
社会福祉法人 小田原福祉会
高齢者総合福祉施設 潤生園

理事長 時田佳代子
1977年4月 設立

神奈川県小田原市穴部377
社会福祉、高齢者福祉全般、地域福祉、海外教育支援

511名（男性105名 女性406名 ）
売上高：1,920,000,000円



福祉の仕事は、仕事を通して

人間的な成長ができます
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エリアをより細分化した組織及び一部の機能を
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監督範囲の適正化を行った。

2018年7月1日 改編

3

事務局

人財開発 管理 経理 企画



社会福祉法人 小田原福祉会

介護の会社ではありません。地域にセーフティネットを張るコミュニティ開発をすること
が使命です

デイサービス、ショートステイ、介護食、24時間ホームヘルプ、海外への介護教育で
は日本のパイオニア法人



（社福）小田原福祉会 潤生園はこんな職場です。

社会福祉法人 小田原福祉会

養成校もあるため、無資格から国家資
格を取得した職員ばかりです。
ベテラン職員がメンタル面も含めて手厚
くサポートしてくれます。

特別養護老人ホーム潤
生園が2016年より始まっ
た神奈川県40000事業
所の中のかながわ
ベスト介護セレクト20を連
続受賞！



社会福祉法人 小田原福祉会

（社福）小田原福祉会 潤生園はこんな職場です。
小田原市内に約40事業所あります！

毎日100台近く潤生園の車が市
内を走っています。



『福祉新聞』より

『毎日新聞』より



実習指定校

・町田福祉保育専門学校
・神奈川福祉専門学校
・日本福祉教育専門学校
・YMCA健康福祉専門学校
・小田原高等看護専門学校
・平塚看護大学校
・大原学園
・日本赤十字看護大学
・駒沢女子大学
・和泉短期大学
・東海大学
・大妻女子大学
・神奈川県立保健福祉大学
・国際医療福祉大学
・大妻女子大学
・関東学院大学
・日本福祉大学
・創価大学
・NHK学園高等学校
・西部総合職業技術校
・名桜大学
・大宮福祉カレッジ
・聖ヶ丘福祉専門学校
・名桜大学
・立教大学
・東京医科歯科大学

共同研究機関



厚生労働省より

感謝状・表彰等

天皇陛下より

韓国・仁済大学より 台湾 台中科技大学より

神奈川県教育委員会より

日本認知症ケア学会より



神奈川県小田原市の社会福祉法人「小田原福祉
会」に昨年末、インドネシアから男女６人の技能実習
生がやってきた。（中略）

脳梗塞後のまひがある関口和男さん（６９）は、排
泄（はいせつ）介助にデヴォ・ガリ・マナウラさん（２
３）の手を借りる。「デヴォさんの介助はうまいよ。それ
にね、ビートルズやローリング・ストーンズを歌ってくれる。
最高だね」

デヴォさんは、故郷に日本型の介護事業所を開くのが
夢。「日本の介護はインドネシアと全然違う。できないこ
とをしてあげるのではなく、自立支援が大事だと知った。
日本の介護をインドネシアでやりたい」日本型介護とし
て、同法人の井口健一郎人財開発部長は、自立支
援、生活を支える認知症ケア、自然な看取（みと）り
などを挙げる。「アジアは今も家族介護が中心で、暮ら
しを支える視点はない。若い人を育てて、現地に還元
する国際貢献のモデルを作りたい」という。（中略）

介護は、かつて日本でも“嫁”が担う「家庭内労働」だっ
た。介護保険制度の創設から約２０年。介護の社会
化が進み、日本の取り組みはアジアでも注目されるよう
になっている。

