体制

働きやすさのポイント

◦新卒１年目：４日間の新人研修⇒配属事業
所でのOJT⇒フォローアップ研修
◦一般１年目：入職時研修⇒配属事業所での
OJT⇒採用者研修
◦資格取得研修（初任者研修・介護福祉士実
務者研修）
◦資格や経験によってマネジメント研修や認
知症介護実践者研修など専門的な研修

現役職員からのメッセージ

Mさん

勤続年数

“あいさつ”を大事にしており、どなたも温か
くお迎えする雰囲気を大事にしています。また有
給休暇などの休みがとりやすく、職場内の風通し
がよく、多職種との相談や話しやすい雰囲気です。
多種多様な研修がありスキルアップができ、目標
管理制度を導入し各々の成長をしっかりサポート
しています。

新卒３年目

実家から通えるところで働きたいと考え、1日体験をしました。利用者一人一人に時間をかけて丁寧にかかわっている場面を見て、私が理想とす
る雰囲気だと思い入職を決めました。わからないことは、そのままにせず、解決でき気軽に話しやすい雰囲気です。

県(内）
運営事業所

高

東中部

介護老人保健施設おしどり荘（日野町）
米子ヘルスケアつつじ（米子市米原）
小規模多機能ホーム華つばき（倉吉市中河原）

株式会社

お問い合わせ先／ 陽だまりの家東部事務所

ソルヘム陽だまりの家

☎ 0875-50-1891
受付時間 ／８：30～17：30
担 当 者 ／和田ゆうこ

「あなたの笑顔が誰かの笑顔につながる」
｢ソルヘム」とは、ソルは太陽、ヘム（ハイム）は家を意味し、太陽＋家＝陽だ
まりの家です。
ご利用になる方に、ぽかぽか陽気な陽だまりで、のんびり、ゆったりと過ごせ
る居場所を作りたいという思いで運営しています。
各事業所の見学も対応させていただきます。
新人職員の研修体制

働きやすさのポイント

◦メンターメンティ制度（先輩職員が一人
ついて丁寧に指導いたします。）
◦新入社員研修（新卒）を一週間行った後
に、各事業所で勤務となります。
◦職員研修を木曜日に行っています。
（カ
ンファレンス・会議・研修）
職員 の共通理解と資質向上を図ります。

現役職員からのメッセージ

Ｙさん

◦初心者の方でも丁寧に指導いたしますので、安心
してください。
◦働きながら資格取得が可能です。

勤続年数２年

ご利用者様とのかかわりの中で「ありがとう。」
「Ｙさんがいてくれて、よかった。
」など自分の支援で笑顔になられたときにやりがいを感じます。
先輩職員の方に、わからないことを何度聞いても、わかりやすく教えてくださるので、とても働きやすいです。私たちと楽しく、仕事をしませんか。
見学お待ちしています。

県(内）
運営事業所

高

・小規模多機能型居宅介護（こうなん・まとば・かわはら）
・グループホーム（ふなおか）
・デイサービス （福らく）
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東中部

社会福祉法人

お問い合わせ先／ 本部

☎ 0858-76-7100

やず

受付時間 ／８：30～17：30
担 当 者 ／湯川純子

「地域福祉のハブ法人」
｢今を生きるすべての入所者・利用者様一人ひとりへ優しく温かみのある看
護・介護に真摯に取り組み、地域の皆様から信頼され愛される施設を目指します」
を理念に介護老人保健施設、特別養護老人ホーム、ケアハウスの施設サービスと
短期入所、小規模多機能、通所リハビリテーション、訪問リハビリテーション、
通所介護、訪問介護、居宅介護の在宅サービス及び高齢者総合相談窓口を設置し
て地域の困りごと等なんでも相談ができる体制を整備して地域の皆さまが安心し
て住み慣れた地域で生活していただけるお手伝いをさせていただきます。
新人職員の研修体制

働きやすさのポイント

職員は法人の大切な人材とし
て、新入職員研修、社内研修（初
任者・中堅職員・指導職員等のキ
ャリアに応じた研修）を実施する
と共に、県社協・各施設協会等主
催の外部研修参加の機会を提供し
確実に成長に繋がる支援をしてい
きます。
現役職員からのメッセージ

◦処遇改善手当、特定処遇改善手当、処遇改善支援手当、特
殊業務手当、職務手当があり、手当が充実しています。
◦産休、育休・介護休暇など休暇も充実しています。
◦年間休日125日、６ヶ月経過後の年次有給10日
(時季指定休暇５日）。
◦健康、厚生、雇用、労災、財形、退職金共済など各種保険
を完備しています。
◦鹿野温泉に保養所在り。

水口惠太

勤続年数０年

施設介護を一から丁寧に教えてもらい、様々な介護度の利用者様の可能性を広げられるよう、楽しく働いています。施設内には多くの部署があり、
他部署の職員との意見交換は勉強になります。また、他の施設と一緒になって開催する納涼祭等のイベントも楽しいです。

