
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

福祉の仕事を 

今、注目されている 

始めてみませんか？ 

【目次】 

１．「世話人」について………………p.１ 

２．「生活支援員」について…………p.２ 

３．「ホームヘルパー」について……p.３ 

４．稲沢市内の事業所紹介 …p.４～２４ 

障害のあるかたに関わる 
福祉施設や事業所のスタッフ 
として働いてみませんか？ 

国が賃上げに力を入れており、今注目されている 

「障害福祉」に関わる仕事について、 

内容、働き方、魅力などをご紹介します！ 

©稲沢市 いなッピー 
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１.世話人について 
障害のあるかたが、地域で自立した生活を送るため、他の障害のあるかたと 
共同生活をする福祉施設として、「グループホーム」があります。 

 
 

1. 世話人とは 
 
グループホームで暮らすかたの日常生活のサポートを行うスタッフです。 

 
2. 世話人の役割、仕事 

 
掃除・洗濯・調理などの家事支援、食事・風呂・トイレなどに不自由があるかたの身体介助、日常生活

を送る上での相談・コミュニケーションなど、入居者が必要とするサポートを行います。 
 

3. 要件、資格、一緒に働く人など 
 
「世話人」には特別な資格は必要ありません。法律で決められた基準で、利用者の人数に応じて配置

されます。他に「サービス管理責任者」という資格を持つかたが必ず配置され、障害のあるかたが自立
した生活を送るための支援計画の作成や、世話人への業務上の助言などを行います。 
 

4. 世話人のタイムスケジュールの例 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. 働いているかたの声 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（ケース１） 夜勤の場合の一例 
 

16:00 出勤、日中活動からの出迎え 

17:00 入浴、夕食、服薬確認、 

洗濯、コミュニケーションなど ～ 

22：00 就寝→0:00と 3:00に巡回 

6:30 朝食準備、服薬確認など 

7:30 掃除など 

8:30 日中活動への送り出し 

9:00 退勤 

 

（ケース２） 日勤の場合の一例 
 

8:45 出勤 

～ 申し送り、体調確認 

9:00 日中活動への送り出し 

～ 清掃・環境整備 

12:00 休憩 

13:00 事務仕事・電話対応など 

15:30 日中活動からの出迎え 

17:15 業務終了 

 

Aさん（70代、経験年数３年） 
 
グループホームは様々な障害特性の方

が共同生活をする場ですので、一筋縄では
いかないことが多いです。でも、小さなこ
とでもできた時の達成の喜びを共に実感
したり、私も癒されたり、元気をもらった
り、楽しく思う場面もあります。生活の中
で、一つでもできることを増やし、自立を
目指していただけるよう、優しく、時には
厳しく…正確なやり方はないと思います
が、やりがいのある仕事です。 

Bさん（７０代、経験年数４年） 
 
私の働くグループホームでは、精神疾患

により強いこだわりを持っている方や、長
期入院から社会に出て不安を抱えている
方などが共同で生活を送っています。私は
看護師として病院で勤務した後、経験を生
かせると思いこの仕事に応募しました。人
を相手にする仕事なので大変なこともあ
りますが、喜ばれて感謝もされるやりがい
のある仕事です。体力が続く限り仕事を続
けたいと思っています。 

©稲沢市 いなッピー 
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2.生活支援員について 
障害のあるかたが、生活の支援を受けながら利用する福祉施設として 
「障害者支援施設」や「生活介護事業所」などがあります。 

 
 

1. 生活支援員とは 
 
障害者支援施設や生活介護事業所などの福祉施設で、障害のあるかたの日常生活のサポートを行

うスタッフです。 
 

2. 生活支援員の役割、仕事 
 
食事・風呂・トイレなどに不自由があるかたの身体介助、軽作業などの活動のサポート、行事や外出

など楽しめる活動への参加支援など、障害のあるかたの質の高い生活が維持できるようサポートしま
す。 
 

3. 要件、資格、一緒に働く人など 
 
「生活支援員」には特別な資格は必要ありません。法律で決められた基準で、利用者の人数に応じて

配置されます。他に「サービス管理責任者」という資格を持つかたが必ず配置され、障害のあるかたが
自立した生活を送るための支援計画の作成や、生活支援員への業務上の助言などを行います。 
 

4. 生活支援員のタイムスケジュールの例 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. 働いているかたの声 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（ケース１） 生活介護事業所の場合の一例 
 

9:00 掃除など、車いす介助・誘導 

9:45 作業・創作活動の補助 

11:45 昼食準備・補助・見守り 

13:00 作業・軽運動の補助 

14:30 見守り・声掛け 

15:30 荷物整理・帰宅準備 

16:00 掃除など 

随時 トイレ介助、オムツ交換 

7：00 朝食・服薬支援など 

9:00 掃除、記録など 

11:30 昼食準備 

12:00 昼食 

17:30 夕食準備 

18:00 夕食・入浴支援など 

  

  

 

