
社会福祉法人 めやす箱
法人のご案内



法⼈理念

利⽤者主体のニーズの追求
私たちは福祉サービスをご利⽤される皆様のニーズを尊重
し、利⽤者の⽅が主役になれる福祉サービスを提供してい
ます。また職員全員が常に利⽤される⽅に満⾜して頂ける
福祉サービスを追求し、より質の高いサービスを目指して
います。

ナンバーワンの福祉サービスを目指す
私たちは「ナンバーワンの福祉サービス」とは何かを常に
考え、利⽤される⽅が満⾜できる福祉サービスを目指して
います。利⽤される⽅、ご家族、地域社会に対してどのよ
うな形で貢献していくことができるのかを常に考え、事業
所の新しい取り組みや新規事業に取り組んでいます。

職員が働きやすい環境作り
私たちは職員が高いモチベーションをもって働くことがで
きるように常に心がけています。法人内での研修や、外部
への研修参加による専門性の向上、職場内での交流、職場
外でのスポーツ大会の企画、部門や事業所間での食事会な
どの職員交流の機会があります。



めやす箱事業のご案内
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特集︕採⽤後の流れ

2019年3⽉辞令交付式に参加

新人職員歓迎会
貸し切りバスでノースヴィレッジに⾏ってきました♪



めやす箱アルバム

第1回新人研修 第1回ではめやす箱設⽴の経緯や法人理念について学びます

第1回法人任意研修

まずは自己紹介から

めやす箱全体の職員が集まります

新人同士のグループで
ディスカッション

先輩職員の発表に耳を傾けます 緊張の発表です

新⼈の皆さん これからの活躍に期待します!! 一緒に頑張ろう︕



岡崎さんは…

人との関わり方や業務に対する責任感、

日々安定した支援を継続している姿から、

本人を目標に日々自己研鑽している職員もある状況

から今回表彰となりました。

教えて先輩︕︕

⼼と⼼のコミュニケーションを⼤切に︕

・めやすばこ ひ･よ･り きっず:岡崎 美⾥
・めやす箱勤務 5年目

Q︓めやす箱に入社しようと思ったきっかけ
A︓福祉フェアの面談ブースで対応してくださった職員の⽅に

「この法人で大切にしていることは何ですか︖」と質問した
ところ、「“伝わること”を大切にしている」と⾔われ、
そんな法人で働きたいと思って入社しようと思いました。
福祉フェアに参加する時は、どこに就職しようか迷っていて、
福祉以外の職種も考え迷っていました。

Q︓入社してみてどうですか︖
A︓どなたもフレンドリーで、優しいが印象です。特に上司の⽅がよく⾒てくれ、気付いてくれます。

毎日出勤することが楽しみで仕⽅ないです。ただ、先日の5⽉にあった10連休明けは
「現実に戻ったな…」と感じましたが（笑）。

Q︓これからの目標を聞かせて下さい
A︓地域と関わって⾏けるような療育をしていきたいです。⼦どもさんと保護者の⽅等⼀体となって

具体的に取り組んでいきたいと思います。

Q︓求職者へのメッセージ
A︓自分がやりたいことは、自分の努⼒次第で叶えることができる法人だと思います。

大きすぎるくらいの夢を持って入社するもよいし、私が入社した時のように、今したいことが
⾒つからなくても大丈夫です。ぜひ⼀緒に法人を盛り上げていきましょう。

理事長賞をいただきました！

めやす箱アルバム



“相手の幸せ”について考えながら日々業務に励んでいます

・倉敷⻄部地域⽣活支援センター:蒲⽣ 侑加
・めやす箱勤務 7年目

Q︓めやす箱に入社しようと思ったきっかけは︖
A︓福祉フェアのブースで理事⻑と話をして法人のイメージや

働きやすさを感じその後採⽤試験を受けることにしました。
福祉の仕事に就きたいとは思っていましたが、事業所までは
決めてなく漠然と参加した感じで、めやす箱の名前もフェアで
初めて知った状態でした。日々やりがいを感じながら仕事を
させていただいています。

