


「つばさ」で、人と社会に貢献し
こころ豊かになる仕事をする。

台東つばさ福祉会　法人理念
１）利用者本位のサービス提供
２）地域福祉の担い手としての社会への貢献
３）透明性のある法人運営の遂行

台東つばさ福祉会が台東つばさ福祉会が

求める求める人材像人材像
３
２
１チームに協力し貢献できる人

前向きにチャレンジする人

明るく笑顔で楽しめる人

台東つばさ福祉会は平成 6 年の開設以来、障害
者福祉に特化し、幅広く総合的な事業展開をし
ています。通所型施設、入所型施設をはじめ、
相談支援、就労支援等の事業も行っています。
障害者福祉従事者として、基礎から専門的なレ
ベルまで、確かな経験を積むことができます。

人材育成、キャリアパス、多様な働き方への対応な
ど、現場で働く職員を支えるための、組織的な取り
組みに力を入れています。明るく自然体な職場雰囲
気も、台東つばさ福祉会の特徴です。利用者との関
わりや、職員同士のコミュニケーションで、堅苦し
いことはありません。時に困ったことがあったら、
職員間で相談し合い、助け合って問題を解決してい
きます。台東つばさ福祉会は、「働きやすい職場」
であり続けるための努力を続けています。

台東つばさ福祉会は、台東区の外郭団体です。行政機
関である台東区と綿密な協力関係にあるので、安心し
て職務につくことができます。また、台東区勤労者サー
ビスセンターに加盟し、さまざまな特典を受けることが
できます。事業所は全て台東区内にあり、勤務地への
経路が大きく変わることはなく、住居の引っ越しが必
要になることもありません。下町情緒溢れる台東区が、
私たちの仕事の舞台です。

働きやすい職場を目指して進歩

「台東区」と共に

「障害者福祉」
サービスを専門的に
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①
「
働
き
方
」

高い雇用条件

ワークライフバランスの実現

上野・浅草・秋葉原が勤務地
活気のある上野・浅草が近く、非常に恵まれた地理環境です。
通勤や移動にも便利な地域です。

福利厚生が充実しています。また、毎年昇給があり同

業他者と比較しても高水準の給与が得られます。

年間を通してしっかり休日を確保
できます。生活支援施設では、希
望休も比較的に取りやすく、計画
的な有給休暇や、家族の都合に合
わせての休みも可能です。

福利厚生・各種手当の例
・健康診断

・職務手当・短時間勤務制度
・住宅手当・育休・産休制度

・宿直手当
・扶養手当・介護休暇

・年末年始手当
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②
「
取
り
組
み
」

職員研修の受講実績

新入職員のフォロー

・普通救命救急講習
・防災出前講座
・障害者虐待防止・権利擁護研修
・社会福祉従事者人権研修
・障害者グループホーム従事者基礎研修
・重症心身障害児者の支援の基本と実践
・障害児者の呼吸の見方
・口腔ケア研修

・初任者研修
・中堅職員研修
・サービス管理責任者研修
・社会福祉法人主任 / 係長講座
・管理職員研修
・チームリーダー研修
・スーパービジョン研修

社会人マナーや、支援計画の作
成法など、福祉職員の基本的な
ことなどを学びます。座学のあ
とは、実際に複数の施設を巡り、
直接の支援や介護技術の基本を
学びます。

２〜３年目の職員も交えて、情報交
換の機会を作ります。近況を報告し
合うことで、自分の現状を確認する
ことができます。交流を兼ねている
ため、リラックスした雰囲気になっ
ています。

・発達障害者相談支援研修
・強度行動障害支援者養成研修
・高次脳機能障害者相談支援研修会
・福祉作業所等工賃向上講習会
・マッチングスキル等向上研修
・東京都依存症対策復旧フォーラム
・精神保健研修
・他、多数

様々な研修を受講する機会が得られ、スキルアップができます。

階層別の研修 基礎的知識・技能の研修 専門的知識の研修

法人内の人材育成チームが中心となり、新入職員をフォローします。

児童〜成人、日中活動〜生活の場まで、
多様な事業を展開しています。様々な
経験ができ、知識も身につきます。

地域交流を積極的に行っています。
地元の学生から、実習生、企業の研修
など多くの方々を受け入れています。

（町内会との防災訓練の様子）

利用者主体のサービスを常に追求し
ています。利用者と共に何かを考え、
作り上げています。

身に付く専門知識

盛んな地域交流

利用者本位を追求

新人研修 グループディスカッション
（年数回実施）

休日
・週休 2 日制
・夏季休暇あり
・年間休暇日数 120 日程度
・有給休暇 10 日（初年度）



最初はアルバイトでし
たが、利用者と職員が
楽しそうで雰囲気が良
く、「自分も一緒に働き
たい！」と思いました。

（30 代男性）

産休・育休をとれる

ので、３人の子ども

を育てています。

（30 代女性）

自分の時間も欲し
かったので、希望
休が取りやすいこ
とが決め手でした。

（四十代女性）

多種多様な部署が

あって、自分自身の

キャリアアップがで

きると思いました。

（20代男性）

年下でも、 提案したことが

受け入れられ、 アイデア

を生かしてもらえています。

（30代男性）

給与体系がしっかり

しています。つばさ

に勤めて、子どもを

３人育てました。

（50 代男性）

仕事で失敗することがあった

ら、 今後に活かすことを先

輩が一緒に考えてくれます！

（ 20 代女性）

台東つばさ福祉会を選んだ理由は？

台東つばさ福祉会の良いところは？

勤務先になる施設が

すべて台東区内で、

通勤しやすいです！

（20代女性）

つばさの現役職員たちの声

台東つばさ福祉会には
同じ思いで働く魅力的な
「仲間」がいます。

■職員数……………70 名
■職員の男女比……１対１
■年齢構成
20 代     15％    30 代     16%
40 代     33％    50 代〜  35％