県(内）
運営事業所

高

東中部

介護老人保健施設すこやか
居宅介護事業所すこやか
通所介護事業所すこやか
通所リハビリテーション
訪問介護事業所すこやか

訪問リハビリテーション
特別養護老人ホームすこやか
ケアハウスすこやか
小規模特別養護老人ホームきたやま
小規模多機能型居宅介護施設きたやま

社会福祉法人

中部福祉会

お問い合わせ先／ 法人本部

☎ 0858-37-4804

あずま園

受付時間 ／８：30～17：30
担 当 者 ／理事長 田熊博文

「周囲への感謝の気持ちを忘れず、チャレンジを続ける」
｢ありがとう ずっと一緒に まごころで」の心をもとに、職員一人ひとりの力を
発揮できるあずま園です。利用者、職員、家族が輝ける場所を目指して、周囲に
感謝し、介護の魅力を発信し続けています。ご利用者様も職員も「やりたい」と
いう意思を形にする事を意識して一人ひとりのよりよい生活の提供をもとに、こ
れからもチャレンジし続けることができる法人です。
新人職員の研修体制

働きやすさのポイント

新人研修については、無資格の方から、資格者の方
などそれぞれにあわせて新人の研修を行います。
新人の方は、不安や期待で入職されます。その気持
ちも心も理解をしつつ、その人にあった「知識」
「技術」
をお伝えし、「あずま園で成長したい」
「仕事が楽しい」
と思える、様々な研修体制を整えています。

現役職員からのメッセージ

灘尾

優

従業員のワークライフバランスを大切
に考えています。子育て世代やシニアな
ど従業員の年代は幅広く、一人ひとりの
働き方を大切にできる環境が整っていま
す。それぞれが得意分野を生かし、自分
の力を最大限に発揮できるようサポート
していきます！

勤続年数２年

｢利用者主語」のケアが実現できる場所だと思います。利用者1人1人に合ったケアができることに、とてもやりがいを感じています。介護職員
として、学び続けることを常に意識し、そこから得たものを現場に還元し、利用者がよりよい生活ができるようこれからも頑張っていきたいと思
います。

県(内）
運営事業所

高

グループホーム
グループホームあずま園
倉吉グループホームあずま園
はわいグループホームあずま園

通所介護
北栄デイサービスセンターあずま園
倉吉デイサービスセンターあずま園
デイサービスセンターあずま園
はわいデイサービスセンターあずま園
アロハデイサービスセンターあずま園

12

他

居宅介護支援事業所
北栄居宅介護支援センターあずま園
アロハ居宅介護支援センターあずま園
居宅介護支援センターあずま園

東中部

社会医療法人

お問い合わせ先／ 渡辺病院・ウェルフェア北園渡辺病院

明和会医療福祉センター

☎ 0857-24-1151
受付時間 ／９：00～17：00
担 当 者 ／橋本

「地域に開かれた病院として」
当法人は、心のケアならびに高齢者の心身ケアの領域で、高い倫理性と温かい
心、常に研鑽を続ける専門技術をもって、地域の健康基盤を高め、明るい豊かな
地域社会づくりに貢献いたします。
新人職員の研修体制

働きやすさのポイント

◦公費による院外研修会参加支援、教育
委員会による年間プログラム
プリセプター制度、職種横断型階層別
研修など、経験年数や職務レベルに合
わせて受講して欲しい内容、到達目標
を定めています。
◦新卒着任１年目は、配属部門以外でも
所定期間の体験勤務を行うシステム
を採用。

現役職員からのメッセージ

『人にやさしい』
『人に育てられる』
『こころの通い合
う』チームづくりを理念に掲げる当院では、ゆとりの
ある人員配置、プリセプター制度・新任者研修を始め
とする教育制度、希望を踏まえた配置など、スタッフ
が伸び伸びと成長してゆけるよう特に注意しています。
また、『育児世代』の方が多く在籍しているので、育
児をされる方も、そうでない方も気持ちよく働いても
らえるよう、夜勤回数や勤務日・時間の調節など、多
様な勤務形態を採用しています。

勤続年数８年

当法人では、ＷLBを活用した自分らしい勤務形態を選んで働けることが魅力の1つです。また、様々な研修もあり働き始めてからも自分に合った
目標を持って働くことができている！と働きやすさを実感しています。仕事もプライベートも充実させたい方、ぜひ一緒に働きましょう。

県(内）
運営事業所

高

東中部

渡辺病院
ウェルフェア北園渡辺病院
介護医療院
(センテナリアンハウス・カメリアハウス・マグノリアハウス)
オータムハウス・つばきはうす・さくらはうす

障

渡辺病院
サマーハウス

社会福祉法人

お問い合わせ先／ 法人事務局

鳥取こども学園

☎ 0857-22-4206
受付時間 ／８：30～17：30
担 当 者 ／山本隆史

「愛は絶えることがない」
当法人は、明治39年にキリスト教精神に基づいて鳥取孤児院として創立されま
した。その根本である「愛」を基本理念とした歴史ある法人です。
現在、児童養護施設、児童心理治療施設、乳児院などの入所施設の他、児童家
庭支援センター、診療所、事業所内保育施設などを含め、13事業、事業所数19
ヶ所を設置運営しています。
新人職員の研修体制

働きやすさのポイント

◦４月１日の新任研修、６月以降隔月１日間の
基礎研修を実施しています。
◦家庭的養育を掲げて小舎制で運営をしている
ので、エルダー制により安心して経験を積む
事ができる体制を整えています。
◦施設毎に実施しているケースカンファレンス
への参加等、スーパーバイズを受ける事がで
きる会議への参加ができます
◦県内外の研修会への派遣も実施しています。
現役職員からのメッセージ

