
人吉市

出水市

薩摩川内市

鹿児島空港

鹿児島
市

鹿児島県 宮崎県

熊本県

都城市

曽於市

霧島市

桜島

錦江湾

鹿屋市

佐多岬

指宿市

枕崎市 良き
　隣人　隣人～だれもが生まれてきてよかったと思える共生社会へ～

採用パンフレット
社会福祉法人落穂会あさひが丘グループ



日々の活動の中で、身体機能の維持を目的とし
たリハビリ支援を行っています。

利用者の「安全で楽しい」食事をサポートして
います。

経営Vision

経営Visionに込められた思い

リハビリ支援 昼食支援

人が「生まれてきてよかった」と思う瞬間は
どのような場面でしょうか。
誰かと嬉しさを共有できたとき、
辛いときに寄り添ってくれる仲間がいたとき。
あなたの信頼する「だれか」の存在があるのではないでしょうか。
私たちはそのような存在を「良き隣人」と呼び、
あさひが丘に関わる全てのみなさまの
良き隣人になることを目指しています。
そして、良き隣人に囲まれ、笑顔のあふれた生活を送ることが

「生まれてきてよかった」につながるのではないでしょうか。

笑顔  輝く 明日へ
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経営Vision

私たちの仕事
あさひが丘グループでは、
知的障害や発達障害のある方々が利用する福祉サービスを提供しています。
利用者のみなさまが快適に生活を送ることはもちろんですが、
個々人の夢や目標を支援することを目指しています。

様々なニーズにお応えするために、児童 /成人・入所/通所など多岐にわたるサービスを提供し、
職員の連携を深め、「チーム」で支援を行っています。

「だれかの役に立ちたい」
その気持ちが私たちの原動力です。

笑顔  輝く 明日へ
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私たちが支援する子どもたちは、ことばの発達がゆっくり、
コミュニケーションが苦手など、さまざまな課題があり、発
達段階も個性も多彩です。私たちが心がけているのは、一人
ひとりに目を配り、気持ちを汲み取った丁寧な支援をするこ
と。私の原動力は、子どもたちの笑顔や成長です。苦しい時
期もありましたが、信頼し合える職員と切磋琢磨しながら、
自分自身も成長できたと感じています。「ていねいな療育」
に共感し、一緒に働く仲間を募集しています！

近隣の保育所や幼稚園などに
送迎車で迎えに行きます。

音楽や感触、運動等の遊びを
通して、子ども達の心身の発
達を支援します。

給食を通して、食事マナーや
食事の幅が拡がるよう支援し
ます。

子ども達が帰った後、ミー
ティングや記録、片付けや翌
日準備を行います。

「働く」を知る　支援員の日常

先
輩

イン
タビ
ュー

9：45 登園 10：30 活動支援 11：30 昼食支援 15：00 事務業務

サービス概要

人材育成

入職する職員に求めるスキル

タイムスケジュール

北園 さやか

「ていねいな療育」の実現を目指して

児童発達支援センター歩路統括主任

児童通所施設では、療育が必要だと認められた保育所・幼稚園/小学校低学年の児童が通園しています。
お子様の発達段階に応じてクラス編成を行い、
学校や生活場面での課題を解決できるように支援しています。

入職後に実際の支援場面や
研修で身に付けていただきます。
利用者への「共感力」

「関係構築力」「アセスメント力」
「個別支援計画作成力」等の専門スキルは、
入職後に経験を積みながら
身につけていただきます。

児童通所施設
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あさひが丘学園には、複雑な家庭環境の中で育った子ども達
が入所しています。その中で大切にしていることは、「独り
立ちする将来を見据えた支援」です。例えば、子どもたちが
自分で管理できるお金を用意して、休日には買い物や外食に
出かける仕組みを作ったり、一人暮らしに備えて調理実習を
行ったりします。おかげで退所後「今、木場さんたちの言葉
の大切さがわかる。ありがとう。」の言葉をもらえたことも
ありました。私たちと一緒に「子ども達の輝く将来づくり」
のお手伝いをしてみませんか？

