
わたくしたちは
地域に開かれた、地域に愛される、地域に信頼される、

社会福祉法人を目指します

近年、社会福祉の基礎構造改革により「施設から在宅へ」の流れが進み、施設においてもより一人
ひとりを大切にしたサービスの提供が求められるようになりました。
また、介護保険制度の開始によって誰もが福祉サービスの対象となりうる時代となり、さらに今後の
「超高齢化社会」に向けた準備が急がれています。
このような状況下において、これまで以上に、時代の要請に応えるためにふさわしい人材を育成し
ていくことが、私たち社会福祉法人小樽育成院の責務であると考えています。

『社会福祉』は常にその時代を支えるための大変やりがいのある仕事です。誰もが不安のない幸
せな生活をすごすことができるよう、私たちとともに新しい法人の歴史を刻んで行きましょう。

社会福祉法人小樽育成院

理事長 福森 和千代

社会福祉法人小樽育成院は明治31年に児童施設として発足以来、社会福祉法人のパイオニア的存
在として小樽市とともに歩み、地域に貢献してまいりました。

これまでの間、時代の要請に応えながら事業を展開し、現在は高齢者を対象とした福祉サービスに
総合的に取り組んでおります。

平成8年5月に養護老人ホーム小樽育成院の全面改築において全国的にもいち早く全室個室化を実
現し、また特別養護老人ホームやすらぎ荘においても、道内他施設に先駆けて平成16年2月に全室
個室ユニット型の施設として改築を行っております。

併せて、オタモイデイサービスセンター（通所介護事業）、オタモイケアプランセンター（居宅介護支援
事業）、及び小樽市北西部地域包括支援センターなど、地域福祉を支える事業を積極的に進めてい
ます。

ともに歩み ともに育つ



求める人材像
・夢を持って働ける人
・社会性、人間性を高められる人
・笑顔とありがとうを伝染できる人
・専門性を高められる人

長年の実績を活かし、地域の皆様の「その人らしい暮らし」を支え、
ともに歩んでいけるようにするには“どうしたらよいか”を大切に
考えます。
まだまだやれること、やるべきことはたくさんあります。
そんな“どうしたらよいか”を生み出し続けるため、同じ「想い」
を持った方と一緒に進んでいきたいと思っております。

“心からやすらぐこと”
“想いを叶えられること”ができ

“ふれあい”を基本とする介護サービス
生活と
生き方の
尊重

ご利用者
中心の
サービス

自立した
生活の
支援

基本的人権の確保と擁護
（人間を大切にするサービスの提供）

「想い」を胸に、ともに未来へ
私たちが目指すこと
・若者が夢を持って働ける環境を

・働く職員の幸せのために

・ご利用者の幸せのために

・地域と社会の貢献のために

おたるいくせいいんの理念



市より運営を受託し、ご利用者が
住みなれた街で、安心して暮らし
ていける様に高齢者に関わる問題
に関して職員がお手伝いいたしま
す。

ご自宅で介護をされているご家族や、一人暮らしのご利用
者に代わって各種手続き、ケアプアンの作成のお手伝いを
しております。

オタモイの自然と、充実した環境のもと、心身ともに健
やかに生活され、社会への参加の機会や、必要なサービ
スを提供し、助け合い、励ましあいの気持ちを大切にし
ながら、明るく豊かな毎日を過ごして頂くよう、職員全
員で支援いたします。

「ゆるやかに時が流れ、やわらかな風が吹く」をキャッ
チフレーズに暮らしの場としてふさわしい環境（全室個
室・ユニットケア）の中で、ご利用者、ご家族の想いを
大切にして、安心・安全なサービスの提供と生活を支援
しております。

在宅の要支援、要介護認定を受けたご利用者へ、
送迎、入浴、食事、各種レクリエーション等各種
サービスを提供しております。また、ご家族の精
神的・身体的な負担の軽減を図っております。

社会福祉法人
小樽育成院

養護老人ホーム小樽育成院

特別養護老人ホームやすらぎ荘

オタモイデイサービスセンター

オタモイケアプランセンター

小樽市北西部地域包括支援センター

法人所在地
小樽市オタモイ1丁目2 0 番1 8 号

法人創立
明治3 1 年6 月1 0 日

従業員数
1 6 2 名（平成2 6 年7 月1 日現在）

おたるいくせいいんの事業



併
設

○外部サービス利用型特定施設生活介護事業所
○訪問介護事業所 オタモイヘルパーセンター

○対象となる方
65歳以上の方で、環境上、及び経済上の理由に

より、在宅での生活が困難な方がご利用になれま
す。
○お申込みの窓口
住民登録をとしている市町村の高齢福祉の窓口

利用定員２００名 全室完全個室

養護老人ホームは、戦前の養老院に起源を有し、昭和3 8 年の老人福祉法によって制度化された、いわば
「老人福祉の原点」というべき老人福祉施設となります。
「環境上の理由」及び「経済的理由」（老人福祉法第1 1 条第１項第1号）により、地域において自立した生

