


旭川市旭山動物園の近く、東旭川において会長が診療を行っていた初代林
医院を閉院し、旧医院の一部を改築・増床し昭和６３年に１９床の有床
診療所、林医院を開業いたしました。平成２年４月に医療法人社団東旭
川宏生会林医院に改組し現在に至っています。付き添いの廃止、院外処方、
入院日数の短縮化など医業に対する圧力は強まるばかりで、林医院でもこの
間時代に合わせた対応を行ってまいりました。

平成７年社会保障制度審議会において勧告された「２１世紀の社会保
障」においてはじめて介護保険制度の導入が提言され、宏生会グループとして
平成８年有限会社ヘルプを設立、訪問入浴サービス委託事業を開始し、平
成１２年の介護保険施行時には訪問介護事業と共に介護保険制度にお
ける在宅サービスに移行しました。また、この流れは平成１８年開設のグルー
プホーム福寿草の開設へとつながっていきます。

平成１１年には社会福祉法人東旭川宏生会設立し１２年度には、支援
センターひまわり、デイサービスセンターコスモスを併設したケアハウスフォルテを開
設し一段と高齢者へのサービス提供を充実させました。医療法人においても、
介護保険の開始された平成１２年には居宅支援センター、療養型病床の
開設など高齢者サービス充実への道のりは平成１５年デイサービスタンポポ開
設へと続いてまいりました。

社会福祉法人においては諸制度の変革の中、平成１６年特定施設入居
者生活介護を開設。平成２１年特別養護老人ホーム宏生苑、平成２４
年サテライト型地域密着型特別養護老人ホーム新富宏生苑開設、永山地
域包括支援センター受託と繋がっていきました。

東旭川宏生会グループ沿革

医療と福祉の連携による高齢者の包括的ケアを目指して



⚫地域老人福祉への

社会的貢献を目指す

⚫合法的、合目的かつ合理的な

法人運営を目指す

⚫社会的存在意義の認められる

法人組織の構築と確立を目指す

⚫法人業務に対する

自己研鑽を継続維持する

法人理念



組織構成図

地域をサポートする医療と福祉のネットワーク

東旭川宏生会グループは「地域医療」「在宅支援」「通所
サービス」「施設サービス」を４本の柱としたネットワークを構
築し、人生の終盤の様々なフェーズに対して多方面からサ
ポートできるように、グループ内で最適な医療と介護サービス
を提供しています。



地域貢献活動

東旭川宏生会グループは高齢者だけではなく、子ども・
障害者・生活困窮者など、すべての人々が協力して地
域を創り、高め合うことができる地域共生社会の実現を
目指しています。

住民が主体的に地域課題を把握して解決を試みる地
域づくりへの支援と、様々な課題に対しての総合的な相
談支援体制づくりを今後も推進していきます。



就労訓練事業
さまざまな状況のため一般企業等で働くことが難しい方を対象に就
労の機会を提供する事業。

すぐには一般就労に従事することが難しくても、少ない日数や短時間
の勤務であったり、他の職員が行っている業務のなかで、その人にあっ
た業務をいくつか切り出して一人分の仕事にするなど、支援や配慮が
あれば働くことの出来る人は沢山います。

当法人の新富宏生苑では、平成30年から就労訓練事業の認定を
受けて多くの方が就労訓練から一般就労にステップアップすることがで
きており、現在も複数名の方が就労体験・訓練を行っています。

※ 社会福祉法人としての就労訓練事業認定は旭川市初

ぷらっとカフェ
住み慣れた地域の良い環境で自分らしく暮らし続けることができるため
に、平成２８年からぷらっとカフェ（認知症カフェ）の開催をサポートし
ています。

ぷらっとカフェは認知症の方だけではなく、地域の誰もがちょっと一息でき
る場所として２か月に１回開催しており、お茶をしながらおしゃべりし、
一緒に催し物を楽しんで過ごしていただいてます。

旭川市の高齢化率は３０％を超えており、こうした地域の拠り所の必
要性はますます高まります。地域住民が主体となってカフェの実施を継
続し、地域の支え合いの基盤に繋がってもらいたいと考えています。



介護予防事業
令和元年より旭川市介護予防事業（筋肉らくらくアップクラブ）を
当法人で受託し、新富宏生苑の会議室を使用して自主化支援強
化プログラムを実施しました。

介護予防事業としての活動を終了した後も自主運動サークルとして、
介護予防運動や認知症予防のための脳トレなどの活動を継続して
います。

新型コロナウイルス感染防止のため活動・参加を自粛する動きの中、
「三密」を避けた感染予防対策を徹底しつつ活動を継続しています。

世代間交流支援
生活科の学習として小学生の見学を受け入れて、特別養護老人
ホームで働く介護職員や看護職員の仕事の様子、施設内の設備や
介護用品の使い方、入居されている方の生活の様子などについて学
んでもらっています。