着替えをすませ朝食を食べま
す。

学校の準備をしてバスで登校
します。

宿題や検定等の勉強を一緒に
します。

学校や保護者等に必要な連絡
を行います。

「働く」を知る　支援員の日常

先
輩

イン
タビ
ュー

6：00 起床支援 8：00 登校支援 16：30 宿題支援 17：00 事務作業

サービス概要

利用者への思い

ていねいな支援

タイムスケジュール

木場 明典
子どもたちの「将来」を見据えた支援

あさひが丘学園支援課長

児童通所施設では、療育が必要だと認められた保育所・幼稚園/小学校低学年の児童が通園しています。
お子様の発達段階に応じてクラス編成を行い、
学校や生活場面での課題を解決できるように支援しています。

障害児入所施設あさひが丘学園では、家庭的な雰囲気のなかで
子どもたちと生活を共にしながら、一人ひとりの生活に役立つ社会的なルールやマナー、
知識が身につけられるよう支援を行っています。

利用者の役に立ちたいという思いが
支援の土台になります。
具体的な要素として

「誠実さ」「責任感」「前向きさ」を求めています。
また、チームで連携して支援を行うため

「協調性」も重要です。

児童入所施設
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私は、転職し落穂会に入職しました。福祉に対する知識が全
くない状態で迷いなく働くことを決めたのですが、それは、
入職前に施設を見学し利用者の方や支援員の笑顔溢れる姿に、
純粋に楽しそうで「ワクワク感」を感じたからでした。現在、
利用者の方のより豊かな生活を目指しながら、日々、利用者
の方の心温かい関わりに触れ、私自身も心豊かにしてもらっ
ていることに幸せを感じています。この思いをぜひ一緒に体
感しましょう。

7：30からの朝食にむけて起
床支援（身じたく・排泄）を
行います

朝食後、歯磨きやひげそり、
衣服の汚れ、乱れ等の整容を
行います。

ひとりひとりに合わせた食事
形態と介助等の支援を行いま
す。

利用者さんの体調・通院その
日にあったことなど、記録を
とります。

●上司との面談で不安や悩み
　を相談（月１回）
●療育や障害者支援の専門講
　師による「テーマ別研修」
　も実施
●社会福祉士等の資格取得支
　援制度も充実！

「働く」を知る　支援員の日常

先
輩

イン
タビ
ュー

6：00 起床支援 8：00 歯磨き支援 12：00 昼食支援 14：00 事務業務

サポート体制の充実メンター制度

E-Learning

サービス概要

働きやすい職場を目指して

タイムスケジュール

山下 直人

「利用者の豊かな生活」の実現を目指して

障害者支援施設あさひが丘統括主任

新入職員の悩みや不安を個別にサポートする先輩職員を配置します。

WEB上で障害について基本的な知識やビジネススキルの基本を学びます。

内定者研修

新任職員研修❶
実習勤務

配属
メンター設定

新任職員研修❷
（外部）

新任職員
振り返り面談❶

新任職員
振り返り面談❷

2月

3月～4月
5月

6月
10月

2月

障害者入所施設では、主に、心や体の機能発達・維持を図り、生活に必要な知識や技能を身に着け、
一人ひとりの持っている力に合わせて、なるべく自立した日常生活を送れるよう、施設内で入浴、排せつ、
食事等の生活介護やその他の日常生活上の支援、夜間の生活支援を行っています。

障害者入所施設
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学校を卒業した方々が、それぞれの個性を発揮しながら過ご
すために、次のステージとして過ごせる場所です。アート活
動やリハビリプログラム、一般就労に向けた社会スキルの習
得など、それぞれの「得意」を活かしながら過ごしています。
私たちは、利用者のまだ秘めた可能性を模索しながら、個々
の将来像を一緒に描き、利用者の思いを現実にするためのサ
ポートをしています。利用者と共に、「やりがい」や「達成感」、
「充実感」を感じませんか？

更衣を済ませ、全員で朝礼を
します。一日の作業、健康状
態の確認をします。

落穂会では、女性職員が出産というライ
フイベントにおいても、育児をしながら
でも、いつまでも活躍してほしいと考え
ています。この数年は産休・育休の取得
率100%に達しており、毎年のように女
性職員が休暇から復帰を遂げています。

落穂会では、お子さんが小学校に就学す
るまで、短時間勤務が可能です（通常は
３歳まで）。
令和３年度現在、３名の職員がこの制度
を使用しています。

落穂会では、自宅を所有している職員に
も住宅手当を支給しています。持ち家を
持つ職員にも手当を支給することで職員
が働きやすい環境を整えたり、職員の生
活をサポートしたりすることが目的です。

