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人のために生きる。 あなたにとっての感謝・感動を見つけませんか

常に耳を傾ける

行動指針
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私たちは、利用者の「声」に耳を傾けます。
どの様な希望を持ち、何を困っているのか
一緒に考えていきます。

常に笑顔を忘れずに
私たちは、つねに笑顔を忘れずに
人と接する様にして、明るい雰囲気づくりを
目指します。

常に感謝する
つねに感謝する心を忘れずに、
素直にありがとうと言える人を目指します。

常にチャレンジする
私たちは、成功も失敗も自分たちの糧として、
今後に活かせるよう考えていきます。
また、さらなる高い目標、自己成長を目指し
積極的に行動していきます。

常に守る
私たちは、法律や社会のルールを守り、利用者や家族、
職員の個人情報、プライバシー（守秘義務）を守ります。

常に地域とともに
私たちは、地域と一緒に成長し、支え合い、地域にとって
必要不可欠な存在となれるように地域への貢献を行っていきます。

常に協力し合う
私たちは、つねにお互いを信頼し、お互いの
意見や主張を尊重して行きます。 そして、新しい課題や
困難な課題にも、ともに協力し合い立ち向かっていきます。

質の高いサービスの提供と
住環境の整備に努め、
利用者が安心できる
生活を目指します。

安心

基本
理念

真心
利用者の人格や
意思を尊重し、
誠意ある支援を
目指します。

信頼
法令遵守と情報公開に努め、
利用者・家族・地域と
連携を深めた信頼される
法人を目指します。

大角 洋一

ごあいさつ

社会福祉法人 清和会
理事長

　福祉の仕事は、高齢者や障がい者の生活課題を解決して、安心
して暮らしていけるようにサポートをすることです。ただ、生活課題
は、環境、健康、経済状況も一人ひとり異なり、それらを十分に考
慮した適切な支援をしなければならず難しい場合もあります。その
うえ利用者さんの中には、精神的に余裕のない方もおられるので、
コミュニケーションが難しく意見が衝突し、時には理不尽な行動
をとられ、職員さんも正直ストレスを感じてしまうこともあります。
　しかし、利用者さんと真剣に向き合い真心をこめてサポートする
中で、少しずつ心が通い合い信頼関係が高まり、難しい目標を達
成できたときは、利用者さんやご家族にも感謝され、自分自身の成
長も実感でき、大きな感動とやりがいにもつながります。また、それ
は一緒に働いている職員さんと共有することで、2倍にも3倍にも
大きく膨らみます。
　清和会では、人と人との心が重なり、支え、支えられ、認め、認め
られながら、感謝と感動、働く喜びが実感できる環境に全力で取り
組んでいます。
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個性を尊重し、できるだけ
自分らしい生活を送れる支援を

業務内容

入浴・排せつ・食事などの介護・生産活動の機会の提供
その他必要な援助を要する障害を持った方に対して、
主として昼間において入浴・排せつ・食事などの介護や
家事全般に関する相談支援及び助言、生産活動の機
会の提供、身体機能・生活能力の向上の為に必要な各
種援助をおこないます。

生活介護事業

居宅においてその介護をおこなう方が疾
病その他の理由により、当該施設に短期間
の入所を必要とする障害者に対して、入浴
や排せつ・食事の介護をおこないます。

短期入所事業

施設に入所する障害者に対して、主として
夜間に入浴や排せつ・食事などの介護や生
活に関する相談・助言その他の日常生活上
の支援をおこないます。

施設入所支援事業

清和園は上五島の美しい山や川などの自然に囲まれ、奈良尾港から車で15分ほどの
場所に位置しています。入所施設という集団生活の場における様々な制約はあります
が、ここで生活される皆様の個性を尊重し、「自分のことは自分で決める」場面を可能な
限り提供し、利用者様が充実した生活を送ることができるよう支援しています。
また、清和会の基本理念である「真心・安心・信頼」を常に念頭に置き、スタッフ一同、
利用者様の幸せのために真摯に支援に取り組んでいきます。