（ケース２） 障害者支援施設の場合の一例 
 

6:00 起床介助・更衣・洗面等 

7:45 朝食・食事介助・オムツ交換 

9:00 離床介助・朝のお話など 

10:00 清掃・洗濯・リハビリ・入浴 

12：00 昼食・食事介助 

13:30 入浴・オムツ交換・掃除・水分 

18:00 夕食・食事介助・洗面介助 

22:00 就寝・消灯・巡回 

 

Aさん（20代、経験年数 5年） 
 
私は福祉の専門学校卒業後から、生活

介護事業所とグループホームでの兼務で
生活支援員として５年程働いています。最
初は相手が何を訴えているのか分からず
戸惑う場面が多かったですが、今では行動
で相手への理解が出来る事が多くなり信
頼関係を築けている手応えを感じていま
す。利用者様の出来る事が増えていく事を
一緒に喜べることがこの仕事の魅力の一
つだと感じています。 

 

Bさん（４０代、経験年数 23年） 
 
私は、ボランティア活動がきっかけで、福祉

に興味を持ち、主に直接利用者様と接する現
場職員として働いています。周りからベテラン
職員と呼ばれる機会が増えましたが、日々、自
分が思い描いている職員としての理想と現実
のギャップに戸惑いながら取り組んでいます。
改めて「福祉の魅力って何？」と考えてみると、
人と人とのつながりに触れ合えることかなと
思います。また対人支援には、なかなか答えが
見つからないからこそ、一生をかけて、やりが
いのある仕事だと思います。 

©稲沢市 いなッピー 
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3.ホームヘルパーについて 
障害のあるかたが、地域で自立した生活を送るために、自宅を訪問して 
日常生活の支援を行う「居宅介護事業所」があります。 

 
 

1. ホームヘルパーとは 
 
障害のあるかたの自宅を訪問して、家事支援や身体介助を行うスタッフです。 

 
2. ホームヘルパーの役割、仕事 

 
掃除・洗濯・調理などの家事支援、食事・風呂・トイレなどに不自由があるかたの身体介助、日常生活

を送る上での相談・コミュニケーションなど、障害のあるかたが必要とするサポートを行います。 
 

3. 要件、資格、一緒に働く人など 
 
「ホームヘルパー」には資格要件があります。事業所には他に「サービス提供責任者」という資格を持

つかたが必ず配置され、自立した生活を送るための支援計画の作成や業務上の助言などを行います。 
 

4. ホームヘルパーのタイムスケジュールの例 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. 働いているかたの声 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（ケース１） 1日 3件の場合の一例 
 

11：００～ 家事援助（掃除） 

11：45 昼休憩 

13：30～ 家事援助（調理） 

14：15 次の訪問まで移動、待機 

16：15～ 身体介護（一緒に掃除・調理） 

17：15 終了 

 

（ケース２） 1日 3件の場合の一例 
 

8：30～ 身体介護（全身清拭） 

9：30 次の訪問まで移動、待機 

10：00～ 家事援助（買い物代行） 

11：00 次の訪問まで移動、待機 

16：40～ 家事援助（調理） 

17：40 終了 

 

Aさん（30歳代、経験年数 10年） 
 
この仕事では、利用者さんの自宅に直接

訪問し、身体介護を行ったり、家事の支援
をしたりします。利用者さんの生活に最も
間近に接するため、利用者さんから感謝さ
れることも多いです。時に苦情を言われる
こともありますが、自分の足りないところ
だと受け止めて、利用者さんにとってより
良い援助をしていきたいと思っています。 

Bさん（20歳代、経験年数 7年） 
 
私は、今年でこの仕事を始めて８年目に

なります。この仕事は様々な障害をお持ち
の方の自宅に訪問し、接する仕事です。一
人一人、障害特性や生活状況も大きく異な
るため、大変なことも多いですが、ご利用
者様からの「ありがとう」の言葉に支えら
れて仕事ができています。 

©稲沢市 いなッピー 
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４.稲沢市内の事業所紹介 
 
稲沢市内にある事業所のうち、希望のあった事業所を掲載します。 

 
 
 
 

事業所名 種類 ページ番号 

愛厚はなのきの里 障害者支援施設 ５ 

グループホーム めぐみ グループホーム ６ 

エラン・ヴィタール グループホーム ７ 

第１やすらぎ荘 グループホーム ８ 

第２やすらぎ荘 グループホーム ９ 

第３やすらぎ荘 グループホーム １０ 

いなざわ グループホーム １１ 

ＳＴＥＬＬＡ（ステラ） グループホーム １２ 

グループホームわおん グループホーム １３ 

Ａｉｌｅｓ（エール） グループホーム １４ 

グループホームそぶえ グループホーム １５ 

稲沢ＢＡＳＥ グループホーム １６ 

輝々ハウス グループホーム １７ 

グループホームいぼりの里 グループホーム １８ 

ヘルパーステーション いなざわさつき 居宅介護（ヘルパー） １９ 

ケア・パートナー 居宅介護（ヘルパー） ２０ 

ケアパートナーたいよう 居宅介護（ヘルパー） ２１ 

ホームヘルプふれあいサービス 居宅介護（ヘルパー） ２２ 

介護ラボ・メグ 居宅介護（ヘルパー） ２３ 

ラポールケア 居宅介護（ヘルパー） ２４ 

 



