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合同会社ふくろう
高等学校新卒者
募集案内

2021年版

- 京都・滋賀に新しい風を -



ふくろうグループは、
利用者様の安心・安全を第一に考え、
「利用者様の生活をより豊かにする」ことを
目標に活動しています。

このパンフレットを手に取っていただき、ありがとうございます！

これから就職活動を進めていかれる皆さんに、

介護・福祉業界のこと、弊社のことを知ってもらいたいと思い、

できる限り分かりやすく、想いが伝わるように作りました。

本稿では、まず介護・福祉業界での働き方についてご紹介します。

今まではこのような業界に触れる機会がなかった方も、

もしかしたら「面白そう！」「やってみたい！」と思ってもらえるかもしれません。

当社で働く先輩社員の生の声もお届けします。

介護・福祉業界に限らず、今後の就職活動にきっと役立つはずです！

そして、合同会社ふくろうが思い描く新しい介護・福祉の形をご紹介いたします。

ぜひ最後までご覧ください！
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「高齢者のおむつを取り換える、ごはんを食べさせる、着替えを手伝う」
というシーンが思い浮かぶ方が多いと思います。

いわゆる「お世話」ですね。たしかに、それも大事な介護の仕事です。
でも、もっと大切なことがあります。

それは、 “ 高齢者が自由にサービスを選択して利用でき ”、
“ 介護職は、高齢者の自立を助ける ” ということ。

高齢者がやりたいことを自分でできるようにサポートするのが、
介護の重要な役割なのです。

障がい者福祉では、障がいを持った方が自立した生活を送ることができるよう、
生活支援、自立訓練などの障がい福祉サービスを提供します。
障がいがあって困っている方の生活のサポートだけではなく、

できることを伸ばすお仕事です。

この業界でのやりがいは、
利用者さんからの「感謝の気持ち」を直接受けられること。

そして、利用者さんのできることがだんだん増えていくことを
目の前で見られることです。

自分達が支援をした方達の人生に、
少しでも良い影響が与えられたと実感できた時には、

何にも替え難いやりがいを感じられますよ。

最初は心を開いてくれなかった利用者さんも、
話をしたり寄り添っていくことで、心を通わせることができます。

毎日のお仕事は大変な面もありますが、
「ありがとう」「あなたのおかげで助かった」

その一言は、きっと大きな喜びを与えてくれるでしょう！

みなさんは「介護」って、
どんなお仕事だと思いますか？　
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福祉業界の主な仕事内容は、高齢者や障がいを持つ方への介護福祉サービスです。
そんな福祉業界の現状として、高齢者・障がい者数の増加に伴う需要の急増が挙げられます。

介護・福祉業界について

調査によると 402060 年には日本国民の約　　　　　　％ (2.5 人に 1 人）が
高齢者となると考えられています。
加えて、障がい者人口も年々増加傾向にあります。

このことから、介護・福祉業界に対する需要は
今後さらに伸び続けるとされています。

内閣府による調査では、
2006 年から 2018 年の 12 年間で障がい者数が約　　　　　　　　　万人
近く増加しています。

300

日本人の全人口から比較してみると、国民の約　　　　　％
が障がいを抱えているということが言えます。
また、障がい者の高齢化も大きな課題となっています。

８
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厚生労働省によると、社会福祉関連産業の求人倍率は約　　　　　　　倍
にもなります。福祉業界は慢性的な人手不足と言われますが、裏を返せば
活躍できるチャンスがたくさんあるということ！
特に若い方の力を必要としている会社はたくさんありますので、年功序列
が関係なく活躍できる業界とも言えるでしょう！