活を送ることが困難な高齢者のための施設として、現在に至るまで重要な役割を果たしてきました。
今日においても、低所得者の方でも安心して入居できる施設として寄与しています。また、虐待を受けた高

齢者の受け皿など、地域生活が困難な高齢者のセーフティーネット（安全網）としての役割を果たしています。
さらに、高齢化に伴う重介護対応、認知症対応はじめ、障害や精神疾患等を持つ入所者が増加しており、従

来の見守り支援に留まらず、介護保険制度や障害者総合支援法に基づくサービスの提供を行う必要性が高まっ
ています。
急速な高齢社会の進展に伴い、高齢者が抱えるニーズの多様化と複雑化は顕著にありますが、その中にあっ

て、これからの養護老人ホームの果たす役割は大きいものと考えております。

●外部サービス利用型特定施設（新型養護老人ホーム）
平成1 8 年４月の老人福祉法、及び介護保険法の改正により、介護認定を受けた方は、養護老人ホームに入所しながら介

護保険サービスを受けることが可能になりました。
介護保険のサービスを利用される場合は、養護老人ホーム内に併設する「外部サービス利用型特定施設」の枠組みに入居

していただき、その中でサービス計画を立てて「訪問介護」などの介護保険サービスを利用していただきます。

養護老人ホームは、元来身の回りのことが自立されている方が入居される施設として位置づけられます。
しかし、施設内での高齢化が進む状況に伴い、入居者の要介護化が顕著になっています。そのため、入居者

の４割強が要介護状態にあり、実態としては準特別養護老人ホーム化している現状にあります。
このような中、要介護者が集中する２階フロアについては、準ユニット化（小規模ケア）の発想に基づき、

フロア担当制の職員配置を行うことで、個別ケアの推進を図っています。

高齢者の多様な福祉ニーズを支える施設サービスづくりを目指しています。

利用者の自立を支えるシステムづくりを進めています。

フロアのディルームをリビングやダイニングルームとして活用。
介護スタッフを固定配置することで、きめ細かい介護ニーズへの対応を図ります。

トイレ誘導
（ｵﾑﾂ外し）

健康体操

転倒予防

食事の自立

水分補給

対人交流

メンタルケア

一歩一歩、サービス向上推進中！
おたるいくせいいん①



ＱＯＬ
（生活の質の向上）

利用者の自立を支えるためには、ＡＤＬ、ＩＡＤＬの土台となる歩行、及び移動能
力を支えていくことが肝要となります。そのため、歩行能力の維持・向上を基礎に、
生活全般での「自立」と「自律」を支援していきたいと考えています。また、歩行が
難しい場合でも、移乗能力の維持・向上を支援していくことで、生活の自立性を支え
ます。

高齢者の本来のニーズは「手厚い介護を受けること」ではなく、「介護を必要とし
ない状態でいられること」です。しかし、老化による体力の低下は活動性を弱め、さ
らに老化を促進させてしまうため、否応なしに要介護の状態へと向かいがちです。お
元気な方に対しても、運動による不活動筋の再活動化を図る介護予防の取り組みに力
を入れています。

自立支援が困難となる重介護者の方々には、「寝たきり」を進めないよう、離床活
動と座位姿勢を基本とした生活づくりを支援しています。また、平成2 1 年度から取り
組んでいる「褥瘡発生ゼロ運動」の達成を持続できるように努めています。

よりよいサービスを支えるのは「人」です。多様なニーズに応える介護のプロを育成するため、計画的な研修
会の開催や外部研修への派遣を推進しています。また、新任職員については、確かなスタートを踏み出せるよう、
新入職員向けの研修プログラムにも力を入れています。

