
潤生園のモットー

市民を介護で困らせない

今日も一日さわやかに挨拶を交わします。
今日も一日にこやかな笑顔で接します。
今日も一日やさしい言葉づかいで支えます。
今日も一日愛情と真心で介護します。
今日も一日人に尽くせる喜びを感謝します。

職員の五つの誓い

◎社会福祉法人 小田原福祉会
正職員採用について



◎社会福祉法人 小田原福祉会 正職員（年収275万円～500万円）

条件：①２４時間の勤務形態が可能な人
②配置異動を受け入れられる人

選考方法：人物重視による面接 一次面接：法人本部 二次面接：施設長、リーダー

基本給：200,000円～225,000円

別途待遇：資格手当（社会福祉主事5000円、介護福祉士１0000円、社会福祉士20,000円）、被服手当、育児休暇、残業手当、夜勤手当、
被服手当、年末年始手当、賞与年２回、昇給年一回、処遇改善金、通勤手当（（上限月30,000円。マイカー通勤可
ただし上限月20,900円・駐車場代月2,000円）、住宅手当（持ち家15,500円、賃貸20,000円）、扶養手当、役職手当（役職者のみ）、
家族手当(配偶者手当:月16,７00円、子供手当:月6,800円 配偶者がいない職員の場合には扶養親族のうち一人は11,200円)
社会保険完備 被服手当、あいらく会（独自の福利厚生制度・月300円）退職金制度（勤続１年以上）、健康診断

休暇：４週８休、105日、有給休暇（初年度半年後10日）、育児休暇、介護休暇、特別休暇、慶弔休暇

勤務時間: シフト制 ①7：00～16：00 ②8：00～17：00 ③9：00～18：00 ④12：00～21：00 ⑤21：00～7：00

※９時間拘束、実労働時間８時間、準夜勤については、１０時間拘束、実労働時間１０時間※９時間拘束、実労働時間８時間、準夜勤に
ついては、１０時間拘束、実労働時間１０時間法人全体の月残業時間

法人全体の残業時間：（月平均） 8.9時間

研修等： 全国トップクラスの研修体制！当法人の教育体制については、国内外でも高い評価を得ています。入社後の成長サポート
以下のような教育・研修制度を設けています。 ブランクのある方も安心して復帰できます。
・資格取得支援制度(当社の定める推奨資格の受験料法人負担、合格による給与ベースUP) 
・外部セミナーの受講支援制度有 ・
・段階別教育研修（入社時、6ヶ月、2年次、3年次、4年次）
・階層別研修(例:キャリアアップ研修、役職者研修など) 
・ＪＩＣＡ青年海外協力隊派遣制度