障がい者・高齢者・健常者の垣根を取り払い、すべての人が支えあいなが
ら生きがい・やりがいをもって生活できる社会を創りたいと考えています。
単に施設に通って楽しく過ごす場所を提供するにとどまらず、仕事を通し
て社会貢献する喜びを感じたり、障がい者と高齢者がともに過ごすことで
互いに刺激しあい、一人一人が社会の一員であることを感じてもらうこと
を大切にしています。また、障がい者と高齢者の共生社会を実現すること
で、継続的な支援が可能となり、利用者様やご家族様の負担を最小限に抑
えることができます。支援を必要とされる方が、地域で長く安心して暮ら
していただけるよう取り組んでいます！

合同会社ふくろうの想い

じゃあ気になる求人倍率は .... ？

2.5

合同会社ふくろうの取り組みをくわしくみてみよう！
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当社は 2014 年 11 月に設立された、比較的若い会社です。
創業当初はマンションの一室で、ケアプランを作成する事
務所として小ぢんまりとスタートしました。

そうして、着実に業績を伸ばしてきましたが、
ある利用者さんの一言に強い衝撃を受け、大き
な転換期を迎えました。「サービスはいらない。
仕事がしたい。」改めて、生きる喜びとは？と
いう大きなテーマに向き合う中で、一つの方向
性を見出しました。高齢者・障がい者・健常者
が分け隔てなく、社会参加できる社会を創る。
サービスしてもらう立場ではなく、一人ひとり
が毎日の活動や仕事を通して、社会貢献する喜
びを感じられる社会を創る。こうして、当社の
新たな挑戦が始まりました。

合同会社ふくろうの取り組み

その後、訪問介護事業を開始。3 年目にはデイサービス
事業所を開所し、地域に根付いた支援サービスを提供
できる体制を構築しました。

▲合同会社ふくろうの原点とも言える場所です！
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滋賀県で初めて、パソコンを使ったお仕事
（HP 制作や 名刺、チラシのデザインなど）
ができる障がい者向け事業所（就労継続支
援 B 型）を設立しました。初めは受注案件
も少なく、軌道に乗せるまで苦労もありま
したが、今ではドローンなどの最新機器を
使った動画制作も可能な設備を備えた、本
格的な事業所へと成長しました！

デイサービス事業は、高齢者だけでなく障がい者の受け
入れが可能な共生型デイサービスへと転換しました。こ
れまでは障がい者が高齢になったとき、高齢者向け施設
への移籍が必要でしたが、共生型サービスでは、なじみ
の施設で継続利用が可能となり、利用者さんもご家族様
も安心して過ごすことができるようになりました。

現在は、京都にも就労継続支援事業所を設置し、
更なる事業拡大に挑戦しています。
また、草津市最大規模の障がい者グループホーム
も開所し、多彩な支援を可能とする会社へ成長を
続けています！



合同会社ふくろうってどんなだろう

センター向日葵

高齢者の方が自立した生活を送る為に、介護保険
サービスを受けられるためのケアプランを作成しま
す。ケアマネージャーは、幅広い知識と専門性が求
められる仕事です。2021 年 1 月～ 草津市初のケア
マネ兼相談員（障がい者向けプラン作成 ) を配置し、
65 歳以上の障害者に対しても一貫してプランを作
成できる事業所となりました。

ケアプランセンター向日葵 草津市東草津 3 丁目 5-25

【訪問介護】ご利用者宅に身体介護、生活援助等を
行い、高齢者と障がい者の両者に対してサービスを
提供します。移動支援サービスも提供しています。

【日中一時支援 】養護学校終わりの方や、日中の時
間を過ごす場所が必要な方に事業所に来ていただき
見守り、生活支援を提供します。

ライフケア向日葵 草津市東草津 3 丁目 5-25

よくわかる合同会社ふくろう

ケアプラセンター向日葵野洲 野洲市小南 1876 番地

ケアマネージャーが在籍する野洲市の事務所です。
デイサービス芽ばえと同じ敷地にあります。
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共生型サービスって？

