
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、

利⽤者様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、

利⽤者様が満⾜できる福祉サービスを目指しています。

利⽤者様、ご家族様、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、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

就労部門

いっぽいっぽ
(就労継続支援B型)

就労センターかなで
(就労移⾏支援)

(就労継続支援B型)
(⾃⽴訓練:⽣活⾃⽴)

オープン・セサミ
(就労継続支援B型)

くらイフ
(就労継続支援B型)

コンパス
(就労継続支援B型)

ワークスめやす箱
(就労継続支援A型)
(就労継続支援B型)

⽣活介護部門

ブルー．キャンパス
(⽣活介護)

カラフル
(⽣活介護)

スマイルライフ
(⽣活介護)

児童部門

めやすばこ・きっず
(児童発達支援)

めやすばこ きっずぷらす
(放課後等デイサービス)

児童発達支援センター めやすばこ
(児童発達支援センター)

めやすばこ ひ・よ・り きっず
(児童発達支援)

めやすばこ・ぶるーむきっず
(地域⽣活支援事業)

めやすばこ・きっずⅡ
(児童発達支援)

入所部門

グループホームめやす箱Ⅰ
(共同⽣活援助)

グループホームめやす箱Ⅱ
(共同⽣活援助・短期入所)

グループホームめやす箱Ⅲ
(共同⽣活援助)

地域⽣活部門

倉敷市⽣活⾃⽴相談支援センター
(⽣活⾃⽴相談支援事業)
(家計相談支援事業)

(無料職業紹介窓⼝事業)
(住居確保給付⾦事業)

（倉敷市被災者⽣活困窮⾃⽴相談支援業務）

就労支援 はれる
(就労継続支援B型)

相談部門

倉敷⻄部地域⽣活支援センター
(相談・サロン・相談受付)

児童発達支援センター さんぽるて
(児童発達支援センター)
(放課後等デイサービス)

スリーピース
(⽣活介護)

めやすばこ あのね
(相談支援事業所)



入職して1年が経ちました︕

“これからも着実に仕事をこなし、結果として結実させていきます”

・⽣活介護 スリーピース:板野 咲美
・めやす箱勤務 2年目

Q ︓入職して1年が経った今の気持ちを聞かせてください。
A︓入職2年目になって、任せていただく業務が増え⽇々やりがいを

持って取り組んでいます。入職当時と⽐べて、⾃分⾃⾝が利⽤者
様の⽇々の様子や変化に気付け、動けるようになってきました。
また、昨年度は個別ケースの副担当としての関わりでしたが、
今年度は主で利⽤者様を担当させていただいています。
私は学生時代から運転していたこともあり、入職後法人の運転講習
を受け、利⽤者様の送迎にも関わらせていただいています。

Q︓1年経って、法⼈のイメージは変わりましたか︖
A︓入職当時と変わらないのは、明るくて和気あいあいとしている法人だというところです。

実際働いてみて、「法人が職員を⼤切にしているな」と思うところが多々あります。
事業所以外の職員の⽅も気さくに声をかけてくださるし、上司や先輩職員の⽅々の
中で揉まれながら社会人として成⻑させていただいている実感があります。

Q︓これからの目標を聞かせて下さい。
A︓ 1年目は⾔われたことに対して動くことが多かったですが、2年目では「やってみたい」こと

を実⾏できるよう、⾃主的に考え相談しながら進めていきたいと思います。

管理者の⾺場さんから⼀⾔

周りをよく⾒て考えて⾏動できるところは
入職当時から基本姿勢として⾝についていた
ように感じます。
“決められたことをきちんとする”⼀⾒当たり前
のようですが、⽇々確実に継続している板野さん
は、これからもどんどん成⻑していく職員だと
期待しています。