各部署に、男女・中堅・ベテランの職員配置
をし、OJT、OFFJT共に充実させ相談しやす
い体制を取っています。
入所施設は、ホーム（家）単位でチームを組
み互いを支え合っていますが、更にブロック体
制を取る事でチームワークをより強固なものと
しています。職員の孤独を防ぐとともに、やり
がいのある職場作りに努めています。子ども達
とともに生きる喜びを見いだせる職場です。

勤続年数３年

日々、子ども達と生活をする中で、子どもも職員も共に成長します。
ありのままを受け止めてくれる大人が傍にいる事で、子ども達も安心して生活ができます。お互いに信頼関係を築きながら、心が通う喜びは大き
く、驚きや感動に包まれながらとても充実した毎日を過ごしています。

県(内）
運営事業所

障

はまむら作業所
エミライズ

児

鳥取こども学園
鳥取こども学園こどもの家いろどり
鳥取こども学園こどもの家あかり
鳥取こども学園かつらぎの家
鳥取こども学園こどもの家たんぽぽ
児童心理治療施設鳥取こども学園希望館

鳥取こども学園乳児部
幼保連携型認定こども園鳥取みどり園
地域子育てセンターわくわく子育て支援センター
自立援助ホーム鳥取フレンド
自立援助ホーム鳥取スマイル
自立援助ホーム鳥取はればれ
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事業所内保育施設とりっこらんど
他

診療所こころの発達クリニック
子ども家庭支援センター「希望館」
里親支援とっとり
鳥取養育研究所

西部

社会福祉法人

お問い合わせ先／ 総務部

☎ 0859-37-1100

博愛会

受付時間 ／８：30～17：30
担 当 者 ／岩崎 豪

「誰かを笑顔に、誰かと笑顔で、誰もが笑顔で！ 博愛会」
『利用者・家族・地域に「笑顔と安心の輪」を広げます。
』を法人理念とし、高齢
の方も、障がいがある方も、誰もが笑顔で暮らせる地域づくりを目指します。そ
のために、職員が笑顔で働ける職場づくりを目指します。
「誰かを笑顔に、誰かと笑顔で、誰もが笑顔で！ 博愛会」
新人職員の研修体制

働きやすさのポイント

入職後から段階的に法人の理念から基本的事項、
詳細な専門的事項まで、細かく「初任者研修」を
実施します。また、先輩職員による丁寧な育成指
導を行い、不安や悩みを解消できるよう取り組む
ほか、定期的に面談を行ったり、相談者を指定し
ていつでも相談できる体制を構築しています。
個々のスキルアップを目指すための資格取得に
は、法人から助成金（最高10万円）を支出します。

現役職員からのメッセージ

20代女性

①子育て世代へ：子の看護休暇
子の看護休暇の対象を就学前から小学校６
年生まで拡大し、時間単位の有給休暇の扱
いとしています。１人あたり５日、年間10
日まで。
②介護世代へ：介護休暇
介護や看護が必要な家族の受診、短期入院
等に時間単位の有給休暇。対象１人あたり
５日、年間10日まで。

勤続年数７年

介護の仕事は大変なイメージがあると思いますし、確かに大変な事もあります。
ですが、その中でも職場の上司や同僚と共に日々励まし、楽しみながら仕事しています。
困った時にも上司や同僚に相談しながら仕事をしています。
楽しみにながら一緒に働きましょう!!!!

県(内）
運営事業所

高

西部

介護老人福祉施設博愛苑
ショートステイ博愛苑
デイサービスセンター博愛苑
グループホームみのりの里
居宅介護支援事業所博愛苑

障

箕蚊屋地域包括支援センター

児

就労継続支援事業所Ａ型Ｂ型あそしえ
障がい児・者相談支援事業所りんく
生活介護ときぞう

放課後等デイサービスセンターときぞう
児童発達支援ときぞう

他

運動処よらいや

社会福祉法人

お問い合わせ先／

☎ 0859-56-6888

いずみの苑

受付時間 ／８：30～17：30
担 当 者 ／池本 彩

「笑顔あふれる快適な暮らし、それが願いです」
緑豊かな田園地帯の中、ゆったりとした敷地と居住空間を有し、天然温泉をそ
れぞれの施設に利用した「癒やし」の溢れる施設です。
特別養護老人ホーム、ショートステイ、ケアハウス、介護付き有料老人ホーム、
グループホーム、デイサービス、居宅介護支援事業所、米子市淀江地域包括支援
センター（米子市受託）の事業所を有し、利用者はもちろん、ご家族にも安心し
て利用していただけるサービスの提供をモットーとしています。

新人職員の研修体制

働きやすさのポイント

当法人はプリセプター制度を導入していま
す。定期的な面談を行い、新人職員の中・長
期的な支援を行っています。
介護技術・知識・法令の研修においては、
様々なテーマで毎月行っています。また、資
格取得のための支援制度もあります。

当法人はシフト勤務を採用しています。様々
なライフスタイルに合わせ、勤務形態を相談する
ことも可能です。また、育児休暇の取得率も高く、
復帰後も法人内にある事業所内保育所（認可保育
所）にお子様を預けながら働く事も可能です。通
勤も山陰道淀江I.Cを降りてすぐの好アクセスです。

