
人に関わって…
人に寄り添って…
成長したいあなたを

求めます

社会福祉法人

青森県すこやか福祉事業団



障害をもった子どもから大人、そして高齢者まで。また、在宅サービスから入所施設までと幅広く、様々
な角度から社会福祉事業を展開している法人です。更に、県からの委託事業として、高齢者の生きがいづ
くりをサポートする事業等も実施し、県民福祉の向上を目指しています。

「青森県すこやか福祉事業団」って？

　地域の多様な福祉ニーズに応え、利用者一人ひとりの生活を支援するために、社会福祉法人青森県すこやか福祉
事業団の理念と実践のさらなる向上を目指し、今後当事業団の中核となる優れた資質の人材を求めます。
　具体的には、協調性があり、相手の気持ちを推し量ることができ、障害者・高齢者に対する思いやりにあふれ、
何事にも積極的に取り組む姿勢を持つ人です。

【求める人材】 

法人理念

私たちは、すべての人がお互いに尊重し合い、安心して暮らしていける社会
の実現を目指します。

スローガン

「攻める事業団」 　「風通しの良い職場づくり」
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男女別による全職員の年齢層
男性職員 女性職員

（職員数321人／男性126人／女性195人） 令和４年４月１日現在
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職員数
職員の身分 人　数

役　　　員 ４人
正　職　員 180 人
準　職　員（含む） 77 人
非常勤職員（含む） 44 人
世　話　人（含む） 20 人
計 325 人

令和４年４月１日現在

職種別による職員配置数
職　種 人　数

施設長等 11 人
事務員（夜間事務補助含） 37 人
支援員（介護職員、指導員等） 205 人
理学療法士 １人
看護師 12 人
介護支援専門員 ３人
栄養士 ６人
世話人 20 人
運転員 ５人
調理員 ５人
当直員 12 人
労務員 ４人
計 321 人

令和４年４月１日現在

勤続年数
年　数 男　性 女　性

1 年未満 12 人 21 人
1 年以上 5 年未満 32 人 93 人
5 年以上 10 年未満 34 人 39 人
10 年以上 15 年未満 20 人 28 人
15 年以上 20 年未満 10 人 ４人
20 年以上 25 年未満 ８人 ２人
25 年以上 30 年未満 ８人 ７人
30 年以上 ５人 ２人

令和４年４月１日現在

正職員離職者数（令和 3 年度）
男　性 女　性 合　計理　由 人　数 理　由 人　数

自己都合 ２人 自己都合 ５人

計 2 人 計 5 人 ７人
※定年退職者除く
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社会福祉法人青森県すこやか福祉事業団は、確固たる倫理観を共有し、専門的知識と
技能によって、利用者の自己実現と県民福祉の向上に貢献していくことを宣言し、こ
こに職員倫理綱領を定める。

職員倫理綱領

第 1 条　個人の尊厳の尊重�
私たち職員は、いかなる理由による差別・人
権侵害も行うことなく、利用者一人ひとりの
基本的人権を積極的に擁護し、人間としての
尊厳と権利を守ります。

第 2 条　体罰等の禁止�
私たち職員は、利用者一人ひとりをかけがえ
のない大切な存在として尊び、体罰・暴力・
虐待などは決して行いません。

第 3 条　プライバシーの保護�
私たち職員は、利用者一人ひとりのプライバ
シーを尊重し、個人の情報や財産等の秘密を
堅く守り、利用者が安心して生活できるよう
に努めます。

第 4 条　不正行為の禁止�
私たち職員は、常に公正で適正な施設運営を
心がけ、信頼される職員をめざし、決して不
正な行為は行いません。私たち職員は、利用
者の年金・預貯金等の財産が不当に侵害され
ないよう、適切に運用・管理します。

第 5 条　意見を表明する権利の保障�
私たち職員は、利用者一人ひとりが自由に意
見を述べることができる環境づくりに努め、
利用者の意見、苦情及び要望を大切に受け止
め、心豊かで潤いのある生活を提供します。

第 6 条　知る権利の保障�
私たち職員は、利用者が求める情報や知識を
わかりやすい方法で説明するなど、積極的に
情報提供を行います。

第 7 条　自己決定の尊重�
私たち職員は、利用者の援助にあたり、一人
ひとりの個性や価値観を大切にし、自らの意
思で選択・決定できるよう自己決定を最大限
に尊重します。

第 8 条　社会参加の尊重�
私たち職員は、利用者が社会の一員として豊
かな生活ができるよう、利用者の地域交流や
地域活動を推進し、利用者の地域生活移行へ
の取り組みについて積極的に支援します。