（『産経新聞』2019.1.9掲載）



小田原クイズ



第４回
日本「住みたい田舎」
ベストランキング
「首都圏エリア」（平成28年）

小田原市が第５位

神奈川県では第１位



Ｑ２東京駅から小田原駅まで35分である



小田原市の概要

・足柄平野 ≒ 山手線内

・戦国～大正時代の
重層的な歴史

1
4

・神奈川県西部の中心都市
人口は約20万人

・海、山、川、平野、里が
コンパクトに揃う

・一次、二次、三次産業が
多彩にバランスよく揃う

・小４社会教科書モデル都市
→ 日本の縮図

新幹線
品川27分
東京35分

東海道線
品川75分
新宿83分
東京85分

小田急線
新宿
特急59分
快速87分

・交通の便が良い



小田原から新幹線通勤した場合のトータルコスト比較（土地のみ）

小田原市

新幹線定期代
（在来線差額）
30年分
1,200万円

土地費用
土地200㎡

小田急線蛍田駅4分
1,800万円

合計
通勤時間60分
（電車56分）
3,000万円

＝+

浦安市

土地費用
土地165㎡
新浦安駅8分
通勤時間44分
（電車28分）
4,900万円

横浜市青葉区

土地費用
土地160㎡
あざみ野駅8分
通勤時間55分
（電車47分）
6,900万円

さいたま市大宮
区土地費用

土地125㎡
大宮駅13分
通勤時間47分
（電車34分）
3,500万円

国土交通省『土地総合情報システム』不動産取引価格情報（平成27年第3四半期）より抜粋



小田原から新幹線通勤した場合のトータルコスト比較（建物付）

小田原市

新幹線定期代
（在来線差額）
30年分
1,200万円

住宅費用
土地135㎡・延床105㎡
H27築・小田原駅11分

2,900万円

合計
通勤時間46分
（電車35分）
4,100万円

＝+

小平市
住宅費用

土地125㎡・延床100㎡
H27築・一橋学園駅16

分
通勤時間68分
（電車52分）
4,600万円

横浜市青葉区

住宅費用
土地125㎡・延床100㎡
H27築・青葉台駅10分

通勤時間64分
（電車54分）
5,800万円

国土交通省『土地総合情報システム』不動産取引価格情報（平成27年第3四半期）より抜粋

22分増
500万円
増

18分増
1700万円

増



新築物件

とにかく、地価、物価が安い！



小田原市の子育て環境

認可保育所の定員数が多い

病児・病後児保育が充実

子育て支援施設が充実

全放課後児童クラブで小６まで受入れ

全公立小中学校で学校給食実施

小学校修了まで医療費無料化

人口1万人あたりの定員数が
神奈川県で第1位

病児1、病後児２ヶ所が
５km間隔でバランスよく配置

ファミリー・サポート・センター1
子育て支援センター４
地域子育てひろば２３ヶ所

全てのクラブが小学校の学校敷地内
土曜、夏・冬・春休みも受入れ

地場産物を最優先に使用
「小田原献立」や「かまぼこ給食」も

通院・入院ともに全額助成
（１歳以上から所得制限あり）



夏暑すぎず、冬寒すぎない

始発駅なので、必ず座れる

富士・箱根・伊豆・湘南・東京が近い
どこへ行くにも渋滞知らずで約1時間

起業にも適した立地条件

鉄道駅が１８あり（県西では４１）
駅から半径１ｋｍ圏エリアが広い

イベントや祭りがたくさん開催される

海の幸は豊富だし、野菜や柑橘など美
味しい旬の食べ物が本当にたくさん
あって、季節の移ろいや繊細な変化を
日々感じられる

（大学教授）

心が落ち着く場所がたくさんあるからか、
とにかくみんな、人間が暖かい

（地元企業社員）

魚屋さんが多く、
朝獲れ鮮魚がお昼に食べられる いろんな農業体験ができる



介護クイズ



Ｑ1 介護は、オムツの交換、入浴のお世話、
お年寄りを持ち上げる、食事を手伝うなどの
肉体労働ばかりだ



誤 解

家族の行う介護のイ
メージばかり先行して

いませんか？



私たちプロの行う介護は、
こころとからだの両面に関わる仕事です。



介護は、ご利用者の24時間、365日の暮らしを支える専門職です



Ｑ1 介護は未来やキャリアがみえにくい業種である。



誤 解

介護現場のみならず、
様々なキャリアを広げ

られます。









◎キャリアアップについて
法人内の研修制度で国家資格取得までいけます！

現場職員

現場リーダー 相談援助職 マネジメント職 専門職エキスパート 教員

法人が応援し、取得できる資格
・介護福祉士（国家資格）
※法人内に養成校あり
・社会福祉士（国家資格）
・介護支援専門員（ケアマネジャー）
・認知症指導者
・介護教員（厚生労働省・文部科学省認定）