昨年は新⼈職員として紹介されました︕



・倉敷⻄部地域⽣活支援センター:近藤 亜希子
・めやす箱勤務 6年目

近藤さんは、子育てされながら正規職員として⽇々、倉敷⻄部地域
生活支援センターで相談支援専門員として業務に取り組まれています。

Q︓めやす箱に入社しようと思ったきっかけは︖
A︓以前はケアマネージャーを5年していましたが、障害のある⽅の相談

にも関心があり、めやす箱に入職することにしました。

Q︓仕事と家庭の両⽴していくコツがあれば教えてください。
A︓ポイントは、“どちらも頑張りすぎないこと”です。

子どもと関われる時はしっかり関わる︕だらだらと時間を過ごすのではなく、充実した時間を過ごせる
よう意識しています。 毎⽇のスキンシップも（今はにらめっこや、相撲をすることが我が家のブーム
です）⼤事にしています。

Q︓これからの目標を聞かせて下さい。
A︓これからもあせらず⾃分のペースで仕事を続けていきたいと思います。業務においては、ケアマネの

経験も活かしながら、地域において高齢分野と障害分野の パイプ役を担えていければと思っています。

Q︓求職者の皆さんにメッセージををお願いします。
A︓⻑く働く職場を探す時に、“⾃分の家族を⼀番に思って仕事を探す”ことだと思います。

家族の幸せの上に、仕事があると思うので、子育てや介護など家族の状況に合わせて
⾃分の働き⽅を変えていくことが⻑く働くことに繋がると思います︕

特集︕私たちの働き⽅いろいろ

・児童発達支援センターめやす箱︓藤野 ⿇理子
・めやす箱勤務 6年目

藤野さんは、入職時はパート採⽤で3年、その後准職員として1年、
翌年には正規職員として勤務されています。

Q︓めやす箱に入社しようと思ったきっかけは︖
A︓当時は、下の子がまだ4ヶ月で保育園の送り迎えもあったので、

勤務時間と家から職場が近かったことが決め手となりました。

Q︓藤野さんが働くことに対しての家族のサポートは︖
A︓夫も同居している夫の両親も、働くことに対して応援してくれています。子供の成⻑に合わせて働くこ

とができているので、夫の両親も負担なく、子どもたちと関わってくれています。

Q︓仕事と家庭の両⽴をしていくコツがあれば教えてください。
A︓仕事は基本持ち帰らない。忙しい月もありますが、前もって無理のないスケジュールを⽴てることで

残業せず帰宅することができます。私は仕事をすることで、仕事と家庭のメリハリのある生活が送れて
います。時には、疲れたな…イライラする時もありますが、そんな時はプチ贅沢♪高級アイスを
こっそりみんなが寝た後に⾷べます(笑)。

Q︓求職者の皆さんにメッセージををお願いします。
A︓職場を選ぶ時に、⾃分と年代の近い⽅がいる、同じ環境の⽅がいる職場だと、お互いにフォローし

合える、分かってもらえる安心に繋がります︕︕

“「仕事・家族・私」を繋ぐキーワードは「笑顔」です”

“私のライフスタイルに合う職場に出会えました”



・ブルー．キャンパス︓森本 康江
・めやす箱勤務 2年目

森本さんは、入職時はパート採⽤で1年、翌年には正規職員として
勤務されています。

Q︓めやす箱に入社しようと思ったきっかけは︖
A︓障害分野で１０年働いた後の転職で、「相談業務をしたいな」と

思い、法人内に相談事業所があるめやす箱に入職しようと
思いました。

Q︓実際に入職されてみていかがですか︖
A︓以前働いていた生活介護事業所は、⽇中活動が余暇中心であったのに⽐べ、ブルー．キャンパスでは

重度の障害がある⽅も作業を選択する機会があり、働くことにやりがいを持っておられ、楽しく作業
をされている⽅が多いことに驚きました。また職場環境では事業所同士のつながりや、法人内での関
わりがあり、ブルー．キャンパス以外の職員の⽅々から刺激を受ける機会も多いです。