第 9 条　質の高い専門的サービスの提供�
私たち職員は、福祉の専門職としての自覚と誇
りを持ち、より高度な専門的知識や援助技能
の取得に努め、常に施設機能の改善に取り組
み、利用者一人ひとりが快適で豊かな生活が
送れるよう、質の高いサービスを提供します。

第10条　地域への貢献�
私たち職員は、事業団職員であることの自覚
を持ち、行政機関、関係団体、NPO・ボラン
ティア等と密接な連携を図り、本県の福祉水
準の向上に努めます。
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〒030-0945 青森県青森市桜川9-11-6
TEL 017-752-0562　FAX 017-718-3211

〒038-0845 青森県青森市緑三丁目3-16
TEL 017-762-7570　FAX 017-762-7571

Blog

http://www.life-support-aoba.jp/
http://ameblo.jp/lifesupport-aoba/

HP

デイサービスセンター すこやか

デイサービスセンター あおば

TEL 017-777-8201　FAX 017-777-8202
　   http://aoshien.jp/

青森県発達障害者支援センター「ステップ」

〒030-0132 青森県青森市大字横内字桜峰63-１
TEL 017-738-2104　FAX 017-738-2116

Blog

Blog

http://www.jomon.ne.jp/~hakkou/
http://hakkoug.exblog.jp/

県民福祉プラザ
〒030-0822 青森県青森市中央三丁目20番30号
TEL 017-777-9191　FAX 017-777-0013
　   http://fukushiplaza.jp/

養護老人ホーム 安生園
〒030-0947 青森県青森市大字浜館字間瀬85-1
TEL 017-741-4301　FAX 017-741-4344　
　   http://www.jomon.ne.jp/~anjouen/

HP HP

HP

就労サポートセンター さつき
〒039-3381
青森県東津軽郡平内町大字茂浦字向田24
TEL 017-755-5113　FAX 017-755-5117
　   http://www.syusapo.com/HP

〒039-3381
青森県東津軽郡平内町大字茂浦字向田24
TEL 017-755-5135　FAX 017-757-8266

就労サポートセンター はくちょう
〒039-3311
青森県東津軽郡平内町大字福館字雷電林1-50
TEL 017-762-7803　FAX 017-755-5602
　   http://www.syusapo-hakuchou.com/HP

障害者総合福祉センター なつどまり
〒039-3364
青森県東津軽郡平内町大字小豆沢字茂浦沢38
TEL 017-755-4001　FAX 017-755-4919
　   http://www.natudomari.jp/HP

特別養護老人ホーム すこやか苑
〒030-0947 青森県青森市大字浜館字間瀬85-6
TEL 017-757-8122　FAX 017-757-8126　
　   http://sukoyakaen.com/HP

HP

  県民福祉プラザ３階

  県民福祉プラザ３階

  県民福祉プラザ３階

TEL 017-777-6311　FAX 017-735-1160
　   http://www.choju-aomori.or.jp/
   　http://choju.wordpress.com/

青森県 長寿社会振興センター

HP

TEL 017-777-8118　FAX 017-735-1160
   　http://www.sukoyaka-fukushi.com/

法人本部 事務局

HP

〒030-0965 青森県青森市松森二丁目11-13
TEL 017-752-1751　FAX 017-752-1951

チャレンジサポート すこやか

青森障害者就業・生活支援センター すこやか

「青森県すこやか福祉事業団」の職場は
  大きく下記11ヵ所に分かれています。職場紹介地図

障害児入所施設 八甲学園

ライフサポート あおば
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▶福祉型障害児入所施設 定員10名

▶短期入所事業（空床型） 定員若干名

　私は令和２年12月に採用となり、生活介護事業
所はっこうで支援員として働き始め１年が経過し
ました。福祉関係の仕事は未経験でしたので、初
めは何もわからない上に、全く頭に入らず、１日
１日があっという間に過ぎていきました。日々覚
える事が多く、不安に感じる事も多かったのです
が、先輩職員が教育係としてペアになって実務の
指導を行ってくれる『エルダー制度』というもの
があり、１年をかけて一から全てを教えてくれま
した。他の先輩職員達も同様に気にかけてくれて、
困った時や悩んだ時には、すぐ誰にでも相談でき
るので安心して働ける環境が整っています。
　生活介護事業所はっこうでは、利用者様１人１
人に合わせた支援をしています。利用者様への支
援には決まった正解はなく、利用者様の状態も
日々変化するため、行き詰まる事も多いのですが、
利用者様との関わりの中で利用者様の笑顔や利用
者様から声をかけてもらえる事に仕事のやりがい
や喜びを感じられるようになりました。
　生活介護事業所はっこうでは、毎月様々なレク
リエーション活動があり、ゲーム・音楽・調理・
創作・園外外出など準備をする事は大変ですが、

