


介護サービスのお仕事

お客様の“最期まで自分らしく生きる”を増やす仕事

介護サービスは食事・排泄・入浴等の生活全般を支援し、
「人生の最期まで」を支える仕事です。

高麓では、お客様が認知症になっても、身体が不自由になっても、

「生かされる」ではなく「最期まで自分らしく生きる人」を増やすため
に何ができるか？を使命としています。

自分で考え、企画したことが人から感謝される仕事を目指し、
「感謝、感動、感激」の新3Kを感じられる仕事です。

お客様が私たちの「介護」というサービスを通じて、自分らしく生き生
きとした暮らしを実現するため、日々、その在り方を追求しています



■基本情報

（１）法人名 社会福祉法人東益津福祉会
(昭和52年 創業45年)
焼津市坂本385-1

（２）運営事業
・たかくさ保育園 定員９０名（昭和53年開設）
・児童育成たかくさクラブ（学童保育）

・特別養護老人ホーム高麓 定員５０名（平成9年開設）
・高麓ショートステイ 定員２０名
・高麓デイサービスセンター 定員６5名
・高麓訪問介護 ・高麓居宅介護支援事業所
・高麓デイサービスセンターきすみれ 定員１２名（平成17年開設）
・ユニット型特別養護老人ホーム高麓 定員５０名（平成27年４月開設）
・ユニット型高麓ショートステイ 定員１０名

（３）売上高 883,011,000円 経常利益 10,727,000円（令和3年度）

（４）職員数 法人全体200名 高麓169名（令和4年4月1日現在）



◎年齢 正規職員平均年齢 36.8歳（20代 32.9％）

非正規職員を含めた平均年齢 44.3歳

◎男女比 男27.8％ 女72.1％

◎役職者平均年齢 42歳

◎女性管理職の割合 60.7％
（令和4年4月1日現在）

職員概要



業務効率化のための誰でもできるIT推進、
介護負担を減らす機器導入

・インカム75台で即時情報共有。
声を掛ければ誰かが応え、助けてくれる”安心感”があります。

・I-phoneと連携したナースコール
個人認証できるナースコール端末があります。
また、動画通話アプリを使うことで、
経験が浅い職員も映像で看護職員等に見せる
ことができるアプリケーションを導入しています。

・電子カルテ「ケアカルテ」
PC、I-padに導入し、記録の効率化、情報の共有化につなげています。

・介護職員のための先端機器導入
職員の負担を軽減するリフト等の機器を多数導入。
介護しやすい環境を構築しています。

働きやすい職場づくり





なぜ高麓で介護ロボットやIT機器を使うのか？
高麓では、介護業務にロボットやIT機器を使用しています。

なぜ人が行う介護を敢えてロボットで行うのか？

大きくは二つの理由があります。

・お客様の安全と安心のため
・職員の負担軽減のため

以前、当施設では移乗介助による内出血や介助による怪我が多くありました。
また、女性職員が多く小柄で体格の小さな職員や職員の妊娠など職員の身体条件に
より介助が難しいなどの実状がありました。介護ロボットや有効な機器を使うこと
で、安心安全な介護を行うことができ、事故やケガを減らすことに繋がっています。

IT機器に関しては主に事務作業の業務効率化を行い、お客様とのコミュニケーショ
ンを取る時間を増やすことに繋げています。
使いやすさと誰でも使える環境・職員全体が情報を共有できるような機器を導入し
ています。

また使いやすい福祉用具等の選定にもこだわっています。



お客様のため、職員のために導入している
様々な介護機器



浴槽
（個浴・リフト浴・特浴）
お客様の身体状態にあわせ、
入浴できる浴槽を３種類整
えています。

介助がしやすいよう広い間
口の造りになっています。
扉の開閉、転倒防止策等介
助を想定した造りにこだ
わっています。

トイレ



車椅子

お客様の状態にあわせた対応ができるように複数種類の車椅子を所持しています。



機能訓練器具

（パワリハ、階段昇降等）自立歩行能力の
継続ができるような機能訓練器具を備えて
います。

筋力UPと有酸素運動を行う、パワーマシ
ン・レッドコードでの関節可動域の向上に使
用しています。



●労働時間の管理、休暇推進による休息時間の確保

・就業管理システムでの労働時間、時間外労働の管理
就業管理システムにて労働時間を管理し、職員の健康に気をつけています。

・休暇取得推進
希望休制の月9日休み（年間108日）に加え、
有給を推進し、高い取得率を誇ります。（令和2年度平均11.3日取得）
有給取得義務5日消化は当たり前！その他特別休暇等も別に取得しています。
1時間からの時間有給制度もあります。平均残業時間は全職種で4.8時間

