
社会福祉法人
しゃ か い ふ く し ほ う じ ん

た い ら だ て ふ く し か い

平舘福祉会

平舘福祉会は
「子育てサポート企業」として、

厚生労働大臣より
くるみん認定を受けました。

児童デイサービスあおねっと新青森・青森南（児童発達支援事業・放課後等デイサービス）

石江5丁目4-2-205

社会福祉法人

平舘福祉会

ハイツはまなす

外ヶ浜花NET
（共同生活援助）
〒030-1411
青森県東津軽郡外ヶ浜町平舘根岸小川20-1
TEL 0174-25-2898

ハイツはまなす
外ヶ浜町平舘根岸湯の沢
海の見える丘団地69-８

ハイツあじさい
外ヶ浜町平舘根岸湯の沢
海の見える丘団地69-15

ハイツこすもす
外ヶ浜町字下蟹田49-1

ハイツさくら
外ヶ浜町平舘根岸湯の沢
海の見える丘団地69-14

生活介護・自立訓練
就労継続支援B型事業所

エコル
生活介護・自立訓練
就労継続支援B型
〒030-1411
青森県東津軽郡外ヶ浜町平舘根岸湯の沢260-1
TEL 0174-25-3255

障害者支援施設

かもめ苑
（生活介護・施設入所支援）
〒030-1411
青森県東津軽郡外ヶ浜町平舘根岸小川20-1
TEL 0174-25-3211㈹
舞茸栽培センター 0174-25-3267

あおねっと
新青森

児童デイサービス
日中一時支援事業
（児童発達支援事業･放課後等デイサービス）

あおねっと新青森
〒038-0003
青森県青森市石江5丁目4-2-105
TEL 017-757-8106

相談支援事業所

あおねっと
（特定相談・障害児相談・一般相談）
〒038-0003
青森県青森市石江5丁目4-2-203
TEL 017-752-8183

児童デイサービス
日中一時支援事業
（児童発達支援事業･放課後等デイサービス）

あおねっと青森南
〒030-0123
青森県青森市大矢沢里見92-1
TEL 017-757－9165

青森大学

アイル浜中歯科
クリニック

あおねっと
青森南

青森シオン
キリスト教会
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ハイツさくら

新卒採用案内

障害者支援施設かもめ苑（生活介護・施設入所支援）
障害福祉サービス外ヶ浜花NET（共同生活援助）
エコル（生活介護・自立訓練・就労継続支援B型）
相談支援事業所あおねっと（特定相談・障害児相談・一般相談）
児童デイサービスあおねっと新青森・青森南（児童発達支援事業・放課後等デイサービス）

お問い合せ先 ☎0174-25-3211担当 /柴田・棟方
〒030-1411 青森県東津軽郡外ヶ浜町平舘根岸小川 20-1
TEL 0174-25-3211  FAX 0174-25-3212
http//care-net.biz/02/tairadatefukusikai/

アクセス情報



障害者支援施設「かもめ苑」

施設・業務案内

障害のある方の一人ひとりに応じた食事や入浴の支援はもちろん、
生活リズムを整えたり、身体介護を行う施設です。

法人内の各施設の特徴や業務内容などをご紹介します。

障害福祉サービス「外ヶ浜花NET」

WORK
入浴、排泄、食事の介護をお手伝いする仕事です。毎日の日常生活で、継続的に身辺処理、社会的生活の自立を高めるように
支援します。日中活動ではご利用者に合わせた作業や活動を行う中で、心身の充実と生きがいを見出せるような支援に努めて
います。

WORK
ご家族及び関係機関との連絡、金銭管理、通院引率、各ホームの巡回、買い物外出をお手伝いする仕事です。

食事介助

クリスマス会

ストレッチ

パソコン教室

日中活動

ダンスセラピー

リトミック

障害のある方の共同生活援助（グループホーム）施設です。
できることは自分たちでしていただくなど、ふつうの生活や社会のルールやマナーを経験します。

児童デイサービス
「あおねっと新青森」「あおねっと青森南」

就学前の障害児へ日常生活における基本的な動作指導、集団生活への適応訓練を行う施設です。
放課後等デイサービスでは、就学中の障害児への必要な指導訓練を行う事業所です。

相談支援事業所「あおねっと」

（営業時間　9:00～17:00）

（営業時間　9:00～18:00）

（営業時間　8:30～17:15）

WORK
自立して生活できるようにコーディネート
（利用者、ご家族との面談、サービス利用計画・説明）を行う仕事です。

障害のある方やその家族、関係者の方で、障害
に関して困ったことがあればお聞きし、障害福
祉サービスや障害児通所支援の利用計画の作成
等のお手伝いをさせていただく事業所です。

WORK
療育支援、送迎、環境整備、外出支援（ドライブ含む）、レクリエーションを行う仕事です。

生活介護・自立訓練・就労継続支援B型事業所「エコル」
自立した日常生活・社会生活を営むことができるよう、就労の機会を提供すると
ともに、必要な訓練を効果的に行う事業所です。

WORK
食事介助、送迎、サービス提供記録の作成、安全衛生管理、実習生の指導を行う仕事です。
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先輩職員の声

生活支援員生活支援員

佐々木 琢磨さん
2020年度採用

　大学時代から障害者福祉に触れる機会があり、障害者の就労支援事業所で10年間働きました
が、家族との時間を大切にしたいという思いが強くなり、自宅から近い平舘福祉会への就職を希
望しました。現在は家族と家事や育児を協力しながら過ごせ、とても充実しています。