その他、居場所づくり推進委員会と協力し、高齢者が安心して暮ら
せる地域づくりを目指して『“人と人とのつながり”を大切に“人がつなが
る”ための居場所をつくる』ため、サロン「憩い」タイムの開催を支援して
います。

近郊の保育園との日常的な交流も積極的に行っており、高齢者や
子どもを中心に様々な世代が集い交流できる拠点としての役割を担
えるように取り組んでいます。



介護の入り口

まずは見学や職場体験からチャレンジ

当法人では、実際の介護現場で就労することを通して、介
護の仕事を知ってもらうことができるように、夏休み期間など
を利用したインターンシップの受け入れや、学生を介護助手
としてアルバイト雇用する介護チャレンジ事業を実施していま
す。

食事の準備やレクリエーション、シーツ交換や清掃、ご利用
者様とのコミュニケーションなど、実際の業務を一日を通して
体験していただき、その後当法人への就職につながるケース
もありました。

その他、介護福祉士や社会福祉士の習得を目指す学生の
現場実習の受け入れや「高等学校就職促進マッチング事
業」や「高校生のための企業見学会」などを実施しており、
社会に巣立たれる学生の皆様に、実際の現場の見学・体
験を通して将来の選択肢を広げるお手伝いができればと考
えています。

福祉の分野に興味はあるけれど、どうやって情報収集するの
かわからなかったり、何から就職活動をしてよいか不安に感じ
ている人も多いと思います。学校を通じての申込みだけでは
なく生徒個人でのお問い合わせも可能です。オンラインでの
説明や見学にも対応しますので、お気軽にご相談ください。



介護の入り口

外国人技能実習生

旭川市の人口は年々減少していくと言われており、今後あら
ゆる産業において人材不足が深刻化することが予想されま
す。

これからの時代は介護ロボットなどの先進的な機器やＩＴ
などを導入して業務の生産性を上げたり、お元気な高齢者
や学生アルバイト、または外国人などの潜在的な介護人材
の活躍を促進していくことが重要になります。

東旭川宏生会では外国人人材受け入れの足掛かりとして、
令和4年度からインドネシアの技能実習生を受け入れました。

技能実習生を受け入れることは、言語も生活習慣も異なる
外国人人材と共に働くためのコミュニケーション技術などのノウ
ハウを培うことに繋がり、グローバルに活躍できる職員の育成
が期待できますので、今後も継続していきたいと考えている
事業の一つです。



