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隠岐広域連合 

介護保険課 



隠岐諸島の紹介 -Introduction- 

隠岐諸島は島根半島北東約 40～80 ㎞の日本海上に位置し、4 つの有人島と 180 余りの

小島からなる群島であり、全島を大別して島前、島後と称し、島前はその西南に位置し、中ノ島

（海士町）、西ノ島（西ノ島町）、知夫里島（知夫村）からなっています。島後は島前の北東約

18km に位置し、全島の 70%の面積を占める群島中最大の島で、隠岐の島町があります。 

島々の特色 - Characteristic – 

-島 前-

中ノ島（海士町）

 近年、積極的な UI ターン施策により、島外からの移住者が増えており、2005 年以降の移

住者は 550 人を超えます。U ターンを含む島民と、I ターン者が協力し地域活性化に奮闘して

おり、都会のように便利な生活ではないかもしれませんが、自然や郷土の恵みは潤沢です。暮

らすために必要なものは充分であり、まさに『ないものはない』島です。 

西ノ島（西ノ島町） 

 島前で最も大きく人口の多い島で、起伏に富んだ地形となっており、海岸線は海蝕断崖。中

でも国賀海岸は隠岐を代表する景勝地として全国各地から観光客が訪れます。牛や馬の放牧

も盛んで、現在町内には牛 600 頭、馬 50 頭ほどが放牧されています。人も動物ものびのび

と暮らすことのできる環境の島となっています。 

知夫里島（知夫村） 

 本土に最も近く、隠岐諸島では一番小さな島。人口は約 600 人で面積も東京都墨田区と

同程度です。知夫里島最高峰の赤ハゲ山からは 360 度大パノラマの絶景を一望することが

できる。島民皆家族という想いを持ち、力を合わせながら生活しています。 

-島 後-

隠岐の島町

 面積が広く、人口も多いため隠岐の中で最も豊富な社会資源が整備されています。一方で、

島前地区と同様に雄大な自然、恵まれた郷土は潤沢であり、希少な動植物や景観、温かな人

情味あふれる島民に心を癒されます。 
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海士町社会福祉協議会 （社会福祉法人）

一言PR！ 「海士町社会福祉協議会って面白そうなことやってますね」とよく
言われます。ほめられて伸びる法人です

法人概要

所在地 〒684-0403 島根県隠岐郡海士町海士3969番地1

事業実施地域 海士町

事業実施分野 高齢者福祉 障がい者福祉 児童福祉（保育所以外） その他

連絡先電話番号 0851420010

連絡先担当部署

連絡先担当者 片桐一彦

法人ホームページ http://www.acsw.sakura.ne.jp

理念

「いきいきと死ねる島」を目指し、住民一人ひとりの夢や願いを叶えるために
、まずは私たちが受け止めます。１人はみんなのために、みんなは1つの夢のた
めに

実施事業・業務内容等

「暮らしの困った…」を全て受け止める総合相談
ゆりかごから墓場までの福祉学習
365日対応声掛け配食サービス
1人当たりの募金額県内第2位の共同募金活動
地区対抗出前サロンこぞって
夢を叶える介護通所介護・訪問介護・福祉用具貸与
島で唯一の居宅介護支援事業所
温泉・プール・サウナ・トレーニングルーム
福祉合宿所チェダッテ
など
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教育体制・研修制度

ケアプロデュースRX組青山幸広セミナー（年2回）
NPO法人ubdobeによる交流研修会（年2回）
海士町内研修（行政、診療所、法人連絡会、学習センター主催）
職員研修　部会研修　復命研修

働きやすさ

体と家族を壊してまで仕事しない働き方

土日、祝日、年末年始が休み

上司へ突っ込みができる

地域公益活動や地域交流活動

仕事全てが公益活動　仕事全てが交流活動

その他

職場見学 可 職場体験 可

平均休日数 月 10.2 日

有資格で未経験の方の応募 可 無資格で未経験の方の応募 可

資格取得支援制度 金銭的支援 有 時間的支援 有

運営事業所情報

分野 事業所名 所在地（町名） 利用定員

高齢者 海士町デイサービスセン
ター（海士町社会福祉協
議会）

海士町 30

高齢者 海士町訪問介護事業所（
海士町社会福祉協議会）

海士町 13

高齢者 海士町居宅介護支援事業
所（海士町社会福祉協議
会）

海士町 16

その他 海士町社会福祉協議会 海士町

その他 保健福祉センターひまわ
り

海士町 20
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あま福祉会 （社会福祉法人）

一言PR！ 島の最後の砦といったアイデンティティのもと、ニーズを満たし続
けるため変化し続ける組織を目指しています。

法人概要

所在地 〒684-0403 島根県隠岐郡海士町海士３９６４番地

事業実施地域 海士町

事業実施分野 高齢者福祉

連絡先電話番号 08514-2-1600

連絡先担当部署

連絡先担当者 事務長　高松

法人ホームページ https://www.ama-suwaen.jp/

理念

住み慣れた島で、生まれ、育った島で、自分らしく暮らしたい。そういった『
我がとこで暮らし続けたい』といった気持ちを大切に、諦めず「挑戦、前進」
し、地域のみなさまと「共生・交流」を図り、地域に根差した、質の高い、心
のこもったサービスを提供します。

実施事業・業務内容等

「ふ・く・し」ふつうにくらすしあわせをサポートすることが、お仕事です。
行っている事業は、高齢者向けの介護サービスですが、福祉職として、地域の
ことも、みんなで一緒に考えるような業務もあったりします。

教育体制・研修制度

新任研修はもちろん、レベルに応じた研修を行います。外部研修の参加もあり
ますが、離島といったことから、法人独自に外部講師をお招きしての研修に力
を入れています。
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働きやすさ