2018 年度（平成 30 年度）の関係法令の改正によって、
新たに創設されたサービスです。障がい者が65歳以上
になっても使い慣れた事業所においてサービスを利用し
易くするという観点や、福祉に携わる人材に限りがある
中で、 地域の実情に合わせ、人材をうまく活用しながら
適切にサービス提供を行うという観点から、 ホームヘル
プサービス、デイサービス、ショートステイなどについ
て、高齢者や障がい児者が共に利用できるサービスです。

ライフスペース向日葵 草津市上笠 2 丁目 14-13

草津市で最大規模の障がい者向けグループホームです。
共生型の特徴を活かし、障がいをお持ちの方が高齢者に
なっても安心して生活していただけるように、障がい福
祉サービスから介護保険サービスまで一貫してサービス
を提供します。また、機械浴や談話室、食堂等の設備も
充実していますので、ゆったりと過ごせる施設となって
います。

共生型デイサービス

障がい者グループホーム

デイサービス向日葵
草津市北山田町 866

デイサービス芽ばえ
野洲市小南 1876 番地

滋賀県唯一の民家型での共生型デイサービスです。
高齢者・障がい者が垣根なく同じ空間を過ごしていただ
けるように支援します。お互いにサポートし合える環境
となっており、一人一人が社会参加する喜びを感じなが
ら過ごして頂ける場所となっています。
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障がいをお持ちの方が働けるように職業指導、生活支援
を行います。主にＨＰ制作、 名刺制作を始めとしたデザ
イン業務や動画制作、データ入力の仕事に就いていただ
いています。社会進出に必要なビジネスマナーを習得し、
興味のある資格取得の補助もしますので、一般就労を目
指して頂くことも可能です。

就労継続支援 B 型　ShakeHands

就労移行支援　ShakeHands

ご利用者が一般就労できるようにカリキュラムを組み職
業訓練を行います。通所可能期間は 2 年間である為、最 
短で就職していただく為にも企業様に実習、見学を行っ
たり、併設事業所（就労継続支援Ｂ型）にて業務を行っ
て頂くことで、実際に働くことを体験していただきます。

ShakeHands・浜大津

大津市浜大津三丁目 10-3　ハイツ浜大津 2F

大津市浜大津三丁目 10-3　ハイツ浜大津 2F
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ShakeHands・京都大宮
京都市中京区壬生坊城 25　第一正美堂ビル 311 号

就 労 継 続 支 援 B 型 ShakeHands の 京 都
事業所です。阪急大宮駅より徒歩 5 分の
好立地！ 2021 年 7 月開所予定 。大津の
ShakeHands と連携して、より多彩な業
務に対応できる事業所として、スタートし
ます！

▲ ShakeHands・浜大津の利用者様が制作された作品の数々です。

▲ ShakeHands・大宮で開催されたデジタルアート展の様子です。
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合同会社ふくろうで働く人たちをご紹介

広報部
沢田 羽照　Sawada Ute

得意な事を活かして、苦手な事を克服して、
やりたい事に挑戦する。そんな機会をふく
ろうグループで得られたように感じます。
十人十色を大切にする会社で、色々なタイ
プの社員がいる為、日々成長していること
を実感しています。

「どんな仕事が良いのだろう」「自分に何が合って
るのだろう」みなさんはこんな悩みを抱えてい
ませんか？僕も、24 歳で会社を創るまで「目標」
や「やりたい仕事」は分かりませんでした。
それなら、無理やり目標を探すより「なんだか面
白そう！」という感覚を大切にして、目の前のコ
トにひとつずつ取り組んでみましょう。すると「面
白そう」が「やりたい」に変わって、自然と「目
標」も生まれます。
合同会社ふくろうの事業内容は幅広いからこそ、
自分に合った仕事がきっと見つかりますよ！