就職を決めた理由はなんですか？Q

　様々な勤務帯があり職員間で課題や対応策を共有することは簡単ではありません。そのため、
限られた時間内に現状の課題や支援策を話し合う時間はやりがいを感じます。

やりがいを感じる瞬間はどんな時ですか？Q

　持っている資格や経験をもとにご利用者様の生活がより充実するよう、私の得意な部分を活か
しながら職員と協力しサポートしていければと思います。

今後の目標は？Q

管理栄養士管理栄養士

柴田 俊さん
2017年度採用

　学生の頃から何かで困っている人の役に立ちたいと思っていました。就職活動をしている時に
経営理念に「利用者本位」をあげており、ご利用者様が困っていることがあればしっかり利用者様
と向き合っていることを知り、私もこのような職場で働きたいと思い就職を希望しました。

就職を決めた理由はなんですか？Q

　ご利用者様一人一人の健康を良くしていくために定期的に会議を行っています。健康管理をよく
するためにはどうしていくべきかを考え、実行し、その結果ご利用者様が以前よりも元気な姿に
なっているのを見た瞬間にやりがいを感じます。

やりがいを感じる瞬間はどんな時ですか？Q

　管理栄養士として栄養と食に関する正しい知識を広めていくことで、ご利用者様の健康状態、
生活をより良くしていきたいです。

今後の目標は？Q

事務主事事務主事

佐藤 美空さん
2020年度採用

　利用者様のことを常に考え安全安心した生活を送れるようにサポートしていること。そして、い
ざという時のために防災対策を細めに行っていると書かれており、とても利用者思いの施設だと
感じ、私もこんな施設で働きたいと思い就職を希望しました。

就職を決めた理由はなんですか？Q

　少しずつ出来る仕事も増えてきましたが、まだまだ出来ない事の方が多く、悩みは尽きません。
しかし、職員のみなさんが細めに気にかけてくださり、困ったことや悩んだことがあった時はすぐ
に相談できる環境づくりをしてくれていて、安心して仕事をすることができています。

仕事で困ったこと、悩んだことはありますか？Q

　職員のみなさんのおかけで安心して働けているので、自分自身が皆さんのような周囲の状況を
把握し、行動できる存在になりたいです。

今後の目標は？Q
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理念・取り組み

をサポートする仕事
「私らしく生きる」

職員募集案内
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平舘福祉会の経営理念
人間らしく生活するために生まれながらに持っている権利を守ります。

コ ン プ ラ イ ア ン ス

人権尊重と人権擁護

できるかぎり利用者本人の意思を尊重し、自己選択の機会を提供します。利用者本位

倫理法令遵守委員会を設置するなど、職員の不祥事や虐待防止に向け
取り組んでおります。
様々な特性を持つ利用者へサービスの提供を実施する上でその専門性
を向上させ、組織全体としてのサービス向上に努めています。

倫理法令遵守と
人材の育成

2019年くるみん認定されました！！

　子育てサポート企業として、厚生労働大臣の認定を受けた企業
は「くるみんマーク」をその証として受け取ることができます。
　くるみんマークは、“次世代育成支援対策推進法”に基づいて、
一定の基準※を満たした企業が申請を行うことで、子育てサポー
ト企業としての認証を受け、“くるみん認定”を受けることができ
る制度です。

食事、排泄、入浴のお手伝いをする仕事です。
利用者様が成長そして楽しい生活を送れるように日々
試行錯誤しながら利用者様と一緒に自分自身も成長し
ていけるお仕事です。
はじめはわからないこと難しいことも沢山あると思い
ますが、相談できる優しい上司や先輩がいるので安心
して働ける職場です。

　まだまだ女性（ママ）に育児を託してしまう風潮の日本。
乳幼児の育児はましてや労力のいるもの。
　また、その期間にいかに育児を理解できるか、それもまたこれ
からの父の姿。
　当法人では、１歳未満のお子様の育児のために、男性職員の育
児休業を推進、快諾する職場環境を目指してしています。

※一定の基準
・男性社員の中で育児休暇などを取得した人数が一定数いること
・残業削減、有給休暇取得推進などを実施しているなどの条件

将来ママやパパになった時も
働きやすい職場です。

男性育児休業取得宣言男性育児休業取得宣言
仕事ができるパパはカッコいい
育児もできるパパは、もっとカッコいい

初任給

勤務時間･休日（年間122日）

①生活支援員　
　163,800円～240,100円　
②看護師　　　
　187,000円～291,800円
③管理栄養士　
　187,000円～291,800円
④保育士　　　
　163,800円～240,100円

①7:00～21:00の間の8時間勤務
　シフト制　夜勤あり（月4回程度）

②8:30～17:15
　シフト制　夜勤なし

③6:15～19:30の間の8時間勤務
　シフト制　夜勤なし

④9:00～19:00の間の8時間勤務
　土日祝日、年末年始休み　夜勤なし

勤務地

待　遇

当法人のいずれか事業所

社会保険/労災雇用保険/退職金制度/昇給（年1回）/賞与（年2回） 
有給休暇制度/キャリアパス制度/勤続永年表彰制度/健康管理制度
ストレスチェック制度/親睦会/メンタル相談コンサルタント
サークル活動
　（釣りサークル・自由研究サークル・スポーツサークル
　　音楽サークル・料理研究サークル・キャンプサークル）
各休暇制度
　（病気休暇・祭日休暇・出産休暇・結婚休暇・育児休暇・介護休暇
　　妊産婦通院休暇・配偶者出産休暇・リフレッシュ休暇等）
通勤手当  2,000円～31,600円
夜勤手当 1回3,500円
特殊業務手当 10,000円
役職手当 5,000円～35,000円
住居手当 2,500円～20,000円
扶養手当 ♦配偶者10,000円
 ♦その他の扶養親家族1名につき6,000円 など　　