Q︓これからの目標を聞かせて下さい。
A︓パート職員から正規職員になり、利⽤者様に対しては勿論、⼀緒に働く職員に対しても⼀層

“目配り・気配り・心配り”ができる職員になりたいと思います。

Q︓求職者の皆さんにメッセージををお願いします。
A︓めやす箱では、法人内外の研修、部門勉強会等学ぶ機会が多くあり、福祉を知っている人も知らない

人も⽇々の業務を⾏いながら知識も増やしていくことができます。ぜひ、福祉に関心興味がある⽅、
⼀緒にめやす箱で働いてみませんか︖

蒲⽣ 啓介さんは…
めやすばこきっずぷらすの管理者兼発達支援管理責任者として、
業務処理に対するスキルの高さと前向きさ、そして⾃⾝に課せ
られた職務を確実かつ迅速に取り組む姿勢は、後輩職員の模範
となる存在であるため、今回理事⻑賞に推薦されました。

理事⻑賞をいただきました︕

めやす箱アルバム

“これからも⼈との出会い、関わりを⼤切にしていきたい”



教えて先輩︕︕

・めやすばこ・きっずⅡ︓京楽 朝芽
・めやす箱勤務 3年目

Q︓めやす箱に入社されたきっかけを教えてください
A︓もともと障がいに関係する仕事に就きたいと思って、求職サイトを⾒て

⾃分で事業所へ連絡して⾒学の⽇程調整をしました。めやす箱以外にも
いくつか⾒学に⾏きましたが、⾒学に伺った時の先生⽅の対応がとても
丁寧で「ここで働きたい。学びたい。」と感じ入職を決めました。
ちなみに私は卒論作成等で忙しく、本格的に就職活動を始めたのは4年
の2月でした。

Q︓実際に入社されてみていかがでしたか︖
A︓学校でいろいろ学んできたはずでしたが、実際の現場では分からないことがとても多かったです。

療育に関わる中で悩むこともありますが、その度に、私の考えや気持ちを汲んで下さった上で
先輩⽅はアドバイスをくださるので少しずつ療育に対する⾃信に繋がりました。

Q︓これからについて
A︓安心してのびのび子供たちが成⻑していける地域つくりに向けて、まずは園や関係機関と密に連携を

取っていきたいと思います。

Q︓求職者の皆さんにメッセージををお願いします。
A︓事業所へ⾜を運んで、事業所の雰囲気やそこで働いている先生⽅の様子を⾒て感じてください。

きっとあなたの中で“ここで働きたい”と感じる場所に出会えると思います。

・就労センターかなで:⻄村 朋菜
・めやす箱勤務 3年目

Q︓入社したきっかけは︖
A︓⼤学の当時、お世話になった先生が障害に関わる仕事に就きたいと

相談したところ、めやす箱が良いとアドバイスを頂いたので 、先生
と⾒学に⾏かせて頂き入職を決めました。

Q︓入社してみてどうですか。
A︓入職後から法人内の就労事業所をいくつか異動した中で、しんどさ

もありましたが、正規職員の⽅々、パート職員の⽅々のスキルが高
く、学ばせていただくことがとても多いです。また、⾃分⾃⾝も成
⻑したい思いが強く、充実した⽇々を送らせて頂いています。

Q︓これからの目標を聞かせて下さい。
A︓今置かれている⽴場を理解し、⽇々業務に取り組みたいと思います。今配属されている就労移⾏

支援では、いつも優しく接するばかりではなく、時に利⽤者様にとっては⾔われたくないことも
伝えなくてはいけない場面があります。
そういった時に、利⽤者様に伝えたいことが届けられるスキル、関係性構築を今後も意識しながら
⽇々業務に取り組んでいきたいと思います。

Q︓求職者の皆さんにメッセージををお願いします。
A︓実際に働いてみて思うのは、⻑く働く職場を⾒つけるには、仕事内容よりも、⾃分と⼀緒に働く
人が⼤切だと思います。⼀緒に働く人を知るには、実際の現場に⾏き、⾃分⾃⾝が現場の雰囲気
を感じ、最後は⾃分で決める事が⼤切だと思います。

“子どもたちの“笑顔・元気”の芽、これからもたくさん⾒つけていきます”

“誰に対しても誠意をもって分かりやすい説明を心掛けています”



