
大卒・生活支援員、保育士の場合

１年目
（22歳）

５年目
（27歳）

10年目
（32歳）

20年目
（42歳）

基本給
170,100円

通勤手当
（例：片道10km）

6,900円
時間外勤務等手当

5,000円

月額支給額
182,000円

基本給
190,700円

通勤手当
（例：片道10km）

6,900円
時間外勤務等手当

5,000円
扶養手当
（配偶者、子１人）

16,500円

月額支給額
219,100円

基本給
204,800円

通勤手当
（例：片道10km）

6,900円
時間外勤務等手当

5,000円
扶養手当
（配偶者、子２人）

26,500円

月額支給額
243,200円

基本給
242,100円

通勤手当
（例：片道10km）

6,900円
時間外勤務等手当

5,000円
扶養手当
（配偶者、子２人）
※子16～22歳ま5,000

円加算

31,500円
月額支給額

285,500円

賞与
（初年度約2.6ケ月）

450,000円

賞与（約4ケ月）
830,000円

賞与（約4ケ月）
930,000円

賞与（4ケ月）
1,100,000円

処遇改善一時金
100,000円

処遇改善一時金
150,000円

処遇改善一時金
150,000円

処遇改善一時金
150,000円

年収
約2,950,000円

年収
約3,610,000円

年収
約4,000,000円

年収
約4, 677,000円

このほかに、各種手当があります。

資格手当（3,000円/月）、住居手当（最高27,000円）などあります。

働き続けていただくために、給料の安定とともに終業時間で退勤で

きるよう働き方改革、休日の確保を優先に取り組んでいます。

退職金制度にも加入しています。

福祉医療機構、岩手県社会福祉協議会

の制度に加入し退職後の生活への安心も

考えています。

オンとオフを大切に
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福利厚生も充実しています。

・年次有給休暇とは給料が支給される休みです。

・このほかに、夏季休暇や年末年始休暇があります。（有給）

・慶弔休暇、結婚休暇、病気休暇など特別休暇も

充実しています。

・すべては、働きやすい環境を目指しています。

・育児休業をはじめ短時間勤務の制度やお子さんの看護休暇、ご家族の

介護休業や介護休暇などあります。

・制度のよってお給料が出ないものもありますが、国の制度の給付金な

どで収入をまかなうことができるものもあります。

・社会福祉士など当社協が指定する資格取得に係る経費の一割を助

成します。

・指定する資格以外でも資格取得に係る実習などによる勤務体制の

調整も積極的に相談に応じています。

・自らのスキル向上を目指す方のお手伝いをします。

・更新が必要とされる資格で、その資格により業務に携わる場合、更新

に必要な経費を負担します。

育児休業、育
児短時間勤務
は、100％の
取得率です！
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身分
人数

