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介護支援サービスの理念とケアマネジメント

理　念

私たちは、利用者一人ひとりについて、地域における施設での生活がどうあるべきかを
パーソンセンタードケアの視点を根幹において、次のようなケア理念をつくりました。

あなたの立場に立ち、あなたを感じ、
あなたを理解できるようなサービスを目指します。

　老いていくこと、障がいをもつこと、多くの病気を患うこと…等、誰もが望んでそのような状態になるわけ
ではありません。しかし、もし、そのような状態になった時に、自分のことを知って理解しようと努めて側で支
えてくれる人がいるということは、人が生きていくためには大きな支えとなるのではないでしょうか。私たちの
目指すケアの中心には利用者様がいます。その軸をしっかりともち、新しい地域ケアのあり方を模索し、発
信し続けていきたいと考えています。

理事長

池田　志保子

　仕事において、指導する人によって教
え方が変われば働く人は困ってしまいま
す。恵仁会では、そういう不安を抱える
ことがないように教育専門の担当者をお
いています。介護の経験がない方でも安
心して働ける環境です。新しい人生の一
歩を恵仁会で始めてみませんか。

統括本部長

林田　貴久

　介護の仕事と一言で言ってもいろいろ
な仕事があります。そして、コロナ禍の今、
介護は安定した産業と言えます。
　給与・職場環境・人間関係において、
安心して働ける職場だと自信を持って言
えるので、ぜひ一緒に働いてみませんか。
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「働く人を大切にする」

 持ち上げない介護（ノーリフト）
天井走行式移乗リフトや特浴、入浴用リフトを設置し、
利用者様・職員共に安心・安全に移乗介助が行えます。

 介護の業務効率化
見守り生体センサー ( 見守り支援システム )により、
利用者様の睡眠の状況などが把握できるようになり、
見回り業務の効率化に繋がりました。

ICT導入例…�勤務管理や訪問スケジュール調整、記録作業
等を情報・通信機器等を活用して、紙の記入
作業から電子媒体の記録へ切り替えを行って
います。それに伴い、円滑な情報共有やミス
の減少、業務負担の軽減を行っています。

  資格取得支援
無資格者ゼロを目指し様々な資格取得のための支援を行っています。
（初任者研修、介護福祉士）

  教育環境
未経験の方でも安心して働けるように研修制度も充実しています。エ
ルダー制度、キャリア段位制度を中心としたステップアップが図れます。

  福利厚生の充実
各種保険はもちろん、イベント・職員旅行に対する補助や様々な手当
てなどが充実しています。

  ライフスタイルに合わせて
事業所がたくさんあるので自分の生活に合わせて、様々な働き方がで
きます。

  子育て支援
法人が経営する池田保育園があるので安心して子育てと仕事が両立で
きます。

恵仁会では最先端の機材やシステムを取り入れ、働きやすい職場作りを目指しています。

恵仁会の強み
〈見守り生体センサー〉

〈天井走行式移乗リフト〉

導入済のICT及び
介護ロボット

⃝ 天井走行式移乗リフト
⃝ 見守り生体センサー
⃝ インカム
⃝ 介護記録システム
⃝ グループウェア

等々…
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介護の世界に進も
うと思ったきっかけ

A保育士か介護職になりたく、
保育園と介護施設にそれぞれ体
験に行って介護施設の方に興味
が湧いたので介護職を選びまし
た。　　　   （20代女性）木場さん

A高齢者と話をすることが楽し
くて、進路に悩んでいたところ
学校の先生から介護の仕事が
あると紹介されました。

  （30代女性）小出水さん

A人を笑顔にする仕事に就きた
いと思い介護職を選びました。社
会福祉学科に入っていたのです
が、介護に興味があり介護職につ
きました。介護施設の実習をきっ
かけに介護の仕事をしようと思いま
した。　　　   （20代男性）橋口さん

