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P R パ ン フ レ ッ ト

採用募集案内
社会福祉法人明徳会 牧之原むつみ園

★介護職員
★介護支援専門員
★ホームヘルパー
★調理員

求人募集

無資格・未経験者の方、ブランクのある方でも
安心して働ける職場です。
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「福祉の仕事」って何？

安全に、安心して暮らしていくために支えを必要とする方が

います。我々はそうした方々をプロフェッショナルとしてサ

ポートしています。

◆福祉の仕事はともに成長しあえる仕事です！

◆福祉の仕事は働きながらキャリアアップできます！

◆福祉の仕事はライフスタイルに合わせて働けます！

充実感を味わえるやりがいのある仕事です。

仕事を通じて知識やスキルを身につけられます。

働く時間が限られている人でも様々な働き方ができる仕事です。

福祉の仕事は不況に強い！
安定した仕事です！

福祉の仕事は、他の産業と比較して給料が安いイメージがあるか

もしれませんが必ずしも事実とは言えません。厚生労働省では平成

２１年度から特に高齢者施設の介護職員の待遇改善を優先的に取り

組んでいます。

また、社会福祉事業は介護保険等の公的制度によって運営されて

いるため、倒産やリストラによって突然仕事を失うという可能性は

非常に低く、安定した仕事であると言えます。関連調査によると、

福祉業界の給与水準は、他の産業と極端に違わないという結果も出て

います。
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牧之原むつみ園はこんな事業をしています。

要介護状態にある４０歳以上の要介護者が、自宅で介護サービスを受け
ながら生活を継続することが困難な場合に、入所して介護サービスを受け、
生活を安定させることを目的とする施設です。

当施設は、介護老人福祉施設・短期入所生活介護・通所介護
訪問介護・居宅介護支援事業所の事業を行っています。

◆特別養護老人ホーム 牧之原むつみ園とは？

プライバシーを重視した
自由な生活空間です。

特殊浴槽です。身体の状
態により個浴・リフト浴
を完備しております。

◆施設方針

老人福祉の理念に基づき、入所者に対する敬愛の精神を忘れることなく、
真の生活の場としての環境条件を整えるとともに、真心のこもった正しい
処遇を行うことにつとめ社会性豊かなホーム作りを目指します。

◆むつみ園の３大施設行事

★3月開園記念日・・・施設の開設を記念して行う行事です。毎年、職員がアイディアを
出し合って、装飾・ステージに力を入れています。

★8月夏祭り・・・・・花火・ヨーヨー等、入居者に夏祭りの雰囲気を楽しんで頂きます。
★9月敬老会・・・・・地域住民の方にも協力を頂き、三味線やフラダンス等で敬老会を

盛り上げます。

他にも…
★ 6月ミニ運動会
★10月お月見会
★12月クリスマス会 等

むつみ園では多くの行事があります。
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◆新しい施設と充実した福祉厚生・諸手当

◆視察研修旅行の実績 「旅費全額 法人負担」

牧之原むつみ園の魅力

当施設では、職員のストレス軽減や職員同士のコミュニケーションを図り、
今後の施設運営に役立てる為、視察研修旅行を行っています。
過去の実績は下記の通りです。(※互助会の旅行もあり。）

平成29年度 鹿児島視察研修旅行
平成28年度 神戸・淡路視察研修旅行
平成26年度 札幌視察研修旅行
平成24年度 宮城・福島視察研修旅行

建物本体は2009年新築移転を行い、綺麗な施設です。フロア全体も
清潔感があり、掃除も行き届いています。
むつみ園では、平均勤務年数は9年と長く、他の社会福祉法人より高く
なっています。働く環境や働く人のためを考えた福利厚生で、仕事も
プライベートも充実した人生を送って欲しいと考えています。

★通勤手当（～20,500円 ）★扶養手当 ★夜勤手当（4,000円/回）
★住宅手当（～25,000円） ★深夜手当 ★年末年始手当
★超過勤務手当 ★資格手当（介護福祉士10,000円他）
★介護職手当（35,000円） ★賞与年２回（６月・１２月）
★特別手当（運営状況を勘定し、支給）

※年次有給休暇（１年目は10日間支給） 、産前産後休暇、
育児休暇 、忌引や結婚などの特別休暇制度あり。

先輩職員の１週間スケジュール

A勤務（早出） 7：30～16：30

B勤務 ユニットにより異なる
C勤務（遅出） 10：00～19：00

D勤務（準夜勤）13：30～22：30

夜勤 22：30～ 7：30

日 月 火 水 木 金 土

勤務時間 A C A 休 D 夜 休

私の予定
朝が早かったから
夜は自宅で休養。

読書しながら、
休養。

学生時代の
友人と遊ぶ。

午前中、銀行へ！

午後からは買い物！

午前中は、
家事を済ませる

休養十分！
夜勤を頑張る。

一眠りして
映画鑑賞へ。

※途中１時間の休憩
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むつみ園の１日の流れ
7:30 朝食 Ａ勤（早出）出勤