8：00～ 朝会（引継ミーティング）
整容・掃除・着替の支援
及び作業・訓練の準備

（生活支援員：常勤）

一般事業での就労が困難な人に働く場を提供し、よ
り高い工賃支給を目指すとともに、知識及び能力の
向上のために必要な訓練をおこないます。

就労継続支援B型事業

障害者支援施設 清和園
Disabled person support facility SEIWAEN

生活介護 ｜ 就労継続支援Ｂ型 ｜ 施設入所支援

9：00～ 作業・訓練開始
畑での野菜栽培・牧草回収・
歩行訓練・チリ紙折り等の支援

11：30～ 食事・服薬介助

13：00～ 作業・訓練開始
畑での野菜栽培・牧草回収・
洗濯たたみの支援、入浴の準備

15：00～ 入浴開始
入浴介助

12：00 休憩(交代で見守り） 

16：30 日報（日中活動報告書）の作成

17：00 終礼（引継ミーティング）

8：00～ 朝会（引継ミーティング）
整容・掃除・着替の支援
余暇活動の見守り

11：30～ 食事・服薬介助

13：00～ 余暇活動の見守り
担当業務処理等

12：00 休憩(交代で見守り） 

17：00 終礼（引継ミーティング）

17：30～ 食事・服薬介助
整容の支援、就寝準備

20：00～ 服薬介助
見回り３回（就寝状況等）
交代で休憩

7：30 食事・服薬介助

8：00～ 朝会（引継ミーティング）
利用者送迎

8：30～ 作業開始
牛舎作業・牧草回収・機械運搬

12：00 休憩(交代で見守り）

13：00～ 作業開始
牛舎作業・牧草回収・機械運搬

16：30～ 利用者送迎
日報（日中活動報告書）の作成

17：00 終礼（引継ミーティング）

月

随 時

随 時

随 時

小遣い管理（出納帳作成等）

福祉関連イベントへ参加

研修・講習の受講

島外出張（利用者外泊付添等）

勤務体制

週休２日 

週休２日 

週休２日 

日勤

日勤

早出・遅出

その他

施設入所支援（月～日：夜間）・短期入所

施設入所支援（土・日：日中）・短期入所

生活介護（月～金：日中）

就労継続支援Ｂ型（月～日：日中）

事務職員

栄養士

調理員

月変形

週休２日

週休２日

日勤・夜勤

日勤

日勤

生活支援員

職業指導員

Ｂ型支援員

週休２日 

週休２日 

週休２日 

日勤

日勤

日勤

管理者

サービス管理責任者

看護職員
※詳しくは法人ホームページのブログを
　ご覧ください。
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出会った“縁”を大切にし
精一杯のサービスを
当施設は、五島列島中通島の奈良尾港を眼下に見下ろす
小高い丘に位置し、美しい自然環境の中で、ご利用者一人
ひとりの思いを尊重し、ご家族、地域とのつながりを大切
にした運営をおこなっている養護老人ホームです。
ご利用者の皆様は、縁あって出会った方々です。職員１人
ひとりが、ご利用者を大切に思い、できることに精一杯取
り組む、「真心」を込めた「安心」と「信頼」のあるサービス
の提供を、力を合わせて目指しています。

