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人 生（ 存 在 ）へ の 支 援 ・ 援 助



　同愛会東京事業本部は『人生（存在）への支援・援助』を理念に掲げ、知的障害者の方に

対して『重い障害のある人でも、その人らしく生き生きと地域で暮らしていける』ことを目指して、多岐

にわたる支援を行っている社会福祉法人です。

　具体的には、東京都内で通所施設や入所施設、グループホーム等を運営しています。

その中のひとつ、東京都 日の出町にある入所施設＜日の出福祉園＞では、古くなった住環境を一

新して、より充実した生活環境にするため、現在建て替え工事を進めています。

その結果、入居者はリゾートホテルを思わせるような環境のもと、個室ユニットの中で暮らせるようにな

りました。

　この仕事は、けっして楽な仕事ではありませんが、やりがいをたくさん発見できる仕事です。専門知

識やスキルなんかなくてもかまわない。やる気というエネルギーがあれば、大丈夫！！

同愛会はやる気のある人、チャレンジ精神のある人はもとより、福祉分野の仕事に就こうか迷ってい

る人も温かく迎え入れて、新たなキャリアづくりを支援します。日々知的障害者の方に向かい合う中

で、多少の困難を乗り越えた先にあなたと法人、互いの成長があるはず。

　発展途上の法人ですが、やりがいを探しているあなたとともに、成長していきます！

『重い障害のある人でも、その人らしく生き生きと地域で暮らしていける』

やりがいのある仕事を探している、あなたへ。

同愛会で働いてみませんか。

社会福祉法人同愛会　東京事業本部 

本部長　本吉　究 



◯福祉の仕事を選んだ理由 

学生時代から障害児・者の方と関わるボランティア活動やガイドヘルパー（移動支援従

事者）のアルバイトをしていました。利用児・者さんが「何をしたいのか？」「何を感じている

のか？」「どうしたら一緒に楽しめるのか？」を考えて、関わることにやりがいや楽しさを感じ、こ

のようなことを仕事に出来たらいいなあと思い、障害児・者の方と関わることが出来る仕事

を選びました。

 

◯ 同愛会を選んだ理由 

利用児・者さん、そのご家族の幸せを共に考えること。利用児・者さんの様 な々感情に共

感し、寄り添い、人生を支援することが仕事をする上で重要と考え、自分の考えと同愛会

の理念「人生（存在）への支援・援助」が一致したこと。また、同愛会は未就学児から成

人まで幅広く障害福祉事業を展開していることも魅力を感じました。

◯福祉の仕事を選んだ理由 

学生時代から障害児・者の方と関わるボランティア活動やガイドヘルパー（移動支援従

事者）のアルバイトをしていました。利用児・者さんが「何をしたいのか？」「何を感じている

のか？」「どうしたら一緒に楽しめるのか？」を考えて、関わることにやりがいや楽しさを感じ、こ

のようなことを仕事に出来たらいいなあと思い、障害児・者の方と関わることが出来る仕事

を選びました。

 

◯ 同愛会を選んだ理由 

利用児・者さん、そのご家族の幸せを共に考えること。利用児・者さんの様 な々感情に共

感し、寄り添い、人生を支援することが仕事をする上で重要と考え、自分の考えと同愛会

の理念「人生（存在）への支援・援助」が一致したこと。また、同愛会は未就学児から成

人まで幅広く障害福祉事業を展開していることも魅力を感じました。

Interview01   MINAMI YAMASHITA
大正大学 人間学部卒 山下 みなみさん

入職
8年目

出勤・朝礼 

～通所施設～ 職員の１日

8 : 30  今日の予定、特記事項の確認。電話の対応も行います。 

仕事開始9:00  利用者さんの 受入れ 「おはようございます！」

午前の活動 9 :30  作業のお手伝い。運動や 音楽活動も行います。 

昼食・休憩 12 : 00  食事介助をしながら、利用者さんとお話したり、少しひと息。 

午後の 活動開始 13 : 30  作業のお手伝い。運動も行います。

活動終了 16 : 00  利用者さん帰宅「また明日！」

終礼・記録 打合せ・会議 16 : 30  片付けや今日の振り返り。明日の予定を確認します。

終業・退勤 17 : 30  皆さんお疲れ様でした。



◯福祉の仕事を選んだ理由 

「人を支える仕事に就きたい」という夢が漠然とあり、そのなかでも子供を支える仕事に就

こうと考えて教員の道を目指していました。しかし実際に教育実習を経ると、授業の作成や

部活動に課外活動などやらなければいけないことがたくさんあり、生徒のことを考える余裕

を持つことが自分にはできませんでした。そんな時、特別支援学校と児童養護施設の体

験を経て、自分が望んでいた分野は福祉だと感じました。幸い、教育免許が活かせる分

野でもあった為、福祉の仕事に就くことを決めました。 

 

◯ 同愛会を選んだ理由 

合同説明会に参加したり、求人票を見て勤務地や給与も自分の希望に最も近いと感じ

た為同愛会を選びました。実際に施設の見学にも行き、活動を目の前にして自分のやり

たいことに近いと感じたことが決め手となりました。 

◯福祉の仕事を選んだ理由 

「人を支える仕事に就きたい」という夢が漠然とあり、そのなかでも子供を支える仕事に就

こうと考えて教員の道を目指していました。しかし実際に教育実習を経ると、授業の作成や

部活動に課外活動などやらなければいけないことがたくさんあり、生徒のことを考える余裕

を持つことが自分にはできませんでした。そんな時、特別支援学校と児童養護施設の体

験を経て、自分が望んでいた分野は福祉だと感じました。幸い、教育免許が活かせる分

野でもあった為、福祉の仕事に就くことを決めました。 

 