利用者と職員でグループに分
かれて作業を開始します。

いろんな作業に取り組みなが
ら、スキルアップを図ってい
ます。

利用者の記録や個別支援計画
の作成、作業プログラムの検
討を行います。

「働く」を知る　支援員の日常

先
輩

イン
タビ
ュー

9：30 朝礼 10：00 作業❶ 13：00 作業❷ 17：00 事務業務

サービス概要

タイムスケジュール

田端 敬美

「やりがい」を感じられる日々 に繋げるために

ワークショップあすもね支援課長

障害者入所施設では、主に、心や体の機能発達・維持を図り、生活に必要な知識や技能を身に着け、
一人ひとりの持っている力に合わせて、なるべく自立した日常生活を送れるよう、施設内で入浴、排せつ、
食事等の生活介護やその他の日常生活上の支援、夜間の生活支援を行っています。

障害者通所施設では、利用者さんたちが充実した毎日を過ごせるよう、一人ひとりの個性を大切に、
日中さまざまな活動や作業を提供しています。障害の程度や特性に応じたサービスの中で
グループに分かれており、それぞれの目的に応じた日中活動プログラムや就労プログラムを提供しています。

障害者通所施設

働きやすい職場を目指して

育児休業 育児短時間勤務 住宅手当

07



私の夢は子育てしやすい鹿児島づくり
です。この職場なら子どもたちや保護
者のために私でもできることがあると
感じています。大変なことはあります
が、子どもたちの成長を保護者やス
タッフと涙を流せるほどに喜び合える
瞬間があります。一人ではできないと
思うことも、仲間と意見を交わし、助
け合うことで「できるかも」「やって
みよう」と思える空気がここにはあり
ます。ぜひその空気を感じに見学にい
らしてください。

私も半年前、みなさんと同じ就職活動
を行い、落穂会への入職を決めました。
それは、職場見学でこどもたちの無邪
気な笑顔や職員が利用者に寄り添い温
かく接している姿を目の当たりにし、
だれもが安心して過ごせる場所である
と感じたからです。
日々大変なこともありますが、こども
たちと同じ目線に立ち一緒に「できた」
「頑張った」という喜びを共有できた
とき、やりがいを感じます。ぜひ、一
度施設の見学にいらしてみてください。

私もみなさんと同じ就職活動を行いあ
さひが丘学園への入職を決めました。
自主実習等で実際に職場の雰囲気や子
供達が笑顔で過ごしている所を見てこ
こで頑張りたいと思ったからです。
入職して2年たちますが、不安な事や
分からない事は沢山あります。でも、
先輩方が不安や悩みを聞いてくれたり
同期の皆と助け合いながら頑張る事が
出来ています。そして何より子供達の
成長を傍で見守りサポートできる事が
すごく嬉しくこの仕事についてよかっ
たと心から思います。