ライフスタイルに合わせた働き方を提供することが可能です。十分ではありま
せんが、ご希望に沿えるよう、一緒に考えていきます。

その他

職場見学 可 職場体験 可

平均休日数 月 10 日

有資格で未経験の方の応募 可 無資格で未経験の方の応募 可

資格取得支援制度 金銭的支援 無 時間的支援 無

運営事業所情報

分野 事業所名 所在地（町名） 利用定員

高齢者 特別養護老人ホーム諏訪
苑

島根県隠岐郡海士町大字
海士３９６４番地

30

高齢者 諏訪苑短期入所生活介護
事業所（併設型）

島根県隠岐郡海士町大字
海士３９６４番地

15

高齢者 グループホーム諏訪苑 島根県隠岐郡海士町大字
海士３９６４番地

9
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社会福祉法人だんだん （社会福祉法人）

一言PR！ 「ないものがない海士町」でＮＰＯ法人から平成２６年３月に社会
福祉法人となりました。小規模な法人ですが、家庭的な雰囲気の中
、勤務をすることが出来ます。

法人概要

所在地 〒684-0403 島根県隠岐郡海士町海士1470番地1

事業実施地域 海士町

事業実施分野 高齢者福祉 障がい者福祉

連絡先電話番号 08514-2-0002

連絡先担当部署

連絡先担当者 黒田　正人

法人ホームページ https://ama-dandan.wixsite.com/dandan

理念

○ 経営理念　「　やさしい居場所　＝気くばり、目くばり＝　」
１．
利用者お一人おひとりが明るく笑顔のある充実した日々を過ごせるようにお手
伝いします。
２． ご利用者及びご家族から信頼される職員を目指します。
３．
安心できる安全な空間づくりに努め自立した生活を続けられるよう支援します
。
４． 旬の食材を使った健康的で美味しい食事で楽しみ多い毎日を応援します。

実施事業・業務内容等

☆高齢者福祉
　　福来の里デイサービスセンター　通所定員15名
　　高齢者住宅　福来の里（居住部門）　定員１２名
☆障がい者福祉
　　就労支援Ｂ型継続事業所　さくらの家　通所定員　２０名
　　グループホーム　あまの里
　　相談支援事業所　ウェーブ
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教育体制・研修制度

介護職員の採用時は、無資格で入っても、介護福祉士の受験資格がスムーズに
出来るよう実務者研修受講を積極的に勧めています。
海士診療所などが主催する研修にも積極的に参加しています。
島根県社会福祉協議会が主催するｽｷﾙｱｯﾌﾟ研修にも積極的な受講に努めています
。

働きやすさ

介護職員が5名在籍していますが全て正職員で採用していますので担当事務をで
きるだけ平準化するように努めています。
1年目より20日間の有給休暇取得が可能ですので、自己都合のために充分活用
できます。

自己のためのスキルアップ研修であっても、法人が認めれば１０万円を限度に
研修費用を助成します。

地域公益活動や地域交流活動

○地域と障がい者との交流を大事に考え、例年、さくら祭りの開催をしていま
す。（１２月）
○地域の方やボランティアに来て下さった方を招待し、職員の心のこもった「
もてなし料理」をお出しする納涼祭を実施しています（８月）
○年間の節目的な行事（敬老会・クリスマス会等）に併せて地域ボランティア
の参加をお願いしています。

その他

職場見学 可 職場体験 可

平均休日数 月 10.6 日

有資格で未経験の方の応募 可 無資格で未経験の方の応募 可

資格取得支援制度 金銭的支援 有 時間的支援 有
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運営事業所情報

分野 事業所名 所在地（町名） 利用定員

障がい 就労支援Ｂ型継続事業所
　さくらの家

海士町 20

障がい 相談支援事業所　ウェー
ブ

海士町

障がい グループホーム　あまの
里

海士町 10

高齢者 福来の里デイサービスセ
ンター

海士町 15

高齢者 福来の里高齢者住宅（居
住部門）

海士町 12
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シオンの園 （社会福祉法人）

一言PR！ 隠岐西ノ島でこどもを中心に福祉全体の働きをしています。2018年
4月より松江市大庭町に新しく保育園を開設します。いっしょに働き
ませんか。誰もが働きやすい職場をめざしています。

法人概要

所在地 〒684-0302 島根県隠岐郡西ノ島町別府149-9

事業実施地域 松江市 西ノ島町

事業実施分野 高齢者福祉 障がい者福祉 児童福祉（保育所）
児童福祉（保育所以外）

連絡先電話番号 08514-7-8411

連絡先担当部署 シオン保育園　園長

連絡先担当者 大野光信

法人ホームページ http://shion60.com

理念

キリスト教精神による隣人愛を大切にしています。

実施事業・業務内容等

2018年4月より新たな保育園を開設　「シオンこひつじ保育園」(認可定員20名
予定、利用定員20名予定）。　現在は次の福祉事業を実施　西ノ島町別府　保
育所「シオン保育園」(定員20名）、障害福祉サービス事業所　「ございな」(
就労継続支援事業）、「ハイツ・シオン」(グループホーム）、高齢者デイサー
ビセンター「デイサービスセンター・シオン」

教育体制・研修制度

新任研修、各専門分野研修、施設内研修(技術、コミュニケーション、カウンセ
リング）、資格取得のために助成金を支給。
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働きやすさ

休みを取りやすくしている。介護、看護休暇を半分以上の職員が取得。

誰もが自分の意見を言えるように会議や研修を行う。そのために外部の研修機
関に応援をしてもらっている。

勤務時間内で仕事が終わる工夫をしています。事務量の軽減など。

その他

職場見学 可 職場体験 可

平均休日数 月 10.5 日

有資格で未経験の方の応募 可 無資格で未経験の方の応募 可

資格取得支援制度 金銭的支援 有 時間的支援 有

運営事業所情報

分野 事業所名 所在地（町名） 利用定員

児童
(保育所)

シオンこひつじ保育園 松江市大庭町1802-7 20

児童
(保育所)

シオン保育園 西ノ島町別府149-9 40
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社会福祉法人　西ノ島町社会福祉協議会
（社会福祉法人）

一言PR！ 「社協さんに言えば何とかしてくれる」住民の皆さまから信頼され
る社協を目指します。

法人概要

所在地 〒684-0303 島根県隠岐郡西ノ島町美田2485番地

事業実施地域 西ノ島町

事業実施分野 高齢者福祉

連絡先電話番号 08514-6-1470

連絡先担当部署

連絡先担当者 平木　みゆき

法人ホームページ URL なし

理念

みんなで支え合い生涯を現役で過ごせるまちづくり

実施事業・業務内容等

・美田コミュニティセンターの運営管理業務・訪問介護事業・居宅介護支援事
業・小規模多機能型居宅介護事業所・地域福祉推進事業・配食見守りサービ
ス事業・ボランティアセンター（ふれあいセンター）事業・子育て支援事業