【平日】 【休日】

時間 仕事（生活支援員） 時間 仕事（生活支援員）

6:00 起床介助・更衣・洗面等 6:00 起床介助・更衣・洗面等

7:45 朝食・食事介助・オムツ交換 7:45 朝食・食事介助・オムツ交換

9:00 離床介助等 9:00 離床介助等

9:15 朝のお話し 9:15 朝のお話し

10:00 居室内外の清掃・洗濯 10:00 居室内外の清掃・洗濯

ﾘﾊﾋﾞﾘ誘導・入浴介助等 ﾘﾊﾋﾞﾘ誘導・入浴介助等

12:00 昼食・食事介助 12:00 昼食・食事介助

13:30 13:30

18:00 夕食・食事介助・洗面介助 18:00 夕食・食事介助・洗面介助

22:00 就寝・消灯・巡回 22:00 就寝・消灯・巡回

備考

その他
こころ豊かに、生きいきと。愛厚はなのきの里は、職員を大切にするとともに、利用者が

こころ豊かに生活し、安心して生きいきと生活が送れるよう支援します。

夜間は随時巡回。利用者人員確認・防災点検・オムツ交換・体位変換等を行う。

水分補給・居室整理・夜勤引継

着床介助・オムツ交換・就寝介助

入浴介助・オムツ交換・居室整理

水分補給・居室整理・夜勤引継

着床介助・オムツ交換・就寝介助

入浴介助・オムツ交換・居室整理

施設外観 共有スペース（多目的室）

スタッフの業務（日課など）

重宗政宏

住所

交通機関 名鉄「森上駅」より 車で1５分

勤務時間
早出 7：00～15：45 準早 7：15～16：00 日早 8：45～17：30

日勤 10：00～18：45 遅出 10：45～19：30 夜勤16：45～10：15

hananokinosato@ai-kou.or.jp

URL http://www.ai-kou.or.jp/

稲沢市祖父江町祖父江寺西14-10 愛厚はなのきの里

事業内容 障害者支援施設 TEL 0587-97-2226

事業所名 愛厚はなのきの里

FAX 0587-97-2234

Email

運営法人 愛知県厚生事業団 問合担当



【平日】 【休日】

13:00 7:00 朝食

16:00 帰宅

10:00

18:00 夕食

21:00 就寝 12:00 昼食

7:00 朝食

9:00 出勤

18:00 夕食 ・・・

事業内容 共同生活援助 TEL 0587-22-6767

事業所名 グループホーム めぐみ

FAX 同上

Email tanpopo@tanpopo.or.jp

URL https://tanpopo.or.jp/

運営法人 社会福祉法人たんぽぽハウス 問合担当 田中

住所 愛知県稲沢市横地一丁目52番

交通機関 名鉄バス 稲沢市役所前 徒歩5分

勤務時間

（早番）午前６時～９時、（午後番）午後３時４５分～７時

（日勤）午後１時３０分～午後１０時３０分、（夜勤）午後９時～翌朝６時

※夜勤を除いては、複数で勤務しています。特に朝の時間帯で募集中です。

掃除・洗濯・夕食準備 着替え等の支援・健康チェック

その他
日中の疲れを取る場として、ゆったり気持ちよく過ごせる場である。

誰もがにこやかに過ごすことができるように、あいさつや声掛けに努める。

施設外観 サービス提供場面等

スタッフの業務（日課など）

時間（利用者） 仕事 時間（利用者） 仕事

朝食の準備・トイレ誘導 服薬確認など

トイレ誘導・洗濯 食事介助・歯磨き介助

入浴支援 など

食事介助・歯磨き介助 レクリエーション レクリエーション支援

自由時間 服薬確認など 昼食作り

巡回・見守り 食事介助・歯磨き介助

入浴支援 など

以降平日同様の動き

着替え等の支援・健康チェック 自由時間 レクリエーション支援

食事介助・歯磨き介助 見守り・声かけ

通所施設等の出勤準備 掃除・洗濯・夕食準備



【平日】 【休日】

時間 仕事 時間 仕事

7:00 10:00

 8:50 11:00

9:00 12:00

12:00 13:00

13:20 14:00

13:30 15:00

16:00 18:00

17:30 19:00

18:30

20:00

20:30

事業内容 共同生活援助 TEL  0587-24-3622

事業所名 エラン・ヴィタール

FAX  0587-81-3621

Email eranvitarl@re.commufa.jp

URL https://inahonoie.jimdofree.com/

運営法人 NPO法人メンタルネットワーク稲穂 問合担当 藤田 慎一