現役職員からのメッセージ

この地域がとても好きだったので、この地域の福祉施設で働けることに喜びを感じています。資格取得の支援もしてもらえるので、働きながら
スキルアップも目指せます。向上心のある方が多いので刺激のある中で働けています。

県(内）
運営事業所

高

特別養護老人ホーム
短期入所生活介護事業所
通所介護事業所
ケアハウス
介護付き有料老人ホーム

グループホーム
居宅介護支援事業所
米子市淀江地域包括支援センター（米子市受託）
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西部

社会福祉法人

お問い合わせ先／ 本部事務局

☎ 0859-23-1578

米子福祉会

受付時間 ／８：30～17：30
担 当 者 ／亀山幸夫

「笑顔に出会える保育園 保護者と地域と共に
～心身共に豊かでたくましく生きる子どもを育む～」
当法人は、米子市内で10か所の保育園を運営しています。保育士自身が保育
環境であると自覚し、子ども一人ひとりの思いを受けとめ、大切にされているこ
とが実感できるよう、子どもたちにかかわるようにしています。そして、保育者
が子どもたちとしっかり向き合うためには、保育者の心にもゆとりが必要と考
え、ゆとりある職員配置と待遇の改善に努めています。
新人職員の研修体制

働きやすさのポイント

◦内部研修（新規採用臨時職員研修、テーマ
別研修、年齢別研修、防犯対策研修）
◦外部研修（経験に応じた各種研修に参加）
◦エルダー制度
※若手からベテランまで幅広く職員がおりま
すので、新しく勤める職員のフォローはし
っかりしています。

現役職員からのメッセージ

【休日・休暇】
日曜、祝日、週休日、年末年始、有給休暇、
特別休暇等
◦産前産後休業あり
◦育児休業あり（最長で子が３歳に達する日まで）
◦子の看護休暇あり
◦介護休暇あり

勤続年数４年

子どもたちと一緒に過ごしていくなかで、笑顔や元気をたくさんもらっています。米子福祉会は10園あり、どの園も地域との交流や、園ならで
はの行事など、それぞれに魅力があります。困った時には、先輩方が丁寧に指導してくださり、学びながら楽しく働くことができます。ぜひ、米子
福祉会で一緒に働きましょう。

県(内）
運営事業所

児

西部

箕蚊屋保育園
五千石保育園
福生保育園
河崎保育園
和田保育園

福米保育園
成実保育園
住吉保育園
加茂保育園
車尾保育園

社会福祉法人

お問い合わせ先／ 研修人財部

☎ 0859-24-3111

こうほうえん

受付時間 ／９：00～17：00
担 当 者 ／邉見 強

互恵互助
「お互いが助け会う心ー互恵互助の精神を地域と共に」
こうほうえんは鳥取県内を中心に東京都内とに123事業所を展開し職員数は
2,300人を超える規模の法人です。鳥取県内では西部と東部で働く地域が選べま
す。こうほうえんには地域の福祉を支える明確な目的があります。その目的に向
かって多職種が連携し、「まずやってみる」のチャレンジ精神を持ち、ご利用者
様に「ここに、こうほうえんがあって良かった」と感じていただける福祉サービ
スの提供に努めています。
新人職員の研修体制

働きやすさのポイント

こうほうえんでは、エルダー制度を実施
していて新しく就職された新卒の職員さん
に「エルダー」と呼ばれる入社2 ～3年目
の年齢の近い職員が付いて指導してくれま
す。分からないことや疑問に思うことを
日々解決しながら勤務しています。また、
年に３回集合研修で新入職員さんのための
座学や実習等の研修を実施しています。
現役職員からのメッセージ

介護の現場ではタブレットを使用してご利用者様の
様子を職員全員で共有するなどＩＴ化を進めています。
研修等学びの機会の提供が多く、ノーリフトの介護を
職員全員が理解し、抱えない介護を実践して身体負担
が軽減されています。また、事業所内でのチームワー
クが良くいろいろなことが相談しやすい環境です。鳥
取県は安心して子育てが出来る子育て王国ですが、こ
うほうえんでも産休育休の取得率は100％で法人とし
ても子育てしやすい環境の職場です。

勤続年数３年

こうほうえんの特別養護老人ホームで勤務しています。介護職（高齢分野）で関わるご利用者は皆さんが人生の大先輩のため色々なことが学べま
す。ケアについて現場での実践を繰り返していき、多くのことを吸収していく為、自分自身の成長も感じられます。
研修体制も充実しているので働きながらステップアップしていくことが出来るのも魅力だと思います。

県(内）
運営事業所

高

特別養護老人ホーム
介護老人保健施設
デイサービスセンター
特定施設入居者生活介護
グループホーム

有料老人ホーム他

障

児童発達支援
訪問介護
訪問看護

15

児

認定こども園
認可保育所
地域子育て支援センター

他

地域包括支援センター受託等

西部

社会福祉法人

お問い合わせ先／ 総務課

☎ 0859-83-0842

日南福祉会

受付時間 ／８：30～17：30
担 当 者 ／求人担当 角田星一

「今日のやすらぎ 明日のあんしん」
～やさしく ゆったり よりそって～
介護サービス、障がいサービスを提供している社会福祉法人です。
「地域で暮ら
す」を支える、やすらぎとあんしんを提供しています。人材育成にも力を入れてい
ます。
新人職員の研修体制