教育体制・研修制度

新任研修、各専門分野研修、福祉職員キャリアパス対応生涯研修、
職場内研修（介護技術研修・救命講習・認知症研修・人権研修
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働きやすさ

有給休暇がとりやすいようにしている。残業を少なくし、時間内で仕事が終わ
れるようにしている。子育て世代、定年後でも働きやすいよう日数、曜日、時
間を希望に応じ調整している。

資格取得支援あり（旅費の助成）

地域公益活動や地域交流活動

・介護者の集い・ヘルパーほっとサービス事業・歳末おそば配食事業・民生応
急融通資金及び緊急現金貸付事業・生活困窮者に対する物資の提供・地域交流
サロン事業（日向喫茶）・福祉用具貸出事業・社会福祉法人連絡会の開催他

その他

職場見学 可 職場体験 可

平均休日数 月 10 日

有資格で未経験の方の応募 可 無資格で未経験の方の応募 可

資格取得支援制度 金銭的支援 有 時間的支援 有

運営事業所情報

分野 事業所名 所在地（町名） 利用定員

高齢者 社会福祉法人西ノ島町社
会福祉協議会指定訪問介
護事業所

西ノ島町美田2485

高齢者 社会福祉法人西ノ島町社
会福祉協議会指定居宅介
護支援事業所

西ノ島町美田2485

高齢者 本郷小規模多機能型居宅
介護事業所

西ノ島町浦郷453
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社会福祉法人　西ノ島福祉会 （社会福祉法人）

一言PR！ 本法人は地域町民からの出資、寄附金で設立された全国的にも珍し
い団体です。地域、町民との連携を特に重視し、利用者様のサービ
ス向上に努めています。

法人概要

所在地 〒684-0301 島根県隠岐郡西ノ島町宇賀697番地

事業実施地域 西ノ島町

事業実施分野 高齢者福祉

連絡先電話番号 08514-7-8116

連絡先担当部署 特別養護老人ホーム

連絡先担当者 尾﨑正行

法人ホームページ https://www.nishinoshima-fukushikai.com/

理念

社会福祉の精神に徹し、利用者の個人の人権を尊重し職員相互の協調を図り、
職員は常に熱意と愛情をもって利用者に接し、住みよい生活の場とする。

実施事業・業務内容等

特別養護老人ホーム和光苑（５０床）/和光苑短期入所生活介護事業所（７床）
/養護老人ホームみゆき荘（外部サービス利用型特定施設）（５０床）/みゆき
荘短期入所生活介護事業所（４床）/みゆき荘デイサービスセンター（２０名）
/サポートセンターみゆき訪問介護事業所

教育体制・研修制度

採用後は２事業所の内、どちらかの施設に配属され、職場内研修や施設外研修
をおこないます。希望等も聞いて資格取得支援（経済的、時間）もおこなって
います。
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働きやすさ

1.山陰の島根半島の沖合い約６０Km日本海に浮かぶ隠岐諸島のひとつ西ﾉ島町
にあります。2013年に「世界ジオパーク」にも認定された大自然豊かな島で一
緒に働いてみませんか。

2.現在職員不足が続いておりますので随時応募受付しております。
資格のない方の相談にも応じますので気軽にご連絡ください。

3.資格取得支援制度があり、法人が奨励する資格および免許を職員が取得する
場合に経済面で支援する制度です。詳細は当法人ホームページをご覧ください
。

地域公益活動や地域交流活動

当法人は町内にある３つの社会福祉法人（西ﾉ島町社会福祉協議会、社会福祉法
人シオンの園、当法人）で連携し毎月、法人連絡会（法人同士や自治体職員と
の情報交換）や日向喫茶（要支援者方が中心の集まりを支援）を協力し合いな
がら開催しています。その他、定期的に地域の（民謡、舞踊、大正琴など）ク
ラブや保育所、小中高校生との交流を行っています。

その他

職場見学 可 職場体験 可

平均休日数 月 9.5 日

有資格で未経験の方の応募 可 無資格で未経験の方の応募 要相談

資格取得支援制度 金銭的支援 有 時間的支援 有

運営事業所情報

分野 事業所名 所在地（町名） 利用定員

高齢者 特別養護老人ホーム和光
苑

島根県隠岐郡西ノ島町大
字宇賀６９７番地

50

高齢者 和光苑短期入所生活介護
事業所

島根県隠岐郡西ノ島町大
字宇賀６９７番地

7

高齢者 養護老人ホームみゆき荘 島根県隠岐郡西ノ島町大
字美田3078番地19

50

高齢者 みゆき荘短期入所生活介
護事業所

島根県隠岐郡西ノ島町大
字美田3078番地19

4

高齢者 みゆき荘デイサービスセ
ンター

島根県隠岐郡西ノ島町大
字美田3078番地19

20

高齢者 サポートセンターみゆき 島根県隠岐郡西ノ島町大
字美田3078番地
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西ノ島町 （自治体）

一言PR！ 本土からフェリーで約3時間、島の面積５６ｋ㎡、人口2,923人（H2
8.12.31現在）、出生数年間20人前後、高齢化率43％の隠岐西ノ島
町。海・山に囲まれた自然豊かな島で、新鮮な海の幸、海洋レジャ
ー等を気軽に楽しむことができます。

法人概要

所在地 〒684-0211 島根県隠岐郡西ノ島町浦郷534

事業実施地域 西ノ島町

事業実施分野 児童福祉（保育所）

連絡先電話番号 08514-6-0101

連絡先担当部署 総務課　総務管理係

連絡先担当者 北原　慎也

法人ホームページ http://www.town.nishinoshima.shimane.jp/

理念

離島の小さな町ですが、「人の集う島へ」をテーマに子育て支援の充実に取り
組んでいます。

実施事業・業務内容等

西ノ島町立みた保育園での保育業務

教育体制・研修制度

新人職員研修、保育研修等に参加可能です。

働きやすさ

・家から10分以内での通勤が可能。
・児童が少ないため、１人１人に手厚い保育が可能。
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その他