作業療法士の指導による
「介護予防教室」の定期開催

ウォーキングクラブによる
ストックウォーキング活動

作業療法士による個別リハ指導
(定期開催）

外部インストラクターの指導による
リズム体操クラブの運営

利用者の自立を支えるサービスの提供に努めています。(「自立とＱＯＬ」に向けた支援）

介護予防

自立支援

重度化予防

サービスを支える人材育成の推進に努めています。

クラブ活動
茶道・華道・手芸
詩吟・民謡・カラオケ
ｴﾝｼ ｮ゙ｲｸﾗﾌ ・゙遊ぼう会

リズム体操
パークゴルフ
ウォーキング

自立支援に基づく事例研究と
施設内研究発表会（毎年度実施）

生きかたの選択
自己実現
その人らしい生活

低栄養化予防
脱水予防

清潔保持

適度な運動
ポジショニング

排泄の自立支援

認知症ケアの研修における
グループカンファレンス※研修内容は25年度の実績に基づきます

採用前研修 採用後６ヵ月間 毎年度の年間計画に基づき実施（一般研修）

ＯＪＴ指導（職務を通した実践指導）
研修ノート作成/振り返り面接（定期開催）

施設内テーマ研修 施設外派遣研修

法人採用前研修

【研修内容】
法人組織の歴史

社会人としての基本
専門職としての基本
倫理綱領の理解

対人援助とｺﾐｭｹｰｼｮﾝ
自立支援に基づく介護の基本

介護技術
高齢者に多い感染症
全事業所見学会

他

採用後基礎研修

【研修内容】
管理課レクチャー
介護係レクチャー

養護老人ホームの理解
外部利用型特定施設の理解
各種マニュアルの理解
介護記録について
救急対応について

虐待・身体拘束について
個人情報保護について

他

フォローアップ研修

【研修内容】
自立支援関連研修

自立支援関連ビデオ学習
新任向け派遣研修

他

応急処置研修
高齢者虐待

職場のメンタルヘルス
リスクマネジメント

感染症対策
認知症ケア

研修報告会（伝達研修）
施設内研究発表会

等

認知症ケア研修
キャリアアップ研修
認知症介護実践者研修
介護職員専門研修
介護技術研修会

老人福祉施設研究大会
老人福祉施設研究発表会

他多数

施設内テーマ研修 施設外派遣研修

おたるいくせいいん②



特別養護老人ホームやすらぎ荘

「住み慣れた我が家にいる様に」ご入居者、ご家族の想い
を叶えられる場所として・・・
介護が必要になり自宅で暮らし続けることが難しくなって
も、少しでもご自宅での暮らしに近づいていただけること。
馴染みのスタッフと地域を感じ共に過ごしていただくこと。
それが『やすらぎ荘』の願いです。

施設・職員一丸となってその夢を追求し、平成1 6 年2 月
に全室個室ユニット型への施設へ全面改築を行い、ユニッ
トケア・リーダー研修施設の指定を受けることができまし
た。年間7 0 余名に上る全国の各ユニットケア施設のリー
ダー職員の皆様が、当施設を舞台に、共に学び共に考え、
より良いケアの実現に向けて励んでいます。
ご自宅で過ごされていた時の流れのままに、少しでも多く
の「時」を・・・
このことに『やすらぎ荘』はこだわります。ご入居いただ
く方と共に、永遠の願いとして・・・

馴染みの家具や思い出深い調度品で、その人
らしい生活を送っていただきます。また、全
室トイレ付きですのでプライバシーも配慮い
たしております。
家族とのコミュニケーション
ご家族が周囲の方に気兼ねなく訪問でき、家
族関係が深まります。居室内の宿泊も可能で
すが、別に宿泊室も設けております。
他のご入居者との相互交流のためのセミ
プライベートスペース空間
ユニットのリビング・ダイニングでは、家族
的な雰囲気が流れております。
地域の方との相互交流のためのパブリッ
クスペース空間
ボランティアの受け入れ行事や各種サークル
活動等により、地域の中での生活を感じられ
るように配慮しております。

個人空間プライベートスペースの確保

各ユニットのスタッフが馴染みの関係を大切に支援いたします。
ご入居者一人ひとりのニーズに合わせた対応と創意工夫を優先し
ます。大切にしているのは、生活する「人」を思いやる心。
そこから生まれる気遣いが、やすらぎ荘のケアを創っています。

「家族」が集うリビングは、ユニットごとに個性的な顔を持っています。
それぞれの居室は、ご利用者の個人空間。だから全て個室であることが重要です。
また、ご自宅で使っていた家具や食器などを持ち込んでいただき、愛着のある物に囲まれて、一人でゆったりと過
ごす時間を大切にする。時には気の合う方と時間を共有する。安心して暮らせる場所があるからこそ、他の人との
関係が活き活きと感じられる。そんなあたりまえの生活を実現しています。

