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職員募集案内

中津総合ケアセンターいずみの園

望信 愛

それゆえ、信仰と、希望と、愛、この３つは、いつまでも残る。

その中で最も大いなるものは、愛である。

コリント信徒への手紙Ⅰ 第１３章より

創立 4 0周年



仕事の概要

福祉を必要としている方々への支援を行う仕事です。高齢者事業がメインですが、その他に
も障がいのある方を支援を行う事業、子どもやその家族に対する事業など多岐にわたる職場が
あり、幅広い業務があります。将来は専門性を深めたり、施設運営を担ったり、一人ひとりの志
向や 特性を活かしたキャリアステップが拡がっています。

給与（待遇）

介護職員初任者研修（旧ヘルパー２級講座）を園内で実施しており、資格を持たない方でも働

きながら資格取得できます。また、国家資格である「介護福祉士」の資格取得に必要な「介護実務
者研修」も園内で実施しています。その他「ケアマネジャー」「社会福祉士」といった資格につ
いても、働きながら取得した職員も多数おり、充実したバックアップ体制をとっています。

取得を目指せる資格

給与モデル

大卒 専門・短大卒 高卒

基本給（月額） ￥159,300 - ￥155,000 - 146,200 -

賞与、手当等

賞与年2回（3.75倍 ※前年度実績）
昇給年1回（550円～2,200円）

夜勤手当1回5,000円
職務手当月額8,000円～11,000円

年収モデル ￥2,921,880 - ￥2,854,800 - ￥2,717,520 -

（夜勤手当、職務手当、賞与、処遇改善加算込み）

※職務手当⇒介護福祉士、社会福祉士、ケアマネ等の資格手当など

・職種：介護員、相談員、生活支援員、職業指導員など、福祉に関する仕事です。

・勤務地：大分県中津市 ※県外への転勤はありません。

・勤務時間：交代制（週40時間） ※勤務時間帯は勤務施設によって異なります。

・休日休暇：週休2日制（交代制）※年間休日112日
特休／夏期、冬期特別休暇あり、有給休暇あり

・保険：健康保険、厚生年金保険、雇用保険、労災保険

※上記以外にも、扶養手当(￥10,000／月)、住宅手当(￥17,000／月まで)

通勤手当(￥16,100／月まで)といった手当があります。

募集概要（資格・待遇）



＊ 福 利 厚 生 ＊

またこの他、外部団体の福利厚生サービス利用、契約宿泊施設の割引利用、
リフレッシュ休暇の促進なども進めています。

＊いずみ会＊
職員親睦会として機能し、新人
歓迎会や忘年会などの行事の
開催の他、慶弔費の支給や親睦
旅行の費用の助成なども行っ
ています。

＊ワーク・ライフ・バランス＊
（Ｗ・Ｌ・Ｂ）

仕事と仕事以外の時間の調和を目指
して、働きやすい職場づくりにも力
を注いでいます。育児休業、介護休業
はもちろんのこと、短時間勤務制度、
事業所内保育施設などによる育児と
仕事の両立の支援、円滑な職場復帰
を後押しする再雇用制度などがあり
ます。



私が当園を選んだ理由は、社会福祉士の実習でお世話になった時に、落ち着いた
空間の中でご利用者と職員が笑顔で接している姿を拝見し、私もここで働いてみた
いと思ったこと、また高齢者福祉以外にも様々な福祉を展開するいずみの園なら、
高齢者分野以外の福祉も経験することができ、自己成長に繋げることができると考
えたからです。
入職して２年は特養で介護員と相談員を経験し、現在は障がい者への相談援助を

行う部署に異動となり、新しい環境で毎日頑張っています。
いずみの園はしっかりとした教育体制があり、未経験であっても成長できる環境

だと感じています。今後も常にご利用者の気持ちに寄り添いながら、ご利用者にも

先輩職員にも信頼される職員になりたいです。

大学の卒業後は生まれ育った地元に戻りたいという気持ちがあり、県内でも福祉

分野で有名ないずみの園を就職先として希望しました。
就職して最初は「自分にこの仕事が続けられるだろうか」という不安でいっぱい

でしたが、信頼できる同僚や仲間、先輩や上司に助けられ、またご利用者や、たくさ
んの人の笑顔にかこまれ、気付けば就職して今年で11年目を迎えました。また、大変
ではありましたが、仕事をしながら介護福祉士・介護支援専門員・社会福祉士の資
格取得ができたことも自分の自信に繋げることができました。
現在は10年近くいた介護の現場から相談課へ異動となり、相談員として毎日頑