働きやすさのポイント

エルダー制度があります。先輩職員が１

入社当初から有給休暇を付与し、新しい職場環境

年間指導者となります。新人職員は毎月情

に慣れるまでのフォローをしています。日南町への

報交換を行う場を設けています。入社当初

移住者に対しては、就職支度金制度を活用すること

は、法人内のルールを知るための研修を行

が可能です。（条件はご確認ください。
）多様な働き

います。その後は、配属部署にてＯＪＴを

方を認め育児中の職員も多数います。くるみん認定

行っています。

企業。

現役職員からのメッセージ

橋尾朋宏

勤続年数４年

入職当初、自分の知識や技術はご利用者の力になれるかと不安や緊張でいっぱいでした。しかし、先輩から指導やアドバイスを受け、自信をもっ
て関わりを持つことができ、ご利用者の笑顔や「ありがとう」の声は福祉の現場で働く者としてやりがいを感じます。

県(内）
運営事業所

高

西部

特別養護老人ホームあかねの郷
グループホームあさひの郷
デイサービスセンターあかねの郷
えんじょいクラブ
デイサービスセンターあかねの郷
ホームヘルプセンターにちなん

障

デイサービスセンターあかねの郷
ホームヘルプセンターにちなん

児

事業所内保育おひさま

他

ケアプランセンターあかねの郷
ホームヘルプセンターにちなん
（福祉有償運送）

社会福祉法人

お問い合わせ先／ 法人本部

☎ 0859-72-3210

尚仁福祉会

受付時間 ／８：30～17：30
担 当 者 ／山崎晋吾

『
「おもいやり」を尊び「しんらい」を築く』
山村地域ですが、米子まで車で30分程度の立地です。そんな江府町での地域
ぐるみの取り組みを是非肌で感じていただきたいです。AIの時代になっても人と
人をつなぐ「おもいやり」ある仕事は「人」にしかできません。温もりを感じる
仕事を一緒にしましょう！
新人職員の研修体制

働きやすさのポイント

入社から３か月程度は先輩職員がマンツー
マンで指導し、入社１年目が終わるまで同じ
先輩職員が相談を受け助言し指導育成を行い
ます。他に、必要な資格の取得支援や各種研
修会の参加を計画しています。また、外部の
新人研修に参加し、社会人としての心構えや
マナーを学ぶとともに、他業種の方との交流
にも取り組んでいます。

現役職員からのメッセージ

吉川

ご利用者様、職員ともに「身体に優しいケアを
目指して」を目標にあげ、スライディングボード、
移乗シートを積極的に利用するほか、離床センサ
ー付きベッドやインカムを導入し日々のケアの充
実に取り組んでいます。
また、年間休日の増加や時間単位での有給休暇
取得など職員が永く働き続けられる職場づくりに
取り組んでいます。

勤続年数４年

中学校の職場体験で利用者様からの「ありがとう」がきっかけで介護に関心を持ち、
「その人らしさ」を大切に地元で支援する会社の姿勢に共感
して入社しました。先輩から丁寧な指導を受け、働きやすい環境で自身の成長を感じています。利用者様、職員ともに笑顔いっぱいの職場です。

県(内）
運営事業所

高

特別養護老人ホーム江美の郷
介護老人保健施設あやめ
グループホーム江美の郷
訪問介護事業所江美の郷
居宅介護支援プランドオフィス
デイサービスセンター江美の郷

障

就労継続支援B型事業所江美の郷
相談支援事業所江美の郷

他
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他

まめトレ

西部

株式会社

お問い合わせ先／ 法人本部

☎ 0859-21-7888

エルフィス

受付時間 ／９：00～17：00
担 当 者 ／法人本部部長 松田直史
主
任 小谷真紀

「みんなのエルフィス
～感謝・感激・感動のために、人が成長する企業～」
在宅介護、施設介護、保育事業等を中心に福祉事業を米子市内で行っています。
中でも、介護と保育を融合した共生ホームは、全国最大規模です。一つひとつの
事業所で、感謝・感激・感動を追求しています。
新人職員の研修体制

働きやすさのポイント

新人職員には、エルル式新人教育プログラ
ムに沿って研修を受けて頂きます。内部研修
は、毎日のように行われています。外部研修
は、職員ひとり一人に合わせた最適な研修を
管理者（上司）と相談しながら受講して頂き
ます。職員全員が、安心してスキルアップし
ていけるよう支援をいたします。

現役職員からのメッセージ

阿部未希

感謝・感激・感動を追求している企業なので、
基本職員が全員優しいです。だから、個々の意見
や考えをしっかり汲み取ってくれる環境がありま
す。また、比較的新しい会社なので、色々なアイ
デアを取り入れてくれる土壌があり、仕事の達成
感が得られやすいです。

勤続年数９年

私は、介護未経験で入社しました。仕事と学習を両立して、介護福祉士の資格を取ることができました。会社に受講させていただいた研修も、資
格をとるのにとても役立ちました。この会社は、優しい人ばかりで、働きやすいと感じています。

県(内）
運営事業所

高

西部

介護付き有料老人ホーム（ほのぼのエルル観音寺新町）
住宅型有料老人ホーム（ヘルスライフホーム観音寺新町）
グループホーム（ぬくもりのすまいエルル両三柳）
看護小規模多機能（あったかなうちエルル両三柳）
居宅介護支援（エルルのケアプラン）
デイサービス（キャンパスライフエルル両三柳）
ホームヘルパー（エルルのホームヘルパー）
訪問看護（エルルの訪問看護）