利用者様のいつもと違う表情や笑顔、新しい発見
などもあり、利用者様、職員共にとても楽しみに
取り組んでいます。まだ、支援員になり１年です
が、この仕事に就いて本当に良かったと実感して
います。今までに福祉関係の仕事を経験した事が
ない方でも、少しでも興味があったらぜひ足を運
んでいただき、活動の様子を見ていただき、ぜひ
私たちと一緒に働いてみませんか。

八甲学園

地域支援第一課

神　もとこ

障害児入所施設

八 甲 学 園

あんなこと紹介

事業団
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▶生活介護事業所 はっこう 定員20名

▶就労継続支援Ｂ型事業所 はっこう 定員20名

▶指定共同生活援助事業所 サンハウス 10ヵ所・定員53名
▶相談支援事業所 あおば

　私は、令和４年３月に採用となり、八甲学園・
就労継続支援B型事業所はっこうで、支援員として
働いています。
　以前は、高齢者施設で、介護職員や生活相談
員として働いていました。高齢者福祉の分野で働い
ていた私が、当事業団で働くことを決めたきっかけ
は、障害をもった高齢の利用者様の方とも関わっ
たことがあり、障害者福祉の分野に興味を持ったこ
とでした。また、社会福祉主事の資格を取得する
際に、当事業団で実習する機会があり、その時の
印象として、安心して過ごされている利用者様の様
子や、楽しそうに仕事をしている職員の雰囲気が良
かったこと等から、働くなら当事業団で障害福祉の
分野の仕事をしてみたいと思いました。

　新任職員の私は、まだ日々勉強中ですが、働い
てみて実感したことは、気兼ねなく相談に対応し
てくれる先輩方がたくさんいて、分からないこと
等は丁寧に説明してくれますし、新任職員の研修
もあるので、新任職員の育成も含めて、人材育成
という面で、サポート体制が整っていると思いま
した。また、当事業団は幅広い分野で事業を展開
しているので、先輩の職員の方は、様々な経験を
している方もいて、色々な視点からの捉え方や意
見、アドバイスはとても勉強になります。
　福祉のニーズは多様化していますが、福祉の仕事に
興味をお持ちの方は、色 な々視点からの捉え方、個性
を当事業団で活かして是非一緒に働いてみませんか。
　楽しい仕事ですよ。

八甲学園

地域支援第二課

久保田 寛人

障害児入所施設

八 甲 学 園

あんなこと紹介

事業団
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施設入所定員100名 　　�　原則として、65歳以上の方で環境上の理由及び経済的な理由により居
宅において一人で生活することが困難な方を受け入れる施設です。

▶居宅介護支援センター
   あんじょう

▶ヘルパーステーション
   あんじょう

　養護老人ホーム安生園では人生経験豊かな利
用者様が思い思いの時間を過ごされています。そし
て、安心して日常生活を送っていただけるように利
用者様の立場に立ったサポートを心がけています。
　安生園で栄養士として勤務し３年になります。
しばらく食の仕事から離れていましたので、初め
は自信が持てず戸惑うこともありましたが、経験
豊富な職員からのアドバイスや利用者様からの温
かい言葉が励みになり、失敗を恐れずチャレンジ
することができました。向上心あるチームワーク
に支えられながらスキルアップを目指せる職場だ
と実感しています。
　私の場合は「人生は食べること」を信条に、健
康に暮らすため、食事が楽しみになるように、旬
の物や季節行事を大切にしたお食事を提供するこ
とを目標にしています。そして喜んでいただける
瞬間のひとつひとつがやりがいになっています。
　事業団の福祉事業は子どもから高齢者まで多岐
にわたっていますので、発揮できる場所、ライフ
スタイルに合う場所、やりがいを感じる場所が
きっとあると思います。職員への福利厚生が充実
していることも利用者様への対応に繋がっている
ようです。
　少しでも気になった方へ、これもご縁だと思い
ます。一緒にお仕事できることを楽しみにしてお
ります。

養護老人ホーム安生園

総務課

今井　了子

養護老人ホーム

安   生   園

あんなこと紹介

事業団

　在宅の高齢者の方や、御家族の皆様の介護に関するさまざまな相談
に応じ、介護保険での介護サービスで在宅での快適な生活を過ごせるよ
う、介護支援専門員（ケアマネジャー）がお手伝いします。