張っています。まだ分からないことだらけですが、後輩たちの良い手本となれるよう、
これからも努力していきたいです。

宮崎 千恵さん 特別養護老人ホーム 相談課 主任

松本 翔多さん 共生サービス事業部 相談支援課 相談員

智泉福祉製菓専門学校 社会福祉士学科 2015年3月卒業

熊本学園大学 社会福祉学部 福祉環境学科 2007年3月卒業

桝田 はるかさん 特別養護老人ホーム 介護課 介護員

私は社会福祉主事任用資格を持って入職しました。働きながら社会福祉士の資

格を取ることを決め、不安を抱いていましたが、勉強できる環境、試験に挑みや
すい環境を整えていただき、社会福祉士の資格を取得する事が出来ました。
入職当初、介護実践の知識が皆無であった私に上司を始め先輩職員の方々がゼ

ロから丁寧に指導して下さり、現在があります。職員間での交流の機会も多く独
りで悩んだりすることの無い環境が自然とできています。
入職して４年たちますが、いずみの園で働く意義を十分に感じながら働かせて

いただいています。これからも多くのことを学び日々成長していきたいと思って
います。

別府大学 文学部 人間関係学科 2013年3月卒業



前田 真美さん かきぜサポートセンター 児童サービス課 児童指導員

私は鹿児島出身ですが、大学の教授のすすめで施設見学をし、卒業生の先輩から貴重な

お話しが聞けた事がきっかけでいずみの園に就職を決めました。私は以前から障がいの分
野で仕事がしたい、という希望があり、その時に「いずみの園はこれから障がいの分野に
力を入れていく。生み出す苦しみはあると思うが、それ以上の学びを得られると思う」、
「一緒に仕事をしていると、毎日新しい気づきがある」という言葉を頂いたことが決め手
となりました。
私の希望も叶い、現在は就労支援事業所の生活支援員として働かせて頂いています。慣

れない清掃作業で戸惑う事も多くありますが、今後も作業を通してご利用者と一緒に学び、
成長していきたいです。地元ではない場所で就職を決めましたが、良い選択が出来たと
思っています。

舩戸雪華さん 共生サービス事業部 就労支援事業課 生活支援員

山本 瑞稀 特別養護老人ホーム 介護課 介護員

私は高校を卒業し、介護経験が全くないままこのいずみの園に就職をしました。ご利

用者との接し方すら分からず、右も左も分からない私に、先輩職員の方々が一から優し
く丁寧に教えてくださるので本当に助かっています。不安もたくさんあり、悩むことも
ありましたが先輩方が話を聞いてくれ相談にものって下さいました。そのおかげで少し
ずつですが出来る事も増え、仕事にも慣れてきました。
皆が私に優しく、気さくに話しかけてくれ、またアドバイスをしてくれるおかげでと

ても働きやすいです。多くの優しい先輩方に支えられ、私は今たくさんの事を勉強させ
て頂いています。いずみの園に就職したことで、自分自身の成長にもつながり、本当に良
かったと思っています。これからも感謝の気持ちを忘れず、たくさんの事を学んでたく
さん成長していきたいです。

私は、実務経験を積み、社会福祉士の資格を取得したいと考えており、働きながら勉強

していくことができる環境が整ったいずみの園に就職を希望しました。また、地元に就職
したいと考えていたことも一つの要因です。
いずみの園では現在、特別養護老人ホーム介護課に所属しています。働き始める前は、

自分が本当に現場でやっていけるのかどうか不安でしたが、いざ働き始めると、担当の主
任をはじめ、たくさんの先輩職員から技術や知識を教えて頂いています。
まだ分からないこともたくさんあり、先輩方に迷惑をかけることも多いですが、充実し

た毎日を送ることができています。私もこれから先輩職員のように、ご利用者の小さな変
化にも気づくことが出来る職員になっていきたいと思っています。

いずみの園に入職し７年間介護課に在籍し、現在は「児童発達支援・放課後等デイサー

ビス マルコ」で障がいのある子どもたちを支援する部署にいます。
学生時代に実習等で学んだことはありましたが、実際に現場で子どもを支援することは

想像以上に難しく、最初は関わり方が分からず、コミュニケーションがうまくとれずにい
ました。今年で丸２年が経ち先輩職員にアドバイスをもらいながら、少しずつですが子ど
もとの関係が築けるようになってきました。子どもから教えてもらうこともたくさんあり、
子どもの笑顔や成長をみるととてもやりがいを感じます。
いずみの園に入職して子どもから高齢者まで関わらせてもらい色々な経験をしました。