障

ホームヘルパー（エルルのホームヘルパー）
訪問看護（エルルの訪問看護）

児

認可保育園（エルルこども学園両三柳校）
小規模認可保育園（ベビーエルル両三柳ベビーエルルR431加茂）
学童保育（エルルこども学園学童スクールR431加茂）
塾（エルフィスR431加茂キャンパス教室

社会福祉法人

他

厨房（エルルの手作り厨房）

お問い合わせ先／ 法人本部

総務課

☎ 0859-66-2253

伯耆の国

受付時間 ／８：30～17：30
担 当 者 ／生田敬子

「自分らしい暮らしをいつまでも」
地域の子供から高齢者まで幅広いサービス提供を担っています。介護事業とし
て施設・在宅サービス事業の提供と、南部町内２園の保育園の指定管理を受け、
運営しています。
新人職員の研修体制

働きやすさのポイント

伯耆の国では新人研修として。『プリセプタ
ー制度』を導入しています。１年間の研修プロ
グラムを基に、新人職員のペースに合わせ、チ
ームで育成していく制度です。
年間定期的にプリセプター会議を開催し、新
人職員の成長過程を評価するとともに、その時
の課題を解決するための方法をチームで考えて
行きます。また、悩みや疑問などをその都度、
相談に応じ助言、指導していきます。１年間で
独り立ちできるようサポートします。

現役職員からのメッセージ

介護士

小原さん

特別養護老人ホームは、リフトやモジュール
型車椅子、スライディングシート・ボード等の
福祉用具を導入し､入居者の安心安全だけでな
く、職員が安全な環境で仕事をしています(腰
痛予防等)。産休・育休・時短勤務制度の利用
で、子育てと仕事を両立し、働き続けられる支
援をしています。
休暇は年間121日（Ｒ４年度）で、プライベ
ートと仕事の充実を支援しています｡

勤続年数４年

小さな頃から高齢者の方と関わることが多く、もっといろいろな方と関わりたいと思い、この仕事に就きました。ゆうらくでは様々の福祉用具を
使用しており、お互いに負担が少ないケアが行えることが魅力です。また入居者の方に「ありがとう」などお礼を言ってもらえると、とてもやりが
いを感じます。

県(内）
運営事業所

高

特別養護老人ホームゆうらく
グループホームおちあい
デイサービスセンターゆうらく
西伯デイサービスセンターしあわせ
会見デイサービスセンターいこい荘

南部居宅介護事業所

児

つくし保育園
さくら保育園
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他

いくらの郷（ニート・引きこもり支援施設）

西部

社会福祉法人

お問い合わせ先／

みその児童福祉会
「愛されたことを心の底に残し、
一人ひとりを健全な社会の一員に」

☎ 0859-29-4364
（米子聖園天使園）

☎ 0859-29-5924
（米子みそのベビーホーム）
受付時間 ／８：30～17：30
担 当 者 ／竹内（米子聖園天使園）
藤原（米子聖園ベビーホーム）

米子聖園天使園は現在、新園舎での生活をスタートさせました。職員が子ども
の環境を整えるために一丸となって話合い設計に携わりました。米子聖園ベビー
ホームは地域のニーズに対応し、子育てサロンをしています。
新人職員の研修体制

働きやすさのポイント

新任職員オリエンテーション（各児童福

担当児童のことでわからないことがあっても、家

祉施設の概要、各職種の役割、みその児童

庭支援専門相談員、心理士などの専門職と一緒に考

福祉会の歴史、社会人スキルなど）

えます。米子聖園天使園は宿直、米子聖園ベビーホ
ームは夜勤が週１回程度ありますが、みんなすぐに
慣れて充実したプライベートを過ごしています。

現役職員からのメッセージ

露木

梢

勤続年数３年

米子聖園天使園では、個性あふれる子どもたちの色々な表情を見ることができます。一緒に料理をしたり、スポーツをしたりと、自分の特技を活
かせる場所でもあります。何よりも、子どもたちの成長をまぢかで見られることがモチベーションとなり、とてもやりがいを感じられる職場です。

県(内）
運営事業所

児

西部

児童養護施設（米子聖園天使園）
乳児院（米子聖園ベビーホーム）
母子生活支援施設（母子生活支援施設米子聖園コスモス）
児童家庭支援センター（児童家庭支援センター米子みその）
保育園（米子聖園マリア園）

医療法人／社会福祉法人

お問い合わせ先／ 総務課

☎ 0859-24-5666

真誠会

受付時間 ／９：00～1８：00
担 当 者 ／眞田哲侍

「感動ある医療・福祉」
米子市に４拠点展開し、医療介護の全てのサービスに対応。
地域の皆様と共に歩み安心して、安全に暮らせる街づくりを目指しており各施
設とも、愛と優しさを持った感動あるサービスの提供を心がけております。

新人職員の研修体制

働きやすさのポイント

◦教職員は質・量ともに充実した教育プログラムを用
意しております。
◦スタッフの資格獲得援助のため、各種資格に対する
受験指導などを行っており、入職してからの資格取
得、それに伴うキャリアアップが積極的になされて
います。
◦特に認知症の理解と看護実践に力を入れています。