先輩からのメッセージ

垣本 庄輝 福留 央奈乃 杉澤 史絵

ガーデンキッズ
支援課長

ガーデンキッズセルク
支援員

あさひが丘学園
保育士

未来の仲間へ
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求人情報

まずは、見学にお越しください！！
実際に施設に来ていただき、利用者のみなさんと接していただくことが、

一番イメージが湧くかと思います。
見学内容も様々なご要望に対応いたしますので、ご遠慮なく（ご希望を）お伝えください。

短時間をご希望の方、一日しっかり見学したい方はもちろん、
数日間じっくり見学したい方も大歓迎です。

わたしたちは、皆さんにお会いできることを楽しみにしています。

募集職種

募集人数

休日

残業

応募資格

勤務時間

給与等

保育士・児童指導員・生活支援員

若干名

保育士・介護福祉士・社会福祉士・社会福祉主事

週休 2日（年間休日数108日）

月平均 4時間程度

日勤／8：30～17：30 早出／6：15～15：15
遅出／11：30～21：00 夜勤／15：30～翌日9：00

①基本給　　短大・専門卒 155 ,000円
　　　　　　大学卒 175 ,700円
②通勤手当　2 ,050円～12 ,300円（通勤距離により決定）
③住宅手当　7,500円～17,500円（家賃額により決定）
④夜勤手当　1回あたり　1時間単価×25％×5 .5時間
⑤処遇改善手当Ⅰ　月額29 ,000円
⑥処遇改善手当Ⅱ　月額8 ,600円
⑦変則勤務手当　早出・遅出・断続勤務のある職員　月額16 ,000～20 ,000円
⑧断続勤務手当　1回　1,000円
⑨扶養手当　配偶者：10 ,000円、子：10 ,000円
⑩健康手当　1,000円（非喫煙者）
⑪賞与　年2回　3 .8ヶ月（初年度2 .54ヶ月）
⑫臨時賞与（処遇改善特別加算）　年1回　約140 ,000～250 ,000円
⑬昇給　年1回　約3 ,600円　

⑭社会保険等　健康・厚生・雇用・労災・退職共済

＊資格のない人も応募可

＊仕事はシフト制による変形労働時間制です。（週平均40時間以内）

＊賞与・昇給は人事考課により変動有り

※給与条件等は令和 4年度採用の方のものです。 09



事業所紹介

皆与志町

本名町

岡之原町

昭和33年（1958年）、鹿児島市永吉町に「知的障害児施設あさひが丘学園」を開園。
現在、市内9カ所の事業所を拠点として、
地域に根ざした総合的な障害福祉サービスを提供しています。

障害児入所施設

こどもサポートセンターあさひが丘乗馬倶楽部

地域生活支援センター

児童発達支援センター グループホーム

放課後等デイサービス 自立サポート

ワークショップ

ヘルパーステーション

障害児支援施設

グループホーム

入所：定員28名
短期入所：定員8名

児童発達支援：定員10名
放課後等デイサービス：定員10名
保育所等訪問支援

放課後等デイサービス：定員10名
保育所等訪問支援

施設入所：定員40名
生活介護：定員89名
短期入所：定員10名（日中一時支援）

児童発達支援：定員24名
保育所等訪問支援

8ホーム定員：50名
介護サービス包括型共同生活援助

放課後等デイサービス：定員20名
日中一時支援／保育所等訪問支援

自立生活援助

就労継続支援B型：定員26名
生活介護：定員9名（日中一時支援）

居宅介護／行動援護
重度訪問介護／移動支援

指定一般・特定・
障害児相談支援事業

〒891-1206
鹿児島市皆与志町2503番地
TEL：099-238-4821
FAX：099-238-5737

〒891-1201
鹿児島市岡之原町955番地
TEL：099-213-9956
FAX：099-213-9957

〒891-1304
鹿児島市本名町1755番地
TEL：099-294-1266
FAX：099-294-3311

〒891-1201
鹿児島市岡之原町1392番地
TEL：099-243-1112
FAX：099-243-1070

〒891-1201
鹿児島市岡之原町1099番地1
TEL：099-813-7411
FAX：099-813-7390

あさひが丘学園

あさひが丘シュバル

あさひが丘

歩路 あさひが丘

我路 あさひが丘

あすもね

とわ

あさひが丘
相談支援センター

あさひが丘

あさひが丘

※令和 4年（2022年）4月現在の定員数です。
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あさひが丘乗馬倶楽部シュバル