業務内容

養護老人ホーム 朝海荘
Nursing home ASAMISOU

 特別養護老人ホーム 福見の園
Special nursing home FUKUMI NO SONO

6：00 申し送り確認（早出者出勤）
起床・整容・おむつ交換等

この他にも季節に応じた施設内各種イベントや
釣り大会、ドライブ等の外出も行っております。

施設長・生活相談員・
介護支援専門員・栄養士・事務員

介護職・看護職・調理員・用務員

1日8時間勤務・完全週休2日制

平均して1日8時間以内の1か月単位変形労働時間制

管理宿直 週5回の夜間施設巡回※詳しくは法人ホームページのブログをご覧ください。

※詳しくは法人ホームページのブログを
　ご覧ください。

8：40 朝会（全体ミーティング）
体操・入浴・おむつ交換

7：30 朝食介助・見守り等

11：30 昼食介助・見守り等

8：00 申し送り確認（日勤者出勤）

12：30 休憩（交代で見守り）

13：00 申し送り確認（遅出者出勤）

15：00 喫茶・おやつ

16：30 夕食介助・見守り等

13：30 体操・入浴・おむつ交換
レクリエーション

17：30 ナースコール対応（日勤者退勤）
おむつ交換

21：50 申し送り確認（夜勤者出勤）
ナースコール対応・おむつ交換
休憩（交代で見守り）

業務内容

勤務体制

7：00
8：00
9：00
10：00
11：00
12：00
13：00
14：00
15：00
16：00
17：00
18：00
19：00
20：00
21：00
0：00
3：00

起床・整容

食堂への移動・朝食・健康チェック

個別リハビリ・自由時間・おむつ交換

入浴(週2回)又はレクリエーション活動

水分補給・おむつ交換

食堂への移動・昼食

自由時間・おむつ交換

入浴(週2回)又はレクリエーション活動

水分補給・個別リハビリ

おむつ交換

食堂への移動・夕食

歯磨き・うがい・おむつ交換

自由時間

就寝前の投薬

消灯・おむつ交換

おむつ交換

おむつ交換

明るく家庭的な環境で
愛される施設づくりを
当施設は、家庭的な雰囲気を基本にして地域の
方々や隣接する福見保育園との交流もおこないな
がら「共に生きる喜び」を深められるよう、日々サー
ビスを提供しております。また、常に利用者の家族と
のかかわりを大切にしてお互いに信頼できる関係
づくりにも努めております。

イベント

納涼祭・敬老会・朝海荘運動会
（職員・ご利用者共に参加）・
各種行事等盛りだくさん！！

勤務体制

週休２日

週休２日

週休２日

月変形

月変形

週休２日

週休２日

週休２日

週休２日

日勤

日勤

日勤

日勤・夜勤

日勤・夜勤 

日勤

早出・遅出 

日勤

日勤

管理者

介護支援専門員

生活相談員

支援員

介護員

栄養士

調理員

看護職員

事務職員

【8時間勤務】
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未来を輝いて生きる
子どもたちのために
青い空と海、見渡す限りの緑に囲まれた中に福見保育園はあります。
輝く未来を生きる力の基礎を培うため、子どもの人権や主体性を尊重
しつつ様々な経験を通して子どもが自信をもち、主体的に考え、行動
できるよう育みます。和太鼓、茶道、食育、地域交流等人々との触合い
（真心）も行っています。
保護者支援にも取り組んでおり、保護者が信頼してお子様を預けてい
ただけるように保護者に寄り添い、保護者と共に子どもの育ちに共
感・共有していきながら「ほっとひと安心」できる場所としての保育園
を目指しています。
自園は認可保育所であり、親（保護者）から申し込みにより親が働いて
いる場合や病気の状態にある等の理由により、十分に子どもを保育で
きない場合に子ども（０～５歳の乳児及び幼児）に対して養護と教育
が一体となった保育をするための児童福祉施設です。