現役職員からのメッセージ

◦育児休業取得率100％
◦有給休暇取得率63％
◦年間休日数110日（日数増加検討中）
◦超過勤務 月平均３時間程度

勤続年数13年

夢の実現にむけて、真誠会は愛と謙虚さを持った職員とともに、心に響く医療・福祉の全てのサービスを提供している環境にあります。
ご利用者様、患者様には、最高のサービスと、まごころを提供し、職員のことも大切にし、理解し、自分の生きる喜び、やりがいを見つけても
らえる環境も整えております。
ぜひ、真誠会で夢を見つけてみませんか。

県(内）
運営事業所

高

介護老人保健施設ゆうとぴあ
介護老人保健施設弓浜ゆうとぴあ
介護老人福祉施設ピースポート
地域密着型介護福祉施設皆生ピースポート
通所リハビリテーションゆうとぴあ他

他

真誠会セントラルクリニック
透析施設オアシス、
訪問看護ステーションネットケア他
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西部

社会福祉法人

お問い合わせ先／ 大山支所（本所）

大山町社会福祉協議会

福祉総務課

☎ 0859-39-5018
受付時間 ／８：30～17：30
担 当 者 ／事務局長 押村行史

「信頼・笑顔・安心」
当法人は「信頼・笑顔・安心」を理念に、人と人とのつながりやコミュニケー
ションを大切にした事業展開をしております。事業所内の風通しも良く、入社年
数に関係なく意見を言うことが出来る職場です。また、自分の考えやアイデアを
すぐに事業化することができ、自身のスキルアップにつながります。
新人職員の研修体制

働きやすさのポイント

社内オリエンテーション、県社協
主催の新人職員研修、配属部署での
マンツーマンでの指導等行なってお
ります。わかりやすく丁寧な指導を
心がけています。

現役職員からのメッセージ

A・K37

【休日】
土、日、祝日、年末年始（12月29日から１月３日まで）
◦年間休日数 約122日
◦育児・介護休業、育児・介護短時間勤務制度あります。
その他有給休暇、時間単位での休暇取得可能です。
◦忌引き、結婚等の特別休暇あります。
※休暇は取りやすい環境です。

勤続年数７年

入職しデイサービスの介護士と福祉総務のお仕事を経験しました。デイサービスでは、利用者様との関わりの中で、楽しみや「ありがとう」とい
う感謝の言葉を頂き、充実した日々でした。福祉総務は、地域全体の課題を様々な事業を通して支えていくもので、日々勉強ですが、とてもやりが
いを感じています。双方が経験出来るというのが、大山町社会福祉協議会の魅力です。

県(内）
運営事業所

高

西部

通所介護事業所（通所介護だいせん、地域密着型通所介護ほほえみ）
訪問介護事業所（訪問介護だいせん）
居宅介護支援事業所（居宅介護支援だいせん）

障

訪問介護事業所（支援訪問介護だいせん）
生活介護事業所（支援通所介護だいせん）
相談支援事業所（サポートセンターだいせん）

他

地域福祉事業

社会福祉法人

お問い合わせ先／ 法人本部

☎ 0859-37-2125

あしーど

受付時間 ／９：00～17：30
担 当 者 ／中島しのぶ

「地域に種を蒔こう」
障害福祉サービスを利用しようとする人が、地域で当たり前に暮らせるまちづく
りを目指して、在宅サービスを提供しています。利用者主体の支援を行います。

新人職員の研修体制

働きやすさのポイント

新人研修は講義と実技を行います。障害福祉
に携わる者として、職業倫理・福祉の制度・人
権や権利擁護に係わること・バリアフリーのま
ちづくりなどの講義、車いすの実習、自動車運
転の実習、生活介護事業所（通所）での実習な
どの研修を行います。

現役職員からのメッセージ

Aさん

職員間でのコミュニケーションが円滑にいく
よう、定期的に職員会議を行います。また、希
望の休みが取りやすくなるように、勤務管理を
行っています。その他、健康診断の実施、感染
予防の接種料の補助なども行っています。

勤続年数３か月

生活介護事業所で働き始めて、まだまだ覚えられないことが多くあり、職員の皆さんにたくさん助けられながら仕事をしています。ひとつひとつ
丁寧に教えてもらって助かっています。利用者のみなさんと仲良く活動をして、楽しくがんばっています。

県(内）
運営事業所

障

訪問介護事業所 ヘルプサービスぽけっと
生活介護事業所 デイセンターはみんぐ
障害者生活支援センターすてっぷ（相談支援・計画相談等）
障害者就業・生活支援センターしゅーと（就労相談・就労支援）
障がい者職場定着推進センターあしすと（定着支援）
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西部

医療法人

お問い合わせ先／ 総務課

☎ 0858-37-3766

誠医会

受付時間 ／８：00～17：00
担 当 者 ／吉田

「いつも笑顔あふれる生活を目指して」
当施設は県中部（北栄町）にあります。
｢応援します！自立をふれあいを」をモットーに、利用者様が現在もっておられ
る、力（能力）を、いかに維持・改善・向上をしていくかを日々検討し、取り組ん
でいます。私たちと一緒に、地域の高齢者様を支えていきませんか？
新人職員の研修体制