地域生活支援センターあさひが丘

グループホームあさひが丘

こどもサポートセンターあさひが丘

放課後等デイサービスラソン

ガーデンキッズセルク

ガーデンキッズトリア

こどもサポートセンターゆうひが丘

あさひが丘学園
障害者支援施設あさひが丘

鹿児島市

鹿児島市役所

九州自動車道
薩摩吉田インター

鹿児島中央駅

鹿児島大学

鹿児島県社会福祉センター
鹿児島県庁

鹿児島大学病院

事業所紹介

吉野町 呉服町

新町

こどもサポートセンター

放課後等デイサービス

児童発達支援：定員10名
放課後等デイサービス：定員20名
保育所等訪問支援

児童発達支援：定員20名
保育所等訪問支援

児童発達支援：定員10名
放課後等デイサービス：定員10名
保育所等訪問支援

放課後等デイサービス：定員10名
保育所等訪問支援

〒892-0871
鹿児島市吉野町2074番地6
TEL：099-210-7007
FAX：099-210-7088

〒892-0826
鹿児島市呉服町6-5
マルヤガーデンズ内3階連絡通路
TEL：099-813-8086
FAX：099-295-4071

〒892-0832
鹿児島市新町2-1 丸屋本社ビル3階
TEL：099-295-6520
FAX：099-295-6526

〒892-0871
鹿児島市吉野町1929番地9
TEL：099-248-8650
FAX：099-248-8676

ゆうひが丘
ガーデンキッズ
セルク

ガーデンキッズ
トリア

ラソン
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人吉市

出水市

薩摩川内市

鹿児島空港

鹿児島
市

鹿児島県 宮崎県

熊本県

都城市

曽於市

霧島市

桜島

錦江湾

鹿屋市

佐多岬

指宿市

枕崎市

▼至 鹿児島市街

▲至 薩摩川内方面

河頭交差点から約６km

吉田本城▲

県道
鹿児
島蒲
生線

九州
自動
車道

吉田
イン
ター

緑ヶ丘団地

伊敷団地
鹿
児
島
吉
田
線

河頭交差点

国
道
３
号
線

あさひが丘乗馬倶楽部シュバル

ゆうかり学園
旭福祉センター

障害児入所施設あさひが丘学園
障害者支援施設あさひが丘

地域生活支援センターあさひが丘
グループホームあさひが丘

こどもサポートセンターあさひが丘

▲至 薩摩川内方面 照国神社

国道
10
号線

国
道
３
号
線

大
門
口
通
り

天
文
館

ア
ー
ケ
ー
ド

山形屋

大谷幼稚園

朝日通電停

天文館電停◀鹿児島中央駅

錦江湾
北埠頭▶

いづろ通
電停

P
P

ガーデンキッズトリア

ガーデンキッズセルク
（マルヤガーデンズ３階）

至 鹿児島市街▼

TSUTAYA吉野店

西松屋鹿児島吉野店
吉野小学校

鹿児島市市民局
吉野支所

大明ヶ丘団地入口

吉野支所入口

鹿
児
島
吉
田
線

放課後等デイサービス

ラソン

こどもサポートセンターゆうひが丘

●障害児入所施設 あさひが丘学園／障害者支援施設 あさひが丘

社会福祉法人 落穂会

皆与志・岡之原エリアマップ

吉野町エリアマップ

天文館エリアマップ

●地域生活支援センター あさひが丘

●グループホーム あさひが丘

●こどもサポートセンター あさひが丘

●あさひが丘乗馬倶楽部 シュバル

●ガーデンキッズ セルク

●ガーデンキッズ トリア

●こどもサポートセンター ゆうひが丘

●放課後等デイサービス ラソン

〒891-1206 鹿児島市皆与志町2503番地　TEL：099-238-4821　FAX：099-238-5737 E-mail:asahigaoka@po2.synapse.ne.jp

〒891-1206 鹿児島市岡之原町1392番地　TEL：099-243-1112　FAX：099-238-5737 E-mail:chiikiasahigaoka-center@po2.synapse.ne.jp

〒891-1201 鹿児島市岡之原町1099番地1　TEL：099-813-7411　FAX：099-813-7390 E-mail:chiikiasahigaoka-gh@po2.synapse.ne.jp

〒891-1201 鹿児島市岡之原町955番地　TEL：099-213-9956　FAX：099-213-9957 E-mail:cs@asahigaokagakuen.jp

〒891-1304 鹿児島市本名町1755番地　TEL：099-294-1266　FAX：099-294-3311 E-mail:cheval@iaa.itkeeper.ne.jp

〒892-0826 鹿児島市呉服町6-5 マルヤガーデンズ内3階連絡通路　TEL：099-813-8086　FAX：099-295-4071 E-mail:gardenkids@iaa.itkeeper.ne.jp

〒892-0832鹿児島市新町2-1 丸屋本社ビル3階　TEL：099-295-6520　FAX：099-295-6526 E-mail:gardentoria@iaa.itkeeper.ne.jp

〒892-0871  鹿児島市吉野町2074番地6　TEL：099-210-7007　FAX：099-210-7088 E-mail:yuhigaoka@asahigaokagakuen.jp

〒892-0871  鹿児島市吉野町1929番地9　TEL：099-248-8650　FAX：099-248-8676 E-mail:rassem@asahigaokagakuen.jp

www.asahigaokagakuen.jp/ R03.11-2000-1-1