代表社員

まずは、難しく考えずに「高齢者の方や障がい者の方と
楽しい時間を過ごしていただく」と思っていただけたら
と思います。「介護が楽しい」と思えば高齢者の方や障
がい者の方と関わる中で疑問に感じる事があると思いま
す。日々の疑問を先輩職員に聞いたり自分で本等で勉強
してみてください。自然と介護に対する知識や経験が身
についていくと思います。

ケアプランセンター向日葵野洲　管理者
小畑 健太郎　Obata Kentarou



就労継続支援事業部長

林 知史　Hayashi Satoshi

これから卒業される方、こんにちは。
私は合同会社ふくろうの就労支援事業部長の林知史と
申します。
元営業マンで合同会社ふくろうに入ってから、就労支
援ＳＨＡＫＥＨＡＮＤＳという事業でデザインの制作
や映像制作をを管理させて頂いております。
そんな私がお仕事について考えることは三つあります。

今経験していることは将来的に何かに繋がる。
時間は誰にでも等しく平等です。例えば孫正義氏が忙しくて、
あなたの一時間を私にわけてくれないか？と思っても。人を雇
うことができたとしても、孫正義氏の人生の時間を延長するこ
とはできません。今のあなたの時間は本当に貴重なのです。ど
んな経験がなんの役に立つかは誰にもわかりません。それでも
確かに私には全ての出来事が今活かされているという実感が毎
日あります。今を大切にしながら、たくさんの笑いや涙、感動
や苦労をしてください。自分で律するか、他人が律するか。	

人生を豊かに生きるための努力量を自分自身で
積み重ねる方と他人に言われて渋々ながら実行
する方との二種類しかいません。どちらがより
高い次元の地位や仕事、収入を得ることができ
るかは明白です。そして類は友を呼び周囲の人
も同じような考え方の人で集い、さらにその効
果は倍々に膨らんでいきます。今のうちから読
書をして様々な考えを吸収しながら、自分の指
針をしっかりと設定し突き進むことが大切です。

自分の人生は完全に自分次第でしかない。
社会人として仕事をしていると、社会のせいでつらい、親の教
えが悪かったから、と何かのせいにしたくなります。しかし、
そんなことをひたすら考えていても、何の意味もありません。
あなたの墓は、毎秒あなたに一歩ずつ着実に近づいてきます。
変わらなければ不満から抜け出すことは不可能です。人生を良
いものにするためには、とにかく行動すること。これにつきます。
即行動即決断、ダメならやり直し。です。

自分の社会人生活は自分のひとつひとつの行動により本当にい
い方にも悪い方にも向かいます。それこそテレビゲーム以上の
興奮を貴方に与えると思います。やり直しが効かないリスクも、
それこそギャンブルなど優に超える緊張感をもたらします。
これが最高に面白いのです。

さぁ、社会人の世界へようこそ。

2

3

1
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その他の事業

SDGs

合同会社ふくろうでは SDGs に取り組んでいます。
SDGs とは「持続可能な開発目標」の略称で、当事業
所ではこちらの目標に賛同し、できることから SDGs
に取り組んでいきたいと考え様々な形で取り組んでい
ます。

・障がいを持つ人々の雇用
・福祉現場の ICT 化
・オンライン企業説明会の開催
・若者向けインターンシップへの参加
・これから本格的に始動するピースコーヒー project

上記取り組み以外にも新しくできることを創出し、
今後も一企業として地域社会に貢献していきたいと考
えています。

共生型事業とは同じ事業所内で介護保険と障がい福祉
サービスを提供する取り組みのことです。
ふくろうグループでは今後「ピースコーヒープロジェ
クト」が始まります。
フェアトレードで輸入した生豆だけを使用し、施設利
用者が焙煎から挽きまで専門知識を身につけた上で
行っていただきます。
共生型事業として障がい者の生活介護の機能や、機能
訓練としてコーヒー焙煎や販売ルート作成をすること
によって「働く」ことにやりがいを感じられる事業形
態を目指します。
さらに他の就労支援事業所とも連携して協力し合える
体制を作りたいと考えています。