職場見学 可 職場体験 可

平均休日数 月 10 日

有資格で未経験の方の応募 可 無資格で未経験の方の応募 不可

資格取得支援制度 金銭的支援 無 時間的支援 有

法人代表者が語る！我が法人の魅力はココ！

「心身ともにたくましく育つ子」といった保育理念のもと
に、保育目標を職員がしっかりとあげて保育に取り組んで
います。
子育て中の保護者の方には、様々な面でのサポートや、情
報を発信しながら、働きやすい環境を作っていくように努
めています。
子どもたちの成長を、みた保育園で一緒に喜び合いません
か。お待ちしています！

園長: 笠置　恭子さん

先輩職員からの応援メッセージ！

●学生時代に心がけておくと良いこと●
長く保育士として勤めようと思っているならば、今のう

ちに「保育所保育指針」
を熟読しておいて損はないですよ！

●今の職場の魅力●

みた保育園は、目の前に穏やかな海をのぞむ自然に囲ま
れた島の
公立保育園です。

　山や海、自然や生き物が大好きという『島ガール・島ボ
ーイ』
の人にお勧めの保育園です。

江崎　明子さん
勤務年数: 4年
施設: みた保育園

運営事業所情報

分野 事業所名 所在地（町名） 利用定員

児童
(保育所)

みた保育園 西ノ島町 45
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知夫村
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社会福祉法人 知夫村社会福祉協議会 

一言PR！ 隠岐諸島の中で一番小さな島「知夫里島」にあります。

法人概要

所在地 〒684-0100 島根県隠岐郡知夫村664番地

事業実施地域 知夫村

事業実施分野 高齢者福祉

連絡先電話番号 08514-8-2270

連絡先担当者 前原　洋子

法人ホームページ http://chibu-shakyo@ray.ocn.ne.jp

理念

地域（みんな）で支え合う暮らしづくり

実施事業・業務内容等

生活支援ハウス「招福苑」運営管理業務
高齢者デイサービスセンター
訪問介護事業
地域福祉活動推進事業

教育体制・研修制度

内部研修、外部研修あり

働きやすさ

自然豊かな環境。通勤時間がおおよそ10分以内。
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その他

職場見学 可 職場体験 可

平均休日数 月 10 日

有資格で未経験の方の応募 可 無資格で未経験の方の応募 可

資格取得支援制度 金銭的支援 無 時間的支援 有

運営事業所情報

分野 事業所名 所在地（町名） 利用定員

高齢者 知夫村社協指定訪問介護
事業所

知夫村

高齢者 知夫村高齢者生活福祉セ
ンター　招福苑

知夫村 24

高齢者 招福苑デイサービスセン
ター

知夫村 10

高齢者 知夫社協指定居宅介護支
援事業所

知夫村
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 隠岐の島町
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アイグラン （株式会社）

一言PR！ 保育園に携わる全ての皆様に「この保育園があって良かった」と思
って頂ける保育園作りを目指しています！

法人概要

所在地 〒730-0825 広島県広島市中区光南2-1-20

事業実施地域 松江市 出雲市 大田市 安来市 江津市 雲南市 奥出雲町
吉賀町 隠岐の島町

事業実施分野 児童福祉（保育所）

連絡先電話番号 082-247-7895

連絡先担当部署 保育運営部

連絡先担当者 西岡寿彦

法人ホームページ http://www.aigran.co.jp/

理念

未来に貢献できる企業でありたい

実施事業・業務内容等

・企業内・病院内保育施設の運営
・ベビーシッター(在宅保育)サービス
・イベント保育サービス
・在宅保育（ベビーシッター）サービス
・認可保育園の運営

教育体制・研修制度

アイグランでは、正社員に対して年一回以上の研修参加を義務付け、学びの場
を提供しております。アイグラン社内での研修のみに留まらず、各自治体や団
体で行う研修にも積極的に参加していただいています。
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働きやすさ

子ども一人ひとりとゆっくり、しっかり関わり合いながら保育を行うことがで
きます

「やってみたい」
という気持ちがあれば、自分の考えや発想を形にしていける職場です

全国に多数の系列園があるので他園の保育士との交流の場も多く、その中で学
びを得る機会も多くあります

その他

職場見学 可 職場体験 可

平均休日数 要確認

有資格で未経験の方の応募 可 無資格で未経験の方の応募 不可

資格取得支援制度 金銭的支援 無 時間的支援 無

運営事業所情報

分野 事業所名 所在地（町名） 利用定員

児童
(保育所)

株式会社アイグラン 広島県広島市中区光南2-
1-20

23



隠岐共生学園 （社会福祉法人）

一言PR！ 当法人の仕事は決して簡単でも楽でもありません。しかし、それ以
上の魅力がありやりがいを感じる仕事です。

法人概要

所在地 〒685-0011 島根県隠岐郡隠岐の島町栄町1088番地

事業実施地域 松江市 隠岐の島町

事業実施分野 高齢者福祉 児童福祉（保育所）

連絡先電話番号 08512-2-0541

連絡先担当部署 法人本部事務局

連絡先担当者 名越　英貴

法人ホームページ http://www.kyousei.gr.jp/

理念

共生（ともいき）の精神を基調として施設運営を推進します。

実施事業・業務内容等

養護老人ホーム、特別養護老人ホーム（入所、短期入所）、老人保健施設（入
所、短期入所、通所リハ、訪問リハ）、グループホーム、居宅介護支援、訪問
介護、訪問看護、地域密着型特別養護老人ホーム、小規模多機能型居宅介護、
通所介護、認知症対応型通所介護、保育所

教育体制・研修制度

それぞれの施設において施設内、施設外研修が充実しています。なお法人全体
の、職員育成研修並びに管理職育成研修を随時実施しています。
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働きやすさ

産前、産後、育児休業取得率100％（Ｈ27年度実績）。休業後の職務復帰を応
援します。

子の看護有給休暇制度有（時間単位で取得可）（子が小学校卒業まで取得可）

隠岐地区においては、子育て支援手当制度有（支給条件有）、住宅手当支給（
Ｉターン者のみ）

地域公益活動や地域交流活動

高齢者施設・・・地域のボランティアの方々にお越しいただき多彩な催しを開
催しています。
保育施設・・・地域の祭りや行事に参加し児童による歌や踊りを披露したり、
地域の方をお招きして児童との様々な交流を行っています。