・職員プロデュースによるリフレッシュルーム
ご飯（毎月15日は十六穀、月末は栄養士監修月替わりご飯）、
みそ汁食べ放題、お茶・コーヒーサーバー
レトルト食品・健康総菜の販売（100円～200円）等忙しい時でも
きちんと食事と休息をとるスペースであり、職員の憩の場となっています。

働きやすい職場づくり



リフレッシュルーム
職員がプロデュース
２４時間開放

不規則勤務を支える温かいごはん味噌

汁、コーヒー無料

100円～200円で買える

インスタント食品・健康総菜

職員用無料wi-fi



●子育て世代の応援
・育休、産休、時短、子の看護、育児目的休暇取得の推進
子育て経験者の職員が多いから、子育てを支援する制度や理解が深い環境です。
有給扱い、対象を拡大する等法定以上の施策をしています。

・時間有給制度で子育て時間の有効活用
1時間から有給が取れるため、学校行事やお迎えの際に便利な制度です。

・施設内託児所
土・日・祝日（8:00～18:00）に保育園に預けられない共働き世帯に！
1日1,000円で専任の保育士が お子様を見守ります。
休憩の時にお子様の様子を見れたり、緊急時もすぐ呼び出し対応ができます。

●若者世代を応援
・奨学金返済応援手当
高麓へ入職する新卒職員に少しでも自分らしく生きていくための応援として毎月
20,000円を上限（5年限度・勤続条件有）に手当を支給しています。

・住居手当
Uターン就職者歓迎！高麓への就職を期に転居する方へ手当を支給します（距離等条件有）

働きやすい職場づくり



静岡県優良介護事業所（職場環境改善部門）
平成29年9月17日受賞



男女共同活躍

女性職員が多い高麓ですが、男女が平等に活躍できるよ
うな組織作りをしています。

特に子育て世代の支援には力を入れていて、
「育休からの復帰時の復職研修」「働き方相談面談」
「一時退職からの復帰制度」「法定以上の時短制度」や
「子育て目的の有給休暇等」を整備しています。

子育ての悩みを共有する「パパ・ママサークル」
「高麓ケアラー制度」もあります。

平等に評価するからこそ、自分自身の頑張りで役職者に
なるなどのキャリアアップができます。

上記の取り組みから、

「えるぼし（最高位）」

「ふじのくに子育てに優しい企業」の認証

「ふじのくに女性活躍応援会議」

「静岡県男女共同参画社会づくり宣言事業所・団体」

にも参画しています。



新型コロナ
ウィルス等
感染症対策

・感染症対策委員会の設置

・毎年の感染症対応研修の実施

・非接触体温計（職員・来客用）

・休憩室のパーテーション

・マスク着用での勤務

・アルコール消毒液等の拡充

・コロナに有効なTIOTIO加工

防菌ユニフォーム（上下）

・業者による徹底した清掃 等



健康経営
ふじのくに健康づくり推進ブロンズ事業所に認定されました。
高麓では職員の健康に留意し、働きやすい職場を創るため、「健康経営」を
始め、現在の取り組みや職員の健康状態から「ふじのくに健康づくりブロン
ズ事業所」として認定されました（令和4年）。