ゆるやかに時が流れ、やわらかな風が吹く

併
設

○短期入所生活介護 ○居宅介護支援事業所
○通所介護 ○地域包括支援センター

やすらぎ荘のユニットケア

大切なのは思いやりの心



私たちは日々生活を営んでいます。高齢者の方も変わりはあり
ません。介護とは、高齢者や障害を持った方々の生活を営むた
めに支援することだと思います。

『生活』とは、意識してするものではありません。そこには”
当たり前”の事と生活感を感じる”雰囲気”が重要だと考えま
す。

老人ホームに入居したら「○○はできません。」、「○○は困
ります」等、規則してしまうと、そこには”当たり前”の事は
無くなり、決められた通りの行動をする入居者が生まれてしま
います。

入居者の方々のこれまでの生活に配慮し、普通の生活の場を大
切にして、「○○がやりたい。」「昔は○○が好きだった。」
等、入居者の方々の当たり前の生活のことを”職員がどう考
え”、”チームとしてどう取り組むか”入居者の方々の望みを
叶え、個別ケアに取り組むことが重要であると考えています。

『自分らしく！私らしく』を大切にしたいと、やすらぎ荘で
は考えています。

ご入居者との馴染みの関係から築く信頼関係とスタッフの心のゆとりを大切にしております。
やすらぎ荘では、ご入居者1 .8 人に対し1名の介護スタッフを担当ユニットに固定配置しています。

○介護スタッフ
職員数 6 1 名 職員 4 2 名 ・ 準職員 6名 ・ パート 1 3 名

女性 5 8 名 ・ 男性 3名
平均年齢 4 1 .2 歳

○施設全体（特養） 職員数 7 9 名
職員 5 9 名 ・ 準職員 6名 ・ パート 1 4 名
女性 6 9 名 ・ 男性 1 0 名

私たちは「想いをかなえる生活」を目指しています。

スタッフにも心のゆとりを。

やすらぎそう②



履歴書（写真付き）、卒業証書もしくは見込証明書、成績証明書、健康診断書が必要となります。

個人面接を行います。面接日は後日ご連絡いたします。

採用の場合は学校を通じて採用内定通知書を送付いたします。

採用に関する書類をお送りいたします。 ○誓約書　○個人情報保護に関する誓約書　○住所届　○通勤届等

採用前に社会人としての基礎知識や当法人の組織などについての研修を受けて頂きます。

平成27年採用 　　北海道医療大学　　札幌福祉医薬専門学校　　大原医療福祉専門学校

平成26年採用 　　北海道介護福祉学校　　札幌医学技術福祉専門学校　　大原医療福祉専門学校　　札幌社会福祉専門学校

平成25年採用 　　北翔大学　　北海道介護福祉学校

平成24年採用 　　専門学校日本福祉学院　　札幌福祉専門学校　　札幌社会福祉専門学校　　大原医療福祉専門学校

平成23年採用 　　函館大谷短期大学

平成22年採用 　　北星学園大学　　北海道医療大学　　北海道介護福祉学校　　函館大谷短期大学　　札幌社会福祉専門学校

職　　　種 介護職員 試験内容 　　面接

人　　　員 ３名 試験会場 　　特別養護老人ホームやすらぎ荘

勤務先 ○養護老人ホーム小樽育成院　○特別養護老人ホームやすらぎ荘 試験日時 　　第１回目　平成28年10月上旬

応募資格 平成29年3月介護福祉士養成校を卒業見込みの方 　　上記以降は随時実施予定。

すでに養成校を卒業された方で職場勤務経験のない方 ※面接日は別途ご連絡いたします。

提出方法 学校経由でご応募下さい

応募書類

○ ○ ○

履歴書
卒業(見込)
証明書

成績証明書 健康診断書

○

※履歴書には写真を貼付してください。

書類送付 平成29年2月下旬を予定しております。

採用前研修 平成29年3月下旬（卒業日以降）を予定しております。

採用

応募 学校を通じてご応募下さい。

選考試験実施 平成28年10月上旬を予定しております。

結果通知 平成28年10月下旬までにご連絡いたします。

募集要項

郵送先
社会福祉法人 小樽育成院 法人本部

〒０４８-２６７１ 小樽市オタモイ１丁目２０番１８号

施設見学の希望や詳細についてわからない

ことがある方はお問い合わせください。

電話番号 ０１３４-２８-２５００
担当者 法人本部／山本

採用の流れ

先輩たち

たくさんの先輩が活躍しています あなたも一緒に夢を育てていきませんか