その他

職場見学 可 職場体験 可

平均休日数 月 10 日

有資格で未経験の方の応募 可 無資格で未経験の方の応募 可

資格取得支援制度 金銭的支援 有 時間的支援 有

法人代表者が語る！我が法人の魅力はココ！

スタッフの意見を尊重し施設運営や福利厚生に取り入れる
ことで、新しい介護、保育、職場環境を創り出しています
。我々隠岐共生学園はあなたの考えたことが、ご利用者へ
感動を提供できるクリエイティブな法人です。

事務局長: 名越　英貴さん

先輩職員からの応援メッセージ！

　介護の仕事は大変だというイメージがありますが、実際
働いてみて大変だ…と思いました。だけど、ご利用者と関
わることで、うれしいことや楽しいこと、胸が熱くなる様
なこともたくさんあります。是非、介護に関わる職に就き
、この気持ちを感じて欲しいと思います！

Ａさん
勤務年数: 3年
施設:
特別養護老人ホーム静和園
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運営事業所情報

分野 事業所名 所在地（町名） 利用定員

高齢者 特別養護老人ホーム静和
園及びユニット型特別養
護老人ホーム静和園

島根県隠岐郡隠岐の島町
栄町1088番地

130

高齢者 養護老人ホーム百寿荘 島根県隠岐郡隠岐の島町
栄町1091番地

55

高齢者 老人保健施設ともいきの
郷

島根県隠岐郡隠岐の島町
栄町975番地2

70

児童
(保育所)

隠岐共生学園第一保育所
（70名）、第二保育所（
160名）、第二夜間保育
所（20名）、乳児保育所
（20名）

島根県隠岐郡隠岐の島町 270

高齢者 介護老人保健施設もちだ
の郷

島根県松江市東持田町52
0番地1

100

高齢者 地域密着型特別養護老人
ホームたまゆの杜（50名
）及び養護老人ホーム花
仙（29名）

松江市玉湯町湯町1924
番地1

79

高齢者 小規模多機能型居宅介護
えびす（25名）及びえび
すの郷居宅介護支援事業
所及びデイサービスセン
ターえびすの郷（35名）

松江市美保関町美保関86
9番地10

60
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隠岐の島町社会福祉協議会 （社会福祉法人）

一言PR！ 海と山からの豊かな天然資源の恵みを受け、日本海に囲まれた隠岐
諸島『島後（どうご）』の中心部分に事務所はあります。

法人概要

所在地 〒685-0027 島根県隠岐郡隠岐の島町原田396番地

事業実施地域 隠岐の島町

事業実施分野 その他

連絡先電話番号 08512-2-0685

連絡先担当部署 総務福祉課総務係

連絡先担当者 山西　吉美

法人ホームページ http://www.oki-fukushi.net

理念

みんなが 支えあう あたたかい まちづくり

実施事業・業務内容等

地域福祉推進事業、福祉教育推進事業、福祉活動用具貸出事業、ボランティア
活動推進事業、シルバー人材センター事業、総合相談事業、自立相談支援事業
、生活福祉資金貸付事業、緊急資金貸付事業、日常生活自立支援事業、法人後
見事業、広報啓発事業、ホームページ運営事業、民児協連携推進事業、福祉人
材育成事業、隠岐の島町移送車両無償貸与事業、社会福祉センターの管理運営
事業等

教育体制・研修制度

内部研修のほか、町内外研修への参加あり
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働きやすさ

年次有給休暇をとりやすくしている。残業を少なくし、時差出勤等を活用し、
時間内で仕事が終われるようにしている。
月１回、職員会議を開催し、共通認識を図っている。

地域公益活動や地域交流活動

社会福祉法人連絡会の開催

その他

職場見学 可 職場体験 要相談

平均休日数 月 10.7 日

有資格で未経験の方の応募 可 無資格で未経験の方の応募 可

資格取得支援制度 金銭的支援 無 時間的支援 無

運営事業所情報

分野 事業所名 所在地（町名） 利用定員

その他 隠岐の島町シルバー人材
センター

島根県隠岐郡隠岐の島町
原田396番地
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株式会社　ケイテン （株式会社）

一言PR！ 看取りケアも行っています

法人概要

所在地 〒685-0005 島根県隠岐郡隠岐の島町東郷亀尻5-1

事業実施地域 隠岐の島町

事業実施分野 高齢者福祉

連絡先電話番号 08512-2-5880

連絡先担当部署

連絡先担当者 梶村

法人ホームページ URL なし

理念

慈愛に満ちた安堵の暮らし

実施事業・業務内容等

認知症対応型共同生活介護
居宅介護支援事業所

教育体制・研修制度

・島内外各種研修への参加
・事業所内で行う各種研修・研修復命
・各種□取得に向けた取り組み
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働きやすさ

1.可能な範囲で、休みの希望が取得しやすい環境。勤務交代がしやすい。

2.コミュニケーションが取りやすい。
経営者とも、心安く意思の疎通・意見交換ができる。

3.資格取得に向けた働きかけを行うと共に、取得に向けた時間的事由・費用的
援助も行っている

地域公益活動や地域交流活動

・地域活動への参加
・施設行事を通した地域との交流

その他

職場見学 可 職場体験 要相談

平均休日数 月 9 日

有資格で未経験の方の応募 可 無資格で未経験の方の応募 可

資格取得支援制度 金銭的支援 有 時間的支援 有

運営事業所情報

分野 事業所名 所在地（町名） 利用定員

高齢者 グループホームさち 島根県隠岐郡隠岐の島町
栄町572

18

高齢者 居宅介護支援事業所さち 島根県隠岐郡隠岐の島町
栄町571

40
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株式会社　ライフサポート （株式会社）

一言PR！ 働く職員が心穏やかに笑顔で過ごすことが、利用者に反映すると考
え、職員間の思いやりを大切にする関係作りを心掛けています。

法人概要

所在地 〒685-0434 島根県隠岐郡隠岐の島町中村72-1

事業実施地域 隠岐の島町

事業実施分野 高齢者福祉

連絡先電話番号 08512-4-0560

連絡先担当部署 管理者

連絡先担当者 黒川

法人ホームページ URL なし

理念

～地域で活き活き暮らせる支えあい～

実施事業・業務内容等

通いを中心とし、訪問、泊りのサービスを提供します。
小規模短期の事業も実施しています。

教育体制・研修制度

資格取得は、本人、施設だけものだけではなく、地域にとっても財産であると
考え、積極的にバックアップをしています。

働きやすさ

希望休については可能な限り対応しています。

実務者研修、介護福祉士資格取得、甲種防火管理者研修取得支援制度がありま
す
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地域公益活動や地域交流活動