　居宅介護支援センターのケアマネジャーから依頼を受け、要支援・要
介護者（契約者）にヘルパーを派遣し、入浴・排泄・食事などの介護や、
調理・洗濯・掃除・買い物などの家事援助を提供します。
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▶入所（ユニット型地域密着型） 

　 定員29名（10個室×２ユニット、9個室×１ユニット）

▶短期入所・介護予防短期入所（ユニット型）

　 定員10名（10個室×１ユニット）　

　私は令和元年４月に採用となり、すこやか苑に
配属となって４年目になりました。
　すこやか苑はユニット型施設であり、職員１人
で10名ほどの利用者様を支援することが多くあ
ります。私自身、経験も知識もなく、初めは不安
ばかりでしたが、上司や先輩職員に優しく指導し
て頂き、不安はすぐに解消されました。支援員以
外の職員にもいつでも協力をお願いできる体制も
整っていますし、事業団にはエルダー制度があり、
疑問に感じたことなどはすぐに先輩職員に相談で
きるので、介護の経験がない職員でも安心して業

務に就くことができます。もちろん失敗したり落
ち込んだりすることもありますが、職員同士で声
を掛け合って乗り越えることができ、前向きに支
援に励むことができています。
　ユニットケアの支援は、入居者様一人ひとりと
会話できる時間が多いため、入居者様も親しみを
持って接してくださいます。また、支援だけでは
なく季節に合わせた行事を企画することも大事な
業務の一つです。自分が企画した行事に楽しそう
に参加している入居者様を見ると、私も嬉しくな
ります。利用者様との関わりの中では楽しいこと
も辛いこともありますが、入居者様からの「あり
がとう」の一言でやりがいを感じることができま
す。
　法人内や施設内の研修も豊富であるため、支援
員としての技術の向上と知識の幅を広げることが
でき、未経験でも日々成長を感じながら働ける職
場だと思います。福祉に少しでも興味がある方は
一緒に働いてみませんか？

すこやか苑

生活支援課

阿部　奨平

特別養護老人ホーム

す こ や か 苑

あんなこと紹介

事業団
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障害者支援施設 しらかば寮
▶生活介護  定員80名 　▶施設入所支援  定員80名
▶短期入所（空床型）　  ▶日中一時支援事業

　私は、令和３年４月に採用となり、しらかば寮
に勤務して２年目になりました。
　高校生の時、毎年夏に養護学校で行われる運動
会補助のボランティア活動に参加し、肢体不自由
で発語困難な方と関わる機会がありました。私の
問いかけに対し、表情や声のトーンなどで感情を
伝えてくれていることを実感し、嬉しい気持ちに
なったと同時に、将来は障害を抱えている人と関
われる仕事がしたいと思うようになりました。大
学進学後も講義や実習、ボランティア活動を通し、
その気持ちがより強くなり、縁あって当事業団に
入社しました。
　入社当初は、今まで重い障害をもった方や自閉
症の方と接することが少なかった私にとって、自

分にできるのかとても不安でした。しかし、日々の
支援の中で積極的に利用者様とコミュニケーショ
ンを取ること、支援に行き詰った時、対応に困っ
た時には先輩方からアドバイスをもらい、自分で
実践してみることで少しずつ不安が薄れていきまし
た。また、分からないことがあった時にひとつひと
つ丁寧に教えてくれたこと、不安や悩みを抱えた
時に気にかけてくれたり相談できたりと、気兼ねな
く話せる職員がいたこともとても心強かったです。
　当事業団にはエルダー制度というものがあり、
担当の先輩職員が自分の支援方法が正しいかなど
１年で身につける事柄について振り返り、自分で
できているか確認し、先輩からフィードバックし
ていただくことで、自分の出来ている部分、足り
ていない部分を知る機会になるため自信につなが
り少しずつ成長を重ねることができます。また、
法人内外で研修も多く実施しているため、自分の
レベルアップを目指すことができます。当事業団
は、新入社員のサポートが手厚く、福祉の知識技
術の習得・向上ができる環境が整っています。
　まだまだ未熟な私ですが、多くの経験を重ね
様々なことを学びながら成長していけるようこれ
からも精進していきます。
　少しでも福祉に興味のある方、障害をもった方
と関わりたい方、是非一緒に働いてみませんか。

しらかば寮

生活支援第二課

成田　真里実

障害者総合福祉センター

な つ ど ま り

あんなこと紹介

事業団
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障害者支援施設 さつき寮
▶生活介護  定員60名 　▶施設入所支援  定員60名