・認知症ケア専門士
・介護福祉経営士
・日本語教員 など

まずは最前線で経験を積んでケアのプロフェッショナル
を目指してもらいます。
※特性を見極めて、事務局員として配置されること
もあります。

入社
入社時研修（約２ヶ月）
介護職員初任者研修※公的資格
事業所体験
認知症の理解などをはじめとする法人内研修
研修期間中は残業はありません

将来的には法人を支える立場として活躍の舞台をご用意しています。



介護のお仕事とは



一日の業務の流れ（介護職員）

7：00
・夜勤の方から申し送り等確認
・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

8：00
・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。

9：30
・フロア見守り、レクリエーション、くつろぐためのサポート、記録入力等

11：30
・遅番のスタッフに申し送り
・休憩



13：15
・チームで食事の片付け、排泄のサポート
・食事量の記録をつける

14：00
・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。

16：00
・入浴の記録を入力する。
・申し送りをして業務終了

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 。

上記のこ 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 。



ケアマネジャーはプランの設計者です
（相談援助の専門職）

情報を収集し、プランを作成します要介護のお年寄りが充実した暮らしができる
よう、地域を走りまわります。

家族から介護の相談を受けて、どのような
サービスが必要なのか把握します。

ご利用者が充実して暮らせるように、支えるプランナー
です現場のメンバーからも意見を聞きながら計画し

た、状況の様子も確認し、評価します



入社時 ６ヶ月 ２年次 ３年次 ４年次

プロフェッショナル

• 介護技術研修

• 認知症ケア

• ターミナル

• 自立支援

• etc

管理職

• 管理者研修

• リーダー研修

• サブリーダー研修

• Draw Up！研修

（６法人合同研

修）

教育者

• 教育責任者研修

• 介護教員養成

• 実習指導者研修

• 大学院派遣

外部研修へ積極的に
派遣

（受講費法人負担）

他事業所や他法人へ
の実習研修もあり

あなたのキャリアプランを全面バックアップ！！



みなさんの成長を支援します！

職員研修

潤生園の協力体制は万全で、お互いの力を十分に生かして良質なケアを提供
しています。学ぶ意欲の高い職場は、専門職としてのあなたの成長を約束し
ます。新卒者全員が介護職員初任者研修、実務者研修を法人内研修として受
講ができ、介護職福祉士の国家資格に挑戦ができる体制を組んでいます。ま
た、認知症ケア実践者研修、リーダー研修を始め介護の専門家とステップ
アップできる研修、リクルート、日本社会事業大学、神奈川県立保健福祉大
学など外部機関での研修、研究発表の機会も数多く設けております。「ご利
用者の人生を支える専門職」へと成長できる仕組みを構築しています。現任
者教育については、国内外より高い評価を受けています。



Ｑ２ 介護は大手企業と関わりのない業界である



誤 解

企業が福祉に注目
そこで働く人の

価値が高まります。



これからは「福祉×〇〇」の時代

福祉×TOYOTA
トヨタ自動車がつくる

介護ロボット

福祉×公文式
くもん学習法を認知症予防に



他にも「福祉×〇〇」が

（コンビニにケアマネ）

『ネットスーパー』

『大手企業も福祉業界へ参入』

『配食サービス』



Ｑ３ 介護は賃金が低い業種である



誤 解

決して他業種よりも
低くはありません。





◎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、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、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) 
・青年海外協力隊（JICA）派遣制度有