※令和 2 年年度末時点

自慢の自慢の
チームワークチームワーク

ボトムアップ型ボトムアップ型
のの職場雰囲気職場雰囲気

現場職員のアイデアや意見を重視し
ています。風通しが良く、常にチー
ム全員で課題について考えます。
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③
「
仲
間
」

経験豊富な経験豊富な
スタッフが多数スタッフが多数

勤続年数の長いスタッフが多く、
いつでも相談できる上司、先輩、
同僚たちがいます。

職員は皆、利用者の気持ちに寄り添
える、温かいハートの持ち主です。
そのため、人間関係も大変良好です。

⑦



通所型の施設で、障害のある方の日
中の活動を支援します。企業から受
注している作業の支援、創作活動、
また、レクレーションの企画と実施
などを行います。食事や排泄など、
日常生活に必要な支援も同時に行い
ます。児童が対象の事業所では、利
用児童の成長の段階に沿った、療育
としての支援を行います。

福祉サービスを利用する方たちの援助をす
ることが主な業務です。利用者の将来の生
活を考え、利用計画を作成します。また、サー
ビスの利用状況を確認し、調整する役割を
担っています。

日中の支援

相談の支援

利用者の社会生活や
生産活動を支援する。

「相談支援員」として利用者
とサービスをつなぐ。

■通所系の事業所の主な勤務体制

・平日　8:30 〜 17:15 ( 実働 8 時間 )

※放課後等デイサービス「つばさ放課後クラブは」は、児童の通学状況によって勤務時間が変則的になります。

※事業所の特色や個人の就業形態によっても時間は変則的ですが、法定労働時間の総枠の範囲内になります。

配属になる事業所によって業務に特色が
あります。いずれもやりがいがあります。

障害のある方の就労に伴う相談から、企業
就労した方への定着支援を行います。障
害のある方が安心して仕事に就けるよう、
就労面と生活面を一体的に支援します。

生活の支援

就労の支援

食事や入浴の介助、余暇活動や相談、
家族や関係機関との連絡・相談など、
一人ひとりの生活のニーズに合わせ
た支援を行います。入所型の施設で
は、職員が宿直の交代勤務で配置さ
れます。

グループホームの「生活
支援員」として、利用
者の生活全般を支える。

障害のある方の「就労」
を多面的にサポートする。

■グループホームなど入所型施設では、「宿直」を含む変形労働時間制を採用しています。

「宿直」は夜勤ではありませんので、充分に睡眠をとれます。急病人や災害があった場合は対応します。

・「宿直」勤務の例

13:15 〜 22:00 （実働８h）→介護人室で休憩  → 6:00 〜 14:45（実働８h）　

その他の主な勤務として早番（7:00 〜 15:45）、遅番（13:15 〜 22:00）等があります。

台東つばさ福祉会の職員の仕事

⑧
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全ての事業所が台東区にあり、各種鉄道の駅から徒歩圏内です。
台東区循環バス「めぐりん」や都営バスも通勤や移動に便利です。

⑩グループホームまつば

サービス内容

営業時間

共同生活援助

年中無休

女性１０名利用定員

⑪グループホームりゅうせん

サービス内容 共同生活援助

１０名

2022 年２月開所予定

利用定員

⑫りゅうせん生活介護

サービス内容

営業時間

生活介護

平日 8:30 〜 17:00

2022 年６月開所予定

台東区循環バス「めぐりん」法人本部

台東つばさ福祉会の施設の紹介

①つばさ福祉工房

サービス内容

営業時間

生活介護

平日 8:30 〜 17:00

30 名利用定員

④台東区障害者就労支援室

サービス内容

営業時間

就労支援　生活支援

平日 8:30 〜 17:00

約 300 名登録者数

⑦つばさ相談支援センター

サービス内容

営業時間

指定特定相談支援事業

平日 8:30 〜 17:00

約５０名登録者数

⑧千草寮

サービス内容

営業時間

共同生活援助

年中無休

男性４名利用定員

⑨いずみ寮

サービス内容

営業時間

共同生活援助

年中無休

男性４名利用定員

②フロム千束

サービス内容

営業時間

身体障害者生活ホーム

年中無休

11 名　（２事業合計数）利用定員

⑤すてっぷつばさ

サービス内容

営業時間

就労継続支援 B 型、就労移行支援

平日 8:30 〜 17:00

B 型１４名、移行６名利用定員

③たいとう寮

サービス内容

営業時間

共同生活援助 / 短期入所等

年中無休

10 名　（３事業合計数）利用定員

⑥つばさ放課後クラブ

サービス内容

営業日

放課後等デイサービス

平日　土曜日

１０名利用定員



information