【モデル賃金イメージ】（年収）
介護職員：借家住まい

介護福祉士

５年目に主任へ昇進

１０年目は管理者となり家族を持っている

1年目（1等級21号俸）

基本給184,000円

住宅手当20,000円

資格手当10,000円

計214,000円

3年目（2等級1号俸）

基本給189,700円

住宅手当20,000円

資格手当10,000円

計219,700円

5年目（3等級15号俸）

基本給196,700

住宅手当20,000円

資格手当10,000円

役職手当10,000円

計254,700円

10年目（4等級16号俸）

基本給209,700円

住宅手当20,000円

資格手当10,000円

役職手当30,000円

扶養手当16,700円

計286,400円

Aさん 350.1万円

Bさん 457.3万円2017年実績』

Cさん 378.2万円

Dさん 446.2万円

Eさん 442.6万円

Fさん 470.9万円

Gさん 496.6万円

Hさん 506.8万円

※上記実績には夜勤手当・超過勤務手当・賞与を含みます

『潤生園の
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昼間のお仕事の流れ（一例）

朝食のサポート
配膳やご自身で食事を召し上がることが困難な方へのサポート
を行い、食事が終わったら下膳なども行います。また、歯磨きの
サポートも行います。

入浴のサポート
チームでご利用者が安全に入浴できるように、サポートします。初めての方は
ひとりで行うことはありません。ベテランの先輩が必ずつきます。

起床のサポート 着替えや排泄をお手伝いします。

洗顔のサポート

お昼ごはんのサポート
朝食同様、食事のサポートをします

歯磨きのサポート

おやつのサポート

活動のじかん
ご利用者が楽しみを見出せる時間を提供します。午前中同様、順番で入浴される方も
いらっしゃいます。

介護福祉のお仕事は、入浴 ・排泄 ・食事の
ケアのイメージをもたれがちですが 、それは
部分的なものにすぎません。

もちろん大切な仕事ですが 、入所されてい
る方の人生が充実したものになるように支え
ていくことが仕事の目的です。

私たちは利用者さんに向き合って 、その人
の生活が豊かになるにはどうすればいいかを
考えて企画していくプロです。

左記のこと以外にも 、その人の健康面、食
事面、大切な思いなどを共有するために 、記
録を入力します。

また、御利用者の生活の潤いのために、外
出やイベント、家事などの機会も提供します。

利用者さんが快適に過ごせるように 、洗濯
物を畳んだり、お皿を洗ったり、生活空間を整
えたりするのも介護職の仕事です。

家事好きな利用者さんがいらっしゃると 、 リ
ビングで一緒に手伝ってくれたりする事もあり
ます。
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1：00～
2：00

3：00～
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夕ごはんのサポート
朝食同様、食事のサポートをします

歯磨きのサポート

就寝準備のサポート
それぞれの寝るタイミングについでお手伝いします

消灯

見回り、トイレ、
排泄のサポート

見回り、トイレ、
排泄のサポート

介護福祉のお仕事は、申し送りをしながら、３交代で行い
ます。いきなり一人で夜勤をすることはありません。まずは
日中のご利用者の生活のリズムに慣れて頂きたいと思い
ます。

ベテラン職員が教育担当につき、一人でできるまで伴走し
ます。メンタル面も含めてサポートします。また、ミーティン
グなども行い、意見交換をしながらチームでお年寄りに関
わります。分からないことはなんでも聞ける
環境が潤生園の社風です。

夕方・夜間のお仕事の流れ（一例）



私と介護のお仕事

★職種・年目・所属／介護福祉士 3年目 特別養護老人ホーム
★主な仕事内容／ご利用者の生活介助、支援
★やりがい／利用者様と過ごすゆったりとした時間が好きです。

利用者様の〝ニコーッ〟とした笑顔を見ると、疲れもどこかへ
行ってしまいます。

★私がこの法人に就職しようと思った理由/

大学時代にこの法人の施設で実習し、有意義な時間を過ごさせて頂いたからです。

実習を通して職員の、利用者様の生活をより良いものにしようと試行錯誤する姿勢や、実習生を育てようとする熱意が

こちらに伝わってきました。その姿を見て「私も負けていられない」と、自分の持っている知識や経験をフルに使い、

職員の方々に相談しながら実習を進めていきました。その結果、利用者様の素敵な笑顔を見る事ができ、様々な経験と知識

を自分のものにすることができました。

★大学で学んだことが行かせたこと／４年間の介護コースで身につけた技術や分析力を活かせるよう、日々努力しています。
まだ修行中です！！

野地郁美さん



高橋希生さん

これが私の仕事 「最後まで自分の家で過ごしたい」という高齢者の願いを叶える仕事
在宅介護を支える訪問介護は、「最期まで自分の家で過ごしたい」という高齢者の願いを叶え
る仕事です。高齢者が自宅で生活を続ける上での様々な困りごとや悩みを解決するスーパー
マンのような仕事だと思っています。訪問介護事業所に配属されて4年目になりますが、元々
興味があってやりたかった仕事と言うこともあり、辞めたいと思ったことが1度もないのが自慢
です。毎日いろいろな人に会い、逆にたくさんの元気をいただくので、楽しく仕事を続けられて
いるのだと思います。

だからこの仕事が好き！
一番うれしかったことに

まつわるエピソード

だからこの仕事が好き！一番うれしかったことにまつわるエピソード
高齢者の自宅に訪問していると昔の話をしてくださることが度々あります。時にはこっそりと昔
の恋のお話しをして下さったり、逆に相談に乗って下さることもあります。私はおじいちゃん子
でしたが、数年前に他界してしまい気落ちしていたとき、「じゃあ今日から俺があんたのおじい
ちゃんになってやるよ」と声掛けて下さった方がいました。こんなふうにわたしには祖父母がた
くさんいます。私たちが高齢者を支えるのでなく、支えられることが本当にたくさんあります。
温かな高齢者の心にふれると、わたしもじんわりと心が温かくなります。

ズバリ！私がこの法人を
選んだ理由 ここが好き

地域をまるごと支える大規模多機能のチカラ
法人内に特別養護老人ホーム、訪問介護、小規模多機能、通所施設、短期入所、介護支援
センター、福祉用具など様々事業所があり、様々な職種の人が働いています。法人内での異
動ももちろん可能なので自分のやりたいことにどんどんチャレンジし、経験を積むことができる
のが魅力のひとつです。福祉の中でもどんな分野をやりたいのか迷っている人も働きながら
見つけることができると思います。

