
「住み慣れた地域で安心して暮らしたい」
そんな思いに寄り添います

椿福祉会社会福祉法人



1. 私たちは、ふつうの生活が保障される人権と福祉を守ることを最優先に考え、

サービス を提供します。

2. 私たちは、希望や提案、苦情などの利用者や家族の声を受け止め、 相手の

立場で 「見る」 「聞く」「考え」、サービスの向上に努めます。

3. 私たちは、地域に信頼される社会福祉法人となるよう、地域に根ざした施設

作りを目指し、日々研鑽を積み重ね健全な経営に努めます。

年月日 内 容

1993年03月 『社会福祉法人椿福祉会』認可

1993年06月 『つるみ更生指導所』を開所

1994年04月 グループホーム 『ル・レーブ』を開所

1995年04月 大阪市心身障がい児（者）巡回療育相談事業を実施

1996年04月 グループホーム 『コスモス』を開所

1998年04月 グループホーム 『アムール』を開所

2000年04月 グループホーム 『ラポール』を開所

2000年10月 地域療育等支援事業を実施

2002年04月 入所施設『つるみの郷』を開所

2002年04月 『つるみの郷通勤寮』を開所

2002年04月 『デイサービスセンターつるみの郷』を開所

2002年04月 『障がい児者生活支援センターひまわり』を開所

2003年04月 『ホームヘルプセンターひまわり』を開所

2004年06月 グループホーム 『リベルタ』を開所

2007年07月 グループホーム 『ボヌール』を開所

2009年10月 グループホーム 『ポレール』を開所

2010年04月 グループホーム 『カメリア』を開所

2012年04月 『ワークセンターつるみの郷』を開所

2018年12月
グループホーム「コスモス」「ボヌール」を閉所

グループホーム「安田１」「安田２」を開所



1.  笑顔で明るい人

利用者の方に明るく笑顔で接するように心がけています。その人らしさを大切に、一人一人の気持ちに

寄り添う支援を目指しています。

2. 協調性のある人

職場の仲間や関係者と、協力や連携が必要です。チームワークを大事に、思いやりの気持ちを持つこと

が大切です。

3. 責任感のある人

責任を持って自身の業務や役割を果たし、共通の目標に向かいみんなで協力し、最後までやり遂げる努

力をする責任感が必要です。

私たちの求める人材

質の高い福祉サービ スを提供するため、人材育成にも力を入れています。

新人から中堅、幹部職員を対象にした職階別研修や、各種研修の機会を設け、
職員のスキ ルアップを支援しています。

キャリア
アップ

〈法人＆各事業所の多種多様な研修〉
法人研修は、各事業所の研修担当者で研修部会を構成し、研修を企画して実施しています。研修内

容は、内定者研修、新人研修、勤続年数に応じた研修、人権研修など講義を聞くだけでなく、意見交換
を目的にした内容のものにも取り組んでいます。

各事業所でも、事業内容に応じた内容のものや利用者支援に関するテーマで研修に取り組み、外部の
研修等にも積極的に参加し研鑽に努めています。

〈資格取得支援〉
介護福祉士や介護職員初任者研修、普通自動車運転免許などの資格取得に必要な費用の補助を

行っています（上限５万円）。未経験、無資格でも資格取得支援制度を活用し、キャリアアップを目指せま
す。

福利厚生

〈育児休業制度〉 ※ 取得実績あり

勤続期間が１年以上の方は、対象となる子が満1歳に達するまで取得すること

ができます。保育所に預けられないなど一定の条件を満たした場合は、満2歳に達す

るまで必要な日数の延長が可能です。

〈健康診断〉 毎年1回（夜勤のある場合は2回）法人負担で実施しています。

〈慶弔休暇〉
本人、子、兄弟姉妹が結婚するとき、配偶者が出産するとき、祖父母、父母などが死亡したときに、規定
の休暇を取得できます。

〈職員互助会〉
懇親会やレクレーションを行っています。また、結婚したとき、子供が生まれたときなどにお祝い金を給
付しています。

〈大阪民間社会福祉事業従事者共済会〉
結婚祝金、出産祝金、傷病見舞金、子の入学祝金、介護費用見舞金などの給付。

映画チケット８００円～1,000円、ジェフグルメカード２割引きなどで購入できます。

ライフサポートクラブの様々なサービスを利用できます。



職員
データ

雇用条件

〈基本給 〉 短大 ・専門学校卒 1 9 2 , 5 0 0円 大学卒 2 0 0 , 0 0 0円

〈各種手当〉

扶養手当 配偶者 16,000円 子や父母など 2,000円～5,500円

※ 支給要件あり

通勤手当 実費支給（上限25,000円） 住宅手当 規定により支給（上限27,000円）

変則勤務手当 月額5,000円 夜勤手当・宿直手当 勤務1回につき5,000円

年末年始手当 勤務1回につき3,000円（12/31、1/1、1/2、1/3）

奨学金返済給付支援金 月額5,000円（入職後最長5年間） 処遇改善手当 月額10,000円

〈勤務時間〉 年間総労働時間は1,968時間です。 週40時間以内です。

〈休 日〉 年間119日

〈有給休暇〉 初年度１０日（６か月後から発生）、以後１～２日加算 ２０日まで

〈労働時間〉 通所施設等は、8：30～17：30

入所施設、グループホームは、日勤、早出、遅出、夜勤等があり

シフト勤務になります。
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主に知的障がいのある方を
対象とした施設・事業所を運営
しています。