各種制度手当

住宅手当・家族手当・通勤手当

資格手当・夜勤手当・主任手当

処遇改善手当・特定処遇改善手当

オンコール手当・休業手当

車両借上手当・特別功労金

結婚祝い金・出産祝い金

その他慶弔金・見舞金

退職金制度

休暇・休業 勤務支援 資質向上

完全週休２日（４週８休）制

年次有給休暇取得率８０％以上

育児休業

介護休業

産前産後の休暇

特別休暇

特別休業

制服無料支給

マイカー通勤可能

職員駐車場完備

無料健康診断

インフルエンザ等予防注射
接種費用補助

資格取得補助制度

研修参加手当支給

オンライン研修システム
e-ラーニング

階層や役職別の研修制度

目標管理制度

福利厚生

やりがいを持って仕事に取り組める

様々な福利厚生制度



基本給

大学卒 １６０，０００円

短大卒 １５４，０００円

専門学校卒 １５０，０００円

高校卒 １５０，０００円

資格手当 １０，０００円 介護福祉士

住宅手当 ２０，０００円 賃貸契約者が支給対象

通勤手当 ５，０００円 自宅から２km以上の自家用車通勤

家族手当 １０，０００円 配偶者

５，０００円 子

処遇改善手当 ２０，０００円 介護福祉士

１０，０００円 ヘルパー・初任者研修等の有資格者

５，０００円 無資格者

特定処遇改善手当 １０，０００円 処遇改善手当とは別途支給

処遇改善支援手当 ５，０００円 全職種に支給

年２回 ２．２５～４．５ヶ月分（前年度実績）

※初年度は勤務日数に応じた金額を支給

諸手当

賞 与

給与・手当

介護職員
給与支給例

高校・専門学校卒（介護福祉士取得者）

基本給 １５０，０００円

資格手当 １０，０００円

通勤手当 ５，０００円

住宅手当 ２０，０００円

処遇改善手当 ２０，０００円

特定処遇改善手当 １０，０００円

処遇改善支援手当 ５，０００円

--------------------------------------------------------

合計月額 ２２０，０００円

経験年数 ポジション 月給（諸手当含） 年収（賞与諸手当含）

１年目 一般職員 ２１０，０００円 ２，９５０，０００円

５年目 一般職員 ２１５，０００円 ３，１００，０００円

１０年目 介護主任 ２３０，０００円 ３，５００，０００円

モデル年収



結婚・育児・職場復帰への支援

結婚や出産後も長く安心して働けます

• 残業・休日出勤・夜勤の免除

• 身体介護を伴う業務から記録や 見守りの
業務を主とするなどの配慮

• 産前・産後休暇

• 出産育児一時金支給（保険給付）

• 出産特別祝い金（保険給付）

• 出産祝い金 / 10,000円

• 育児休業給付金

• 育児休業 / 子が1歳2ヶ月に達するまでの
間の1年

• ※条件により最長２歳まで延長可能

• 時短勤務 / 子が３歳に達するまで



資格取得補助制度
人事考課制度

目標管理制度

オンライン研修システム

e-ラーニング

介護・医療の研修に特化したオ
ンライン研修システムを導入して
います。スマホやタブレット・PCか
ら時間や場所を問わず個々の
ペースで学習でき、反復学習も
安定して続けられます。

階層別研修

新人・若手だけではなくリーダー
職・管理職まで階層別に研修を
実施しています。「知る」ことを目
的とするのではなく「実践」するこ
とを目的として個々のスキルやポ
ジションに応じた学びを得ることで、
着実に成長することができます。

無資格の職員を対象に、介護
福祉士取得のための研修費用
や受験費用を法人が負担します。
介護の経験を積んで資格を取
得し、スキルアップを目指す人を
応援します。

法人としての理念や評価基準を
明確にし、職員の頑張りを適切
に評価します。評価に基づいて
賃金や待遇を得ることにより、高
いモチベーションで仕事に望むこと
ができ、目標や課題をもって業
務に取り組むことは自身の成長
にも繋がります。

成長をサポートする制度

安心の職場環境でしっかりと成長



資格取得支援制度を活用し

無資格から有資格者へファーストステップ

介護スペシャリスト キャリアチェンジ

ケアマネジャー

生活相談員

管理職

実務者研修終了後、介護福祉士取得

キャリアアップ

なりたい自分を目指すために

様々な働き方があります



キャリアアップ

十人十色の未来設計と

適材適所の人員配置

看護職員・ケアマネジャー

多田 純子

「看護見習い後、准看護師取得」

「林医院」に看護職員として就職
↓

介護支援専門員取得
↓

妊娠・出産のため産前産後休暇取得

育児休暇取得後、６ヶ月で職場復帰
↓

「林医院」から「地域密着型特養新富宏生苑」へ異動

看護職員 兼 施設ケアマネジャーとして活躍中

私は高校卒業後、小さい頃からの憧れである看護職を目指して看護見習
いとして林医院へ就職し、一年間の見習いを経て旭川医師会看護専門
学校の准看護課に入学しました。院長や先輩看護職員の指導を受けな
がら、午前中は院内勤務、午後からは看護学校へ行き、２年間勉学に
励みました。無事に北海道知事試験に合格し、准看護師の資格を取得
した時に、院長が自分のことのように喜んでくれたのを今でも覚えています。

その後、結婚・出産し、産前産後休暇と育児休暇を取得させていただき、
出産後半年で仕事に復帰し、夜勤の負担を軽減してもらいながら妊娠前
と同様に育児と仕事を両立して勤務することができました。介護支援専門
員の資格を取得し、資格を活かした働き方をしたいと相談した時は、看護
業務との兼務ではありますがケアマネジャーとしての働く場も配慮していただ
き、現在も特別養護老人ホーム新富宏生苑で看護業務とケアマネジャー
業務を両立しながら頑張っています。

高校卒業後から現在まで２０年以上、妊娠や出産を経験しながらも退
職すること無く同じ法人で働く事ができているのは、福利厚生の制度だけで
はなく資格や自分のキャリアを活かすことのできる法人としての適材適所の
人材配置と、院長の優しい心遣いがあってのものだと思います。ちょっと褒め
過ぎですかね（笑）

ユニットリーダー

永井 竜司

「専門学校卒業」
↓

新卒採用時研修
↓

「介護職員」
↓

「介護福祉士取得」

↓

「ユニットリーダー」

東川町の環境福祉専門学校を卒業し、知的障害者施設への就職が第
一志望だったので市内の知的障害者施設への面接を受けました。しかし、
知的障害者施設とは御縁なく（泣）・・・そんな中、当時旭川市初のユ
ニット型特養として開設したばかりの宏生苑を担任の先生より紹介されて
面接を受ける事になり、なんとか無事に採用していただくことになりました。