▶短期入所（空床型）

相談支援事業所 なつどまり

　私は、令和３年４月に採用となり、さつき寮で
勤務して２年目となりました。
　学生時代、ボランティア活動に積極的に参加し、
多くの方と交流した中で福祉の分野に興味を持ち、
大学では社会福祉を専門とした学科で勉強をして
いました。大学の実習では、事業団内で約１カ月
間お世話になり、実習を通して障害の分野での支
援に魅力を感じ、様々な方の役に立ちたいと思い
入職しました。
　私は新卒で働き始め、社会人１年目として、さ
らには、支援員として目の前のことに一つずつ取
り組んでいくことに必死でした。業務を正確にこ
なしていく先輩方の対処法を見て聞いて、確認し
ながら仕事の進め方を学んでいきました。また、
分からないことも多々あり、その場合は、先輩職
員から理解を得られるまで教えて頂き、支援方法
に行き詰まった時は、アドバイスを頂くことで自
分の視野を広げることにも繋がりました。
　事業団では障害などに関する研修が充実してお
り、福祉分野が未経験の方でも支援員として働く
ことができます。利用者様への支援に不安を感じ
る方も少なくないと思いますが、経験豊かな職員
がしっかりとフォローし、悩みやトラブルも一緒
に乗り越えて成長しあえる和気あいあいとした職
場です。今の自分を変えたい方、今よりも自分を
成長させたいと思っている方は是非一緒に働いて
みませんか。

さつき寮

生活支援課

水口　陸人

障害者総合福祉センター

なつどまり

あんなこと紹介

事業団
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▶就労移行支援事業
定員６名

　一般就労を希望する方に、知
識・能力の向上、実習職場探し等
を通じ、適性にあった職場を探し、
就労定着のための支援を行います。

▶就労定着支援事業　▶すこやか生活塾　▶放課後子ども教室

▶就労継続支援B型事業
定員17名

　一般企業等での就労が困難な
方に働く場を提供するとともに、
必要な支援を行います。

▶就労継続支援A型事業
定員10名

　一般企業等での就労が困難な
人に、雇用して就労する機会を提
供するとともに、能力等の向上の
ために必要な支援を行います。

　私は、令和３年11月に事業団に採用となり、令
和４年４月から就労サポートセンターさつきで、
事務員として勤務をしています。
　私は、以前から障害のある方の就労支援の仕事
に縁があり、利用者様の就労支援に携わることで、
利用者様を支える私たち自身の働き甲斐に気づか
される就労支援の現場が大好きです。
　社会人になり働くということは、授業料を払っ
て教えてもらう学生時代とは異なり、お給料を得
て、それに見合った働きをしなければならなくな
ります。慣れない業務、年齢層が異なる人間関係
など、学卒者であっても、社会人経験のある私の
ような転職者であっても、新しい環境での仕事に
不安を抱える方は多いと思います。事業団に採用
され、まず感動したのは、業務マニュアルが準備

されていることです。これまで、同じような福祉
の仕事で、事務を経験してきましたが、これまで
の経験が通用するのか、忙しい上司・先輩に初歩
的な相談をしてよいものか等不安に思う中、業務
マニュアルが準備されていることで、わからない
ことを把握し相談することができ、とても心強く
感じました。
　また、私は、利用者様や支援の現場を支える事
務員の仕事も大好きです。私たち事業団職員が第
一に支えているのは利用者様です。この利用者様
が潤いある生活を送るためには、それを支える現
場の支援の方々が元気でなければ実現しません。
事務員は、直接利用者様に接することは少ないで
すが、働きやすさやわかりやすさを増やし、支援
の現場を元気に支えることができる仕事だと思い
ます。
　事業団で、毎日、誰かをうれしくできたと実感
できる仕事を、一緒にしてみませんか。

就労サポートセンター さつき

中島谷　昌子

就労サポートセンター

さ つ き

あんなこと紹介

事業団
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　当センターは、東青地区（青森市・平内町・今別町・蓬田
村・外ヶ浜町）を対象に、就業及び日常生活上の支援を必要と
する障害のある方に対して、雇用、保健、福祉、教育等の各関
係機関と連携し企業就労に向けた支援を行う他、障害者を雇用
する企業に対する相談支援を行っています。

　私が青森県すこやか福祉事業団に採用されて、
21年になりました。事業団に就職してから様々
な経験をさせていただき、上司や同僚、後輩など
様々な出会いにも恵まれました。
　私は、当事業団に就職する前に営業職に就いて
いたことがありました。営業の仕事は、お客様と
信頼関係を構築することが注文をいただくことに
つながります。福祉の仕事は、利用者様と信頼関
係を構築することで「自己実現の機会」に参加さ
せていただくことができます。そういう意味では
努力のベクトルは似ていると感じます。
　私は、この春に新設された「青森障害者就業・