法人事務局
法人理念、方向性の整備、労務管理
会計、経理、請求業務などが主な業務です

つるみの郷
施設入所支援 定員４０名 生活介護 定員４０名 短期入所 定員４名

利用者の方が入所して生活をする場所です。入浴や排せつ、食事などの
介助、生活に関する相談や援助、日常生活上必要な支援をします。季節に
応じた行事の取り組みなど、楽しく生活できるように工夫しています。

グループホームつばき
共同生活援助 ６住居 定員３３名 短期入所４名

共同生活の中で、入浴や排せつ、食事やその他の介護、相談など日常生
活に必要な支援をします。4～7名の共同生活で家庭的な雰囲気の中で、
洗濯や掃除、買い物や小遣いの使い方など生活に必要なことができるよ
うに支援しています。

つるみ更生指導所
生活介護 20名 日中一時支援事業 ２名

創作的活動や生産活動、体力維持の活動をしています。日常生活に必
要な当番活動や季節の行事などにも取り組んでいます。自宅やグループ
ホームから送迎車で通う方、自転車や徒歩で通う方もいます。



ワークセンターつるみの郷
 生活介護 定員２０名
創作的活動や身体機能の維持、向上のための支援、生活能力向上のため
の援助など日常生活上に必要な支援をします。就労B型の方と一 緒に農園
で野菜や花を育たり、合同で行事をして交流しています。利用者の方は、自宅
やグループホームなどから主に送迎車で通って来られます。
 就労継続支援B型 定員20名
生産活動や就労に必要な知識、能力の向上に必要な支援をします。自宅や
グループホームから通って来られ、製パン、清掃、農園、その他軽作業などに取
り組んでいます。

障がい児者生活支援センターひまわり

 指定特定相談支援事業 指定障害児相談支援事業
障がい者の生活に関するさまざまな課題や将来の暮らしに関することなどに
ついて、障がい者や家族等からの相談に受けます。
障がいのある人や家族からの生活に関する相談に応じるとともに、障がい福
祉サービスを申請する際に必要となる「サービス等利用計画（案）」を作成し
ます。

 地域移行支援
施設や病院から地域生活へ移行するために必要な住居や日中活動の確保、
各種の手続きや生活に必要な各種の調整などに関する相談に応じ、必要な援
助をします。

 地域定着支援
地域生活における各種のトラブルに不安を抱える、一人暮らしの方などを支
援します。たとえば行政手続きや水回りの故障、近隣住民との関係といった困
りごとの相談に応じ、緊急の場合は現地へ駆けつける支援をします。

 自立生活援助事業
障害者支援施設やグループホームなどを利用していた障がいのある方で、
地域で一人暮らしを希望する人に対し、地域において自立した日常生活、また
は社会生活ができるように、一定の期間にわたり定期的な巡回訪問や随時の
対応により、円滑な地域生活に向けた相談・助言などを行います。

ヘルプセンターひまわり

 居宅介護
介護を必要とする障がい者の自宅にヘルパーが訪問し、調理、食事介助、入
浴介助、掃除、洗濯、買い物などを支援します。また、定期通院の付き添いをし
ます。
 移動支援
ひとりで移動することが難しい障がい者を対象に、ヘルパーが外出に付き添

います。余暇活動や社会参加活動、公的外出などに利用できます。



I施設長

まず、椿福祉会に入職したきっかけを教えてください。

T支援員

求人活動中に種別は決めてなくて児童養護施設や障がいなど色んな
ところを見学した中で、椿福祉会は丁寧に対応していただいたのは大
きかったです。他に決め手としては同じ大学の１つ上の先輩が働いて
いるということも大きかったです。もともと面識はなかったですが、大学
側に先輩がいるから見学行ってみたらと勧められたのもあって、見学に来た時がちょうど交流ホール
で文化祭のイベントをしていて、自分がここで働く姿をイメージできたのも大きかったと思います。

H主任

私が入職したのは３５歳の時で、学生時代のボランティアで知的障がい者のキャンプに参加した時に
楽しくて、知的障がい児の通所施設に実習も楽しかった。それでいつか知的障がいの方に関わる仕事
に就きたいという思いがあって、１５年越しくらいにタイミングよく求人を見つけ、Ｉ施設長に面接しても
らいました。一般企業や高齢者施設でも働きましたが、障がいの仕事に就いて楽しく仕事をしています。

I施設長

よかったことや嬉しかったことで印象に残っていることはありますか？

T支援員

コロナの影響で例年取り組めていた行事など特別なものはない中でも、
日常の生活を知る機会になったと思う。言葉がない利用者の方とも通じ
合えるものがあるんだなと感じたことは大きかった。