ワークスめやす箱

今年度採⽤

事業所の流れ
（就労継続支援A型）

新⼈職員の動き

8:30〜9:00 出勤・外注作業準備 清掃
活動の準備

9:00〜17:20
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

それぞれ、外注先にて作業実施
・清掃、引っ越し、不⽤品引き取り、
除草など、作業も色々しています

・ご利⽤者の勤務時間
早出 9:00〜16:00
遅出 10:30〜17:30

ご利⽤者の受け入れ
ご利⽤者の支援・把握

慣れるまでは、先輩職員と⼀
緒に外注作業に出かけます

17:20〜17:30 終礼（ケース等の情報共有） 終礼(ケース等の情報共有)

・岡田 順也(吉備国際⼤学出身)
・2020年度入職
・配属先︓ワークスめやす箱(就労継続支援A型・就労継続支援B型)

Q︓仕事のやりがいはどんなところですか︖
A︓利⽤者様との関係づくりにやりがいを感じます。最初は、利⽤者様

とうまくコミュニケーションが取れていなかったのですが、先輩職
員から関わり⽅やご利⽤者の特性などアドバイスを頂き、うまく話
せるようになりました。今まで、話しかけても素っ気なかったご利
⽤者から話しかけてもらえたり、相談されたりすると利⽤者様との
信頼関係が築けてきたことを実感します。

Q︓めやす箱法⼈全体の印象は︖
A︓法人理念に沿って、職員⼀人⼀人が向上心を持って取り組んでいると感じます。「職員の働きやすさ」

についても、福祉職の経験がなく不安が強い中、事業所の職員の⽅々は温かく迎え入れてくださり、
⼀つ⼀つ丁寧に指導をして下さって感謝しています。

Q︓⾃分の時間は持てますか︖
A︓経験がない分覚えることは多く、⼤変なこともありますが、管理者や上司の⽅が気にかけて下さり、

早く帰るよう促されています。休⽇には、友人と旅⾏に出かけたり、趣味の時間を持ち、リフレッ
シュができています。

Q︓就活する後輩の皆さんへひと⾔お願いします︕
A︓⼤学では、スポーツインストラクターを目指し、勉学に励んでいましたが、やりがいや具体的な目標を

持てずにいました。めやす箱には、縁があって入職することとなりましたが、福祉の経験がない為最初は
不安な気持ちで⼀杯でした。働き始めて仕事の楽しさややりがいを⾒つけることができ、つまづきながら
も毎⽇仕事に励んでいます。求職活動をする中で、条件や職場の雰囲気など悩むことが多いとは思います
が、⾃分にとってのやりがいや、それを共有できる仲間を⾒つけてくださいね︕
チューター(安藤 裕史)からのコメント
いつも「何か⾃分が手伝えることはありますか︖」と、先輩職員をサポートしてく
れます。真面目な性格でそそっかしいところもありますが、それも周りを和ませる
彼の良い所。彼の持つ空気感は事業所を明るくしていき、今後はめやす箱全体も明
るくしていってくれると期待しています。

就労部門



スリーピースの⼀⽇の流れ
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、ボウリング
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)

・木村 ⼤地(松山⼤学→旭川荘厚⽣専門学院→宿泊型⾃⽴訓練)
・2020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︓利⽤者様の変化や成⻑していく姿にやりがいを感じます。⽇々の取り組

みや活動の中で、これまで出来なかったことが出来るようになったり、
利⽤を開始された当初は、不安で落ち着かない様子だった⽅が、穏やか
に過ごせるようになったり。利⽤者様の様子も⽇々変わっていきます。
重度の障がいを抱える⽅も多く、⾔葉でコミュニケーションを取れる⽅
は少ないですが、その⽅らしい別の⽅法で意思疎通が図れるようになった
時の喜びもやりがいの⼀つです。

Q︓めやす箱法⼈全体の印象は︖
A︓人事考課のシステムや階層制など、キャリアデザインがしっかりと描ける点に

魅⼒を感じます。福利厚生も整っている為、⻑いスパンで⾒ても安心して働く
ことができると思います。又、職員⼀人⼀人が向上心を高く持ち、⾃己研鑽に取り組んでいる為、⾃分も
負けじと業務に励んでいます。