住所 稲沢市西町３丁目17-15  グリーンハイムタジマB101

交通機関 名鉄バス 稲沢市役所から北へ300ｍ

勤務時間 平日・土 7:00～20:30のうち4時間～   日・祝 10:00～19:00のうち4時間～

スタッフの業務（日課など）

その他 夜勤、宿直ありません。

施設外観 サービス提供場面等

服薬の確認

起床声かけ。服薬確認。

日中活動へ送り出し。

掃除、買い物（時に利用者さんと）

休憩

午後からの日中活動送り出し

就寝の確認

服薬の確認

買い物（時に利用者さんと）

休憩

服薬の確認

必要な方の入浴見守り

利用者さんとお話し

服薬の確認

就寝前見回り

夕食の調理（時に利用者さんと）

日中活動から帰宅。迎え入れ

夕食配膳、見守り、片付け

必要な方の入浴見守り



【平日】 【休日】

事業内容 共同生活援助 TEL 0567-46-3530

事業所名 第1やすらぎ荘

FAX 0567-46-5268

Email

URL

運営法人 医療法人回精会 問合担当 三島

住所 稲沢市平和町城之内105番地3

交通機関 名鉄勝幡駅より 徒歩13分

勤務時間 8：45～17：15

8:45 出勤 8:45 出勤

その他

施設外観 共有スペース（リビング）

スタッフの業務（日課など）

時間 仕 事 時間 仕 事

申送り 申送り

9:00 体調確認・送出し 9:00 体調確認

清掃・環境整備 清掃・環境整備

12:00 休憩 12:00 休憩

17:15 業務終了 17:15 業務終了

13:00 事務仕事・電話対応など 13:00 事務仕事・電話対応など

15:30 お出迎え 利用者さんとコミュニケーション



【平日】 【休日】

事業内容 共同生活援助 TEL 0567-46-3530

事業所名 第2やすらぎ荘

FAX 0567-46-5268

Email

URL

運営法人 医療法人回精会 問合担当 三島

住所 稲沢市平和町嫁振307番地2

交通機関 名鉄六輪駅より 徒歩13分

勤務時間 8：45～17：15

8:45 出勤 8:45 出勤

その他

施設外観 共有スペース（ダイニング）

スタッフの業務（日課など）

時間 仕 事 時間 仕 事

申送り 申送り

9:00 体調確認・送出し 9:00 体調確認

清掃・環境整備 清掃・環境整備

12:00 休憩 12:00 休憩

17:15 業務終了 17:15 業務終了

13:00 事務仕事・電話対応など 13:00 事務仕事・電話対応など

15:30 お出迎え 利用者さんとコミュニケーション



【平日】 【休日】

事業内容 共同生活援助 TEL 0567-46-3530

事業所名 第3やすらぎ荘

FAX 0567-46-5268

Email

URL

運営法人 医療法人回精会 問合担当 三島

住所 稲沢市平和町横池中之町144番1

交通機関 名鉄渕高駅より 徒歩19分

勤務時間 8：45～17：15

8:45 出勤 8:45 出勤

その他

施設外観 共有スペース（リビング）

スタッフの業務（日課など）

時間 仕 事 時間 仕 事

申送り 申送り

9:00 体調確認・送出し 9:00 体調確認

清掃・環境整備 清掃・環境整備

12:00 休憩 12:00 休憩

17:15 業務終了 17:15 業務終了

13:00 事務仕事・電話対応など 13:00 事務仕事・電話対応など

15:30 お出迎え 利用者さんとコミュニケーション



【平日】 【休日】

9:00 9:00

12:00 12:00

19:00 19:00

事業内容 共同生活援助（グループホーム） TEL （0567）-74-3309

事業所名 いなざわ・いなざわ２

FAX （0567）-74-3309

Email -

URL -

スタッフの業務（日課など）

運営法人 特定非営利活動法人 あま福祉会 問合担当 宮崎嘉孝

住所 いなざわ：稲沢市平和町平六９５番地 いなざわ２：稲沢市平和町下起中５２６番地

夕食作りや相談事などの対

応

終日、利用者さまへの声掛

けや相談事などの対応が中

心です。時に緊急時対応

（病院受診への付き添いな

どもごくまれにあり）

就労継続支援事業所や医療

機関デイケアなどへ通所す

る方への声かけなど

共有部分の清掃、休んでい

る方への支援や各関係事業

所や行政機関などとの調整

など

交通機関 いなざわ：名鉄津島線勝幡駅徒歩７分 いなざわ２：名鉄尾西線六輪駅徒歩７分