業務内容

勤務体制

福見保育園
FUKUMI HOIKUEN

障害者グループホーム さざなみ
Disability Group Homes SAZANAMI

管理者

サービス管理責任者

世話人

週休2日

週休2日

非常勤

日勤・兼務

日勤・兼務

日勤

月～土曜日の保育です。

利用者が時間外に利用できます。

利用者の必要に応じて保育をします。（日・祝日はお休み）

子どもと関わり、見守り育て人格形成（心の根っこ）を育てます。
基本的生活習慣や就学に向けての取り組みをしています。

他にも出勤内容には変動有り（午前中・午後のみ等）
※勤務時間には、要望により調節は可能です。
※詳しくは法人ホームページのブログをご覧ください。

※詳しくは法人ホームページのブログをご覧ください。

通常保育

延長保育

一時保育

●保育士

子ども達の成長（健康）を考えた献立と安心安全な調理を行います。
●栄養士・調理員

6：00～ 出社
朝食準備・提供・後片付け
昼弁当作成・提供

8：00～ 利用者送り出し
食材買い出し、共用部掃除
利用者通院付添・送迎

12：00～ 休憩

【世話人：常勤】

16：00～ 夕食準備・提供・後片付け

18：00～ 退勤

業務内容

勤務体制

8：00～17：00

日勤 8:00～17:00
早出 7：00～16：00
後出 9：30～18：30

施設長（園長）

保育士

8：00～17：00

10：00～16：45

栄養士

調理員

利用者様の幸せのために
地域の方と共にサポートを
雄大な五島灘が眼前に広がる障害者グループホームさざなみ
では、現在１２名の利用者様が生活されています。日中は生活
介護事業所、就労継続支援Ｂ型事業所での活動や、一般就労
されている方もおり、それぞれ多種多様な生活を送られてい
ます。また、休日には地域の清掃活動等にも積極的に参加さ
れ、地域住民との交流も盛んに取り組んでいます。今後も地
域の方々と共に支えられながら自立した生活を送ることがで
きるよう、スタッフ一同、利用者様の幸せのために尽力してい
きます。
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【清和会スタッフ インタビュー】

【福利厚生】

スタッフみんなが働きやすい
より良い環境づくりに取り組んでいます

共に歩む仲間を応援します

① 給与：

③一時金：
　事業所の実績に基づき年度末に一時金の支給もあり
　（昨年40万程度支給実績の事業所有）

◎高卒 147,400円  ◎専門学校卒 154,700円
◎大卒 166,100円
（高卒介護職の例）
基本給147,400円＋処遇改善手当20,000円＋
夜勤手当20,000円＝187,000円＋他諸手当

②賞与：原則として4.2ヶ月分を年2回に分けて支給
　　　  （人事考課に基づき増額もあり）

年間を通じて、さまざまな
楽しい行事を行っています。

■ 給与・賞与・一時金

■ 勤務時間及び休日

処遇改善手当として以下のとおり(勤務時間等により変動)
支給します。

◎介護福祉士、調理師、保育士、准看護師　月額10,000円
◎栄養士、看護師　月額15,000円
◎社会福祉士、精神保健福祉士、介護支援専門員
　月額20,000円

◎直接処遇職員の場合　月額20,000円
◎直接処遇職員でない場合　月額10,000円

■ 手当

■ 住宅支援
運動会（5月）

お花見（3月）

遠足（4月）

節分（2月）

おやつ作り（11月）

たこ焼きパーティー（4月）

山下 晴菜  入社6年目
清和園●主任支援員

　入社した頃はわからないことも多くて上手く
馴染めるか不安でしたが、周りの方々に支えて
いただき充実した毎日を送っています。わからな
い事は気軽に質問や確認ができる和やかな雰
囲気の中、職員同士が協力し合い、楽しく仕事
に取り組めています。 
　利用者様とこまめにコミュニケーションを取
ることで信頼関係を築き、イベント等で利用者
様の笑顔を見た時はこの仕事を選んでよかった
とやりがいを感じます。また、清和園ではいろい
ろな研修もあり、自分自身のキャリアアップに繋
げる事ができます。是非、私たちと一緒に働き、
成長しながら充実した毎日を送りましょう。

横山 正博  入社10年目
朝海荘●支援・介護員

　介護の仕事を志して地元である朝海荘に就職し
ました。当初は、自分に務まるか、不安に思ってい
ましたが、みんな最初は未経験の初心者からはじ
めている事を知り、不安が解消され、肩の力が抜け
たことを思い出します。
　介護の仕事は自分ひとりではなく、“チーム”で
仕事を分担しあえるのが魅力だと思います。朝海
荘はチームワークがよく、働きやすい環境も整って
いるので、あっという間に10年が経ちました。分か
らない時や不安な時は周りの職員に相談したり、
頼って下さい。教えてもらうことにより自分自身も
成長でき、それがやりがいへとつながっていくと思
います。一緒に“チーム朝海荘”で働きましょう！！