Q︓入社してみてどうですか︖
A︓ 入社した当初は、特に職員間で⾏うスポーツが盛んで、

事業所関係なく仲が良い法人だなと感じました。
また、先輩職員もやさしく相談しやすい環境だったので、
特に業務に困ることは無かったです。

Q︓これからの目標を聞かせて下さい
A︓元々⽣活介護事業所で勤務していて、重度の⽅を在宅で看られているご家族の⽅に

寄り添える職員になりたいと思っていました。今は相談支援専門員として、引き続き家族の
気持ちにも寄り添える支援をしていきたいと思います。

Q︓「求職者へのメッセージ」をお願いします。
A︓いろいろな事業所（法人）を⾒学して、自分がやりたいことが実現できる、

印象に残る事業所（法人）をみつけて、その事業所（法人）の⽅と話をしてみると事業所（法人）の
雰囲気や様⼦が分かると思います。就職活動、頑張ってください︕︕

共に悩み、喜びを共有できる職員を目指していきたい︕

・就労支援 はれる:森 恵
・めやす箱勤務 3年目

Q︓入社したきっかけは︖
A︓児童発達に興味があって、家から近い事業所を調べたら

めやす箱があり、⾒学〜ボランティア〜アルバイトを経て、
事業所の雰囲気や職場環境、居心地の良さから法人の採⽤試験を
受験しました。

Q︓入社してみてどうですか。
A︓仕事としては大変なことはありますが、みなさん丁寧に教えて

下さり、まかせて頂ける部分もあるのでやりがいを感じながら
日々業務に励んでいます。児童部門から就労部門へ変わった当初は、
不安もありましたが、今は試⾏錯誤しながらも解決する日々に
充実感を感じています。

Q︓これからの目標を聞かせて下さい。
A︓これからより深く利⽤者さんと信頼関係を築いていき、利⽤者さんの

目標に寄り添いながら共に悩み、喜びを共有できる職員を目指していきたいと思います。

Q︓「求職者へのメッセージ」をお願いします。
実際に自分で⾜を運んで、事業所の雰囲気や職場の様⼦を⾒て、肌で感じることが大切だと思います。
色々な⽅から意⾒や助⾔を聞くことはあると思いますが、最終的に決めるのは自分自⾝です。
（就職活動）頑張ってください。



スリーピースの一日の流れ

今年度採⽤

事業所の流れ 新⼈職員の動き

8:00〜9:30 送迎 清掃
活動の準備

9:30〜15:30
ご利用者来所～ご利用者帰宅
(休憩時間1時間)

ご利⽤者の支援・把握

その他にも…
お楽しみ会、調理活動、ボーリング
個別でご利⽤者と散策に出かける日
など様々な⾏事があります︕

ご利⽤者の受け入れ
ご利⽤者の支援・把握

作業・散策・余暇活動
ティータイム・昼食など

連絡帳記入

15:30〜16:45 送迎 掃除
パソコン業務

16:45〜17:00 終礼（ケース等の情報共有） 終礼(ケース等の情報共有)

・板野 咲美(岡⼭県⽴⼤学出⾝)
・2019年度入職
・配属先︓スリーピース(⽣活介護事業所)

Q︓仕事のやりがいはどんなところですか︖
A︓毎日ご利⽤者の⼩さな変化や新しい発⾒があるところに、面⽩さと

やりがいを感じています。ご利⽤者それぞれの個性を大切にし、楽しく利⽤して
いただくためには、どう支援していけばいいのかを日々考えながら仕事に
取り組んでいます。また、支援の⽅法や多様な⾒⽅、考え⽅など先輩職員から
受ける多くの刺激が自分自⾝のモチベーションにも繋がっています。

Q︓めやす箱法⼈全体の印象は︖
A︓決まった価値観に縛られず、私のような新人でも自由に意⾒を⾔うことができる

風通しの良い法人だと感じています。ご利⽤者やご家族、職員自⾝が“楽しい”と思えることを
大切にされており、皆さん明るく、和気あいあいとしています。

Q︓⾃分の時間は持てますか︖
A︓しっかり持つことができると思います。仕事終わりや休日には友人とご飯に⾏ったり、家でゆったりする

時間を⼗分に持つことが出来ています。また、年間スケジュールが決まっているのでそれに合わせて
予定も⽴てやすいです。

Q︓就活する後輩のみなさんへひと⾔お願いします︕
A︓将来に不安や迷うこともあると思います。少しでも興味を持ったことを、とりあえずやってみることで

自分は何が好きか、何がやりたいかが⾒えてくることもあると思います。実際に働く中で自分の目標を
⾒つけ、追求できる環境がめやすばこにはあると感じています。
⼀緒に成⻑していきましょう︕