連絡事項の角印

体調チェック 申し送り　夜勤者退社

9:00 オムツ交換

コール対応

10:00 お茶／午前の入浴 Ｃ勤（遅出）出勤

離床介助

11:30 昼食準備 ※合間を見てケース記録入力

12:00 昼食

口腔ケア　　　　　　　　　　　　コール対応

13:30 Ｄ勤（準夜勤）出勤

ベッドへ移乗

14:00 午後の入浴／オムツ交換

15:00 お茶

16:00 オムツ交換 Ａ勤：日誌入力、申し送り

Ｄ勤者は医務室より申し送り

16:30 夕食準備（離床介助） Ａ勤退社

17:00 夕食（早出し）

17:30 夕食

18:00 オムツ交換

口腔ケア、移乗介助

19:00 就寝 Ｃ勤退社

起きている方の見守り

水分補給

巡視 ※夜勤日誌の記録

20:00 オムツ交換・体位交換

コール対応

有検者のバイタルチェック

22:30 引き継ぎ交代 夜勤者出勤／Ｄ勤退社

巡視 申し送り

オムツ交換

体位変換（夜間は３時間毎）

有検者のバイタルチェック

コール対応

5:00 オムツ交換

6:00 起床／洗面／トイレ介助

6:30 有検者のバイタルチェック

7:00 朝食準備（離床）

各ユニットに１台ずつノートパソコンを
設置しています。ケース記録の入力や各
会議の議事録等は施設内のネットワーク
で閲覧ができます。また、パソコンが苦
手な方はタブレット入力も可能です。

★タブレット(iPad）のケース記録入力画面
入力方法はスマートホンと同じです。

ナースコールがどのユニットで鳴って
いるか一目瞭然。

また、各種離床センサｰを取り入れてい
ます。夜勤も安心です。

トイレも広く、各ユニット
3カ所設置しています。
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施設概要

◆設置主体 社会福祉法人 明徳会

介護老人福祉施設・短期入所生活介護
通所介護訪問介護・居宅介護支援事業所

◆所在地 鹿児島県霧島市福山町福沢４６１１番地

◆施設 鉄筋コンクリート造（３階建）
敷地面積 26792.15㎡/建物面積 5736.23㎡

◆事業内容

◆従業員数 ９７名（平成３０年７月１日現在）

◆職員の人数構成

１０代～６０代の年齢も様々で、幅広い年代の方に活躍して頂ける環境です。
また、異職種からの未経験者も多いです。無資格・未経験者の方、ブランクの
ある方でも安心して働ける環境です。

鹿児島国際大学卒 / 都城コアカレッジ卒 / 龍桜高校卒 / 都城高校卒 等

※平成３０年４月 新卒者3名採用しました。（男性1名/女性2名）

◆むつみ園の委員会活動
「多種多様な委員会活動を実施しています！」

多様化する利用者の方々のニーズを的確に把握し、どのように迅速に対応する
か委員会にて議論を重ね、時代に合ったサービスの在り方を具体化していくか
を話し合う事を目的にしています。
委員会主催の勉強では、自分自身のスキルアップにも繋がります。

★身体拘束廃止委員会 ★生活安全対策委員会
★感染症対策委員会 ★褥瘡栄養排泄ケア委員会
★衛生委員会 ★口腔ケア委員会
★行事実行委員会
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指定介護老人福祉施設 特別養護老人ホーム 牧之原むつみ園
指定短期入所生活介護 ＴＥＬ ０９９５－５６－２２３４

ＦＡＸ ０９９５－５６－１０１８

指定通所介護 牧之原むつみ園デイサービスセンター
ＴＥＬ ０９９５－５６－２５６８
ＦＡＸ ０９９５－５６－３４１０

指定居宅介護支援事業所 牧之原むつみ園指定居宅介護支援事業所
ＴＥＬ ０９９５－５６－３４１８
ＦＡＸ ０９９５－５６－３４１０

指定訪問介護 牧之原むつみ園ホームヘルプセンター
ＴＥＬ ０９９５－６４－７１５５
ＦＡＸ ０９９５－５６－３４１０

〒８９９－４５０３
鹿児島県霧島市福山町福沢４６１１番地

E-mail info@mutumi-en.com
URL  http://www.mutumi-en.com

牧之原むつみ園HP QRｺｰﾄﾞ

mailto:info@mutumi-en.com

