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介護職員募集のご案内！ 

お年寄りの介護や福祉に興味のある方！ 

岡部福祉会『特別養護老人ホーム福寿園』で働いてみませんか！ 

職員数は７０名程度 １９８０年設立の伝統のある法人です。 

福祉施設がたくさんあるなか、正規職員の割合がなんと７３％！ 

手厚い待遇で、仕事も生活も充実できます。 

詳しく知りたい方は中身をぜひご覧ください！ 

一緒に福寿園を盛り上げよう！

埻玉県 深谷市 

特別養護老人ホーム

福寿園 について 

紹介します！

©深谷市 

©深谷市 

「福寿園」へは 

JR 高崎線 

深谷駅から 

車で 17 分！ 

岡部駅から 

車で 11 分 
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埻玉県深谷市『特別養護老人ホーム福寿園』

● 施 設 の 特 色 ●
＜納涼祭＞ 

＜大運動会＞ 

＜園内研修＞ 

「笑顔とやさしさ・専門性」が基本理念です！ 

小中学生のボランティア、慰問での舞踊・楽器演奏、納涼祭、運動

会等多くの方と積極的に交流する、開かれた施設です。 

２階建て、特養定員８３名、ショート定員２０名の施設です。 

緑豊かな職場環境で、福祉を志し、介護の仕事をまじめにじっくり

取り組みたい方、私たちと一緒に働きませんか！ 

● 介 護 職 の 現 場 の ご 紹 介 ●

 介護職員は２０代～50代までのさまざまな世代から成る笑顔あふ

れる職場です。職員の７割を女性職員が占めており、産休・育休制

度、看護・介護制度で家族の状況にも柔軟に対応出来て、長く仕事を

続けています。 

● 介 護 の 職 場 未 経 験 の 方 へ ●

 新しい職場には不安はつきものです。定期的にカンファレンスを行

い職員のサポートをしています。外部研修・園内合同研修、業務マニ

ュアルもあり、資格の無い方にも分かりやすく指導しています。 

 働きながら資格取得を目指す職員のために助成制度も整備されてい

ます。 

介護業務に慣れるまで、親切・丁寧に指導いたします。やりがいの

ある職場です。職員一同、お待ちしております！！ 

● 就 業 ・ 福 利 厚 生 に つ い て ●

○勤務時間

早番 7：30～16：30

日勤 9：30～18：30

遅番 10：00～19：00

夜勤 16：20～翌 9：30（月４～５回） 

○公休

月９回＋夏休・冬休 計年間１１０日

○職員数 （H29.7.1 現在）

企業全体７5 名 うち女性 54 名 

うちパート 20 名

○手当

通勤手当 24,500 円まで（距離による） 

扶養手当 配偶者 12,000 円

子供 6,500 円（二人まで） 

住宅手当 20,000 円（賃貸） 

5,000 円（持家） 

夜勤手当 7,000 円／回 

早出手当 1,500 円／回 

資格手当 6,000 円（介護福祉士） 

他 

社会福祉法人 岡部福祉会 特別養護老人ホーム福寿園 

〒３６９－０２１４ 埼玉県深谷市本郷３４１番地１ 

Tel ０４８－５８５－５１７７ Fax ０４８－５８５－６４１６ 

http://www.hukujuen.jp/ hukuzyue@dream.ocn.ne.jp 

●● 福寿園のここが強みです！●●

働く人のための福利厚生です！ 

★有給は入職日から付与されるので急な用事に

も安心して対応できます！

★有給消化率は 28 年度実績で４５％！月９日

の公休に加えて連休も取得できます！

★賞与は年２回（基本給４か月分）と年３回の

介護職加算金（２８年度実績計２１万５千円）が

あります！

★法人の職員内訳では正職員の割合が７３％！

28 年度初年度年収は 320 万～340 万円！

働く人を応援しています！

★10 年以上勤務している職員が３１％！永年

勤続表彰があります！

こんな働き方ができます！ 

★職場は特別養護老人ホーム（深谷市本郷）と

デイサービス（深谷市岡部）の２か所なので、

異動はほとんどありません！ひとつの施設で

じっくり働けます！

★介護フロアは１階と２階に分かれていて、従

来型多床室・個室があります。チームワークで

協働しながら適切なケアを実施しています！

★朝忙しい方のために施設内厨房手作りの昼食

が一食 300 円で食べられます！

★ユニホーム貸与だから負担もありません！

★職員駐車場完備！無料です！

ふっかちゃんのいる「深谷市」で！ 

★福寿園まで高崎線深谷駅から車で１７分

岡部駅から車で１１分の距離！

★施設の近隣には花と温水プール施設「深谷グリ

ーンパークパティオ」、市民の森「深谷緑の王

国」があり、緑の多い環境で余暇を楽しめま

す！

★福寿園は県北で 2 番目に出来た『特別養護老

人ホーム』だから長く培われた

伝統と実績があります！

介護の仕事が初めての方！ 

★夜勤が心配！・・・１～２カ月は日勤帯の勤

務です！担当の職員が付き、ゆっくりじっく

り夜勤の仕事に慣れていただきます！

★資格がないけれど・・・資格助成制度があり、

就業１年後からの申請で公的補助を除いた最

高５万円まで助成されるから負担が軽くなり

ます！（介護福祉士・ケアマネ・社会福祉士他対応！） 

★介護の仕事が不安・・・外部研修・園内研修