A時代とともに ( 高齢化に伴い )
介護職が必要とされるし、仲間
と一緒に人の人生
を支える面白さや
楽しさがあるから
です。
（30代男性）領家さん

A利用者様とご家族の時間を
ちゃんと作ることが大切だと感じ
ました。コロナでの面会の機会
が少なくなってしまいましたが面

会など利用者様と
家族と一緒に過ご
せる時間を大切に
していきたいと思い
ました。
（20代女性）弓田さん

A学校でも実技はあったので
すが実際にしてみて現場との違
いを感じました。利用者様の体
の状態をよく見ること・知ること
が大切だと思いました。 

 （20代女性）川畑さん

A利用者様に頼りにされることが
モチベーションになっています。

　 　 （20代男性）白川さん

A就職先として恵仁会を選んだ
理由は、特養という大きな母体
があり、デイサービスや訪問介
護など色々な事業をおこなって
いるので色々な介護を学べると
思いました。 （20代女性）弓田さん

A仕事で困ったときにはすぐに
対応していただけるので相談し
やすいです。また、子どもが病
気などの時は休みをいただけた
り融通をしていただけてとても
助かっています。

（30代男性）吉永さん

買い物とか結構好きな
ので、雑貨屋巡りとか
してストレス発散してい
ます。今はなかなかで
きないですけど（笑）

アンケート結果（うれ
しかったこと、やりがい

を感じること）

　1 位：利用者様や家族から感謝や労いの言葉をもらったこと

　2 位：介護の仕事の全てがやりがいである

　3 位：利用者様の生活・生涯を支えることができてうれしくやりがいを感じる

　　　   （同率）介護や医療面のケアで利用者様の身体的・精神的な向上が実感できた

他にこんな意見あり
ました

介護をしてみての感想
や印象に残っていること

20代
13％

30代
21％

40代
19％

50代
21％

60代
21％

その他
4％

10代　1％

5年未満
33％

5～10年未満
28％

10～15年未満
24％

15～20年未満
7％

20～25年未満
7％

25～30年未満
1％

勤続年数では…

長女が今、手紙ブーム
なので、ぎこちないひ
らがなで一生懸命書い
ているのですが、その
手紙や似顔絵をもらっ
たら「仕事を頑張ろう」
といつも思いますし、
元気をもらっています。

Q

1
Q

2
Q

3

STAFFに色々 聞いてみました！

未経験でわからな
いことが多く、先輩
や上司に質問をした
ら基本から教えてく
れた。毎日介 護 の
勉強をして日々の仕
事をしている。

利用者様が名前を覚えてくれたり、「ありがとう」と
感謝を伝えられたり、「あなたがいてくれてよかった」
と言ってもらえて、「自分でもできることはあるんだな」
と思い長く介護職を続けることができている。

年代別だと…

BTSとBLACKPINKのYouTubeBTSとBLACKPINKのYouTube
をみて踊ることが 最近のマイをみて踊ることが 最近のマイ
ブームです！ブームです！
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Q.  介護職に就こうと思ったきっかけ

A. 【佐藤】 　困っている人や助けを求めている人の
力になりたいと思い、介護職を選びまし
た。

Q.  恵仁会を選んだ理由

A. 【佐藤】 　兄が恵仁会で働いており、職場の雰
囲気や業務内容などの話を聞いて、働き
やすい職場だと感じ、選びました。

　　　【 愛 】 　地元で働きたいという思いがあり、調
べたところ恵仁会は規模も大きく、昔から
知っている場所だったので、ここで働き
たいと思い選びました。

Q.    研修制度や指導について

A. 【 愛 】 　エルダー制度というものがあり、勤続年
数や世代が近い方が指導してくださるの
で、相談や分からないことが聞きやすかっ
たです。

　　　★エルダー制度とは… 新入社員と年齢が近く、社
歴の浅い先輩職員が教育係
として実務指導を行うこと。

Q.   休みについて

A. 【 愛 】 　毎月希望休の確認があるので取りやす
いです！！！

Q.   今後の目標について

A. 【佐藤】 　実務経験を満たしたらケアマネの資格
を取りたい。職場の先輩の仕事を参考
にして、自分の介護・介助の仕方を見つ
けていきたい。

Q.   入職してくる方に向けてアドバイス！！

A.   介護の仕事は、“ きつい ” とか “ 汚い ” というイ
メージがありますが、実際行ってみるとそうでも
ないと思います。恵仁会は職員数も若い職員も
多く、エルダー制度もあるので、分からないとこ
ろも親切に指導してもらえますので、どんどん声
をかけてください！

