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福祉は自分次第でもっと面白くなる。
誰かの人生を変え、世の中をデザインできる。
君にしか創れない未来がある。

03　　企業理念、代表の言葉

04　　先輩社員インタビュー　他社では経験できないことが経験できる

05　　先輩社員インタビュー　社員同士の仲が良く働きやすい

06　　合同会社ふくろうの歩み , メディア掲載実績

07　　漫画

08　　事業紹介　　想像し、想像する時代だ！

10　　求人について , 求める人物像 , フォローアップについて

11　　未来に羽ばたくあなたへ

C O N T E N T S

福祉をもっとクリエイティブに福祉をもっとクリエイティブに
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私達は福祉の会社ですが、バリスタ、ウェブデザイナー、私達は福祉の会社ですが、バリスタ、ウェブデザイナー、
SNS発信、映像制作など様々な仕事に従事しています。SNS発信、映像制作など様々な仕事に従事しています。
一般的な介護現場のイメージは、お年寄りにケアをすると一般的な介護現場のイメージは、お年寄りにケアをすると
いう内容がほとんどだと思いますが、みなさんが思っていいう内容がほとんどだと思いますが、みなさんが思ってい
る以上にできることはたくさんあります。る以上にできることはたくさんあります。
 「あんな事がしたい」 「あんな事がしたい」
 「こうすればもっと良くなる」 「こうすればもっと良くなる」
そんな想いで、私達は次々と新しい挑戦をしてきました。そんな想いで、私達は次々と新しい挑戦をしてきました。
そして、これからも地域の方々が笑顔になれるように、社そして、これからも地域の方々が笑顔になれるように、社
会がもっと良くなるように挑戦を続けます。会がもっと良くなるように挑戦を続けます。

 「毎日ワクワクしたい！」そんな方は、ぜひ私達と一緒に世 「毎日ワクワクしたい！」そんな方は、ぜひ私達と一緒に世
の中を変えましょう！の中を変えましょう！

企業理念

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

当グループは「チームワーク」を大切にしています。プロの介護職員やビジネスパーソンとして「ど
うすればより良いサービスを提供できるのか」という考えのもと、それぞれが自分の価値を最大限に
発揮します。

代表社員

福祉の枠からはみ出して。福祉の枠からはみ出して。
新しい未来を創り出す。新しい未来を創り出す。
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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 　Takashi Kitagawa

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？

Q2. 一日のスケジュールは？

就労生さんの支援を中心に、社外からご注文頂いたデ
ザイン案件の進行管理をしています。毎日業務内容が
異なるので、飽きずにお仕事をさせて頂いています。

Q4. 学生さんへメッセージを！

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
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先輩社員インタビュー #02

辻 百華　Momoka Tsuji　

就労支援事業部デザイナー

社員同士の仲が良く働きやすい

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？

就労生さんの支援を中心に、社外からご注文頂いたデ
ザイン案件の進行管理をしています。毎日業務内容が
異なるので、飽きずにお仕事をさせて頂いています。

Q4. 学生さんへメッセージを！

必要に応じて社員が経営側にも意見でき、必要なもの
は現場に反映されていく形が整っていると感じます。
また、充分に同僚同士、上司と同僚の間でコミュニケー
ションが取れていて、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 :　焼きはらす寿司

嫌いなもの :　きゅうり

趣味 /特技 :　グルメ開拓 , お買い物

本当に日によりますが、10:00 に出勤し、メールチェッ
クを済ませ、　日中はデザイン見積書類の作成・送信、
就労生さんに手伝って頂きながらチラシやロゴ、名刺
等の制作をしております！ 19:00 に退勤です。
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「利用者様が楽しく過ごせる施設を作る」という目標を
掲げて、訪問介護やデイサービス事業を開始しました。
その中で、「福祉サービスでなく、働く場所がほしい」
という声を聞き、ただ楽しいだけではいけないと気が
つきました。

デイサービスでも、「やりがい」と「生きがい」を大切
に、利用者様が役割を持てることに重きを置くように
なりました。そして、同じデイサービス内にて「高齢者」
と「障がい者」の方が同じ空間で過ごす、共生型デイサー
ビスとして再スタートを切ります。