小学校総合授業受け入れ、地域コーディネーター事業、他高齢者福祉施設交
流 、地域行事参加等

その他

職場見学 可 職場体験 可

平均休日数 月 10 日

有資格で未経験の方の応募 可 無資格で未経験の方の応募 可

資格取得支援制度 金銭的支援 有 時間的支援 有

運営事業所情報

分野 事業所名 所在地（町名） 利用定員

高齢者 小規模多機能型居宅介護
施設　わがんと

隠岐の島町 26
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社会福祉法人愛宕会 （社会福祉法人）

一言PR！ 職員の自主性を重視した事業計画の作成・実施により、職員がやり
がいと誇りを感じられる運営を目指します！

法人概要

所在地 〒685-0311 島根県隠岐郡隠岐の島町郡425番5

事業実施地域 隠岐の島町

事業実施分野 高齢者福祉

連絡先電話番号 08512-5-3811

連絡先担当部署

連絡先担当者 濱口しのぶ

法人ホームページ http://atagokai.g1.xrea.com/

理念

・利用者の意向を尊重し多様なサービスを提供
・利用者の尊厳を保持し自立した生活を支援
・事業継続の努力と経営基盤の強化
・サービスの質の向上、事業経営の透明性の確保
・経済困窮者等を支援するサービスの創設

実施事業・業務内容等

特別養護老人ホームなごみ苑（なごみ苑短期入所施設）
養護老人ホーム清松園（清松園短期入所施設）
グループホームさくら荘
あたご会訪問介護ステーション
あたご会居宅介護支援事業所
高齢者共同住宅すがの荘

施設において入浴・排泄・食事等の介護、相談及び援助その他日常生活の支援
、機能訓練、健康管理及び療養上の支援を行うほか、居宅において介護を受け
ようとする利用者に対し、介護相談・介護計画の作成、介護の提供を行う。
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教育体制・研修制度

職員の資質向上のため、感染症予防や身体拘束・虐待の防止、事故防止に関す
る苑内研修のほか、苑外で行われる研修への積極的な参加、資格取得に係る研
修や実習時の優先的な勤務調整などの支援を行う。

働きやすさ

ご利用者の方々が心豊かに、笑顔で過ごせるお手伝いをしていく中で、ご家族
や地域の皆様から信頼され、職員一人ひとりのやりがいや誇りにつながる仕事
の仕方をしていく。

職員の気づき・提案による職場改善の活性化と、主任・委員長・ユニットリー
ダー等職員に裁量・責任を持たせ、改善意欲のある職員をバックアップする体
制を強化している。

育児・介護休業、子の看護・介護休暇、慶弔等の休暇制度や通勤・扶養手当の
支給など福利厚生の充実、そして突発的な休暇が取得しやすい職場づくりを進
めている。

地域公益活動や地域交流活動

地域貢献として、高齢者共同住宅の居室を低価格で提供、日に2時間程度ヘルパ
ーによる施設管理や見守り、相談業務を無償で行う。
地域交流盆踊りの開催や、小学校運動会への参加、ボランティアや職場体験の
受入れなどを通して地域交流を図る。

その他

職場見学 可 職場体験 可

平均休日数 月 10 日

有資格で未経験の方の応募 可 無資格で未経験の方の応募 可

資格取得支援制度 金銭的支援 有 時間的支援 有
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運営事業所情報

分野 事業所名 所在地（町名） 利用定員

高齢者 特別養護老人ホームなご
み苑

島根県隠岐郡隠岐の島町
郡425番5

高齢者 養護老人ホーム清松園 島根県隠岐郡隠岐の島町
郡588番地1

高齢者 グループホームさくら荘 島根県隠岐郡隠岐の島町
郡582番地1

高齢者 あたご会訪問介護ステー
ション

島根県隠岐郡隠岐の島町
郡425番5

高齢者 あたご会居宅介護支援事
業所

島根県隠岐郡隠岐の島町
郡425番5

高齢者 高齢者共同住宅すがの荘 島根県隠岐郡隠岐の島町
郡425番5
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惣倉の杜 （社会福祉法人）

一言PR！ 保育園と高齢者福祉事業所が隣接しており、日々多世代交流ができ
る法人です。
家庭環境に応じた働き方ができます。

法人概要

所在地 〒685-0005 島根県隠岐郡隠岐の島町東郷川尻30-2

事業実施地域 隠岐の島町

事業実施分野 高齢者福祉 児童福祉（保育所）

連絡先電話番号 08512-2-3691（高齢）、08512-2-5753（児童）

連絡先担当部署

連絡先担当者 吉田　輝美(児童福祉)、山根　千代子（高齢者福祉）

法人ホームページ http://www.okifutaba.jp/

理念

★双葉保育園
家庭的な雰囲気の中で、入園する子供たち一人ひとりを大切にする保育の充

実を目指しています。

★ふたばの里
一人ひとりの心に寄り添ったサービスを提供し、その人らしい生きがいのあ

る暮らしを支援します。

実施事業・業務内容等

★児童福祉【双葉保育園】
延長保育、一時預り事業、乳児保育、すこやか広場、子育て相談、放課後児

童クラブ、ふたばの里交流事業等

★高齢者福祉【小規模多機能型居宅介護事業所ふたばの里】
介護が必要となっても、住み慣れた地域での生活が継続できるよう、「通い

」を中心とし、「訪問」、「宿泊」を柔軟に組み合わせて切れ目のないサービ
ス提供を行います。
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教育体制・研修制度

