
～みんなでご機嫌な暮らしをしませんか？～

障がい児者の地域生活と人権を守る

2020
居宅介護事業所まーぶる

福祉有償運送

オプション

ホームヘルパーの派遣を
行い、自宅での支援、ま
た外出の支援を行ってい
ます。

まーぶるご利用者さんの支援
に伴う移動に、車を使用して
目的地まで運行します。

公的な制度を利用できない方
に、私費にて支援を行います。

ショートステイぽれぽれ

事業所で基本 1 泊 2 日で
利用していただきます。

デイサービス
　　　　ぽぽろ

事業所に来てい
ただいて、日中
活動の支援を行
います。重症心身障がい児

放課後等デイサービス
まーぶるにじょう

小学 1 年から高
校 3 年までの学
齢児の放課後の
すごしの場です。

実施事業

まーぶるは、こぢんまりした小さな法人です。

職員とも利用者さんとも距離が近く感じられます。

地域生活を支援するための事業内容は、多種多様で職員はいろん

な顔をもっています。また、施設内部でおこなわれる研修は、充

実しています。

個性豊かな利用者さんに向き合ってみると、お互いにいろんな表

情のやりとりをしていることに気付きます。

どちらも自分の思いが通じたら楽しいです。

そこが仕事の醍醐味です。

大げさに言えば、『生きる』ことを考えさせられる場所です。

談員の Mさん相

私は困っている人の力になれるような仕事がしたいと思い、まー

ぶるで働き始めました。

まーぶるでは、デイサービスや移動支援など、利用者様一人ひと

りの思いに沿った活動や支援をしています。

活動を通して利用者様の笑顔を見れたときや、利用者様に名前を

覚えてもらったときはとてもうれしく思います。

ときには利用者様から笑顔や元気をもらうこともあり、毎日楽し

い時間を過ごしています。

護職のＯさん介

私は、全く知識がないまま、まーぶるで働きはじめました。ただ、
前向きなやる気だけで！！
正直、初めは障がいのある方と一緒に過ごし、私に何ができるん
やろか？と自信を無くし、どうして良いのかわからない時もあり
ました。日々、利用者さんと向きあい、距離が近づき、コミュニケー
ションがとれ、初めて名前で呼んでもらった時や笑顔が見れた時
に、心の中で「ヨッシャー！」とガッツポーズが出るほど嬉しく、
さらなるやる気と自信がわいて来ます。
私も利用者さｎから色々学ばしてもらって、笑顔になり、心が豊
かになっています。

護職のＹさん介

まーぶるでは、その人なりの健康と安全を見守る「縁の下の力持ち」、

時には「歌って踊れる看護師」として頑張っています。実は一番楽

しんでるのは私かも…！

護師のＯさん看

まーぶるの日々の様子は Facebook で随時アップしています！

まーぶるってどんなところ？

まーぶるでどんなことをしているの？など

いろいろな、「まーぶる」がここにあります。

ぜひ見に来てください！！



あ

職

私たちは、障がいとともにある方とおつきあいをしていますが、障がい児者と支援者と言う
一面的な関係ではなく、みんなが楽しく、ご機嫌に暮らせるように、一緒におもろい暮らし
をしたい。と思っています。
ご機嫌な暮らし作りを一緒にしませんか？

なたは誰と、どこで、どんな暮らしをしたいですか？ ス タッフの声
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研修制度

ヘルパー 2 級　介護職員初任者研修修了　介護福祉士
※就業時での無資格可。資格取得していただくこともできる支援制度有り

正看護師がのぞましい　　　　　　
※准看護師資格をお持ちの方はご相談ください

スタッフ向けの全体研修会
　事業全般に関わる内容の研修会（月 1 回）
　嘱託医による医療に関わる内容の研修会（月 1 回）
レポート研修（必要に応じて）
現場での同行研修
　利用者に慣れたヘルパー、職員がマンツーマンで同行し、
　独り立ちまでフォローします。
このほか、外部研修への参加も積極的に行っています

法人規定により、役付手当、職務手当、運転手当、家族手当、
通勤手当、宿直手当の支給あり

月給　200,000 円～（経験加算有り、諸手当含む）
時給　1,700 ～ 2,000 円（経験加算あり、諸手当含む）

西京極と中京区を拠点とし、法人全事業に関わっていただきます

月変形労働時間制　月ごとのシフトによる勤務

月 5 日から 9 日

退 職 金 勤続 2 年目より中小企業退職金共済会に加入

このほか常勤は、処遇改善費を一時金として年 3 回支給しています（2018 年度実績 1 回 10 万～ 35 万）

常　勤　月給　200,000 円（経験、資格等考慮、諸手当含む）
非常勤　時給　900 円～ 2,100 円              ※研修期間は別途定めがあります

まーぶるってどんなとこ？どんな思いをもってお仕事してますか？に
ついて聞いてみました。
日ごろスタッフの皆さんは、どんなことを思い、感じ、そして考えて
業務をしているのでしょうか？

普段、私が携わっている仕事の一つに移動支援があります。

移動支援は、利用者さんが外出される時に付き添う、というもの

です。行先が決まっておらず、支援時間だけが確定されている時

もあり、その時はご本人の障がいの状況や体調、趣味趣向などを

ふまえて、ご本人やご家族と相談して行先を決めます。帰宅後に

利用者さんから「楽しかった」と言ってもらえたり、笑顔を見せ

てもらえると、とてもうれしいですね。

護職のＭさん介

私が関わっている仕事のひとつにデイサービスがあります。デイ

サービスでは、事業所に来られる利用者の方一人ひとりの思いに

沿った活動をしています。イベントやお出かけを通して、利用者

の方の新しい一面を知ることができます。そこから利用者の方と

の距離が近くなり、毎日が楽しいです。

この仕事を通して、利用者の方から笑顔と元気をもらっています。

護職のＹさん介

まーぶるは私にとって暖かくて優しい気持ちになれるところです。

施設内の雰囲気はゆったりとしていて、利用者さん、スタッフと

もに家族のようだと感じています。

どのスタッフもわからないことは、わかるまで何度でも教えてく

れるので、障害とともにある方と関わることや施設で働くことが

始めての人でも働きやすいところだと思います

私は利用者さんやスタッフとお話ししたり、お出かけしたりする

のが好きなので楽しみながら働いています。

護職の Mさん介

一言でいうととってもあっとほーむな職場です。 大きな法人で
はないですが、 小規模ならではの人との距離の近さや暖かい雰
囲気があります。スタッフ同士はもちろん、利用者さんともゆっ
くりと時間をかけて信頼関係を築いていくことができます。
まーぶるには言葉で表現することが難しい方も多くおられます。
そんな方のリラックスした表情や笑顔が見られた時、 いい関係
ができてきたと感じられる時が仕事をしていて一番うれしい瞬間
です。 これからも利用者さんひとりひとりと丁寧に関わること
を大切にしていきたいです。

談員のＳさん相
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