チューター(中村 奈緒美)からのコメント
先輩職員が取り組んでいる業務で、自分がやったことがないことでもすかさずそばに
来て「教えてください︕」と自分から学ぼうとする姿勢があります。何事にも⼀⽣懸
命で、些細なことも⼀人で悩まず、すぐに相談してくれるので安心しています。
これからの成⻑がとても楽しみです♪

⽣活介護部門



めやすばこ・きっずの一日の流れ

事業所の流れ 新⼈職員の動き

8:15〜8:30 ・出勤
・全体の活動準備

・出勤
・療育や設定活動の準備

8:30〜9:00 ・朝礼（当日のご利⽤児のスケジュール
や配慮等の確認）

・情報の共有や⼀日の流れを
確認

9:00〜12:15 ・午前ご利⽤児の課題準備
・午前ご利⽤児の療育、保護者対応

・ご利⽤児の⽣活自⽴を目指
し、療育を⾏う

12:15〜13:00 ・休憩 ・昼食
・分からないこと等の質問や
相談

13:00〜16:30 ・午後ご利⽤児の課題準備
・午後ご利⽤児の療育、保護者対応

・ご利⽤児の⽣活自⽴を目指
し、療育を⾏う

16:30〜17:15 ・終礼（当日のご利⽤児の配慮等の情報
共有、報告、相談）

・当日の片付け

・情報の共有し確認する
・業務や支援についての相談
・事務所の清掃

・中野 英幸(吉備国際⼤学出⾝)
・2019年度入職
・配属先︓めやすばこ・きっず(児童発達支援事業所)

Q︓仕事のやりがいはどんなところですか︖
A︓ご利⽤児の苦⼿なことができるようになった姿を⾒ることに、やりがいを感じます。

ご利⽤児の“自分でできた︕”という気持ちを大切にして、スモールステップで療育を
⾏っています。ご利⽤児の日々の成⻑を、職員はもちろん、保護者の⽅と共有できる
のも喜びのひとつです。支援が⾏き詰りそうになる事もありますが、ご利⽤児が向け
てくれる無垢な笑顔を⾒ると疲れも吹き⾶び、よりよい支援に向けて頑張ることがで
きます。

Q︓めやす箱法⼈全体の印象は︖
A︓職員⼀人⼀人が仕事に対して強い思いを持っており、お話させて頂くたびに刺激を受ける事ができます。

仕事で先輩職員からアドバイスをいただくことができ、仕事やプライベートでの悩みを気軽に相談しやすい
和気あいあいとした雰囲気が印象的です。

Q︓⾃分の時間は持てますか︖
A︓⼗分持てると思います。私は映画観賞や運動が趣味なので、仕事終わりに映画館に⾜を運んだり、

先輩職員とランニングに出かけて汗を流したりしています。
また、休日は友人と食事やドライブに出かけることでリフレッシュし、仕事に専念することができています。

Q︓就活する後輩のみなさんへひと⾔お願いします︕
A︓就活中は不安や焦りでいっぱいだと思います。興味を持ったら、まず⾒学や説明会に⾜を運んでみて下さい。

職場や職員の雰囲気を味わえると思います︕自分らしさを活かし、のびのびと働ける職場がきっと⾒つかり
ます︕皆さんとめやすばこで、 ⼀緒に働ける日があればと願っております。

チューター(土井 江⾥⼦)からのコメント
中野さんのあたたかい人柄は、利⽤児だけでなく、保護者や職員にも大人気です︕
責任感や向上心があるため、安心して仕事を任せることができます。これからも、
目標を持ちながら、自分のしたい事をどんどん実現していきましょう(^^)

児童部門



10代のフレッシュな職員も入りました︕

今年度採⽤

・⽚岡⾹奈 菊地愛優
・2019年度入職
・配属先︓児童発達支援センターめやす箱 (児童発達支援センター)