私と介護のお仕事

所属：ホームヘルプサービス

介護福祉士 4年目



◎キャリアアップについて（キャリアラダー 一例）



Ｈ8 文学部を卒業後、特養の介護職員（社会福祉主事）として入職

Ｈ14 ショートステイに異動し、生活相談員を兼務 介護支援専門員取得！！
Ｈ13 副主任に（何やるんだろう…） 介護福祉士取得！

Ｈ18 地域包括支援センターに異動 主任介護支援専門員取得！！！
Ｈ16 居宅介護支援事業所（ケアマネジャー）に異動 特命担当課長に

Ｈ26 品質保証部長に（ISO認証取得プロジェクトリーダー）
Ｈ25 法人事務局管理部に異動（施設・設備・情報管理）
Ｈ22 東部総合センターに異動 事務長に（グループホーム開設準備室）
Ｈ21 短期入所サービス部に異動（2拠点（計70床）のショートステイ統括）
Ｈ19 在宅支援部（ショートステイ・デイサービス・訪問入浴）に異動

部長に（やれんのか？）

Ｈ29 西部総合センター長に（他職兼務）
専門職大学院福祉マネジメント研究科入学

Ｈ28 事務局長に（品質保証部長・管理部長兼務）

Ｈ15 ショートステイ管理者に 課長補佐に（管理職って何するの？）



保健福祉学部卒 社会福祉士・介護福祉士を取得
特養に介護職員として入職

結婚 第１子出産 育児休業

職場（特養）復帰
時短勤務 第２子出産 育児休業

職場（通所介護）復帰
時短勤務

第３子出産 育児休業

職場（通所介護：生活相談員）復帰
時短勤務

地域包括支援センターに
異動
社会福祉士実習指導者
講習会修了

地域包括支援センターの管理者に就任予定
母校の多職種連携課程を受講予定

かながわ福祉みらい賞 受賞

産前産後休暇、育児休暇、時短勤務活用
により、子どもを産み育てながら仕事を続
けることができました。

9時～16時の勤務時間、子どもの体調不
良などによる急な休みにも対応しやすい
よう、職種・勤務地も考慮してくれました。
様々な事業展開をしている小田原福祉
会だからこそできる配慮です。

介護支援専門員を取得 時短勤務中だったので勉強
する時間も確保しやすかった。
親が勉強すると子どもも文句
言わずに勉強するようになる
ものです。

法人の推薦により素敵な賞を頂く事が出来ました。これ
が縁で講演会にも参加。貴重な体験をさせていただきま
した。

希望していた相談業務へ異
動。実習生の教育も、良い
刺激となります。

法人の制度を活用し授業料等の支援を頂きながら、学校で再勉強です。



Ｈ14 特別養護介護として入職訪問介護2級取得
38歳から介護職をスタート

Ｈ17 特別養護介護（係長）に異動
Ｈ16 特別養護介護課長に昇格

Ｈ25 在宅ホームヘルプサービス(部長)に昇格
H21 介護支援専門員取得
Ｈ20 西部総合センター事務長に昇格

Ｈ29 みんなの家南足柄施設長に異動
Ｈ26 西部総合センター施設長に昇格

H19 介護福祉士取得
Ｈ18 通所介護(センター長)に異動社会福祉士取得



神奈川福祉専門学校 介護福祉士を取得
特養に介護職員として入職

特養主任に昇格

介護支援専門員を取得
小規模多機能へ異動

デイサービス管理者昇格



29歳から介護職をスタート 訪問介護員２級（現介護職員初任者研修相当）を取得
短期入所生活介護（ショートステイ）に介護職員として入職

介護支援専門員を取得
認知症ケア専門士を取得

介護福祉士を取得

特別養護老人ホームに介護職員に異動

社会福祉士を取得

介護福祉経営士を取得

人財育成センターに異動
同年人財育成センター副センター長に昇格
品質保証部兼務
講演・取材等の依頼を受け始める。

人財育成センター長に就任
認知症ケア専門士会理事に就任
大学健康科学部 非常勤講師就任

台湾にて定期講演開始
特別養護老人ホーム介護長、施設介護支援専門員兼務
神奈川県西部職業技術校 非常勤講師に就任
国際・アジア健康構想協議会参加

大学看護学部臨床准教授に就任介護教員を取得
介護福祉士実習指導者取得
社会福祉士実習指導者取得


