地域に根ざした医療と福祉の連携

法人のご案内

こころやさしい
ふれあいのある毎日を

健康と医療と看護と介護

仙台北訪問介護
ステーション

http://chiba-clinic.or.jp/

連携

http://chiba.dentaloffice.jp/

・一般歯科
・予防歯科
・口腔外科
・ホワイト二ング

診療科目
・外科
・内科・循環器内科
・整形外科
・胃腸内科
・肛門科

訪問診療
訪問看護
往診
健康診断
人間ドック

社会福祉法人

大 樹

連携

連携

訪問診療

http://taiju-sendai.or.jp/

・特別養護老人ホームせんじゅ
・ショートステイせんじゅ
・Ｎｅｘｔデイほくと
・多機能ホーム木かげ
・グループホームほくと苑
・グループホームひなた
・グループホーム木かげ
・グループホーム木だち
・ほくとケアプランセンター
・大樹ケアプランセンター
・芽ぶき保育園

協力医療機関：中嶋病院、東北大学病院、東北労災病院、ｲﾑｽ明理会仙台総合病院、仙台厚生病院、JCHO仙台病院
仙台医療センター、東北公済病院、仙台赤十字病院、仙台オープン病院、仙台市立病院、広南病院
東北医科薬科大学病院、仙台西多賀病院、仙台徳洲会病院

交通アクセス

医療と福祉の連携による安心・快適なくらし

法人概要
◆名 称 社会福祉法人

大 樹(たいじゅ)

◆理事長 千葉純治(千葉クリニック院長)
◆職員数 １６８名 (令和２年１０月１日現在)

大 樹
せんじゅ

■市営バス
▽JR仙台駅前14番乗り場
【西勝山行き】約35分
【西勝山入口】下車 すぐ目の前です!
■ＪＲ
JR仙台駅より仙山線下り(山形方面) 10分
[北山駅下車]
①タクシー 約5分
②市営バス バス停「中山入口」より
〔実沢行き/西勝山行き/泉ビレッジ行き〕約
10分
〔中山７丁目〕下車 徒歩5分

正職員

１１４名

男女比率

男性 30% 女性 70%

介護福祉士 ７１名
◆介護事業所
・特別養護老人ホーム せんじゅ
・ショートステイ せんじゅ
・グループホーム

ほくと苑、ひなた、木かげ、木だち
・多機能ホーム 木かげ
・Ｎｅｘｔデイほくと
・ほくとケアプランセンター

〒981-0934 宮城県仙台市青葉区西勝山14-10（特養せんじゅ）
TEL : 022-341-5686 FAX : 022-341-5685
URL : http://taiju-sendai.or.jp/
○採用に関する問合せ
「大樹」採用担当
TEL : 022-341-5686 FAX :022-341-5685
ﾒｰﾙ: saiyo@aioros.ocn.ne.jp 古澤・青木

沿 革
2001. 3.26 法人設立「社会福祉法人大樹」
2002. 1.4 「ﾃﾞイｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰほくと苑」・

「ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑほくと苑」を開所 (青葉区新坂町)
2005. 4.1 「ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑひなた」を開所 (青葉区子平町)
2008. 4.1 「ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ木かげ」を開所 (青葉区西勝山)
2009. 4.1 「多機能ﾎｰﾑ木かげ」を開所 (青葉区西勝山)
2011. 6.1 「ほくとｹｱﾌﾟﾗﾝｾﾝﾀｰ」を開所(青葉区西勝山)
2011.12.1 「特別養護老人ﾎｰﾑせんじゅ」を開所（青葉区西勝山）
2012. 3.1 「ｼｮｰﾄｽﾃｲせんじゅ」開所 (青葉区西勝山)

・大樹ケアプランセンター

2015. 4.1 「ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ木だち」を開所 (青葉区西勝山)

・芽ぶき保育園

2017. 4.1 「芽ぶき保育園」を開園 (青葉区西勝山)

◆所在地 〒981－0943仙台市青葉区新坂町6-11
TEL 022-341-5685
FAX: 022-341-5686

URL: http://taiju-sendai.or.jp/

2020.12.1 「大樹ｹｱﾌﾟﾗﾝｾﾝﾀｰ」開所 (青葉区新坂町）
2021. 1.4 「Nexデイほくと」移転ﾘｭﾆｰｱﾙ(青葉区新坂町)
2021. 7予定「ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑほくと苑」ﾕﾆｯﾄ増床(青葉区新坂町)

介護提供サービス

介護技術の向上を目指したキャリア開発・人材育成

社会福祉法人大樹の介護施設は5施設及び保育園「芽ぶき保育園」を
運営するなど様々なサービスを提供しております
せんじゅ

◆特別養護老人ホーム
・原則要介護3～5 食事や入浴等の日常生活の
お世話や健康管理
◆ショートステイ
(短期間特別養護老人ホームと同様サービス)
要支援1.2、要介護1～5