職員へインタビュー
恵仁会に勤める7名の Q A＆

あれこれ 新　人
転　職
育　休

養護老人ホーム　寿光園
佐藤 琉星さん

特別養護老人ホーム
鹿屋長寿園　愛 瑞希さん

新 人

介護業界や看護
業界において

重要視されている

エルダー制度
実際の仕事で関わる先輩が

あなたをしっかりサポート！

人を笑顔にできる仕事！

自分が笑顔になれる

仕事！！

コロナ対策も
きちんとしています。
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Q.   介護を選んだ理由

A.   【川畑】 　資格職で安定していることと、以前の
職場でお客様より介護のことをいろいろ教
えていただき、介護の世界があることを知
り、興味をもったからです。

　　 【白川】 　介護職の知り合いから話を聞いて、もと
もと興味があったため、前職をやめるタイ
ミングで挑戦してみようと思ったからです。

Q.  恵仁会を選んだ理由

A.   【川畑】 　介護の先生から恵仁会を勧められ、見
学をしたところ、研修制度や福利厚生が
充実しており、雰囲気も良く、利用者様の
身だしなみもきれいにされていたため恵仁
会を選びました。

Q.    実際に介護をしてみて

A.  【川畑】 　他の職員より時間がかかってしまい、自
分には向いていないかもと思うこともあり
ましたが、先輩職員よりアドバイスを受け
て、意識すべきポイントやできていないと
ころを改善することができるようになりまし
た。利用者様より「あんたが元気だから
私も元気になれる」などの言葉をいただ
き、元気をもらっています！

 　　 【白川】 　入浴介助や排せつ介助など、きつそ
うなイメージでしたが、実際にしてみて、　
気を遣うところはありますが、自分にでき
ないと思うことはなかったです。利用者様
に喜んでもらえたり、頼りにしていただけ
ることがうれしいので、もっと上手に介助
できるようになりたいと思いました。

Q.  研修について

A.    【川畑】 　3 か月間座学や他事業所を経験させて
もらったり、手厚く研修させていただきま
した。

Q.    今後の目標について

A.   【川畑】 　看取りの方の接し方、最期を迎える時
によりよく自分らしく最期を迎えていただ
けるようにするにはどのようにしていけば
いいかが、答えは出ない問題かもしれま
せんが課題だと思っています。

  　　 【白川】 　介護福祉士をとることが目標。利用者
様に何ができるか、どうしたら喜んでもら
えるかを考え、頼りにされる介護職になり
たいです。

養護老人ホーム寿光園　白川 裕紀さん

特別養護老人ホーム
鹿屋長寿園
川畑 千夏さん

無資格、未経験で
も大丈夫！！

資格取得制度
あります。
頑張るあなたをしっかり

バックアップ！！

転 職

スキルアップ

入　職
スタッフ

リーダー
管理者

経験と役割に応じ
た研修があります

リーダー育成研修
介護技術やコミュニ
ケーションスキルを
学び、モチベーショ
ンアップを図ります。

リーダー研修
スタッフを育成しな
がらチームをまとめ
る力、施設庁をサ
ポートするスキルを
養います。

管理者研修
サービス全体をマ
ネジメントするため
に必要な知識や手
法を確認、共有しま
す。　

介護職員
初任者研修

介護職員
実務者研修 介護福祉士 介護支援専門員

認知症介護
実践者研修

認知症介護
管理者研修

資
格
取
得
支
援

１年目 3年目 5年目

◆入職後のステップアップイメージ
キャリアアップ
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Q.  復職後について

A.    【小出水】 　子育てもあり 8 時間勤務で早出・遅
出はしていたのですが夜勤はなかった
です。子育ての時間に合わせて勤務を
組んでもらうことができるので、今は、
短い勤務を希望して 9 時から 17 時の
勤務をしています。時間を選べるように
なったので、子育てしやすく働きやす
い環境です。