生活支援センター」に勤務しています。私は、21
年間で様々な部署で勤務し、数多くの業務を経験
しました。これまでの経験が如何なく発揮される
時がついに来たのだと、日々感慨深く業務に当
たっています。
　福祉の仕事は、スタッフ自身の充実度が提供さ
れるサービスの質に直結します。そのため、「よく
学び、よく行う」ことが「やりがい」につながる
業種だと感じます。
　「やりがい」の感じ方は、人それぞれだと思い
ます。ただ、少なくとも私は、事業団で働けたか
らこその「経験」と「出会い」と「やりがい」を
感じています。私のこの文章が誰かの人の一助に
なれたら幸いです。
　是非、皆さんも私たちと一緒に事業団で働いて

「やりがい」を感じてみませんか？

青森障害者就業・生活支援
センターすこやか

中野　正樹

青森障害者就業・生活支援センター

す こ や か

あんなこと紹介

事業団
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▶就労継続支援B型事業  定員20名

▶グループホーム スワンハイム  3カ所・定員18名

　私は平成30年４月より就労サポートセンターは
くちょうで支援員として採用され今年で５年目を
迎えます。
　当事業所では地元地域に密着したホタテに関連
した作業を中心に、様々なお仕事を通して利用者
様の働きたい気持ちを応援し、喜びを感じてもら
える様支援しています。支援では日々異なる難し
さと対面することもありますが、上司のアドバイ
スや仲間のサポートをうけ小さなことも解決しな
がら支援員として少しずつ成長できた気がします。
またその礎となる様々な研修の機会を設けていた
だきましたし、メンタルヘルス研修にも参加する
など職員のケアにも目を向けてもらっています。

支援員の心身の健康が良い支援に繋がるという点
でも、ありがたいことだと思っています。
　当事業所ではグループホーム事業も展開してい
ますが、ここ数年のコロナ禍にあって利用者様た
ちの暮らし方にも変化せざるを得ない状況もあり
ました。そんな中にあっても少しでも安心して楽
しく過ごし暮らせるよう職員一丸となって支援を
行っています。
　個性あふれる利用者様たちとの出会いは様々な
面で私を成長させてもらうことができたと感じて
います。利用者様の満面の笑顔に触れながら、冬
の訪れを白鳥渡来地で知ることのできる「就労サ
ポートセンターはくちょう」で一緒に働いてみま
せんか。

就労サポートセンターはくちょう

能登谷　摩利子

就労サポートセンター

は く ち ょ う

あんなこと紹介

事業団
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▶デイサービスセンターあおば  定員10名
　◦児童発達支援事業　◦放課後等デイサービス事業
　◦保育所等訪問支援事業
▶障害児等療育支援事業
▶デイサービスセンターすこやか  定員10名
　◦放課後等デイサービス事業
▶チャレンジサポートすこやか  定員10名
　◦放課後等デイサービス事業

　私は大学を卒業後、平成21年４月に事業団に採
用となり、障害者入所施設なつどまり「しらかば
寮」の支援員として配属されました。平成26年４
月には障害児入所施設「八甲学園」こども支援課
の支援員として異動、平成30年４月に障害児通所
支援事業所であるライフサポートあおば「チャレ
ンジサポートすこやか」の支援員として異動し、
現在に至ります。
　チャレンジサポートすこやかは、「ライフサポー
トあおば」の中で主に知的障害や発達障害の特性
を有し、“発達支援”を必要とする中学生、高校生
の療育を担当している事業所です。平成27年９月

の開設時より一貫して、児童期から成人期へしっ
かりした“移行”をテーマに活動しています。その
ため、児童一人ひとりの特性を理解し、その対象
児童のためだけの支援方法を確立し、将来の移行
事業所等に伝えていかなくてはいけません。思春
期、大人への移行期である児童の大切な時期を任
されているというプレッシャーはもちろんありま
すが、同時にやりがいや達成感もあります。また、
上司や先輩方、同僚と気軽に相談できる「風通し
のよさ」や、支援に関して同じ方向を見て取り組
むことができることが、チャレンジサポートすこ
やかの強みであり、働きやすい環境であると感じ
ています。
　福祉職とは、答えがないからこそ面白く、つき
つめがいのある仕事であると思います。
　みなさんと一緒に働けることを楽しみにしてい
ます。