今後、より様々な取り組みを実施し、ゴールド認証を目指すと共に今以上に
職員の健康づくりに取り組んでいきます。

健康総菜 ウォーキングイベント 健康ご飯



安心の新人教育
①入職後約1週間の新人研修があります ※入職職員の特徴によって毎年プログラムを変えています。

（法人理解、部署理解、介護技術等基本講習、地域理解、社会人マナー等）

②配属部署決定⇒担当先輩職員による個別指導による夜勤以外の勤
務開始。（学部や職種に配慮し、一人ひとり指導方針を変えています）

③夜勤以外の勤務の1人立ち⇒先輩職員同行の夜勤勤務開始（目安8月）

④夜勤1人立ち 1人工の介護士に

この間も1か月に1回以上のフォローアップ研修を行い、

4年目までは全体研修以外定期的に主に認知症ケアを学ぶ育成講習を行います。

無資格者は「介護福祉士」資格取得挑戦を条件に資格取得に必要な
「実務者研修」を施設負担で取得できます。（業務扱い）

1年目には認知症介護基礎研修を取得します。

教育体制



新入職員研修



キャリアパスに基づいた段階別研修プログラム
⇒一般職・指導職・管理職の3階層・8つの等級
に区分したキャリアパスを策定。
それぞれの役割や求められる能力を明文化した上
で、等級に応じた多彩な研修プログラムを用意。

教育体制



特別養護老人ホーム高麓  令和 2年度介護職員キャリアパス                                                

階

層 

呼称 対応 

職位 

役割 求められる能力 業務 研修 資

格 定型業務 非定型業務 マネジメント ヒュー

マン 

専門 ヘルスケア 

管

理

職

層 

経営管

理職 

施設長 

 

・施設の基幹事業、中枢機能の

統括責任者として意思決定を

行い、施設全体及び担当部署

の中長期的な業務と成長性を

確保する。 

・施設のサービスを客観的に捕らえ組織運営

を調整し自組織を改善、向上させることが出

来る。 

・組織の経営資源把握と

調整 

・地域・他組織との連携 

・方針の明確化、計数管理 

・方針、具体的施策の最終決定 

・役職、委員長の専任 

・施設計画の進捗管理 

（上級業務管理職に加え） 

・戦略策定 

・方針設定 

・虐待防止 

・身体拘束 

 

・接遇 

 

 

・褥瘡 

・食中毒 

・感染症 

・リスクマネジメント 

 

・メンタルヘルス

マネジメント 

 

上級業

務管理

職 

部長 

 

・施設の方針と担当部署の任務

に照らして最適な組織目標を

設定・実行し、その業績達成に

必要な制度環境を整備し、期

間業績を達成する。 

・担当部署の統括責任者として組織運営を調

整し自組織を改善、向上させることが出来

る。 

・長期的な計画立案 

・担当部署の管理、調整 

・施設全体経営状況把握 

・他部署との調整 

・サービス向上の施策 

・地域・他組織との連携 

・計数管理 

・人を育てる管理職の指導、育成 

・業務改善 

・リスクマネジメント 

（初級業務管理職に加え） 

・業界動向 

・部下指導育成 

・虐待防止 

・身体拘束 

初級業

務管理

職 

課長 ・担当部署の運営、管理、責任

を負う。 

・担当部署の業績目標を理解し

達成する。 

・教育指導者として教育プログラムを作成実

施できる。 

・短期（１年）計画を立て担当部署のサービス

を計画的に向上させることができる。 

・目標を設定し、部下の規範となって成果を

実現できる。 

・施設全体の運営、経営環境を理解した上で

担当部署の運営管理ができる。 

・担当部署の管理、調整 

・施設全体の経営状況の

把握 

・シフト作成 

・勤怠、有給管理 

・外部社会資源の発掘と活用 

・計数管理 

・部下への指示 

・指導職、担当職の指導、育成 

・業務改善 

・リスクマネジメント 

・メンタルヘルスマネジメント 

・計数管理 

・理念の浸透化 

・虐待防止 

・身体拘束 

・部下指導育成 

・認知症介護指導者養成

研修 

・介護技術（指導） 

指

導

職

層 

指導職 係長 ・自分の担当部署に責任を持

ち、顧客の期待に答え業績に

貢献できる成果を出す。 

・部下を育成指導する。 

・広い視野で課題発見が出来業務改善を実

現できる。 

・最新の高度な技術と知識を習得し部下を指

導できる。 

（上級担当職業務に加え） 

・担当部署の経営状況、

業務内容の把握 

・他部署との連携調整 

・労務管理 

・（内部）申請書作成 

・部署のサービス管理 

・委員会の運営管理 

（上級担当職業務に加え） 

・苦情への対応 

・部下の指導育成 

・チームワーク作り 

・サービス向上の為の課題発見

と業務改善 

・部下指導育成 

・リーダーの役割責任 

・タイムマネジメント 

・計数管理 

・目標、計画 

・サービス管理 

・業務改善 

・虐待防止 

・身体拘束 

・介護技術（指導） 

・認知症 

 