I施設長

利用者の皆さんに楽しんでもらいたい、季節を感じてもらいたい思いから行事を企画していて、それが
実施できない状況は残念ではあるけれど、特別な行事ができなくても日常の中で楽しく生活できる方
法や工夫を探るいい機会になったかもしれないですね。H主任はどう？

H主任

以前に努めた高齢の施設では、ステップアップしていく場面がほとんどなかったが、障がいの分野で
はスッテプアップしていく過程があり、その喜びを分かち合えるのはうれしさを感じる。そのためには
チームワークの重要性もあり、更生指導所からワークセンターの就労B型に移行できたことは印象深
いですね。このケースはうまくいきましたけど、うまくいかない場合だってある。嬉しかったこととは違う話
になりますが、人生を左右してしまうこともあるので、提案する方向が本当にいいのかどうかと思うこと
もある。また、自分の家族や地域の人たちに、利用者さんたちのことや施設のこと、仕事のことをどのよ
うに理解してもらうかという悩みもある。

つるみの郷で勤務する新人職員と主任にインタビュー

自分がここで働く姿をイメージできた

やっぱり障がいの方に関わる仕事に就きたくて...



I施設長

そうですね。この生活はなかなか変わらないので、楽しい生活と
いうものがどのように作っていけるかということですね。
最後に主任になった時の思いを話してもらって終わりにしたいと
思います。

H主任

現場の様子を上司に伝える役割をすることが利用者にとってプラ
スに繋がるとか、働く職員の声も聞き、仲介役になれるかなと
思った。自分自身では判断がつかない部分もあったが流れで引
き受け重圧もあった。働きやすい職場ということもあって、色んな
ことがある中でも自分もなんとか勤められているし、求人活動の
中でもその点に着目して応募してもらえたらいいなと思います。

I施設長

法人では通所の生活介護が２か所と就労があって，選択やス
テップアップを目指せるところが利点で、数名の利用者の方が移
行していますね。充実した生活をおくれるように、その時点での人
生の選択肢を提案し、時が経って考え直すことがあってもいいよ
うに思う。地域の人たちとの関係は積み重ねていくしかなくて、当
たり前に挨拶をすることから始め、利用者の方たちが生き生き生
活している姿を見てもらうこと、そこで働く私たちが生き生きして
いることが理解に繋がっていくのだと思う。
最後に、今後目指したいことや目標などを聞かせてください。

T支援員

自分に中では、この先輩のようになりたいと思っている人がいて、
S主任は誰からも慕われているところがって、自分も後輩ができ
た時に、こんなふうにすればいいよとアドバイスできるように、利用
者さんからも信頼されるようになりたいと思います。

H主任

言葉をかけて時間をかけて、利用者さん自身で行動できるように
対応しているところがあって見習うこところがたくさんありますね。
私自身は、利用者さんの個々の得意分野を伸ばしてあげたいこ
とと、自分自身も「これが得意です」というものがないので見つけ
たいと思います。自分ができない分野はボランティアさんを見つ
けてきたりして、得意なことを伸ばして生活の質を上げられたらい
いなと。コロナもどこまで続くか分からないので、生活の質が落ち
ないように、充実した生活が送れるような施設を目指したいし、支
援を目指したいですね。



v

休日にホームの利用者さんたちで、
たこ焼きパーティーをしました

農園で野菜を育てていますワークセンターつるみの郷では、パ
ンの製造・販売を行っています

v

運動会は、コロナウイルス感染症
の関係で施設内で行いました

つるみ更生指導所は、昼食が自慢です



採用についてのお問い合わせはこちら

06－6911－1002

tsubaki-fukushikai@royal.ocn.ne.jp

つるみ更生指導所
〒538-0033 大阪市鶴見区中茶屋1-8-13
TEL 06-6912-4110 FAX 06-6912-8582

つるみの郷
〒538-0031 大阪市鶴見区茨田大宮2-2-22
TEL 06-6913-0441 FAX 06-6913-0451

ワークセンターつるみの郷
〒538-0031 大阪市鶴見区茨田大宮2-2-25
TEL 06-6913-0461 FAX 06-6931-0471

ホームヘルプセンターひまわり
〒538-0031 大阪市鶴見区茨田大宮2-2-25
TEL 06-4257-9330 FAX 06-4257-0471

グループホームつばき
〒538-0006 大阪市城東区2-21-13
TEL 06-6939-1101 FAX 06-6913-0471

障がい児者生活支援センターひまわり
〒538-0031 大阪市鶴見区茨田大宮2-2-25
TEL 06-6913-3377 FAX 06-4257-0471

見学 採用試験 内定 配属

社会福祉法人 椿福祉会

〒538-0031 大阪市鶴見区茨田大宮2丁目2--25
TEL 06-6911-1002 FAX 06-6911-1006

採用について
採用試験は、面接と作文としておりますが、人柄を重視しています。

お問い合わせフォーム
求人に関すること、施設見学、実習に関することその他お気軽に
お問い合わせください。

まずは見学だけでも
お気軽にお問い合わせ
ください。お待ちして
おります。