入社して最初の1ヶ月間は、新卒採用時研修として配属先の宏生苑では
なく法人内の病院やグループホームなどで現場実習を体験させていただきま
した。どの事業所も専門学生時代に実習として行ったことの無い環境だった
ので不安もありましたが、この研修を通じて配属先の特養だけではなく病院
やグループホームなど様々な種類のサービスの特色や雰囲気などを知ること
ができたのは貴重な体験だったと思います。

現在は法人のサポートで介護福祉士も取得し、ユニットリーダーとして上司
や同僚に支えられながら入居者の方々の支援をさせていただいてます。第
一志望の面接は落とされた僕ですが、第二志望のこの法人は、介護士と
して、人間として、大きく成長させてくれました。人生の巡り合わせって自分
にも誰にもわからないものですね。



「一般企業」
↓

「特養でのボランティア活動」
↓

「ボランティア活動を機に介護職員として就職」
↓

法人の資格取得支援制度を利用し

介護福祉士実務者研修を修了
↓

通信制専門学校で社会福祉士を目指し勉強中

私は四年制大学卒業後、介護と関係のない企業で１２年間サラリーマン
として働いていました。社会人になって１０年、人並みに結婚し離婚も経
験し、本気で自分の将来について考えた時、家族から「まずは何を始める
にもお金をもらわず“ボランティア”から始めてみては？」とアドバイスを貰いま
した。

“長く働ける仕事がしたい”“歳をとっても必要とされる仕事が良い”と考え、
旭川市社会福祉協議会にボランティアスタッフの登録をして紹介していただ
いたのが当法人の新富宏生苑でした。その後、介護福祉の世界へ本格的
に興味を持つことになり、ボランティア活動を始めて４ヶ月後に正職員として
採用していただくことになりました。“資格もない”“介護の経験もない”そんな
状態で始まりましたが、当法人の資格取得支援制度を利用して勤務をし
ながら介護福祉士実務者研修を修了することもでき、現在は通信制専門
学校の社会福祉士養成課程に入学して国家資格にチャレンジしています。

一般企業から介護の業界へのチャレンジは不安もありましたが、資格取得
への支援だけではなく、一緒に働く職員さんや管理者さんがしっかりとサポー
トをしてくれました。法人としての福利厚生やキャリアアップ支援等の制度も
充実していますが、私のような介護と全く接点のない人間でも介護士として
活躍できる基盤がこの法人にはあります。もし色々と将来について悩まれて
いる方がいらっしゃるなら、ぜひ一度声をかけてみてください。みんな優しいで
すよ（笑）

キャリアアップ

十人十色の未来設計と

適材適所の人員配置

介護職員

高木 翔

介護職員

川畑 光姫

「高校生のための企業見学会」「インターンシップ」
↓

高校卒業
↓

「特別養護老人ホーム宏生苑」で介護職員として活躍中

中学生の時に祖母が入居している施設へ面会に行った際、職員さんが熱
心に介護をしたり祖母の様子を細かく教えてくれました。他の入居者さんも
いるのに凄いなと思ったのと同時に、私も少しでも人の役に立つ仕事をした
い！と思い、介護の仕事に興味を持ちました。

宏生苑に就職した理由は、インターンシップがきっかけです。職員さんから、
入居者さんとふれあうときはこんな話をしたら喜ぶよとアドバイスをいただいた
り、入居者さん一人ひとりに対して優しく手厚い介護をしている姿や、入居
者さんと楽しそうにお話している姿を見て「ここで働きたい！」と決めました。

介護の仕事は、親に「大変な仕事だよ」「できるの？」と心配されましたし、
私自身も大変な事はわかっていました。実際に仕事に就いてからも覚える
事が沢山あって大変でしたが、職員の先輩が「自分のペースで良いからゆっ
くりね」と声を掛けてくれたり、困ってる事や悩みがあると「どうしたの？」「大
丈夫？」「話聞くよ」と声を掛けてくれました。私が気づかなかったところをカ
バーしてくれたり、失敗したことがあれば指導しアドバイスもしてくれます。 こ
うすれば良いんじゃないかと意見を言うと「それ良いね！」と自分の意見を聞
いてくれて嬉しい事もあります。お互い助け合うことができる最高の職場だと
思います。

介護の仕事の魅力は、入居者さんの「ありがとう」という感謝の言葉と笑顔
です。「ありがとう」って言われると自分も嬉しいし、「もっと頑張ろう！」ってい
う気持ちになり、とてもやりがいを感じます。これからも介護の仕事を続けた
いし、もっと勉強してスキルアップし、ご家族さんや入居者さんが今まで以上
に安心安全に過ごせるように全力で介護をしたいと思います。
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