合計 男性 女性

正職員 40名 12名 28名

嘱託職員 14名 3名 11名

臨時職員 ９名 ０名 ９名

パート職員 40名 ６名 34名

合計 103名 21名 82名

圧倒的に女性割合が多く、女性の管理職も多いです。

女性が多い分、家庭の事情など理解の懐がふかい！ひろい！

男女関係なく誰もが家庭と仕事の両立ができるようにみんなで

協力している職場です。

正職員など
8時間勤務の職員

合計 男性 女性

60名 14名 46名

主な職種
人数

合計 男性 女性

施設長など管理職員 ５名 ３名 ２名

事務 10名 ４名 ６名

訪問介護員など介護職 21名 １名 20名

介護支援専門員 ６名 ０名 ６名

保育士・保育補助 32名 ３名 29名

栄養士 ２名 ０名 ２名

調理師・調理員 ５名 ０名 ５名

看護師 １名 ０名 １名

サービス管理責任者 ２名 ０名 ２名

生活支援員 ８名 ３名 ５名

職業指導員 ７名 ３名 ４名

運転手 ４名 ４名 ０名

合計 10３名 2１名 82名

子どもから高齢者、障がい者に関わる事業を行っているので、
さまざまな職種の職員が働いています。

21



資格 取得者数

社会福祉士 3名

精神保健福祉士 1名

介護福祉士 16名

介護支援専門員 10名

保育士 32名

管理栄養士 1名

社会福祉主事 16名

資格 取得者数

栄養士 7名

看護師 5名

調理師 3名

サービス管理責任者 ５名

相談支援専門員 ２名

特別支援学校教諭
など教員免許

8名

福祉に関連する資格を掲載しました。働きながら資格を取得した職員

も少なくありません。スキルアップのため資格取得を目指す職員への

バックアップも万全な職場と自負しています。

資格を取得した職員へインタビュー

平成10年度採用 松本 俊一

平成31年 社会福祉士合格
配属先/けやき学園 主任生活支援員

社会福祉士を取得したのは、これまでの経験やこれからの学び

を整理し、体系的に活かしたいと思ったからです。試験本

番はかなり必死でしたが(笑)、知ることで納得を繰り返す

日々の学習は喜びでしかなく、現場や自身を客観視する実

りある契機となりました。

平成19年度採用 渡辺 亜紀子

平成23年 介護福祉士合格 平成27年 介護支援専門員合格
配属先/居宅介護支援事業所 介護支援専門員

訪問介護員（ホームヘルパー）として在宅介護に

携わる中で介護福祉士から更にスキルアップを図り

より深く利用者さんや家族に寄り添った支援をしていきたいと

思い介護支援専門員（ケアマネジャー）を取得しました。介護

職は可能性のある職場。挑戦、成長し続けることができると実

感しています。
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年代

人数

正職員など
8時間勤務の職員

全職員

～30代 １８名 ２１名

40代 １６名 ２４名

50代 ２１名 ３３名

60代以上 6名 ２５名

平均年齢 ４５.４歳 ５１.０歳

ご覧の通り、年齢層が高い職員が多いです。

しかし、その分、仕事に対するフォローが早い！やさしい

見守り！悩みごとなどすぐに相談できる！

また、60代以上の職員が多いのは定年後の仕事として活

躍できる場があるということ！

23

定年後、再雇用として勤務している職員もいます。

資格を活かし訪問介護員から
介護支援専門員として勤務

正職員など
8時間勤務の職員

全職員

１３年０か月 １１年２か月

紫波町社会福祉協議会は、平成10年４月 けやき学園、平成16年４月 虹

の保育園、平成18年10月 さくら製作所をスタート。その都度、職員採用を

してきたことからこのような平均勤続年数です。

今までの経験と知識を活かし
保育士として勤務



平成14年度採用 階 美由記

配属先/けやき学園 サービス管理責任者

●紫波町社協に勤務して

中学時代の同級生に障がいのある方がおり、その方の素
直さに触れ、大学は障がい児教育を専攻しました。それ以降、さらに障がいのあ
る方の魅力にはまり障がいのある方々と仕事がしたい！と思い紫波町社協職員採
用試験に応募しました。

現在の職場であるけやき学園は、職員も利用者も明るく、優しく、いつも笑顔
であるれています。勤務して20年経ちますが、
みんなに助けられてここまで続けてこれたと思
います。

●これから就職を考えている方へ

日々、学ぶことが多いですがやりががある仕事で
す。また、子育て中の職員が多い職場です。私自身
も結婚、出産、子育てを経ていますが、周囲の理解
と助け合いがある職場です。見学、お待ちしており
ます。

令和３年度採用 加藤 莉奈

配属先/虹の保育園 保育士

●紫波町社協に勤務して

募集があった際、見学をしました。虹の保育園の明るい
雰囲気や子どもたちの伸び伸びと遊ぶ姿、すぐに自然に触
れる場所での保育ができることが良いと感じ応募しました。

現在は、３歳児を担当しています。毎日、子どもたちと一緒に遊んだり、子ど
もたちが楽しく健康にすごせるように環境設定を考え保育
に臨んでいます。

紫波町社協に勤務して２年目ですが、育児をしている職
員にとって働きやすい職場です。子どもの体調不良や行事

などで休まなければいけない時に
「子どもを第一に考えて」と優し
く受け入れてくれるので、仕事と
育児を両立していける職場です。

●これから就職を考えている方へ

一緒に働き、学び、自分のスキルアップを目指
していきましょう！
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採用者からのメッセージです。

平成30年度から令和４年度までの正職員

の採用状況は表のとおりです。年齢構成で

年齢層が高くなっていましたが、毎年、新

卒者や20代など職員が採用されています！

採用年度 採用者数

令和４年度 ６名

令和３年度 ３名

令和２年度 ４名

令和元年度 ２名

平成30年度 ２名

令和４年度採用 小川 和葉 配属先/事務局 主事補

●紫波町社協職員採用に応募したきっかけ

私は子どもから高齢者まですべての方と関わりたいと考えて就職
活動を行っていました。紫波町社協はたんぽぽ食堂（子ども食堂）や
移送サービス、日常生活自立支援事業などさまざまな方と関わる事業
に取り組んでおり応募しました。