Q.   仕事と家庭の両立について

A.   【小出水】 　夫が家事を手伝ってくれるので仕事
と家庭を両立できています。一通りの
家事は手伝ってくれているので助かっ
ています。仕事から帰ってきたら家事
をすぐに手伝ってくれます。昔は勤務
の時間帯が選べなかったので両立は
大変でした。早出・遅出があったので
子供の保育園の迎えが難しく、夫婦で
やりくりをして迎えをしていました。今
は、働きやすい・子育てのしやすい環
境になっていて、職員も協力してくれる
ので子供を産むたびに働きやすいこと
を実感しています。現在 4 人、子供が
いて産休は 3 回取っています。

Q.   入職してくる職員へのアドバイスについて

A.   【小出水】 　希望休は取りやすく、また、子供が
急な病気の時もスムーズに休みを取る
ことができます。子供をもつ親にとって
はとても働きやすい環境です。自分は
健康で子供都合で休みをもらうので後
ろめたさを感じることもありますが、他
の職員の言葉に甘えることができ支え
られていると感じています。施設側が
妊娠していても働きやすい環境を考慮
してくださり、ここまでは妊婦さんでも
できるが、ここからはさせてはいけな
いというマニュアルがあります。

Q.   産休前・後で変わったこと（仕事、気持ちの面等）

A.      【熊部】 　出産前は家にいるより働きたいと思っ
ていましたが、実際子どもが生まれると、
子どもとの時間を大切にしたいと思うよう
になりました。復帰後、フルタイム⇒短
時間勤務になり、勤務時間も減らしたこ
とで気持ち的に楽になりました。

Q.   お子さんが急に熱を出したり、体調を崩した
りしたとき、早退などはしやすいですか？

A.       【伊牟田】 　しやすいと思います。仕事復帰する
前に管理者と話をして、勤務時間等
の相談ができました。

Q.   周りの職員から「この言葉に救われたな」
などはありますか？

A.       【伊牟田】 　子育てについて「私もそうだった」
などと共感の声をかけられた時に、「皆
通る道なんだな」と思いました。共感
の声をかけられたら、「自分だけじゃ
ないんだ」と思えるし、「疎外感はな
いな」と思いました。心配してもらっ
たら嬉しいというのはおかしいのです
が、「お子さん大丈夫？」などと言って
もらえたら母親として認めてもらえてい
る気がして気持ちが楽になりました。

特別養護老人ホーム
鹿屋長寿園

小出水 友美さん

小規模多機能ホーム
哲ちゃん家

熊部 愛美さん

育 休

ホームへルパーステーション
鹿屋長寿園

伊牟田 円佳さん

子育てと仕事を両
立するための

子育て支援
法人が経営する保育園があり、

働きやすい環境を整えて

います。
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職員の1日のスケジュール職員の1日のスケジュール

☆実際に体験してみて☆

・ �初めて介護を体験し、 職員が明るく、 声を掛

け合い助け合う姿が印象的でした。

　�　大変な仕事ですが、�「ありがとう」 の言葉

が溢れている仕事です。

体験
してみました

恵仁会の色々なサービスの中で、ホームヘルパーステーション鹿屋長寿園と
小規模多機能ホーム花海家長寿園の介護職の体験をしてみました。

ホームヘルパーステーションとは…
利用者様のご自宅に訪問し、「身体介護」

「生活介護」を行うサービス事業所です。

ヘルパー

花
はな

海
み

家
ち

8：00 日別訪問予定表確認
割り振られた訪問先、情報の確認

8：30 訪問介護　活動開始
バイタルセット、清拭タオルの準備

13：30 お昼休憩

14：30 活動開始
午前中の引継ぎを受け、活動開始

17：00 退勤
1 日の記録を行い、情報共有を行う。

8：00 送迎

9：30 検温・お茶

10：00 入浴介助・レクリエーション
朝礼（職員の挨拶やラジオ体操）

脳活性化運動（塗り絵・計算問題など）

11：30 食事前の口腔体操

12：00 昼食・昼食後の口腔ケア

13：00 静養（ゆっくり休まれたり、利用者同士の交流）
※午後の入浴介助なし

15：00 午後の体操・レクリエーション

16：30 送迎

17：00 退勤

（あくまで一例です。8時~17時勤務の場合）

活動内容
・ おむつ交換、着替え、洗濯、服薬確認、

買い物、夕食準備など

・ 朝、昼、夕　3 回別のヘルパーさんが入
り行ったこと・できなかったことを連絡ノー
トで情報共有する。

事務職員　河崎 由利香さん

小規模多機能ホームとは…
デイサービスを中心に訪問介護やショート
ステイを組み合わせ、在宅での生活の支
援や機能訓練を行うサービス事業所です。
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イベント ・・・