職場内での定期的な研修、行政等による研修、研修受講者による復命研修など
様々な研修体制を整備します。

働きやすさ

1.保育園が隣接していることで、子育てをしながら働くことができます。子供
の急な病気やイベントなど、職員のご家庭状況に応じた休暇を取得できます。

地域公益活動や地域交流活動

法人内事業所同士での交流、近隣高校におけるイベントへの見学、相撲合宿で
の交流などさまざまな地域でのイベントで多世代交流が行われます。

その他

職場見学 可 職場体験 可

平均休日数 要確認

有資格で未経験の方の応募 要相談 無資格で未経験の方の応募 要相談

資格取得支援制度 金銭的支援 無 時間的支援 有

運営事業所情報

分野 事業所名 所在地（町名） 利用定員

児童
(保育所)

双葉保育園 隠岐の島町 70

高齢者 小規模多機能型居宅介護
事業所　ふたばの里

隠岐の島町 28
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高田会 （社会福祉法人）

一言PR！ 和やかさの中に明るく家庭的な雰囲気を大切にした、心休まる施設
運営を目指します。

法人概要

所在地 〒685-0104 島根県隠岐郡隠岐の島町都万１７９１－１

事業実施地域 隠岐の島町

事業実施分野 高齢者福祉

連絡先電話番号 08512-6-3200

連絡先担当部署

連絡先担当者 八幡　哲

法人ホームページ https://www.takatakai.com/

理念

社会福祉事業法の理念と施設の公共性、公益性を踏まえ、地域のニーズに根ざ
した福祉を求め、創造性、独自性を発揮し、福祉の増進に寄与することを基本
とします。

実施事業・業務内容等

特別養護老人ホーム鳴澤の里（鳴澤の里短期入所施設）
住吉ディサービスセンター
住吉ホームヘルプスティション
住吉在宅介護支援センター
グループホームみのりの家

施設においては入浴・排泄・食事等の介護、相談及び援助その他日常生活の支
援、機能訓練、健康管理及び療養上の支援を行うほか、居宅においては介護を
受けようとする利用者に対し、介護相談・介護計画の作成、介護の提供を行い
ます。
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教育体制・研修制度

職員の資質向上のため、感染症予防や身体拘束・虐待の防止、事故防止に関す
る施設内研修のほか、施設外で行われる研修への積極的な参加、資格取得に係
る支援を行います。

働きやすさ

産前、産後、育児休業制度があり、休業後の職務復帰を応援します。

介護休業制度や介護休暇制度、子の看護休暇制度があり、介護が必要な職員を
応援します。

報奨金支給制度や奨学金貸付制度があり、施設で働く職員を支援します。

地域公益活動や地域交流活動

地域交流盆踊りを開催し、地域の皆さまと交流を深めています。またボランテ
ィアの方々にお越しいただき多彩な催しを開催したり、中学生の職場体験の受
入れなども行っています。

その他

職場見学 可 職場体験 可

平均休日数 月 10 日

有資格で未経験の方の応募 可 無資格で未経験の方の応募 可

資格取得支援制度 金銭的支援 有 時間的支援 有

運営事業所情報

分野 事業所名 所在地（町名） 利用定員

高齢者 特別養護老人ホーム鳴澤
の里

島根県隠岐郡隠岐の島町
都万１７９１－１

30

高齢者 住吉ディサービスセンタ
ー

島根県隠岐郡隠岐の島町
都万１７９１－１

30

高齢者 住吉ホームヘルプスティ
ション

島根県隠岐郡隠岐の島町
都万１７９１－１

高齢者 住吉在宅介護支援センタ
ー

島根県隠岐郡隠岐の島町
都万１７９１－１

高齢者 グループホームみのりの
家

島根県隠岐郡隠岐の島町
都万２４７２－３

9
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ふるさと工房 （NPO法人）

一言PR！ 利用者一人ひとりの暮らしに合わせた支援はもちろん、地域との繋
がりも大切にした支援を行っています。

法人概要

所在地 〒685-0006 島根県隠岐郡隠岐の島町有木山崎１０番１

事業実施地域 隠岐の島町

事業実施分野 高齢者福祉

連絡先電話番号 08512-3-0775

連絡先担当部署

連絡先担当者 足立・西

法人ホームページ URL なし

理念

やすらぎのある人間性豊かな暮らしの安心～すべての人がひとりの人間として
尊重され、個性が輝き、互いに響きあう地域づくり～

実施事業・業務内容等

小規模多機能型居宅介護事業所
認知症対応型共同生活介護

教育体制・研修制度

月一回、職員会議の際に実施。年間予定表を作成し、その時の状況と照らし合
わせながら研修内容を検討し実施する。研修受講職員による、復命研修もあり
。

働きやすさ

急な休みにも他職員の協力のもと柔軟に勤務やシフトの変更を行い、子育て中
の職員が働きやすい環境作りを行っている。
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その他

職場見学 可 職場体験 可

平均休日数 月 10 日

有資格で未経験の方の応募 可 無資格で未経験の方の応募 可

資格取得支援制度 金銭的支援 無 時間的支援 無

運営事業所情報

分野 事業所名 所在地（町名） 利用定員

高齢者 小規模多機能ホーム風和
里

島根県隠岐郡隠岐の島町
有木山崎１０番１

25

高齢者 グループホーム和水屋 島根県隠岐郡隠岐の島町
中村森四、1542番1

9
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有限会社　ピア中央薬局 （有限会社）

一言PR！ 利用者の想いを感じ、利用者のしたいことができるよう思いやりを
持っての支援に努めています。

法人概要

所在地 〒685-0015 島根県隠岐郡隠岐の島町港町天神原11-14

事業実施地域 隠岐の島町

事業実施分野 高齢者福祉

連絡先電話番号 08512-2-8121

連絡先担当部署

連絡先担当者 斎藤　茂

法人ホームページ URL なし

理念

人を慈しみ、思いやりの心で介護にあたる。
利用者一人ひとりの人格を尊重し、馴染みの地区、馴染みの顔に囲まれ、1日で
も長く安心して、心豊かに地域での生活が継続できるよう支援する。