【モデル賃金イメージ】
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30,000円

資格手当10,000円

計224,000円

3年目（2等級1号俸）

基本給189,700円

住宅手当30,000円

資格手当10,000円

計229,700円

5年目（3等級15号俸）

基本給196,700

住宅手当30,000円

資格手当10,000円

役職手当10,000円

計264,700円

10年目（4等級16号俸）

基本給209,700円

住宅手当30,000円

資格手当10,000円

役職手当30,000円

扶養手当16,700円

計296,400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



医療・看護と介護



医療・看護

介護

社会復帰

身体の回復
精神的回復・支援

治療

医療は治す
介護は暮らす

介護福祉士は暮らしのケアの専門家であり、
介護福祉士は国家資格です。



介護福祉士は国家資格です！



介護は女性の人気資格
女性の人気資格ランキングベスト１０

１介護職員初任者研修
２医療事務
３ネイル
４リフレクソロジー
５介護事務
６ヘアメイク
７心理カウンセラー
８メイク
９調剤薬局事務
10実務者研修

ベスト１０でも、３つが介護に関係する資格です。
国家資格は、いつまでも自分に備わっている財産となります。

女性資格ネット http://womenshikaku.net/ranking/

http://womenshikaku.net/kaigofukushi/shoninshakenshu/
http://womenshikaku.net/iryoueisei/iryoujimu/
http://womenshikaku.net/biyou/nail/
http://womenshikaku.net/biyou/reflexology/
http://womenshikaku.net/kaigofukushi/kaigojimu/
http://womenshikaku.net/biyou/hairmake/
http://womenshikaku.net/biyou/psychologycounselor/
http://womenshikaku.net/biyou/make/
http://womenshikaku.net/iryoueisei/chozaijimu/
http://womenshikaku.net/kaigofukushi/jitsumushakenshu/


介護で大学教員になれる？！



介護はこころとからだの両面に関わっていく仕事です。

その専門家を育てる教員になるチャンスがあります。
受講生の方と人生について語ったり、体重を感じなくなるような介護技
術を教える先生になります。

みなさんが登壇する学校は、国家資格を認定する公的な教育機関に
なります。職員の中では海外で活躍する介護教員もいます。



社会福祉法人小田原福祉会 人財育成センター メディア掲載
2016年
・介護ビジョン3月号（日本医療企画） 『現任者教育に一石を投じたい』 センター長 井口健一郎
・神奈川新聞 『介護職員定着セミナーから』（9/11付）センター長 井口健一郎

2017年
・HELPMAN JAPAN発行 福祉の教材「HELPMAN JAPAN ～介護で働くということ～」 「介護 ｘ 海外」 センター長 井口健一郎
・介護求人ナビ Draw Up!研修リポート （全3回）
・台湾 永信社會福利基金會の紹介HP『潤生園の介護＝人生を蘇生させ、自信と尊厳を取り戻すケア
http://www.ysp.com.tw/tw/magazine/30
・神奈川新聞 『自分自身の強みを再発見～６法人合同研修』（12/12付）
・『訪問看護と介護』（医学書院）『ケアのヒュッテ』（12月号）

2018年
・「介護福祉経営士」情報誌 Sun』（19号）の特集

社会福祉法人小田原福祉会 人財育成センター
小田原福祉会には、学校（養成機関）と人財開発部（人財育成センター）
という業界にもあまりない教育に特化した部門があります。

法人内の養成施設
・介護職員初任者研修（県認定資格）
・介護職員実務者研修（国家資格必須研修）
・同行援護従業者研修（県認定資格）

講演・出張授業
・台湾 自立支援工作坊 ・韓国 仁済大学 ・国立台湾大学
・神奈川県立保健福祉大学 ・桜美林大学 ・創価大学
・東海大学 ・平塚看護大学校 ・YMCA健康福祉専門学校
・神奈川県立西部総合技術校
・未来をつくるkaigoカフェ



介護の教員になる人の応援体制も
整っています



100年人生５０年後に何が残る？







ＡＩ







ライフワークバランス



長く働ける仕事
人生の経験が活きる仕事





介護の仕事はつながりを作ること。
私たち自身も人生が豊かになれる仕事です



自己受容・自己承認

出展:マーケティング&
トレンド研究所HP



人生の最期をどう考える？



ビジネスチャンスとしての介護



介護ｘ海外





日本の介護技術が世界に注目され始めています

2017.02.09
『国際・アジア健康構想』協議会
『日刊工業新聞』より

グローバル市場で日本の技術、
ノウハウはトップクラス
注目の輸出産業

アジア各国の期待は大きい



当法人は、「福祉×海外」のプロモーター

オランダ大使館 調査員

台湾国立大学で講演 韓国 仁済大学国際シンポジウムで講演



当法人はＪＩＣＡとの連携法人です。職員の青年海外協力隊派遣制度有 （６ヶ月～２年）

×



資料



入社時 ２０代 ３０代 ４０代

キャリアイメージ

介護副主任 主任 所長 施設長 事業部長

介護総合職

事務職

主任 係長 課長 部長



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