ライフサポート

あ お ば

あんなこと紹介

事業団

ライフサポートあおば
（チャンレンジサポートすこやか）

宇恵野　大地
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青森県発達障害者支援センター

「ステップ」

　自閉スペクトラム症（ASD）、限局性学習症
（SLD）および注意欠如多動症（ADHD）など
の発達障がいのある方やその家族、関係者の
ご相談に応じるほか、発達障がいについての
普及啓発や研修等を行います。保育園をはじ
め関係施設・学校等への訪問支援、勉強会や
研修会への講師（職員）派遣を行います。

県からの受託事業

　私は令和３年４月に事業団に採用となり、発達
障害者支援センター「ステップ」で勤務して２年
目になりました。
　当センターでは、発達障害を抱えるご本人やそ
のご家族様の相談に応じるとともに、発達障害に
ついての理解の促進、普及啓発を目的とした研修
会の開催を行っています。幼児期から成人期まで
幅広く相談を受けており、そのなかで私は「発達
支援」を担当しています。子どもの発達に不安を
抱える保護者様と面談を行い、悩みや困りごとを
じっくりと傾聴しながら、お子様の健やかな成長
に向けた支援の方向性を一緒に考えていけたらと
考えております。
　新卒で当センターに配属となり、入職したての
頃は、はじめてのことや分からないことばかりで
不安でしたが、経験豊富な先輩方に囲まれ、学び

の多い充実した毎日を送ることができています。
また、事業団には、新任職員に先輩職員がつき、
サポートくださる「エルダー制度」があります。
困ったときにそっと手を差し伸べてくださったり、
日々のささいな悩みに耳を傾け、気持ちを受け止
めてくださる存在がとても心強く、今日まで本当
に支えられました。
　つまずくこと、悩むこと、上手くいかないこと
も多いですが、やりがいの多い魅力的な職場です。
そして、事業団には近くで支えてくださる沢山の
先輩方がいます。まだまだ未熟ですが、新たな資
格の取得も目指しながら、温かい先輩方のもと、
これからも少しずつ成長していければと思います。

青森県発達障害者支援センター
「ステップ」

中新田　美咲

あんなこと紹介

事業団

詳細はホームページをご覧ください県民福祉プラザ３階
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青森県長寿社会
振興センター

　青森県における明るい活力ある長寿社会の実現に向けて、高齢
者が豊かな経験、知識、技能を発揮して、健康でかつ生きがいを
もって社会活動を行っていけるようにするために平成３年７月に財
団法人青森県長寿社会振興財団として設立された公益法人です。
　平成14年４月１日からは、社会福祉法人青森県すこやか福
祉事業団と統合し「青森県長寿社会振興センター」と名称を
変更いたしました。
　当センターは、高齢者の生きがいと健康づくり、仲間づくり
を応援し、スポーツや文化活動、地域活動を推進しています。

県からの受託事業

　令和３年４月に採用となり、青森県長寿社会振
興センターに勤務して２年目になります。
　当センターでは高齢者の生きがいづくり、健康
づくり、仲間づくりのサポートのために様々な事
業を実施しており、私は主に機関紙「あすなろ倶
楽部」の発行と経理を担当しています。どちらの
業務もこれまで経験したことがなく不安なことば
かりでしたが、上司や先輩方のサポートもありや
り遂げることができました。悩むこともあります
が、「記事になり喜んでもらえた」「毎号発行を楽
しみにしている」という声を聞くとうれしいです
し、とても達成感を感じます。
　担当業務以外にも介護予防教室やシニアカレッ
ジ、ねんりんピックへの選手団派遣など様々な事
業へ携わるので、大変なことも多いですがその分
とてもやりがいがある仕事だと感じています。当
センターの事業に参加する高齢者の方々は意欲

的・活動的な人がたくさんいらっしゃるので、私
たちが元気をもらうことも多いです。
　事業団にはエルダー制度があり、新任職員に先
輩職員が１人ついてくれるので、悩みごとの相談
がしやすく、職場に馴染みやすいです。採用年度
から参加できる研修もあるので、知識を深める機
会がたくさんあります。また、採用時から使用で
きる休暇制度がありますし、福利厚生面も充実し
ているので、プライベートの時間も大切にできま
す。
　福祉の仕事が初めてでも周りにサポートしてく
れる仲間がたくさんいます。少しでも興味があれ
ば、ぜひ一歩踏み出してみてください。

青森県長寿社会振興センター

梅本　美咲

あんなこと紹介

事業団

詳細はホームページをご覧ください県民福祉プラザ３階
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県民福祉プラザ

法人本部　事 務 局

　平成18年４月より、指定管理者として青森県すこやか福祉事業団が受託
しています。
　県民一般に総合的なサービスを提供する、福祉・保健・消費生活等の拠
点施設として整備されています。