勤務時間 ９：００～１９：００

その他

施設外観 サービス提供場面等

時間 仕事 時間 仕事



【平日】 【休日】

事業内容 共同生活援助（グループホーム） TEL 0587-97-3030 

事業所名 ＳＴＥＬＬＡ(ｽﾃﾗ）

FAX 0587-84-1522

Email stella290601＠yahoo.co.jp

URL

運営法人 向日葵合同会社 問合担当 海田

住所 愛知県稲沢市祖父江町祖父江高熊430番地

交通機関 名鉄尾西線 森上駅 徒歩20分 / 車 無料駐車場あり

勤務時間
●日勤 8：00～17：00・8：30～17：30・9：00～18：00

●夜勤 15：00～0：00・0：00～9：00

その他
正社員・パート・バイト募集

18:00

施設外観 サービス提供場面等

時間 仕事 時間 仕事

スタッフの業務（日課など）

5:00

6:00

9:00

15:15

朝食作り

0:00

3:00

5:00

6:00

10:00

18:00

22:00

見回り

見回り

消灯22:00

0:00

3:00

入居者さん出勤

夕食

消灯

12:00

昼食の買物支援

昼食

入浴・掃除

朝食

夕食

入居者さん帰宅

入浴・掃除

見回り

見回り

朝食作り

朝食

布団干し・シーツ洗いの

手伝い等

節分

B,B,Q



【平日】 【休日】

9:00 各施設へ出発 9:00 リラックスタイム

6:00 朝食準備 6:00 朝食準備
～ 体操 散歩 朝食 出発準備 ～ 体操 散歩 朝食

0:00 巡視 22:00 入床
～ ～ 0:00 巡視

22:00 入床 16:00 入浴 洗濯 夕食準備
～ ～ 18:00 夕食

18:00 夕食 12:00 各自昼食
～ リラックスタイム ～ ～

仕事 時間 仕事

～ 入浴 洗濯 夕食準備 ～ ～

交通機関 国府宮駅徒歩12分  日比野駅徒歩10分 甚目寺駅徒歩10分

勤務時間

①15時～20時（休憩なし）

②20時～9時（休憩２時間 深夜帯）

③9時～15時（16時）（休憩45分） 休日

15:00 利用者様帰設 9:00 リラックスタイム

その他 3棟出勤できる方、大歓迎

施設外観 サービス提供場面等

スタッフの業務（日課など）

時間

運営法人 株式会社ウツエ産業 問合担当

住所 稲沢市稲葉4丁目３−３ 津島市愛宕町8丁目１４１−１０ あま市西今宿郷内一３５

事業内容 共同生活援助（グループホーム） TEL 052-444-3332

事業所名

グループホームわおん稲葉

グループホームわおん愛宕

グループホームわおん西今宿

FAX 052-444-3501

Email uttyan50@gmail.com

URL

稲葉 愛宕 西今宿



18:00 夕食 18:00 夕食

22:00 消灯・見回り 22:00 消灯・見回り

16:00 入居者さん帰寮 12:00 昼食

入浴・掃除 入浴・掃除

6:00 朝食 6:00 朝食

9:00 入居者さん送り出し

3:00 見回り 3:00 見回り

5:00 朝食作り 5:00 朝食作り

仕事

0:00 見回り 0:00 見回り

【平日】 【休日】

時間 仕事 時間

施設外観 居室・共有スペース

スタッフの業務（日課など）

交通機関 名鉄バス 稲沢市役所から北へ300ｍ

勤務時間
日勤 9：00～18：00、夜勤 17：00～9：00

※ 勤務時間は相談可能です。

その他
正社員・パート・アルバイト募集

お問い合わせは、弊社HPもしくはお電話にてよろしくお願いいたします。

運営法人 Life Soar合同会社 問合担当 里中

住所 愛知県稲沢市西町三丁目17-11

事業内容 共同生活援助（グループホーム） TEL 0587-32-2101

事業所名 ソアGH稲沢西
Ailes（エール）事業所

FAX 0587-32-2101

Email

URL https://lifesoar.net/

弊社HP



【生活支援員】 【世話人】

事業内容 共同生活援助 （グループホーム） TEL 0587-97-9171（法人本部 事務所）

事業所名
グループホーム そぶえ

グループホーム そぶえⅡ

FAX 0587-97-0524

Email sobue-fukushien@mre.biglobe.ne.jp

URL http://mizumi-fukushikai.com/