上級 

担当職 

主任 

 

・業務遂行及び改善の為に上

司、部下、後輩と連携する。 

・部下、後輩を育成する。 

・各ユニット統括 

・係長の補佐 

・組織の方針、計画に基づき上司、部下、後

輩と協力し行動できる。 

・職員の育成指導ができる。 

・常に新しい知識の習得に努めている。 

・適切な報、連、相ができる。 

・部下、後輩の模範となる接遇ができる。 

（初級担当者業務に加え） 

・家族対応 

・１日のサービス管理 

（初級担当者業務に加え） 

・部下、後輩への指示、指導 

・リスクマネジメント 

・業務を改善するための提案 

・研究発表 

・部下指導育成 

・計数管理 

・認知症介護実践リーダ

ー研修 

・身体拘束 

・報連相 

・接遇 

 

・介護技術（指導） 

・認知症 

・介護福祉士実習指導者研修 

・介護支援専門員実務研修受講試 

（Ｈ.30 要件変更） 

ストレスケア 

介
護
福
祉
士 

初級 

担当者 

副主任 ・上司の指示を得ながら、自分

の担当フロアに責任を持ち、

業務遂行及び改善に努め

る。又、上司、部下、後輩と連

携する。 

・上司の指示をえながら部下、

後輩を育成する。 

・主任の補佐 

（上司の指示を得ながら下記を行う事を求め

られる） 

・組織の方針、計画に基づき上司、部下、後

輩と協力し行動できる。 

・職員の育成指導ができる。 

・常に新しい知識の習得に努めている。 

・適切な報、連、相ができる。 

・部下、後輩の模範となる接遇ができる。 

（上級一般職業務に加え） 

・家族対応 

・１日のサービス管理 

（上級一般職業務に加え） 

・部下、後輩への指示、指導 

・リスクマネジメント 

・業務を改善するための提案 

・研究発表 

一

般

職

層 

上級 

一般職 

2 年目以

上 

・定型業務を確実に進行する。 

・後輩を育成する。 

 

・定型業務を確実に遂行できる。 

・後輩の育成指導ができる。 

・基本的な介護技術を習得し安全、安楽なケ

アができる。 

・他者と協力しながらチームケアができる。 

（初級一般職業務に加え） 

・個々に応じたサービス

提供 

・委員会参加 

・初級一般職への助言 

・係り、行事の担当 

・仲間との協力、連携 

・ケアプランの作成 

・後輩指導育成･･･３年目 

・虐待防止 

・実務者研修 

・認知症介護実践者研修 

・身体拘束 

・ コ ミ ュ

ニ ケ ー

ション 

・接遇 

・介護技術 

（指導）･･･３年目 

・介護技術 

・認知症 

・介護福祉士国家試験（満 3年） 

初
任
者
研
修
修
了 

初級一

般職 

1年目 ・定型業務を上司の指示を得な

がら進行する。 

・基本的介護技術を習得する。 

・人権を守ることが出来る。 

・報連相の必要性を理解している。 

・社会人としてのマナー、ルールを習得し実

行できる。 

・利用者の日常生活援助 

・基本介護（夜勤含む） 

・環境整備 

・整理整頓 

・報告、連絡、相談 

・観察、記録 

 

・虐待防止 

・身体拘束 

・報連相 

・接遇 

 

・介護技術 

・ターミナルケア 

・対人援助技術 

・医学の基礎知識 

・緊急時の対応 

・認知症 

・褥瘡 

・食中毒 

・感染症 

・リスクマネジメント 

・尊厳と自立支援 

・喀痰吸引と経管栄

養の研修 

 

 



ヘルパー

新卒キャリアステップ

管理職

ケアマネ 相談員

介護職員（特養、ショート、デイ）



“最期まで自分らしく生きる“
を増やす

高麓の使命





高麓での日常生活



非日常を演出する
イベントの創作



家族との繋がり



自立と自律を支援するケア

やりたいことも、行きたい所も、会い
たい人も、自分で選んで自分で決める

やりたい。食べたい。会いたい。そん
な「○○したい。」に気づいて引き出
す支援



入居したら、何もできない？
自分らしく生きるためには何ができる？
を考えるのが私たちの仕事です。

一人ひとりにあった日々のケア方法、日常を皆で考えたり、

季節感が失われないよう、お花見等四季を感じられるようなイ
ベントの実施、非日常を演出できるような施設内での飲食イ
ベント、旅行プロデュース、静岡の名所を巡る施設外機能訓
練等