　事務局では、施設利用者の方々に直接支援して
いる支援員の皆さんの給与を支給する事務、施設
事務員が作成した経理書類を調整して理事会に提
出する資料を作成する事務、職員育成のための研
修企画事務等が主な業務です。ときには新しい事
業を実施するための事業企画の業務も行います。
また、利用者の生産活動の繁忙期には、施設へ出
向いて施設職員や利用者と一緒に作業したり、施
設イベントを補助したりすることもあるので、事
務局における業務だけではなく、施設の支援現場
に直接触れることができます。

県からの受託事業
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勤務形態
●�勤務形態は、勤務施設によって異なりますが、平常勤務・早番勤務・遅番勤務・夜間勤
務・宿直勤務等があります。

●勤務形態は４週８休です。ただし、土曜日・日曜日が週休日とは限りません。

　（週40時間勤務）

待　　遇
●初任給：大学院卒　162,000円+処遇改善手当（例：支援職30,000円）� 合計192,000円

　　　　：大　　卒　153,800円+処遇改善手当（例：支援職30,000円）� 合計183,800円

　　　　：短 大 卒　150,400円+処遇改善手当（例：支援職30,000円）� 合計180,400円

　　　　：高　　卒　147,000円+処遇改善手当（例：支援職30,000円）� 合計177,000円

●賞　与：夏季・冬季　年４ヶ月分

●諸手当：�住居手当、時間外勤務手当、通勤手当、扶養手当、業務手当、資格手当（事業団
の指定する資格取得者に支給）、特定処遇改善手当（条件あり）処遇改善手当
（但し安生園は除く）等

●昇　給：原則年１回昇給

●退職金：社会福祉施設職員等退職手当共済法適用

●雇用保険、健康保険、労災保険、及び厚生年金に加入します。

●有給休暇あり
　�　年次休暇、特別休暇（採用当初休暇・リフレッシュ休暇・配偶者出産休暇・服忌休暇・
骨髄移植休暇・ボランティア休暇・出勤困難休暇・乳幼児健診等休暇等）、子の看護休
暇、介護休暇
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福利厚生
●�（一財）青森県職員厚生会に加入することで、結婚祝金、出産祝金、カフェテリアプラン助成
金として私用旅費や映画鑑賞、趣味等の講座受講料などが１万円を限度に支給されます。
　※掛金は基本給の一定割合が自己負担

●�ソウェルクラブ（福利厚生センター）に入会することで、健康用品等や各種祝金としての
商品券等の給付、貸付、旅行等の割引、健康診断料金の助成等が受けられます。
　※掛金は全額法人負担

●�職員の福利厚生や仲間作りを目的に、一定要件を満たしたクラブ活動に対して５万円を上
限に活動費が助成されます。

法人内制度
●研修制度あり　
　�【研修例】・新任職員研修・階層別研修（初級、中級、上級、管理職等）・専門分野別研修
（エルダー制度、虐待防止研修、利用者支援理解促進研修等）・課題別研修（交通安全研
修、ハラスメント予防研修、リスクマネジメント研修等）・法人内施設実地研修（希望す
る施設を見学、または日常業務を体験する形式）・各施設内での研修

●全職員を対象にメンタルヘルスケアにおけるストレスチェックの実施

●エルダー制度　
　�　新任職員育成のため、新任職員と経験や年齢が近い職員がエルダーとして新任職員の身
近な相談役となるとともに、仕事においてよい手本となります。新任職員が、不安を抱え
孤立せず、スムーズに職場に慣れるように支援します。

●セルフ・キャリアドック実施　
　�　体の健康診断と同じように、自分のキャリア（職業：仕事）の定期健診です。キャリア
コンサルタント（国家資格）との面談を通して、これまでを振り返り今後を考える『気づ
きの機会』を支援しています。

●資格取得者奨励祝金
　�　事業団に在籍してから、介護福祉士・社会福祉士・介護支援専門員・精神保健福祉士・
管理栄養士の資格を取得した者に対し１万円の奨励祝金が授与されます。
　�　資格を持っていない職員が、その後の実務経験を経て自己啓発や自己研鑽のために努力
し資格取得に至った場合、奨励祝金を授与しています。
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青森県すこやか福祉事業団

青森県すこやか福祉事業団　事務局
〒０３０-０８２２  青森県青森市中央三丁目20番30号 県民福祉プラザ3階

ＴＥＬ  ０１７-７７７-８１１８　ＦＡＸ  ０１７-７３５-１１６０
HP　http://www.sukoyaka-fukushi.com/
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県民福祉プラザ

※写真は承諾を得て掲載しています。