Q︓⾃分の時間は持てますか︖
A︓早くご利⽤者の特性や業務を覚えようと取り組んでいますが、上司や同僚の⽅々が気にかけて下さり、早く

帰るよう促されています。休⽇には家族との時間を持つことができ、オンとオフの切り替えもきちんと⾏う
ことができています。

Q︓就活する後輩の皆さんへひと⾔お願いします︕
A︓仕事選びや職場選びに悩んでいる人も多く、どんな人がどんな雰囲気で働いているのか不安もたくさんあると

思います。不安や興味を持ったらまず⾏動するということが⼤切です。私⾃⾝もめやす箱の事業所説明会に参
加させて頂いたり、事業所⾒学をさせていただいた中で職員の⽅々から直接話を聞くことで、どのような職場
なのか、安心して働ける法人なのか知ることができました。福祉の仕事やめやす箱に興味を持った⽅は、ぜひ
⼀度お問い合わせくださいね。
上司(荒⾦ 昌也)からのコメント
⽊村さんは相談業務をされていたこともあり、人当たりが良くてその⼝調からも
「優しさ」が伝わってきます︕福祉経験があるためスリーピースでは即戦⼒の
存在です。この仕事の楽しみややりがいを⾒つけ、⼀緒に事業所を盛り上げて
いきましょう︕

⽣活介護部門



・田中 楓 (ブルー.キャンパス:⽣活介護事業所）
・片寄 美華子 (スリーピース:⽣活介護事業所)
・2020年度入職

Q︓実際に入職されてみていかがでしたか︖
A︓田中…初⽇は分からない事ばかりでしたが、今は少しずつ仕事を覚えているところです。働くまでは、重度

障がいがある⽅は、皆さん⾞椅子で過ごされていて、⾷事や、排泄全てにおいて介助者が必要な⽅ば
かりだと思っていましたが、実際は皆さんできることがたくさんあり、⾃分の中で障がいのある⽅の
イメージが⼤きく変わりました。

片寄…最初はわからないことばかりで不安もありましたが、今は上司や先輩⽅にいろいろ教わりながら、毎
⽇楽しく働かせていただいています。利⽤者様に上手く伝えることができず、時にはご機嫌を損ねて
しまわれることもありますが、笑顔を返して下さるととても嬉しいです。学生時代は同年代との関わ
りが主でしたが、利⽤者様やご家族、職場の先輩など様々な年代の⽅と接することで⾔葉遣いなども
意識するようになり、「社会人になったんだな」と実感しています。

Q︓これからの目標を聞かせて下さい
A︓田中…まずは3年後の介護福祉士取得を目指します。

片寄…利⽤者様ともっとコミュニケーションが取れるようになりたいです。もちろん、3年後の介護福祉士
取得も目指します。

※通信教育に係る費⽤及び実務者研修受講費⽤は、めやす箱が負担します。

Q︓同期入社のお互いの存在についてどう思われますか︖
A︓田中…今は新型コロナ拡⼤防止の影響もあり、会ってゆっくり話をすることはできないので、LINEで話を

しています。片寄さんの存在はとても心強いです。
片寄…⽇々あったことなど、LINEで連絡を取り合っています。田中さんはしっかりしていて、とても心強

いです。お互いの存在が良い刺激と支えになっているので、これからも⼀緒に成⻑していきたいです。

Q︓就活する後輩の皆さんへひと⾔お願いします︕
A︓田中…学生の時や、アルバイトでは体験できないことが就職するとたくさんあります。めやす箱の皆さんは

とてもやさしい⽅が多いので安心して働けると思います。
片寄…働く中で⼤変なこともありますが、めやす箱では優しく教えてくださるので楽しく仕事が出来ます。

高卒採⽤枠で2名入職︕︕
10代のフレッシュな職員が入りました︕



【資格・運転免許について】

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：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。

【入職後について】

Ｑ1：入職後の法人内異動はありますか？

Ａ：あります。ただ、ご本人の意向も踏まえ適材適所へ配属させていただきます。

Ｑ2：入職後の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。具体的には、春に2回新人研修があり、1回目はOJTについて・

委員会部会について、2回目は社会人として必要なスキルについて学ぶ機会が

あります。

Ｑ3：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。