滋賀県初のオフィス型、パソコンを使った障がい者就
労支援事業所を設立。最初はパソコン 1台からでした
が、今では何十台ものパソコンが並んでいます。ウェ
ブ制作や映像制作など、企業様に喜んでもらえる事業
所となりました。

現在は、京都大宮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、多種多様な
支援を可能とする会社へ成長を続けています！

合同会社ふくろうの歩み

メディア掲載実績

2014年 11月。マンションの 1室で創業。
最初に始めたのはケアプランを作成する事業から
でした！

1

◀︎合同会社ふくろうの原点とも言える場所です！

2021 年

8 月 18 日　高齢者住宅新聞
「デジタルアート展示会 開催 WEB 制作特化の就労支援事業」

6 月 11 日　京都新聞
「パソコン業務引き受けます大津の障害者就労支援『シェイクハンズ』」

3 月 18 日　読売新聞
「広告デザイン無償で 大津の障害者就労施設」

5 月 28 日　読売新聞
「就労継続支援 B 型事業所シェイクハンズ 障害者の多様な働き方 提供」

4 月 30 日　中日新聞
「障害者就労に在宅ワーク 大津の Shake Hands IT 駆使し前例に」

2 月 3 日　  中日新聞ウェブ版
「共生社会の先駆けに 野洲の高齢者施設、障害者が運営手伝い

新聞掲載
2020年

12 月 26 日　中日新聞
「感染対策に工夫 10 ｶ月ぶり催し 草津の高齢者施設」

4 月 22 日　産経新聞
「障害者も在宅勤務で  大津の就労支援事業所  感染防止と接点両立」

11 月 17 日　読売新聞
「高齢者・障害者 一緒に生活共生型サービス 県内広がる 
　　　　　　　　　　　　　　施設有効活用利用・福祉人材不足カバー」

2020 年 3 月号　野洲市広報誌「広報やす」

2019 年 12 月号　月間経営情報誌「マスターズ」

2019 年 3 月 15 日号　介護情報誌「輪はっは」
「国を超えた交流会 デイサービス施設で煎茶会開催！」

2020 年 2 月 18 日 7:15 ～　KBS 京都ラジオ
「笑福亭晃瓶のほっかほかラジオ」

雑誌掲載

ラジオ報道

2 3

54
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想像し、創造する時代だ！個人でYou Tuberとして成功したり、複業が認められるなど 働き方は大きく変わりました。私たちの仕事は、誰かの人生を豊かにする 笑顔クリエイト！
「こんなコトすれば良くなるんじゃないか」

福祉
×

ライフスタイル

福祉
×

バリスタ
福祉
×
起業
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個人でYou Tuberとして成功したり、複業が認められるなど 働き方は大きく変わりました。私たちの仕事は、誰かの人生を豊かにする 笑顔クリエイト！
そんなあなたのアイデアが、きっと福祉を変える。

福祉
×

アート

福祉
×
起業

福祉
×
IT
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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！

合同会社ふくろうが求める人物像
さまざまな分野に挑戦したい方 チームワークを大切にできる方

体力に自信がある方成長意欲があり謙虚な姿勢の方

2023 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。
・普通自動車第一種運転免許　必須（入社後の取得でも可）
・卒業学部学科不問

詳細については、ハローワーク / キャリタスUC / 求人受付NAVI / Indeed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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未来に羽ばたくあなたへ

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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Shake Hands 浜大津
〒 520-0047
滋賀県大津市浜大津 3 丁目 10-3　ハイツ浜大津 2 階　
TEL：077-511-9296

Shake Hands 大宮
〒 604-8804
京都府京都市中京区壬生坊城町 25　第一正美堂ビル 3 階　
TEL：075-366-2733

各各施設のアクセスマップです！
（こちらの地図も ShakeHands・浜大津の就労生さまが制作されました。）

センター向日葵
〒 525-0033
滋賀県草津市東草津 3 丁目 5-25　
TEL：077-598-6166

共生型デイサービス向日葵
〒 525-0061
滋賀県草津市北山田町 866　
TEL：077-574-8334

共生型デイサービス芽ばえ
〒 520-2301
滋賀県野洲市小南 1876　
TEL：077-535-0914

ライフスペース向日葵
〒 525-0028
滋賀県草津市上笠 2 丁目 14-13　
TEL：077-569-5520

https://www.fukurou-care.com
検索ふくろうグループ

【京都】

【滋賀】