共生型事業
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メディア掲載実績

新聞掲載
2021 年 6 月
京都新聞「パソコン業務引き受けます」
大津市の障がい者就労支援『シェイクハンズ』

研究発表
2021 年 2 月
滋賀県社会福祉協議学会

「障がいのある人が『生きがい』を感じるため
に必要な社会条件について考える」

新聞掲載
2020 年 12 月 26 日
中日新聞「感染対策に工夫し 10 ヶ月ぶり催し
草津の高齢者施設」

新聞掲載
2020 年 11 月
読売新聞「高齢者・障がい者一緒に生活
共生型サービス県内広がる」



ある種自由ですが、自分の実力が試せます。
自分次第で新しいことにもどんどんチャレンジさせて
もらえる会社です！

先輩社員インタビュー #01

北川 孝　Kitagawa Takashi

施設事業部責任者

他社では経験できないことが経験できる

Q1. 業務内容を教えてください。

Q3. ふくろうってどんな会社？ Q4. 学生さんへメッセージを！

Q2. 一日のスケジュールは？

施設事業部にて部長をしています。業務内容はデイ
サービス 2 店舗、訪問、グループホーム統括責任です。
外部連携や部下への指示が主な業務です。

社会に出るようになりいろいろなことを学びました。
これからも学び続けていくのだと思っています。社会
人になると楽しいことや辛いことが多々ありますが、
いずれも楽しんでもらえたらと思っております。

日によって異なりますが、8:30 に出勤し、朝礼、調整
業務、現場等様々です。

ノゾキ見！

好きなもの :　音楽を聴くこと

嫌いなもの :　夏野菜

趣味 /特技 :　スポーツ全般 , 車 , 多趣味



先輩社員インタビュー #02

中西 大樹　Nakanishi Hiroki

本部事務局員兼、居住・訪問介護事業部の管理責任者

色々な方とコミュニケーションが取れる

Q1. 業務内容を教えてください。

Q3. ふくろうってどんな会社？ Q4. 学生さんへメッセージを！

Q2. 一日のスケジュールは？

本部事務局兼、居住・訪問介護事業部の管理責任者を
しています。業務内容は経理や総務業務、日中一時支
援や移動支援、訪問介護の管理や現場業務、部下への
指示等をしています。

色んな性格の色んな人がいるので困った時にはみんな
が手を差し伸べて助けてくれる温かい雰囲気の会社！

私は今でも色々とミスをして上からよく怒られます。
新人であればもっとミスをする事が多いと思います
が、色んな人が助けてくれます。自分を成長させたい
人にはぴったりな会社です。一緒に働きましょう！

ノゾキ見！

好きなもの :　田舎 , 高野豆腐

嫌いなもの :　お漬物

趣味 /特技 :　ボルダリング , ペット動画鑑賞

日によりますが、9:00 に出勤し、利用者の送迎や現場
での作業、事務所の経理業務や行政へ提出する書類の
作成、利用者の利用日やパートさんのシフト管理など
様々な業務を行っています。



企業理念

合同会社ふくろうは７年目の若い会社ですが、新しいことにチャレンジし続けています。
業務スピードが速く、大変に感じる面もあるかも知れませんが、日々成長を実感できる
やりがいのある職場です。

共生を重んじ、私たちに関わる全ての人の生活を豊かにする

変化を恐れず、過去に囚われないで新しいことに挑戦する

目標意識を高く持ち、最短で達成できるように常に考える

合同会社ふくろうが求める人物像

福祉で滋賀県を盛り上げたい方

チームワークを大切にできる方

成長意識があり謙虚な姿勢の方

2022 年 3 月卒業生 求人について

【介護職員（管理職候補）】
共生型デイサービス、グループホーム等で介護スタッフとして勤務していただきます。弊社は共生型サー
ビスを展開しておりますので、高齢者だけでなく障がい者とも関わることができます。幅広い知識と経
験を積んでいただき、将来的に、当社の幹部候補として活躍していただける方を募集しています！