Q︓めやす箱に入社しようと思ったきっかけは︖
A︓菊地…⼩学⽣の頃から障がいのある⽅と関わりたいと思っていて、

⼀日も早く夢を実現させたい気持ちが強くなった頃、めやす箱の応募を知り入社しようと思いました。
片岡…⾝内に障がいのある⽅がいて、日々頑張っている姿を⾒ているうちに、自分も何かサポートしたい

気持ちが増して、卒業後、実際に働きながら資格も取得できるめやす箱の環境に魅⼒を感じ入社しよ
うと思いました。

Q︓実際に働いてみてどうですか︖
A︓菊地…分からないことばかりですが、その都度丁寧に教えて下さる先輩ばかりなので安心して

働くことができています。また、学⽣の時とは違って社会人として必要なことや、マナー等は
日々体験しながら⾝に着けているところです。

片岡…第⼀印象としては、“大人の世界に踏み込んだ”という感じです。何かお願いするタイミング⼀つ
にしても、相⼿の状況や、⾔葉遣い等、日々勉強しながら⼦どもたちと接しているところです。

Q︓これからの目標を聞かせて下さい
A︓菊地…まずは２年後の保育士資格取得です。そして、⼦どもたちに合った療育、⼀人ひとりを大切に

⼦ども達から好かれる職員になりたいです。
片岡…私も２年後の保育士資格所得です。⼦どもとしっかり触れ合いながら、他の先⽣の支援⽅法を

参考にさせていただきながら、日々挑戦し、自分の支援⽅法を⾒つけていきたいと思います。
Q︓就活する後輩のみなさんへひと⾔お願いします︕
A︓菊地…就職活動で迷っている⽅、めやす箱では資格がなくても先輩から優しく色々丁寧に教えてくれる環境な

ので安心です。
片岡…就職すると学校では学べないことがたくさん実践を通じて学ぶことができるので、私は就職して

良かったと思っています。
Q︓お互いの存在についてどう思われますか︖
A︓菊地…片岡さんは、周りが⾒えていて、仕事が丁寧。自分の意⾒が⾔えるところはすごいな、と思っています。

片岡…菊地さんがいる存在は大きいです。相談も聞いてくれ、日々の些細なこともお互いに共感できるので
とても心強いです。



Ｑ１：資格は必要ですか？どんな資格が必要ですか？

→Ａ：児童部門なら保育士、生活介護部門や就労部門であれば、社会福祉士や

介護福祉士が望ましいですが、無ければ採用されないということではあり

ません。

Ｑ２：卒業時に資格が取れていなかった場合、不採用になりますか？

→Ａ：資格が取れていないことが理由で、不採用になることはありません。

Ｑ３：学んできた分野や希望した分野でない分野に行くことはありますか？

→Ａ：あります。ただ、求職される方の適性を見極めて、配属先を検討させて

いただいています。

Ｑ４：入職後の不安がありますが、サポート体制は充実していますか？

→Ａ：１年目の方には、新人職員向けの研修としてＯＪＴ(職務の中での人材育成）が

ありますので、しっかりサポートしていきます。

詳しいことは、法人へお気軽にお問い合わせください。

Ｑ５：自動車運転免許は必要ですか？また、車両の運転をすることが

ありますか？

→Ａ：自動車運転免許はあった方が望ましいですが、運転に自信のない方も

入社後の運転サポート体制も整っているので安心してください。

Ｑ６：残業はありますか？

→Ａ：職員の働きやすさを追求していますので、業務負担の軽減をそれぞれの

事業所で工夫しています。

Ｑ7： 理事長賞って何ですか？

→Ａ：勤務成績が優秀で、他の職員の模範にもなっている方が表彰されます。

その他にこんなこと気になりませんか︖

○ その他にも聞いてみたいことや見学を希望される方は

連絡先：070-1443-1223 採用担当 小林 までご連絡下さい

○ 採用試験に関するお問い合わせは

連絡先：086-466-0751 担当 馬場 までご連絡下さい



法人ホームページ：http://www.meyasubako.jp
「めやす箱」で検索してみてくださいね。