●現在の仕事内容

民生児童委員協議会や日常生活自立支援事業、共同募金、
身体障がい者福祉協会などに関わっています。いまは、資料
作りや会議に参加し体験を積み重ねています。

●ずばり！紫波町社協の魅力はここ！

職場内の雰囲気がよく仕事に取り組みやすい環境です。さ
まざまな分野の事業を行っているので、たくさんの情報をもとに地域の方々との交
流の場も多くあります。

●これから就職を考えている方へ

就職してから思っていたところと違うなと後悔しないように見学やインターンシッ
プなど利用し、実際に話を聞いて自分に合った職場を探すことをおすすめします。
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令和４年度採用 佐々木 七映 配属先/虹の保育園 保育士

●紫波町社協職員採用に応募したきっかけ

地元での就職を考えていた時、紫波町社協の求人を見つけました。
見学をし明るく温かい雰囲気に惹かれました。ここで保育者として
第一歩を踏み出したいと思い応募しました。

●現在の仕事内容
虹の保育園で４歳児クラスを担当しています。遊びをはじめ

とした活動や食事、睡眠、排泄、清潔など生活の支援、事務作
業等、失敗しながらですが、少しずつ仕事を覚えているところ
です。

●ずばり！紫波町社協の魅力はここ！

採用一か月で感じていることは、保育のプロフェッショナルとして働くことの責
任の重みです。先輩職員の姿を見て、日々、圧倒されるとともに、今できることを
みつけながら頑張っています。

●これから就職を考えている方へ

紫波町社協は様々な施設を運営しています。職員研修会で新たな考え方や刺激を
もらうことができます。まずは、見学をしてみてはいかがでしょうか。



令和４年度採用 北田 新 配属先/けやき学園 職業指導員

●紫波町社協職員採用に応募したきっかけ

令和３年５月に行われた就職相談会で紫波町社協の説明を
聞きました。以前から働くなら自分が住んでいる紫波町の障
がい者施設で働きたいと考えていたこともあり応募すること
にしました。

●現在の仕事内容

けやき学園は作業ごとに班に分かれており、私は
部品班に所属しています。一緒に働く利用者様の見
守りや利用者様の組み立てた部品の検品、納品が主
な仕事です。

●ずばり！紫波町社協の魅力はここ！

とても強く感じているのは、仕事内容を習得しやすい環境だということです。
実際に働いて疑問に思うことなど先輩職員が定期的に相談に乗ってくれるので
安心して働ける働きやすい職場だと感じています。

●これから就職を考えている方へ

職員も利用者のみなさんも明るくフレンドリーでコミュニケーションに困る
ことはありません。先輩職員のフォローも手厚く打ち解けやすい環境です。

令和３年度採用 畠山 結奈 配属先/さくら製作所 生活支援員

●紫波町社協職員採用に応募したきっかけ

障がい者施設で働くことが希望だったことと紫波町社協は
地域と密着していること、見学の際にアットホームな雰囲気
が良く応募しました。

●現在の仕事内容

生活支援員として利用者とコミュニケーションを
取りながら一緒に働いています。利用者の送迎対応
もやっています。

●ずばり！紫波町社協の魅力はここ！

紫波町社協は、地域と密着しており、子どもや高齢者、障がい者と幅広い分
野で事業が行われているため、職員研修会などでは他の事業所の職員との交流
もできていろいろな考え方に触れられ刺激になります。

●これから就職を考えている方へ

職場の雰囲気が良く、先輩職員に困ったことを相談しやすくフォローもして
いただけるので安心して働くことができます。利用者とゆったりした環境の中
でコミュニケーションも取りやすい職場です。
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法人運営や地域福祉活動の紹介