大変なこともありますが、それ以上に楽しさや喜びを感じられ、毎日が充実しています。

大分県立中津東高校 生産システム科 2018年3月卒業

西南女学院大学 保健福祉学部 福祉学科 2009年3月卒業

大原医療介護福祉専門学校大分校 介護福祉士学科 2017年3月卒業

永松 弦紀さん 特別養護老人ホーム 介護課 介護員

西九州大学 健康福祉学部 社会福祉学科 2018年3月卒業



先輩たちのキャリアパス

先輩より一言：
尊敬できる上司や仲間に囲まれ、毎日楽しく仕事に取り
組んでいます。いずみの園なら、あなたのやりたい“福
祉の仕事”がきっと見つかります！！

２００４年４月 入職 特養介護課 介護員
２００５年４月 異動 特養相談課 生活相談員
２００９年７月 昇格 特養相談課 主任
２０１１年９月 異動 障害者生活支援センター

エマオ 主任
２０１６年４月より現職

田中 伸治さん
特別養護老人ホーム 相談課 課長

角 令子さん
共生サービス事業部 相談支援課 課長

２０００年 ４月 入職 特養介護課 介護員
２００２年１２月 育休取得
２００４年 １月 育休取得
２００６年１０月 育休取得
２００８年 ４月 昇格 特養相談課 主任
２００９年 ６月 異動 地域包括支援センターいずみの園 主任
２０１３年４月より現職

先輩より一言：職場では一つの部署の課長として、そして家では三
人の子どものお母さんとして、毎日奮闘しています。大変なことも
多かったけど、いずみの園は福利厚生が整っているので、働くお母
さんにとっても働きやすい環境だと思います！！

キャリアパスとは、「企業においての社員が、ある職位に就くまでにたどることとなる経験や順序のこと。

また個人の視点からは、将来自分が目指す職業を踏まえる上でどのような形で経験を積んでいくかという順
序・計画を指す」とあります。このページでは、「いずみの園」で働く先輩たちが、どのような経歴をたどっ
て今の立場に就いたかを少しだけ紹介します。

「いずみの園」は福利厚生が充実していて、毎年多くの職員が産休・育休を取得し、その
後元の職場に復帰し、それぞれの現場で活躍しています。将来、結婚をして子どもが欲し
いと考えている方でも、「いずみの園」では多くの先輩が仕事と家庭を両立して頑張っ
ていますし、それをバックアップする体制が整っています。

「いずみの園」では、部署間の異動が多く行われ、１人の職員が様々な業種を経験することになり

ます。その経験は、あなたの視野を広げ、将来きっとあなたの助けとなるでしょう。「いずみの園」の
先輩たちは、そうやってたくさん経験を積んだ、社会福祉の“スペシャリスト”たちです。



倉原 未来さん
特別養護老人ホーム 介護課 主任

「いずみの園」には、「高齢者」「障がい者」「児童」「地域福祉」など、様々なジャンルの
様々な仕事があり、それぞれの現場で先輩たちが頑張っています。「いずみの園」なら、あなた
が希望する“福祉の仕事”が見つかるかもしれませんよ！

いずみの園でお待ちしてます(^○^)

先輩より一言：
私は高校を卒業していずみの園に就職し、働きながら介
護福祉士の資格を取りました。働きながら勉強するのは
大変だったけど、職場の同僚や上司に支えられ、なんとか
頑張ることができました。これからも感謝の気持ちを忘
れず、いずみの園で頑張っていきたいです！！

２００９年４月 入職 特養介護課 介護員
２０１３年４月 介護福祉士資格 取得
２０１８年４月 昇格 特養介護課 主任

２００４年４月 入職 特養介護課 介護員
２００６年４月 昇格 特養介護課 主任
２０１３年４月 昇格 特養介護課 課長
２０１８年４月より現職

先輩より一言：
職場では責任ある立場で職務を全うし、家に帰れば４人の子
どもの父親です。仕事が休みの週末は、子どもたちと一緒に
キャンプや釣りにでかけ、休暇を楽しんでいます！！

野見山 晃さん
在宅サービス事業部 地域公益課 課長

いずみの園では、ワーク・ライフ・バランスを良くする取り組みを積極的に
行っています。有給取得の励行に職員旅行への補助、クラブ活動に関する取り組
みなど「働きやすい環境づくり」に努めています。

「いずみの園」は福祉未経験の方もたくさん就職されます。「いずみの園」では「エルダー制」
をはじめとする新人を教育する制度や、初任者研修、実務者研修等の各種講座も自前で開催する
など、未経験の方でも働きやすい仕組みを多く取り入れています。実際に介護経験が無い方でも、
働きながら資格を取得し、それぞれのキャリアを積み重ねていっていますので、福祉に興味のあ
るかたは、未経験の方でも大歓迎、一緒に楽しく働きましょう！



社会福祉法人 九州キリスト教社会福祉事業団

中津総合ケアセンター いずみの園

〒871-0162 大分県中津市永添2744
TEL0979-23-1616㈹ FAX0979-23-1783
ホームページ http://www.izuminosono.jp

□ 今津サポートセンター

http://www.izuminosono.jp/