様々なサービスを企画し、お客様の最適な生活と楽しみを増
やすことを考えています。

入居しても自分らしく生きるために



①「いつも外の枯れているお花を気にしている」K様というお客様がいました。そ
こに職員が気が付き、1日1回ゼラニウムという花の水やりを一緒にすることにし
ました。K様の状態観察を行うとはじめは水やりを行う行為がわかっていなかった
ものの、次第に積極的に花の世話をするようになり、表情も明るくなってきまし
た。また他お客様も興味を持ち、皆で花の成長を楽しむようになりました。毎日
の「統一したケア」を継続して、その人にとっての「習慣」にすることで日々楽
しむが膨らむ、そして「職員自らも楽しみ」、自分らしさをかなえるため「チー
ムケア」を行っています。

②独り言が多く、認知症で不安や寂しさを感じるが故、他のお客様とトラブルを
起こしてしまうO様というお客様がいました。スタッフ間で気が付いたことを共
有し、その方の言葉に耳を傾け、その方が持つ世界を介護職に限らず、関係する
職種で共有しあい、お客様の「こうしたい」「こうありたい」をかなえる努力し
ました。例えば、お部屋の自身のソファで職員と1対1で過ごせる空間を作ったこ
とで、だんだんと「私はここに居ていいんだ」と自分の居場所が出てき、高麓が
「不安な場所」から「安心できる場所」になり、他のお客様ともトラブルを起こ
さないようになりました。

お客様の「最後まで自分らしく生きる」を増やすために

職員が行っている介護エピソード一例



200種類以上の活動メニューから自分で選ぶ

自己選択自己決定型デイサービス





施設内通貨
ダラー





チームで考える
お客様の楽しみは
職員の楽しみ

お客様の笑顔は
考える職員達の
未来の笑顔

お客様

職員



勤務体制

特別養護老人ホーム勤務時間

◎早番：7時00分～16時00分

◎日勤：8時30分～17時30分

◎遅番：13時00分～22時00分

◎夜勤：22時00分～7時00分

他8時間勤務形態有

インターバル勤務は行いません。

平均残業時間月7時間

平均有休所得日数11日

デイサービス勤務時間

◎早番：8時00分～17時00分

◎日勤：8時30分～17時30分





ある1日の流れ

（A勤務7:00～16:00）

07:00出勤

07:00申し送り、薬の確認等

08:00朝食のための離床介助

08:30朝食介助

09:15服薬介助

09:30トイレ介助、パット交換

10:00水分補給提供、お客様との
団らん

11:00昼休憩

12:00昼食介助

13:00入浴介助

15:45整理整頓、雑務、申し送り

16:00退勤

詳細はパンフレット、ホームページ

高麓YouTube「特養介護職員の1日の流れ」

「デイサービス介護職員の1日の流れ」

を参考ください。



教育体制
高麓で活躍できる人材

介護もサービス業です。

お客様とはもちろん職員ともコミュニケーションをとって
仕事をします。お話が好きな方、人を喜ばせることが好
きな方が活躍しています。

仕事は1人ではできません。
チームワークを持って考え、行動できる方、

人を支える、助けるという気持ちが強い方が活躍してい
ます。

高麓では、“最期まで生きる”を増やすため、お客様にと
って必要、楽しめるサービスを企画しています。

企画、業務改善等、仕事に対するアイデアを思いつく方
が活躍しています。



介護はクリエイティブ！介護は可能性！

「介護」は、お客様「一人ひとり」によって異なる介護が存在する

介護は決まった手順だけではない。その人を想いその人に合う介護が必要

施設がその人の「生活」の場としてなれるかどうかが重要

簡単に諦めるのではなく、いろいろな視点、広い視野で取り組むことが重要

【可能性は無限大】を実践し、お客様の最期まで自分らしく生きるをサポート

一緒に取り組める仲間がいる。やればやっただけ感謝が返ってくる



私たちは、一人ひとりに成長し続けることを求めます。

一人ひとりに成長のチャンスを提供することを約束します。

「成長」
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