紫波町総合福祉センターの中に法人運営を行っている事務所があります。

法人運営のほかに地域福祉活動を行っています。職員7名で対応してい

ます。

生活困窮等の相談

生活費がなくて困っ

ている、再就職できな

いなどさまざまな相談

に応じています。その

相談に対し一緒に考え

お手伝いをしています。

資金貸付の相談

生活困窮等の相談と

重なりますが子どもの

学費など目的に沿った

貸付の相談を行ってい

ます。

歩行困難で車いすを

利用している障がい者

や高齢者に対し移送

サービスで通院などの

お手伝いをしています。

移送サービス事業 共同募金事業

法人運営は、定款や規程の整備、会計業務の取りまとめ、労務管理など

行っています。また、広報の発行やホームページなど紫波町社会福祉協議

会の広報活動も行っています。

赤い羽根共同募金、

歳末たすけあい募金の

お願いや義援金配分、

募金の活用方法につい

て業務を行っています。

福祉団体事務

老人クラブ連合会、

身体障がい者福祉協会、

母子寡婦福祉協会、手

をつなぐ親の会、更生

保護女性の会、ボラン

ティア連絡協議会など

福祉団体の事務を行っ

ているほか、傾聴ボラ

ンティアしわなど町内

福祉団体の支援を行っ

ています。

高齢者の方を対象に

週1回、お昼におかずの

配達をボランティアが

行っています。その調

整を行っています。

配食サービス事業

これらのほかにも買い物支援サー

ビス（スーパーまでの無料送迎）、

車いす等の貸出、福祉まつりや金

婚を祝う会の開催、高齢者の日帰

り温泉旅行など行っています。
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介護保険事業の紹介
紫波町社会福祉協議会では、訪問介護事業所と居宅介護支援事業所を

行っています。また、ふれ愛交流館（デイサービス）もあります。すべ

て、紫波町総合福祉センターの中にあります。

訪問介護事業所とは？

介護が必要な方のご自宅に訪問する

ホームヘルパーがいる事業所です。

約20名のホームヘルパーが毎日、紫

波町内のご自宅へお伺いし支援してい

ます。

利用者様と一緒に自立支援と重度化

防止に向けたサービスを行っています。
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［介護保険事業］

●身体介護

排泄介助・オムツ交換・入浴介助・食事介助・清拭・移動移乗介護

などを行います。

●生活援助

掃除・調理・洗濯・買い物などを行います。

［障がい者総合支援事業］

●居宅介護事業

身体障がい・精神障がい・知的障がいの方を対象

に家事支援・身体介護・通院介助を行います。

［障がい者移動支援事業］

移動が困難な方などに、外出の支援を行います。

［生活支援ヘルパー］

介護認定によって要支援1や要支援2に認定されてた方

などに生活支援ヘルパーが調理や洗濯などのサービスを

行います。

シフト制の勤務ですが、月１回のミーティングのほか、知識向上とスキ

ルアップを目指して事業所内研修会を実施しています。

指定訪問介護事業所 電話019-671-1577



居宅介護支援事業所とは？

介護保険サービスを利用する

際にお手伝いをする介護支援専

門員（ケアマネジャーともいい

ます）がいる事業所です。

7名の介護支援専門員（うち

２名が主任介護支援専門員）が

連絡調整を行い計画を作成して

います。

ふれ愛交流館とは？

火曜日から金曜日に行ってい

るデイサービスです。

1日８名ほどの方が利用してい

ます。10時から15時頃まで、

血圧測定をはじめ工作作りなど

行っています。

指導員３名と送迎を行ってい

る運転手３名が対応しています。

わたくしたち介護支援専門員（ケアマネジャー）は、次のような役割

を担っています。

● 利用者や家族の相談に応じアドバイスをします。

● 利用者の希望に沿ったケアプランを作成します。

● サービス事業者との連携や調整をします。

● 施設入所を希望する方には適切な施設を紹介します。

介護サービス計画などは無料で自己負担はありません。どなたでも安心

して住み慣れた場所、過ごしていたい場所で介護が受けられるようお手伝

いします。

指定居宅介護支援事業所 電話019-672-3371

工作活動の作品

工作活動の様子 折り紙でアジサイお花紙で作成
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虹の保育園の紹介
満6か月から5歳児までお預かりしている保育園です。

紫波町西部の自然豊かな緑に囲まれた中に虹の保育園はあります。

120名の子どもたち

と40名の職員が過ごし

ています。

みなさんが安心してお

預けできるよう努めてい

ます。そして、一番は、

子どもたちが楽しくリ

ラックスして過ごせる環

境、時間をと思っていま

す。

地域の方々のご協力で田植え体験や保育園整備など行っています。地域の

方々の交流を交えて、子どもたちには人とのつながりの大切さを感じとって

ほしいと考えています。

年齢 クラス名 定員

０歳児 ひかり １２名

１歳児 ほ し １８名

２歳児 そ ら １８名

３歳児 つ き ２０名

４歳児 つばさ ２６名

５歳児 に じ ２６名

計 １２０名

［年齢とクラス］

田植え体験 イングリッシュタイム

［職員構成］園長１名、主任保育士２名、保育士26名、子育て支援員４名、管理栄養士１名、

調理師・調理補助５名、看護師１名、事務員１名

”自然とともだち“
あふれる自然といっぱいかかわりながら、

ほがらかに、そしてすこやかに
１、健康で明るい子ども
１、やさしく思いやりのある子ども
１、自然に親しみ、豊かな感性をもった子ども
１、のびのびと自分の考えや思いを表現できる子ども