山口 雄輝  入社6年目
福見の園●介護職員

　私は専門学校で介護福祉士の資格を取って地元
に戻り就職しました。福祉施設に就職した理由が人
と関わる仕事に就きたいことと中学の時に職場体験
をさせていただいた時にここで働きたいと思ってい
たからです。身についた介護知識・技術が役立つか
最初の時は不安がありましたが、一緒に働く職員の
方が指導・助言してくださったので、すぐに仕事内容
を覚えることが出来ました。また、福見の園は２つの
ユニットに分かれていて、チームでの意見を出し合
い利用者に支援することや行事の際により盛り上げ
ていけるよう企画をすることが出来るという強みも
あります。自然に囲まれていて外に出ると波風が心
地よく感じる施設で一緒に働いてみませんか？

EI EI MON（イ イ モン）
福見の園●ミャンマー技能実習生

　仕事を始める時は慣れないことや大変なこと
がいっぱいありました。でも仕事の中で先輩たち
のお陰でたくさん勉強しています。
　皆と仕事をする時にはいっぱいの経験をもらい
ながら季節の日本文化等いろいろ丁寧なことを
教えてもらっています。利用者様達と話す時は方
言を教えてもらっています。そして利用者様たちの
笑顔を見た時は心から嬉しいです。
　この仕事を選んだときは大丈夫かなあと思って
心配しました。しかし、実際には和やかな仕事だ
なと思い、選んだことが正しいと思いました。
皆様に私みたいなこの仕事を紹介したいです。

畑田  泉  入社4年目
福見保育園 ●保育士

　保育園では大切なお子様をお預かりしてい
ます。小さな命を預かる仕事なので気の抜けな
い日々ですが、子ども達のいろいろな発見や、
驚き、そして、成長する姿に感動したり、驚かさ
れたりする日々でもあります。これからも先輩
保育士と“明るく元気な保育園“と地域の方
に言われるように励んでいきたいと思います。
　ちなみに私はUターンで地元に戻ってきた際
にこの保育園にお誘いを受け、自然豊かな環境
の下で子ども達が明るく元気に育っている様
子を見て、ここで働きたいと決心しました。一緒
に子どもたちの未来を育ててみませんか？

原則として完全週休二日制を適用しますが、勤務職種に
よっては変形労働時間制を適用し、休日を設定します。
（年間104日～110日程度）

賃貸住居に住んでいる場合は給与規則に基づき住宅手当を
支給します。

■ 人事考課と面談の実施

新卒採用時に10万円支給します。

■ ＩＣＴの導入促進
ICT機器やWi-Fiを導入し職員の負担軽
減と生産性の向上を図っています。

■ 新卒採用祝金

法人として求める職員像を明確にし、
公正な評価を行い、職員のモチベー
ション向上と年２回の面談を通して人
材育成を図ります。

■ インターンシップの受入れ
事業所や仕事内容の理解を深めるため
の就業体験の受入れを積極的に行って
います。

■ 研修の充実と資格取得支援
新人職員のフォロー体制の充実や資格取
得への旅費・宿泊等の支援をしています。

■ フィジカル・メンタルフォロー
法人職員の健康管理を総合的にサポー
トしていきます。離職率も年々低下してい
ます。

■ 年次有給休暇
採用日に5日、半年勤務後に5日付与されます。

■ 介護・育児支援関係
介護休暇、育児休暇、産前産後休暇等
が充実して取得実績もあります。

■ 社会保険等
社会保険、厚生年金、雇用、労災各種
整備しています。

■ 奨学金関係
当法人に採用予定である学生の場合
は、奨学金返済の援助を行っています。
なお、一定期間勤務した後は返済を免
除します。

■ Iターン・Uターン・
　Jターン者への援助
Iターン・Uターン・Jターン者で採用され
る場合は、引っ越し費用（20万円）の貸与
を行っています。なお、一定期間勤務した
後は返済を免除します。
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