
【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３３　津島市愛宕町8丁目１４１１０　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〒４９５００３１　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 ① 05 87- 3 6- 8 778  /  ② 05 87- 97- 5 010

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 ① 05 87- 8 4- 0 394  /  ② 05 87- 97- 5 020
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 ②稲沢市片原一色町東道上26 / 稲沢市祖父江町甲新田芝八22-1

交通機関 ① ②名鉄尾西線森上駅 徒歩20分 / 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 ➁16 ➂8 ④17：00-10：00　 ：00-21：00　：45-17：15　 ：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