・自然を友達として、自然教材・素材を存分に取り入れた保育
・一人ひとりの個性を生かしたのびやかな保育
・小さいもの、弱いものをいたわり、思いやれる保育
・障がいをもった子どもも、集団の中で生き生きとのびていく保育

虹の保育園 電話019-673-7307

新型コロナウイルス感染症によ

り見合わせている行事もあります

が、職員のアイディアで内容を工

夫して行事を行っています。苦労

はありますが子どもたちの笑顔の

反応で楽しい時間に早変わりで

す！一緒に働きましょう。
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けやき学園の紹介

けやき学園は、障がい者施

設です。

知的障がいを伴い雇用が困

難な方が利用しています。約

40名の利用者がいます。職員

は、13名です。

就労継続支援B型事業、生活介護事業を実施してい

ます。毎日、利用者が通いさまざまな作業を通じて職

業能力や生活していく力を高めています。

作業内容とは？

就労継続支援B型では、障子・ふすまの張替え、タオル

やTシャツなどへの印刷業務、企業からの受託作業を行っ

ています。

生活介護事業では、創作活動やウォーキングなど一人ひ

とりの経験につなげる取り組みを行っています。

利用者一人ひとりの力、考えを聞きながら職員は作業を

通じて支援に努めています。

リフレッシュも大切です。

作業だけではなく、音楽療法や軽体操など取り入れリフレッシュとともに

健康管理も行っています。

そして、社会体験旅行など楽しみも取り入れています。

つねに丁寧に ↕

↑軽体操↑花植え（環境整備） ↑利用者主体の話し
合い（自治会活動）
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［職員構成］施設長１名、サービス管理責任者１名、生活支援員５名、職業指導員３名、

栄養士１名、調理員１名、事務員１名

［定員］就労継続支援B型４４名 生活介護事業６名

※新型コロナウイルス感染症により一部実施見合わせのものもあります。



さくら製作所の紹介

さくら製作所は、障がい者訓練施設です。

３障がい（身体、知的、精神）に対応しており約20名（定員２０名）の

利用者がいます。現在は、精神障がい者の利用が多いです。職員は、８名

です。

作業内容とは？

お弁当に入っている醤油などのキャップ締

め、クロネコヤマトのメール便、金属部品の

組み立て、取扱説明書の折り作業などありま

す。利用者に合った作業を行っています。

リフレッシュも大切です。

作業だけではなく、季節の行事や見学会な

どを取り入れています。

↓IBC岩手放送へ見学

障がいにより、一般企業等での就労が難しい方、離職された方、社会的

自立を目指したい方へ働く場所を提供しています。利用者ひとりひとりが

知識及び能力の向上のために作業を通じて必要な訓練を行っています。

［職員構成］施設長１名、サービス管理責任者１名、生活支援員２名、職業指導員４名

さくら製作所 電話019-672-5038

内容

４月 保護者会総会、家族面談、お花見会

５月 健康診断（利用者）

６月 環境整備協力（保護者会活動）

７月 避難訓練

８月 利用者夏季賞与、お盆休み

９月 各事業への出店協力

※新型コロナウイルス感染症により変更になる場合もあります。賞与、手当は利用者への支給。

［けやき学園 年間行事］

内容

10月 家族面談

11月 社会体験旅行（隔年）、避難訓練

12月
三障がいボーリング大会、保護者会懇
談会、利用者年末賞与、年末年始休み

１月 新春交流会

３月 利用者年度末手当

けやき学園 電話019-672-1226
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最後に・・・

「紫波町社会福祉協議会」について、いかがだったでしょうか。

気になるな・・・

のぞいてみたいな・・・

様子を見てみたいな・・・

など思った方は、ぜひ、お電話ください。

知ってもらうことから始まると考えています。

そして、あなたと一緒に働けることができたらうれしいです。

お手にとっていただき、そして、最後まで読んでいただき

ありがとうございました。
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社会福祉法人紫波町社会福祉協議会

〒028-3304 岩手県紫波郡紫波町二日町字古舘356-1

紫波町総合福祉センター内

TEL 019-672-3258 FAX 019-672-5039

HP http://www.shiwa-shakyo.or.jp/

E-mail shiwa-shakyo@ce.wakwak.com

20220511