実施事業・業務内容等

★高齢者福祉【小規模多機能型居宅介護支援事業】
　高齢者が介護が必要となっても、住み慣れた地域の中で安心して生活を継続
できるように、「通い」「訪問」「宿泊」を柔軟に組み合わせ、24時間365日
支援をしていきます。

教育体制・研修制度

毎月の職員会議にて研修あり。その他にも地区老人福祉施設研究協議会の実施
する研修、行政機関の実施する研修に定期的に参加します。
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働きやすさ

職員の家庭などを考慮し、希望休など柔軟な対応ができます。また、未経験者
でも先輩職員が丁寧な指導を行います。スキルアップのための研修も働きなが
ら受講できます。

その他

職場見学 可 職場体験 可

平均休日数 月 10 日

有資格で未経験の方の応募 可 無資格で未経験の方の応募 可

資格取得支援制度 金銭的支援 無 時間的支援 有

運営事業所情報

分野 事業所名 所在地（町名） 利用定員

高齢者 小規模多機能型居宅介護
支援事業所　たんぽぽ

隠岐の島町 25
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博愛 （社会福祉法人）

一言PR！ 地域に根差した福祉を目指す！！

法人概要

所在地 〒685-0104 島根県隠岐郡隠岐の島町都万2582番地1

事業実施地域 隠岐の島町

事業実施分野 高齢者福祉 障がい者福祉 児童福祉（保育所以外）

連絡先電話番号 08512-6-2289

連絡先担当部署 法人本部事務局

連絡先担当者 脇坂　宣明

法人ホームページ http://oki-hakuai.com/

理念

当法人は、多様な福祉サービスがその利用者の意向を尊重して総合的に提供さ
れるよう創意工夫することにより、利用者が、個人の尊厳を保持しつつ、自立
した生活を地域社会において営むことができるよう事業を実施します。
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実施事業・業務内容等

第１種社会福祉事業
○障害者支援施設

「障がい者支援施設　仁万の里」（施設入所、生活介護、就労Ｂ）

○障害児入所施設
「福祉型障がい児入所施設　仁万の里児童部」

第２種社会福祉事業
○老人居宅介護等事業

「高齢者事業部居宅介護事業所」

○老人デイサービス事業
「中条デイサービスセンター」
「中村デイサービスセンター（サテライト型）」
「高齢者生活福祉センター蓬莱苑」
「高齢者事業部訪問介護事業」

○障害福祉サービス事業
「みんなの作業所」（就労Ｂ）
「共同生活援助事業みんなの作業所」
「共同生活援助事業所きぼう」

○相談支援事業
「相談支援事業所にじ」

教育体制・研修制度

新規採用職員研修、施設内研修をはじめ、施設外から講師を招聘して研修を開
催したり、また施設外研修に積極的に参加し、職員一人一人の資質の向上に努
めています。

働きやすさ

育児・介護休業や短時間勤務など、職員が仕事と家庭がよりよく両立できるよ
う積極的に応援します。

資格手当や扶養手当・住宅手当などの各種手当が充実しています。

職員誰もが気軽に相談できるよう明るくアットホームな職場づくりを目指して
います。

地域公益活動や地域交流活動

各事業所において、イベント（仁万の里盆踊り、夏休み作業所へ行こう、仁万
の里里まつり、岬ふれあいまつり等）を実施し、「地域に開かれた施設」を大
切にし地域との交流活動を実施しています。
また、地域の行事（島まつり、交通安全パレード、ウルトラマラソン、各地区
運動会等）に積極的に参加しています。
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その他

職場見学 可 職場体験 可

平均休日数 月 10 日

有資格で未経験の方の応募 可 無資格で未経験の方の応募 可

資格取得支援制度 金銭的支援 無 時間的支援 有

運営事業所情報

分野 事業所名 所在地（町名） 利用定員

障がい みんなの作業所 隠岐の島町岬町岬町中ノ
津四３０２番地

40

障がい 共同生活援助事業　みん
なの作業所

隠岐の島町岬町岬町中ノ
津四３０２番地

28

障がい 障がい者支援施設　仁万
の里

隠岐の島町都万2582番
地1

60

障がい 共同生活援助事業所きぼ
う

隠岐の島町都万2582番
地1

62

児童
(保育所以外)

福祉型障がい児入所施設
　仁万の里児童部

隠岐の島町都万2582番
地1

10

障がい 相談支援事業所にじ 隠岐の島町都万2582番
地1

高齢者 中条デイサービスセンタ
ー

隠岐の島町原田390-3 35

高齢者 中村デイサービスセンタ
ー（サテライト型）

隠岐の島町中村1557-1 15

高齢者 高齢者生活福祉センター
　　蓬莱苑

隠岐の島町布施６４２番
地１

18

高齢者 高齢者事業部居宅介護事
業所

隠岐の島町原田390-3

高齢者 高齢者事業部訪問介護事
業所

隠岐の島町原田390-3
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隠岐圏域各種相談窓口 -Consultation- 

◇各町村 UI ターン総合相談窓口

移住したい町村が決まっている方、UI ターン支援施策の詳細について知りたい方はこちら 

担当課 住所 連絡先 

海士町  交流促進課 海士町大字海士 1490 08514-2-0017 

西ノ島町  観光定住課 西ノ島町大字別府 46 番地 08514-7-8131 

知夫村  地域振興課 知夫村 1065 番地 08514-8-2211 

隠岐の島町  地域振興課 隠岐の島町城北町 1 番地 08512-2-8570 

◇隠岐圏域内の就職総合相談窓口

隠岐圏域の求人情報が知りたい方はこちら

住所 連絡先 

ハローワーク隠岐の島 隠岐の島町城北町 55 番地 08512-2-0161 

◇介護に関する就職・体験・見学についての相談窓口

介護保険施設の求人情報が知りたい方、介護保険施設へ見学・体験を希望する方はこちら

住所 連絡先 

隠岐広域連合 介護保険課 隠岐の島町都万 2016 08512-6-9151 



 
   

 

 

 

≪お問い合わせ≫ 

〒685-0104 島根県隠岐郡隠岐の島町都万 2016 

隠岐広域連合 介護保険課 

担当：小中（コナカ） 

TEL：08512-6-9151 

FAX：08512-6-3330 

MAIL：r-konaka@okikouiki.jp 
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