では認知症についてはもちろん、感染症対策、

福祉用具等についても毎月学べます！

©深谷市 
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介護職員からの「ひとこと」紹介します！ 

２０代・入職３年目・H さん

「両親が共働きで小さい頃から祖父母に世話になっ

てました。すごく可愛がってくれた祖父母も現在高

齢になり、身体の痛みや物忘れが多くなってきまし

た。そんな祖父母のために、何か尐しでも出来るこ

とはないかと考えた時に、介護の技術や知識を学

ぼうと決めました。」 

「実際の職場では、学ぶ技術や知識がたくさんあ

り、忙しいながら充実した毎日です。先輩方も話し

やすく疑問や不安に思うことも相談もしやすい環境

だと思います。より質の良い介護が出来るよう努力

していきたいです」 

３０代・入職２年目・Y さん

「以前はデイサービスで働いていましたが、デイサ

ービスでの仕事とは全く異なり、要介護度の高いご

利用者も多く、日々ほんとに多くの事を学び体験さ

せて頂いています。忙しく、大変な事も多いですが、

仕事を楽しむことを忘れず、ご利用者のその人らし

い生活が出来る環境づくりを目指していきたいで

す！」 

５０代・入職３年目・Y さん 

「高齢者社会の中、介護する側として役に立ちたい

と思い仕事を選びました。福寿園での仕事は、介護

はもちろん、ご利用者の皆さんと会話するなど楽しく

働いています。今後も利用者第一でがんばります」 

２０代・入職４年目・O さん

「祖父母が大好きで、高校生の時の高齢者施設

実習で、自分の行いに『ありがとう』と言われとても

嬉しかった。人の役に立ちたいと介護の仕事を選

びました。」 

「初めは右も左も分からない事ばかりでした。先輩

職員が親切に指導してくれました。信頼していま

す。ご利用者にも様々な方がいます。職員がご利

用者に元気をもらっている職場だと思います。」 

「福寿園で３年目で初めての職場です。介護技術

も上達したと思います。ひとりひとりにあったケア

を常に考えて、忚用出来るようにしてゆきたい。こ

の職員がいると安心・楽しいと思ってもらえるよう

なコミュニケーション・時間を大切にしてゆきたいと

思います」 

３０代・入職２年目・K さん 

「ひとことで表現したいと思います。介護の仕事を

選んだきっかけは、『至る所青山あり』という心境。 

福寿園での仕事は『想像以上です』。今後の抱負

は『無理しない』こんなことを考えながら日々業務

しています」 

３０代・入職９年目・M さん

「介護の仕事を選んだのは、小学校の時にボラン

ティアで施設に行き、ご利用者の方と話したり、お

手伝いをした時など、『たのしいな・・・』と感じ、こ

の仕事をしたいと思いました。福寿園で働いてい

るのも、こんな思い出に支えられています」 

高齢者施設・介護の現場で働くことについて職員も色々な思いで働いています。 

福寿園では一緒に働く仲間を募集しています！ 
社会福祉法人 岡部福祉会 特別養護老人ホーム福寿園 
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ほんの一部！内部研修・外部研修・行事参加の様子です！ 

○オムツ業者による研修○ ○マットレス業者による研修○

○オムツ業者による研修○ ○看護師によるターミナル研修○ 

○深谷市 福祉健康まつり出店 ○ ○ 納 涼 祭 ○ 

http://www.hukujuen.jp/
mailto:hukuzyue@dream.ocn.ne.jp


※受付

経営主体 設立

施設名 代表者

担当者名

電話

FAX

入所定員

職員数

求人数

4名

基本給 勤務形態

特殊業務手当 休日

計 有給休暇

夜勤手当 試用期間

資格手当 賞与

早出手当 昇給

送迎手当 退職金制度

通勤手当
処遇改善
交付金

住宅手当

社会保険

採用年月日

選考方法

受付期間

求人先説明会

備　考

求　人　票

事業所の
概要

　社会福祉法人　岡部福祉会 　昭和５５年４月（１９８０年）

　特別養護老人ホーム　福寿園 　理事長　井上博久

住　所
　〒369-0214 　施設長　黒澤幸十郎

　埼玉県深谷市本郷３４１番地1 ０４８-５８５－５１７７

事業内容

　老人福祉施設 老人短期入所事業 ０４８-５８５－６４１６

老人デイサービス 　居宅介護支援 　１０３名（短期入所含む）

在宅介護支援センター 法人全体　73名

勤務条件

１６７，０００円～ 日勤・夜勤・早出・遅出

２８，３９０円
（基本給の１７％）

月９回　他夏休・冬休各１日

求人数
職種 必　要　資　格

　介護職員 　介護福祉士・社会福祉主事（無くても可）

１９５，３９０円～ 入職時10日付与（4月入職）

７０００円／回 ３か月

６，０００円 年２回（各基本給の２か月分）

１，５００円／回 年１回

１，５００円／１時間 有（　共助会＋施設退職制度　）

２４，５００円まで 有（年３回）

賃貸２０，０００円まで
持家５，０００円まで

最寄略図

健康・厚生・雇用・労災 高崎線　岡部駅下車　タクシー１０分

随時

http://www.hukujuen.jp/

応募要項

提出書類
　履歴書・卒業見込証明書

　成績証明書・健康診断

面接選考及び書類選考

随時（本人持参による）

随時

自家用車勤務可能な方