運営法人 社会福祉法人 みず美福祉会 問合担当 加納（管理者） 高橋（サビ管）

住所 〒４９５−００３１ 愛知県稲沢市祖父江町上牧西６番地

交通機関 名鉄 『森上駅』より徒歩１５分。

勤務時間

世話人…  早番（６：３０～９：３０） 遅番（１６：００～２１：００）

                     ※宿直業務がある場合があります。（１６：００～９：３０）

生活支援員… 基本的には同上。   （※詳しくは応相談）

6:30 出勤 利用者さんの起床介助 6:30 出勤 朝食の準備

その他

施設外観 共有スペース・サービス提供場面等

スタッフの業務内容（入居者の方の日課など）

時間 仕事 時間 仕事

7:00 朝食 （服薬介助） 7:00 朝食提供 食器洗い 片付け

7:30 洗濯物干し（付き添い 一部介助） 8:50 利用者さんの送り出し 各部の清掃

8:00 登園準備 ティータイム 9:30 業務終了後、退勤

8:50 そぶえ福祉園に登園

16:00 出勤 利用者さんと帰宅 ティータイム 16:00 出勤 ティータイム 夕食準備

16:30 ホームの日課の補助 一部介助 入浴後の利用者さんにお茶出し

利用者さんの入浴開始 見守り 介助 18:00 夕食提供 食器洗い 片付け

21:00 リビングの消灯 施錠 引き継ぎ後、退勤 21:00 各部チェック、引き継ぎ後、退勤

18:00 夕食 （見守り 服薬介助） 19:30 利用者さんの入浴終了後、浴室掃除

20:00 就寝前の水分補給 歯磨き支援 20:00 就寝前の水分補給 片付け



【朝】 【夜】

事業内容 共同生活援助 TEL 0587-24-9560

事業所名 稲沢BASE

FAX 0587-24-9560

Email inazawa.base@gmail.com

URL https://inazawabase.wixsite.com/inazawa-base

運営法人 特定非営利活動法人ストラトス 問合担当 本田

住所 稲沢市北市場本町４丁目１番地２ 稲沢BASE

交通機関 JR清洲駅 徒歩10分

勤務時間
①朝 6：00～9：00

②夜 17:00～22:00

6:00 出勤 17:00 出勤

その他
短時間・週1日から応相談

施設外観 共有スペース（リビング）

スタッフの業務（日課など）

時間 仕 事 時間 仕 事

昨日の連絡ノート・日報確認 17:10 朝の申し送り・日報確認

6；10 朝食の準備、起床の声かけ 17:40 掃除、環境整備

体調確認、検温 18:00 夕食準備、服薬確認

7:30 朝食・服薬確認、食後の後片づけ 19:00 食事後片付け・翌朝の準備

9:00 日報記入・業務終了 22:00 日報記入、業務終了

8::30 掃除、環境整備 20:00 話の傾聴（体調・気分観察）

通所施設など送り出し 20:30 風呂掃除、寝る前服薬確認



【平日】 【休日】

事業内容 共同生活援助 TEL ①0587-36-8778 / ②0587-97-5010

事業所名

①輝々ハウス-片原一色-
②輝々ハウス-祖父江-
③輝々ハウス-祖父江Ⅱ-
(2023年オープン予定)

FAX ①0587-84-0394 / ②0587-97-5020

Email 1730kiki@gmail.com

URL https://www.kikijapan.com/

運営法人 株式会社輝々 問合担当 090-4157-2244（採用担当まで）

住所 ①稲沢市片原一色町東道上26 / ②稲沢市祖父江町甲新田芝八22-1

交通機関 ①名鉄尾西線森上駅　徒歩20分 / ②名鉄森上駅上丸渕駅　徒歩9分

勤務時間
夜勤　16:00～翌9:00
日勤　9:00～16:00（土・日・祝日）

16:00 9:00

その他

平日の日勤希望の方は、同法人運営の就労継続支援B型作業所での勤務も可能です。

施設外観 サービス提供場面等

スタッフの業務（日課など）

時間 仕事 時間 仕事

17:00 9:30

18:00 12:00

出勤

掃除、布団干しなど

昼食の配膳、見守り、片付け

16:00

6:30

7:00

7:30

18:30 12:30

13:00

20:00 14:00

8:30

19:00

日中活動から帰宅、お出迎え

入浴の声かけ

夕食の配膳、見守り、片付け

服薬確認、口腔ケア見守り

洗濯の声かけ、掃除

利用者さんとコミュニケーション

就寝（0:00と3:00に巡回)