【主な仕事内容】
・高齢者の介護業務　・障がい者の生活支援業務　・利用者様の送迎業務
・メールや電話の対応　・報告書や役所提出書類などドキュメント類の作成

【必要な資格・経験】
・介護、福祉関係の資格がなくても大丈夫です。先輩社員が丁寧に指導します。
・普通自動車第一種運転免許　必須（入社後の取得でも可）
・卒業学科不問

詳細については、ハローワーク求人票をご確認ください。

職場見学随時受付中！お気軽にお問い合わせください！
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終わりに

入社後のフォローアップについて

・資格取得補助制度
無資格で未経験でも大丈夫！介護が初めての方でも「初任者研修」「介護福祉士」等の資格取得費
用を補助致します。資格取得後は社内規定により資格手当が支給されるものもあります。弊社は
従業員の皆さんのキャリアアップを応援いたします。

・新入社員研修
ビジネスマナーや弊社の理念についてしっかりと学んでいただき、研修終了後、本人の希望と適
性を考慮して配属先を決定します。
現場配属後は OJT により先輩社員が丁寧に指導致しますのでご安心ください。

・図書貸出制度
もっと勉強したい！いろいろなことが知りたい！という方のために、希望図書を購入して会社から
無償で貸し出します。

・ブラザーシスター制度
新卒で社会に出ると不安もたくさん出てくると思います。当社では、一人の新入社員にフォローアッ
プ担当先輩社員を一人配置して、何でも気軽に相談できる体制を整えています！

就職活動は人生における一大イベントです。特に「新卒」という特別な切符は人生で一度しか使う
事ができません。後悔のない就職活動ができるかどうかが、その後の人生を左右すると言っても過
言ではないでしょう。就職活動には正解がなく、選択を迫られる場面が次々とやってきます。正直、
とても労力を使います。

だからこそ、限りある時間をフル活用して、悔いのない選択ができるよう最大限努力してください。
今まで生きてきた中で、どんなことに喜びを感じたか、  得意なこと、 苦手なこと、頑張ってきたこ
と、色々な出来事を振り返っていくと、自分がやりたいこと、それを実現するためにはどうすれば
良いのかが見えてくるかもしれません。

そうして見えてきた自分の「軸」を大切にして、将来の目標設定に活かしていくことができれば、
幸せな仕事人生を歩むことができるのではないかと思います。

一度きりの人生。
皆さんがやりがいを持って本気で働ける職場に出会えることを祈念しています。その中で、当社
の理念に共感していただき、熱意をもって入社してくださる方がいらっしゃいましたら幸いです。
一緒に働ける日を楽しみにしています！
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各各施設のアクセスマップです！
（こちらの地図も ShakeHands・浜大津の利用者様が制作されました。）

合同会社ふくろう
〒 520-0047　
滋賀県大津市浜大津3丁目10-3　ハイツ浜大津2F
TEL　077-511-9296
FAX　077-511-9111
https://www.fukurou-care.com/
制作 :　就労継続支援 B 型 Shake Hands

最後まで読んでいただきありがとうございます。
このパンフレットを制作した私もまた今年度新卒で当社に
入社致しました！

本誌に書いている通り、本当に様々な仕事を任せていただ
いて新人の私でも即戦力として扱って貰えています。
というのも、入社してたった３ヶ月でこのパンフレットを
制作させていただいているわけです。笑

そんな社会人１年先輩の私からのささやかなお願いです。
このパンフレットには、弊社へ入社されない方でもきっと、
社会に出るときにタメになることが沢山書かれています。
どうかこのパンフレットは捨てずに残しておいていただい
ていると大変ありがたいです。
またお会いできる日を楽しみにしています。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
就労支援事業部 デザイナー　辻 百華