◯ 同愛会を選んだ理由 

合同説明会に参加したり、求人票を見て勤務地や給与も自分の希望に最も近いと感じ

た為同愛会を選びました。実際に施設の見学にも行き、活動を目の前にして自分のやり

たいことに近いと感じたことが決め手となりました。 

Interview02   TETSUYA TAIRA
千葉大学 教育学部卒 平 哲弥さん

入職
4年目

早番出勤 7 :00  夜勤者から引継ぎ 朝食介助などを行います。 

全体朝礼8:30  全棟の明けの職員が出席。体調不良者やその日の予定を確認 

生活介護活動開始9:00  グループに分かれて段ボール回収や缶回収、入浴支援や機能維持訓練など行っています。 
※夜勤者退勤

遅番出勤 12 : 00  昼食介助をおこないます。平日は活動に参加しているので活動室で昼食介助を行います。

生活介護活動終了 15 : 00  終わったら各棟に戻ります。戻ったら医務が棟を回り処置をおこないます。 

夜勤出勤・早番退勤16 :00  早番から引継ぎがあります。遅番者と一緒に入浴介助に入ります。 

夕食介助 18 : 00  夕食介助を行います。夕食介助が終わると夜勤者は休憩(1ｈ)にはいります。 

就寝支援 20 : 00  就前薬の服薬支援を行ってからか就寝支援を行います。 

遅番退勤 21 : 00  

●早番 07 : 00～16：00　●遅番 12 : 00～21：00　●夜勤 16 : 00～翌9：00     

利用者さんが就寝の間に、洗濯や片付けを行います。

～入所施設～ 職員の１日



事業所
あすなろ作業所
東京都杉並区方南1-3-4
TEL:03-3322-1020
生活介護／就労継続支援（B型）
開設年月日　平成16年4月1日

仲宿ハイム
東京都板橋区
共同生活援助
開設年月日　平成20年12月1日

練馬区立大泉福祉作業所
東京都練馬区東大泉2-11-22
TEL:03-3922-6193
就労継続支援（Ｂ型）
開設年月日　平成18年4月1日

地域生活支援センター
ひゅーまんネット
東京都杉並区阿佐谷北1-36-3
YOKOKAWAビル3階
TEL:03-5327-5805
居宅介護／行動援護／移動支援
開設年月日　平成16年3月1日

堀ノ内ハイム
東京都杉並区
共同生活援助
開設年月日　平成20年1月1日

大田区立大田福祉作業所
大田地域生活相談室
東京都大田区大森西3-3-9
TEL:03-3763-8739
就労継続支援（B型）／相談支援
開設年月日　平成17年4月1日

グループホーム かんらんしゃ
東京都大田区
共同生活援助
開設年月日　平成29年9月1日

練馬区立大泉つつじ荘
東京都練馬区東大泉2-11-22
TEL:03-3922-7658
短期入所／共同生活援助／日中一時
特定相談支援／障害児相談支援
開設年月日　平成18年4月1日

東大泉ハイム
東京都練馬区
共同生活援助
開設年月日　平成20年4月1日

日の出福祉園
東京都西多摩郡日の出町平井376
TEL:042-597-5041
生活介護／施設入所支援／
短期入所／日中一時
開設年月日　平成19年4月1日

プロシード
東京都あきる野市下代継94-6
TEL:042-550-5804
生活介護／就労継続支援（Ａ型）
開設年月日　平成21年9月1日

秋川ハイム事業所
東京都あきる野市
共同生活援助
開設年月日　平成22年4月1日

生活介護ほ～ぷ
東京都あきる野市油平87-11
TEL:042-533-3307
生活介護
開設年月日　平成29年5月1日

板橋区立加賀福祉園
東京都板橋区加賀1-7-2
TEL:03-3579-2366
生活介護／就労継続支援（Ｂ型）／
児童発達支援センター
開設年月日　平成18年4月1日



沿革
平成15年10月1日

平成16年3月1日

平成16年4月1日

平成17年4月1日

平成18年4月1日

平成19年4月1日

平成20年1月1日

平成20年4月1日

平成20年12月1日

平成21年9月1日

平成22年4月1日

平成29年4月1日

平成29年5月1日

平成29年9月1日

社会福祉法人同愛会 東京事業本部 開設

ひゅーまんネット開設

あすなろ作業所  杉並区より経営移管

大田区立大田福祉作業所  大田区より指定管理受託運営開始

板橋区立加賀福祉園  板橋区より指定管理受託運営開始

練馬区立大泉福祉作業所  練馬区より指定管理受託運営開始

つつじ荘  練馬区より指定管理受託運営開始

日の出福祉園  東京都より経営移譲

堀ノ内ハイム開設

東大泉ハイム開設

仲宿ハイム開設

プロシード開設

秋川ハイム開設

大田地域生活相談室開設

生活介護 ほ～ぷ開設

グループホーム かんらんしゃ開設

ホームページもご覧ください。
＜URL＞
http://hyuman.com

douaikai tokyo

受付時間：月～金曜日 9時～18時
03（5327）5706 sa iyou@hyuman.com

法人・採用についてのお問い合わせ窓口

〒166-0001 東京都杉並区阿佐谷北1-36-3 YOKOKAWAビル3階