朝食の配膳、見守り、片付け

服薬確認、口腔ケア見守り

掃除

日中活動への送り出し

22:00

服薬確認、口腔ケア見守り

休憩

レクリエーションなど

申し送り、業務終了



【平日】 【休日】

事業内容 共同生活援助 TEL 0587-35-2000

事業所名 グループホームいぼりの里

FAX 0587-35-2300

Email iborinosato@wish.ocn.ne.jp

URL

運営法人 社会福祉法人回精福祉会 いぼりの里 問合担当 上條 正木

住所 稲沢市井堀野口町24番地

交通機関 最寄駅：名鉄尾西線「上丸渕駅」 稲沢市役所南西３Km 日光川浄化センター東側

勤務時間 ➀8：00-10：00 ➁16：00-21：00 ➂8：45-17：15 ④17：30-翌10：00（宿直）

7:00 朝食準備 7:00 朝食準備

その他 勤務時間、勤務日数については、お気軽にご相談下さい

施設外観 サービス提供場面等

スタッフの業務（日課など）

時間 仕事 時間 仕事

7:30 朝食・服薬支援など 7:30 朝食・服薬支援など

9:00 日中活動へ送り出し 9:00 掃除、記録など

掃除、記録など

11:30 昼食準備

16:10 日中活動から帰宅 12:00 昼食

散歩、買い物など

17:30 夕食準備 17:30 夕食準備

23:00 見回り 23:00 見回り

18:00 夕食・入浴支援など 18:00 夕食・入浴支援など

21:00 消灯 21:00 消灯



一例です

【平日】 【休日】

8：45～ 出勤 9：00～ 出勤

9:00～ 支援 事務所で事務作業

10：30～ 事務所で事務作業 10：30～ 支援

12：00～ 昼食 12:00～ 昼食

14：00～ 支援 14：00～ 支援

事務所で事務作業 事務所で事務作業

16：00～ 支援 16：30～ 支援

事務所で事務作業

～17：45 帰宅 ～18：00 帰宅

時間 仕事 時間 仕事

スタッフの業務（日課など）

この部屋です

作業所「たんぽぽ」の就労棟の一室です。

事業内容
居宅介護・重度訪問介護・行動援護

同行援護・移動支援・生活サポート
TEL

Email satsuki@tanpopo.or.jp

0587-50-0080

その他
開所2年目の事業所です。

施設外観 スタッフ写真

名鉄奥田駅より徒歩20分  稲沢コミュニティバス「南緑町」停留所から、徒歩10分交通機関

勤務時間 8：00～18：00の間でご都合の良い時間。休日は、事業所カレンダーによる。

URL http://www.tanpopo.or.jp

事業所名
ヘルパーステーション

いなざわさつき

FAX 0587-50-5252

住所 稲沢市大塚南七丁目３９番地

運営法人 社会福祉法人たんぽぽハウス 問合担当 鈴木



【平日】例 1日3件訪問の場合 【土曜日】例 1日2件の場合（直行直帰可）

9:30 9:30 ～

10:00 ～

11:30

12:00

13:30 ～

14:00 ～ 15:00

15:00

15:30 ～

16:30

（社用車） （社用車又は自車）

②利用者宅訪問

 身体介護（入浴介助）

③利用者宅訪問

 家事援助（掃除）

退勤

 身体介護

※月1回研修会有

事業所に戻る・報告書作成

①利用者宅訪問

 家事援助

②利用者宅訪問

事業所へ出勤

①利用者宅訪問

 家事援助（買い物・調理）

事業所へ戻る

 （昼休憩）・報告書作成

時間 仕事 時間 仕事

施設外観 訪問先へ

スタッフの業務（日課など）

交通機関 国道１５５号線沿 横池交差点東へ 名鉄尾西線渕高駅徒歩15分

勤務時間
AM8：00−PM6：00  日曜日休み

＊営業時間内の都合の良い曜日時間で応相談（1日1件でも可）

その他

運営法人 社会福祉法人 稲沢市社会福祉協議会  問合担当 責任者まで

住所 愛知県稲沢市平和町横池三番割19番地 平和らくらくプラザ内

事業内容 居宅介護 TEL 0567-46-4747

事業所名 ケア・パートナー

FAX 0567-46-4545

Email kaigo@inazawa-shakyo.or.jp

URL



【平日】 【休日】

8:15～ 8:30～

10:15 9:00

11:00～

12:30

13：30～ 14:00～

14:15 15:20

15:00～ 16:00～

15:45 16:30

16:30～ 17:00～

17:15 18:00

URL https://cpt-taiyou.com/

事業内容 居宅介護 TEL 0587-58-6251

事業所名 ケアパートナーたいよう

FAX 0587-58-6253

Email ｃ.ｐ.ｔ＠sun4.gmobb.jp

施設外観 ホームページQRコード

運営法人 ケアパートナーたいよう合同会社 問合担当 田中直樹

住所 稲沢市祖父江町森上本郷十50番地

交通機関 名鉄尾西線 森上駅より徒歩5分

勤務時間 シフト制

その他

訪問介護

（調理、掃除など）

訪問介護

（調理、掃除など）

スタッフの業務（日課など）

時間 仕事 時間

訪問介護

（買い物など）

訪問介護

（排泄介助など）

仕事

訪問介護

（入浴介助、掃除など）

訪問介護

（排泄介助など）

訪問介護

（調理、掃除など）

訪問介護

（掃除、洗濯など）

訪問介護

（入浴介助、掃除など）



【正社員(サービス提供責任者)の一例】 【登録ヘルパーの一例】

8:30 出勤・連絡等の確認 8:30 ご利用者様宅訪問①

9:30 ご利用者様宅訪問 （例：デイサービスの送り出し）

(例：家事援助) 9:30 ご利用者様宅訪問②

11:00 帰社 （例：買物同行、調理、洗濯）

報告書・アセスメント作成等 11:00 直帰・休憩

12:00 休憩 (直帰できるため、家庭での

13:00 担当者会議出席 家事等のプライベートな時間に

充てることができます◎)

15:30 帰社 16:00 ご利用者様宅訪問③

ヘルパースケジュール調整等 （例：入浴介助、調理）

17:30 退勤 17:30 退勤

サービス提供責任者からケアマネジャーへ 　　登録ヘルパーは、

キャリアアップも可能です◎ １日１ケアから勤務が可能です◎

事業内容 居宅介護、同行援護、移動支援 TEL 0587-34-5288

事業所名

FAX 0587-34-5470

Email fureai-1@sa2.so-net.ne.jp

URL http://www.fureai-service.com/

運営法人 有限会社ふれあいサービス 問合担当 吉田　知世

住所 愛知県稲沢市井之口大坪町８０番１号　稲沢パールシティ３F

交通機関 名鉄名古屋本線「奥田駅」から徒歩８分、JR東海道線「稲沢駅」から徒歩２５分

勤務時間
【正社員】月～土曜日の内の５日間、8:30～17:30での勤務
【パート】月～土曜日の内５日間以内、8:30～17:30の中での勤務（時間は応相談）
【登録ヘルパー】基本8:00～18:00内で担当するご利用者様に合わせての勤務