ほくと苑

新規採用者研修

ベトナムから
介護技能実習生受入れ

◆グループホーム
認知症と診断、要支援2、要介護状態と認定

国
民
学
校デ
ン
マ
ー
ク

Nextデイほくと
◆ディサービスセンター
要支援認定1.・2、
要介護認定1～5

◆多機能ホーム(小規模多機能型居宅介護)

木かげ

ひなた

(Ejjby Skoie)

◆グループホーム
認知症と診断、要支援2、要介護状態と認定
◆大樹ｹｱﾌﾟﾗﾝｾﾝﾀｰ(居宅介護支援事業所)
・介護認定手続き、介護ｻｰビス計画（ケアプラン）
の作成やサービスの調整など

木だち

現
地
職
員
と
と
も
に

・要支援１・２、要介護1～5 事前登録で個別ケア
プランの複合的な介護サービス
「通い」(ﾃﾞｨｻｰﾋﾞｽ)「訪問」(ﾎｰﾑﾍﾙﾌﾟ)「宿泊」

芽ぶき保育園

(ｼｮｰﾄｽﾃｲ)

◆グループホーム
◆保育園(企業主導型保育事業)

認知症と診断、要支援2、要介護状態と認定

・対象児童

◆ほくとｹｱﾌﾟﾗﾝｾﾝﾀｰ(居宅介護支援事業所)
・介護認定手続き、介護ｻｰビス計画（ケアプラン）
の作成やサービスの調整など

■質の高い介護サービスの提供を目的に法人全体で資格取得に取組んでいます。

・定員21名
・職員のお子様の他、地域のお子様

先輩の主な出身校

年中行事

※実施例

0歳6ｹ月～2歳

■無資格・初心者でも安心。社内・外部研修が充実。職員間のサポート体制も充実。

日々明るく笑顔で利用者さまに接し、行事や娯楽を通して
利用者さまの心身の安定に努めております
お花見ドライブ

水族館見学

夏祭り(町内会交流

芋煮会

クリスマス会(幼稚園合同)

節分(豆まき)、ﾊﾞﾚﾝﾀｲﾝﾁｮｺ作り

4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
1月
2月
3月

●東北福祉大学
●仙台大学
●東北文化学園専門学校
●仙台医療秘書福祉専門学校

●東北文化学園大学
●岩手県立大学
●北杜学園専門学校
●常盤木学園高等学校

●宮城学院女子大学
●福島桜の聖母短大
●菅原学園専門学校
●東北高等学校

●仙台白百合女子大学
●聖和学園短期大学
●仙台高等技術専門学校
●聖ドミニコ学院高等学校
(順不動・一部略記)

先輩からのひとこと
定義山へドライブ

七夕まつり(保育園合同)

敬老会(ご家族参加)
紅葉狩ドライブ/外食会

初詣・新年会/餅つき大会

ひな祭り(ご家族参加)

私は介護未経験からのスタートでしたが
先輩職員さん方があたたかく見守りなが
ら、様々なことを教えて下さいました。
利用者様の笑顔や感謝のお言葉が日
々の励みとなっています。
―東北福祉大学卒ー

最初の頃は覚えることが多く、不安一杯
でしたが、優しい先輩が丁寧にご指導し
て下さり楽しく働けています。同年代の
方がとても多く、相談もしやすいです。
ご利用者様の笑顔や「ありがとう」「あな
たと会えて良かった」と言葉を頂いた時、
とてもやりがいを感じます。
―明成高等学校卒―
最初は緊張や不安で仕事が大変と感
じる事が多いと思いますが、様々な職
種の方や先輩職員が優しくサポートし
てくれるので、安心して取り組む事出
来ます。
利用者様の「笑顔」の度にやりがいを
感じています。
是非一緒に楽しく働いてみませんか。
－仙台医療福祉専門学校ー
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２回の人事異動を経験し、その度に緊張
と不安で挫折しそうになりましたが、職場
にいる先輩職員さん方に支えられ頑張っ
て勤務しています。
これからも利用者様の安心・安全な生活
を目指して頑張って行こうと思います。
―明成高等学校卒ー

私は未経験で介護という仕事に
就きましたが、先輩方が優しく丁
に教えて下さいました。
また、働きながら研修も受けれる
ので、やりがいがあり楽しくお仕事
出来ています。
―東北文化専門学校卒―

利用者様と交流をしつつ、自分
自身の介護スキルを身に付ける
事が出来ます。また、先輩職員
の方々も優しく丁寧に教えて頂
けるので働きやすい職場です。
ー福島桜の聖母短大―