# ボーリング大会
# 賞金もらいます

イベント ・・・

# ビアガーデン
# 夜空に乾杯

イベント ・・・

# 忘年会
# 華麗なるステージ

イベント ・・・

# 夏祭り
# 我ら池田組
# 勢ぞろい

職員旅行 ・・・

# ありあけタコ街道
# 熊本
# タコＢＩＧ！！！

職員旅行 ・・・

# 神社
# 三重
# この樽ぜ～んぶ飲みたい♥

職員旅行 ・・・

# ディズニー
# 千葉
# 夢の国…帰りたくない

職員旅行 ・・・

# めんそ～れ♪
# 沖縄

職員旅行 ・・・

# 三井グリーンランド
# 熊本
# ガオ～　ジャンプ！！！　

職員旅行 ・・・

# 釣り
# 鹿児島
# 俺たちイケメン ?！( 笑 )　自称：アイドル

職員旅行 ・・・

# 伊勢神宮参上
# 三重

職員旅行 ・・・

# ディズニー
# 千葉
# お友達が出来たよ

職員旅行 ・・・

# ゴルフ
# 鹿児島
# ナイスショット！！！

職員旅行 ・・・

# 城山観光ホテル　# 豪華ランチ
# 女子会　# 鉄板焼き

恵仁会イベント

職員旅行 ・・・

# 鹿児島　# 紅葉が綺麗でした！！！

# 霧島　# 紅葉日和
# もみじまんじゅう食べたい・・・
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柿の皮むき

水仙の球根植え

ひな祭り ダマスクの風

お花見

新じゃが
だよ～

おやつかき氷提供

スイカ割

初詣
クリスマス

冬 -Winter-

利用者様との季節の風景

激写！
コロナ撃退の
瞬間

寿光園・笠之原町内会親和会合同運動会

秋 -Autumn-

夏 -Summer-

春 -Spring-

鬼
は
外
～

　

福
は
内
♪
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鹿屋市

大崎町

垂水市

東串良町

曽於市

肝付町

錦江町

南大隅町

志布志市

社会福祉法人会 恵仁会　事業所マップ

祓 川
エリア

はらい　   がわ

花 岡
エリア

はな　　おか

笠之原
エリア

かさ　 の　   はら ・養護老人ホーム 寿光園
・ホームヘルパーステーション 鹿屋長寿園
・住宅型有料老人ホーム 笠之原長寿園
・住宅型有料老人ホーム 新川長寿園
・ミニデイサービス 瑠璃ちゃん家
・グループホームあいら
・指定居宅介護支援事業所 鹿屋長寿園
・相談支援事業所 長寿園あかり
・児童発達支援事業所あかり
・企業主導型保育事業 池田保育園
・共生型サービスるりちゃん家（令和4年2月予定）

・特別養護老人ホーム 鹿屋長寿園
・短期入所生活介護 ショートステイ
・住宅型有料老人ホーム げんき
・グループホーム ふれあい
・ケアコールセンター 鹿屋長寿園
・小規模多機能ホーム 哲ちゃん家
・在宅老人デイサービスセンター鹿屋長寿園

・ 介護付有料老人ホームプライエボーリ
優花里

・小規模多機能ホーム 花海家長寿園

・ミニデイサービス 舷揮くん家
・介護保険相談センターかのや
〈鹿屋市委託事業〉
・鹿屋市生活支援体制整備
・鹿屋市高齢者等訪問給食サービスセンター
・ 鹿屋市高齢者世話付市営住宅援助員設置事業

（ウィズ下祓川市営住宅・桜ヶ丘市営住宅）
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特別養護老人ホーム  鹿屋長寿園
社会福祉法人 恵仁会

〒893‒0024　鹿児島県鹿屋市下祓川町 1800 番地
TEL 0994‒43‒2546
URL http://www.kanoya-choujuen.jp/ ホームページ

人
と
の
つ
な
が
り
が
幸
福
を
も
た
ら
す