その他

＊介護職員初任者研修修了(旧ヘルパー２級)以上の資格必須
＊同行援護を行う場合は、同行援護従業者研修修了資格必須
＊資格手当・年末年始手当・自社研修・処遇改善一時金の支給有り
＊登録ヘルパーは、利用者様宅への直行直帰の勤務となります。
＊登録ヘルパーは定年制を設けていないため、６０歳以上のシニアも多数活躍中です！！
＊「働きたいけど、ヘルパーの資格がない…」という方には、資格取得支援制度を設けています◎

時間 仕事 時間 仕事

施設外観 ふれあいサービスの魅力◎

スタッフの業務（日課など）

業務拡大のため

令和４年７月に

移転しました！

業務拡大に伴い、令和４年７月に稲沢パールシティ内

３階へと移転しました！商業施設内のため、介護・障害

福祉サービスのご利用をご検討されている方にも気軽

にお越し頂けるようになりました◎

①月１回の自社研修会

月１回ヘルパーのための研修会を開催しています◎

接遇から介護技術まで学ぶことができます。

②豊富な人材で急なお休みもカバー◎

登録ヘルパーを含め、ヘルパーは約40名在籍してい

ます。体調が悪くなった、子供の面倒を見なければいけ

ない等の急なお休みもカバーしあえます◎

③ライフスタイルに合わせ選べる勤務形態

弊社では、ライフスタイルに合わせて様々な勤務形態

を選ぶことができます。 “パートヘルパーから始めて、子

供の手が離れたら正社員になる”“正社員で働いてるけ

ど、定年になったら登録ヘルパーになって自分のペース

で働き続けたい”等、私生活との両立を大切にしています。

求人ページはこちらから

お気軽に

お問合せください



居宅介護

同行援護

移動支援

・掃除、洗濯、メモ買い物、一緒に買い物（介護ラボ・メグの介護タクシー

を利用して通院及び院内付添の支援を行う。）

・外出介護（クーポン誌等をヘルパーと一緒に検索し、目的地を決めて計画

し、介護ラボ・メグの介護タクシーを利用または、公共交通機関を利用して

外出支援を行う。）

・自閉症・精神障害等の方の社会適応を促すための外出支援を行う。

サービス提供場面等

事業内容 居宅介護・同行援護・移動支援

運営法人 株式会社ウィングサポート・メグ

勤務時間 ８：００～１７：００（時間外業務もある為、相談によりお願いすることあり）

megu@tmt.ne.jp

0587-22-3024

目黒好江

住所 稲沢市稲島東四丁目63番地

交通機関 名鉄国府宮駅より北へ徒歩1０分

サービス名

スタッフの活動

サービス内容

TEL 0587-22-3008

URL http://www.wsmg.co.jp

施設外観

その他

事業所名 介護ラボ・メグ

FAX

Email

問合担当



事業内容
居宅介護・重度訪問介護・同行援護

移動支援・生活サポート
TEL 0587-50-8666

事業所名 ラポールケア

FAX 0587-50-8667

Email rapportcare@tg.commufa.jp

交通機関 名鉄尾西線 森上駅より徒歩4分

勤務時間 シフト制 ☆08：00～18：00の間で希望の時間

URL http://hp.kaipoke.biz/np4/

運営法人 合同会社ラポールケア 問合担当 井上 委亜（いのうえ ともえ）

住所 稲沢市祖父江町本甲大溝55番 パラシオン101号

スタッフの業務（日課など）

その他 高齢介護サービス（訪問介護）事業所を併設しています。

合同会社ラポールケア ホームページ ★ラポールケア 求人情報★

8:00 8:30 9:00 9:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30

※実際に働いているヘルパーさんのシフトです。 ・・・ サービス時間（内容）

 あくまで一例であり、この他にも様々な働き方を皆さんされています。

 ご家庭等の都合に合わせ、柔軟にシフトを対応します。

ヘルパーさん勤務モデル（例）

買物 掃除 入浴

入浴・掃除

入浴・掃除

入浴・自立支援

排泄

清拭・掃除

掃除
調理・自立

支援
入浴

掃除・洗濯 買物
排泄・食事

介助
入浴介助 掃除

月曜日

火曜日

排泄 排泄
Oさんの場合…

子供が小さく扶養

内に収入を抑えた

い

（週4日勤務）

Yさんの場合…

子供がある程度大

きくなり社会保険

に加入し手取り収

入を多くしたい

（週6日勤務）

月曜日

火曜日



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