働きやすさのポイント

年齢の近い職員を、メインの教育担当と
する事で、介護だけでなく色々な事が相談
しやすい環境を作るようにしています。
また希望される研修や資格試験等にも
積極的に参加・受験できる体制が整って
おり、就職後もさらなる成長を目指す事
ができます。

現役職員からのメッセージ

有給休暇取得率が全職員で約６～７割近くを達成
しており、休みも取り易く、働きやすい環境となっ
ています。
また福利厚生として厚生年金以外に、別の年金制
度にも加入。加入対象の方は将来年金を受け取られ
る金額に上乗せされます。もちろん職員の保険料負
担はありません。

勤続年数14年

残業がほぼ無く、就業時間後のプライベートの予定も立てやすい職場です。それに加えて有給休暇の取得もしやすく、それぞれの生活事情に沿っ
た勤務ができる事も魅力だと思います。
皆さんも私たちと一緒に仕事もプライベートも両方楽しみませんか？

県(内）
運営事業所

高

老人保健施設セラトピア
セラトピア通所リハビリテーション事業所
グループホームこころの里

他

みやがわ居宅介護支援事業所
訪問看護ステーション大栄
宮川医院

赤碕保育園
幼保連携型認定こども園 赤碕こども園

西部 社会福祉法人

お問い合わせ先／ 幼保連携型認定こども園 赤碕こども園

☎ 0858-55-0708
受付時間 ／10：00～17：00
担 当 者 ／徳田憲生（園長）
福田典子（副園長）

「大人も子どもも夢をもって楽しく過ごせるこども園」
本園では、主体性を大切にしながら、子どもたちとともに遊びや環境を創りあ
げていく「プロジェクト保育」に取り組んでいます。保護者や地域の人々を巻き
込んで、それぞれが自分らしさを発揮しつつ、互いに学び合い成長し合う実践が
展開されています。好奇心旺盛で回り道することを厭わない「あなた」へ。応募
をお待ちしています。
新人職員の研修体制

働きやすさのポイント

正規の園内研修以外に、新人職員への研修を

園全体で「対話」や「響き合い」を大切にして

年５回行います。園の理念や保育計画の他、健

いるため、職員同士が強い信頼関係で結ばれて

康や安全、書類の書き方など、新人の職員にと

います。保護者や地域の方々からの理解や協力

って現場で必要となる知識と技術を学びます。

もあり、充実した保育に取り組むことができま

また、月１回の園内研修では、
「プロジェクト

す。昨年度からＩＣＴを導入し、保育の質の向

保育」について実践的にわかりやすく学びます。

上と職員の働き方改革に務めます。

現役職員からのメッセージ

宮坂理央

勤続年数２年

異年齢保育にエリア遊び。初めは驚くことが沢山ありました。でも実際に子どもたちと過ごすことで、異年齢だからこそ生まれる優しさ、エリ
ア遊びだからこそできる本気の遊び。赤碕こども園だからこそ出せる子どもたちの輝きが見えました。その輝きとは何か体験してみてください。

県(内）
運営事業所

児

認定こども園『赤碕こども園』
放課後児童クラブ『しおかぜクラブ』

他

子育て支援センター『アトリエ・ラボ』
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福祉人材センターへの求人・求職サイト
を御利用ください
「福祉のお仕事」では、全国の福祉人材センターに登録がある求人情報を閲覧できるだけ
でなく、インターネット上での求人登録・求職登録が可能（マイページ登録が必要）です。
スカウトサービスやマッチング検索（希望に沿った求人を自動検索してくれるサービス）
など、便利な機能がありますので、ぜひご利用ください。
▼「福祉のお仕事」トップページ

1

1
2

3

2

お仕事を探している方（求職者）

3

介護福祉士の方、保育士の方は❷へ

トップページの「仕事を探す」をクリックし、画面にしたがって「新規登録（登録後はログイン）」後、
求職者マイページから「求職票登録」をお願いします。

介護福祉士の方、保育士の方
初めての方は、トップページの「届出をする」をクリックし、画面にしたがって届出をお願いします（平
成２９年４月１日から離職時の本センターへの届出が努力義務になっています）。
その後、届出者マイページから「求職票登録」をお願いします。

法人・事業所の人事担当の方（求人者）
トップページの「求人を出す」をクリックし、画面にしたがって「新規登録（登録後はログイン）」後、
事業所マイページの「求人票管理」から「求人票申請」をお願いします。

福祉のお仕事

https://www.fukushi-work.jp/

インターネット以外でも求人・求職登録、介護福祉士・保育士届出は可能ですので、鳥取県福祉人材センターまで御相談ください
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福祉の就職フェアとっとり2022夏
オンライン開催

主催／社会福祉法人 鳥取県社会福祉協議会
共催／社会福祉法人 全国社会福祉協議会
後援／厚生労働省、鳥取県内の各公共職業安定所、
公益社団法人鳥取県看護協会、
新日本海新聞社、鳥取県社会福祉施設経営者協議会
公益財団法人ふるさと鳥取県定住機構（順不同）

お問い合せは

社会福祉法人鳥取県社会福祉協議会

鳥取県福祉人材センター
〒689-0201 鳥取市伏野1729-5 県立福祉人材研修センター内
TEL 0857-59 - 6336 FAX 0857-59- 6341
E-mail jinzai@tottori-wel.or.jp
ホームページ https://www.tottori-wel.or.jp/jinzai/shigoto̲top/

