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　社会福祉法人「湘南の凪」は平成6年10月に設立、翌年、逗子市の市制40周年記念事業の一環として
市有地の無償貸与と建設費の補助を受け知的障害者通所更生施設「もやい」を開設しました。
　以来、葉山町の知的障害者通所授産施設「葉山はばたき」の指定管理を受託、知的障害者授産施設「え
いむ」およびグループホーム「ジャストサイズ」を開設し、平成23年には就労支援事業所「mai!えるし
い」を新設するなど、逗子市及び葉山町においてさまざまな福祉事業を展開しています。
今後も、役員・職員が一丸となって「障がいがあっても、高齢になっても、住み慣れた地域で自分らしく
生活すること」を支える仕組みを構築して参ります。

社会福祉法人湘南の凪　理事長
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湘南の凪の概要❤

法人概要
名　　　称　社会福祉法人　湘南の凪
所　在　地　神奈川県逗子市小坪5－22－10
代　表　者　理事長　一栁康男
設　　　立　1994年10月
従 業 員 数　130名

基本理念
1. 利用者が尊厳を持って、自立できる地域社会の実現を目指します
2. 基本的人権を守り、個人の尊厳を重視した支援を行います
3. 地域とともに歩み、地域から信頼される法人を目指します
4. 常に法令を遵守し、良質な福祉サービスを提供します
5. 法人の経営基盤を強化し、経営の透明性を確保します

職員行動指針
1. 私たちは、社会福祉法人の職員であることを強く自覚し、高い職業倫理を身につけます
2. 私たちは、常に法令・制度に対する自己研修に励み、これを遵守します
3. 私たちは、利用者の基本的人権と個人の尊厳を守り、利用者本位の支援に努めます
4. 私たちは、地域のセーフティネットの一翼を担うものとして、地域社会と連携し、様々な
　 困難に立ち向かいます
5. 私たちは、「障害者権利条約」推進のため、イエローリボン運動に賛同します

法人事業一覧
利用者が主体的に参加できる日中活動の提供
　も　　 や　 　い　 生活介護事業もやい（定員40名）
　　　　　　　　　　生活介護事業もやいデイサービス（定員20名）
　　　　　　　　　　逗子市日中一時支援事業（定員５名）
　ｍａｉ！えるしい　就労継続支援Ｂ型事業（定員20名）
　え　　 い 　　む　 生活介護事業（定員40名）
　葉 山 は ば た き　 生活介護事業（定員20名）
　支 援 センター凪　 逗子市地域活動支援センター事業（定員10名）

安心して暮らし続けられる生活の場の提供
　グループホーム　　ジャストサイズ小坪第１（定員5名）ジャストサイズ小坪第２（定員5名）
　　　　　　　　　　ジャストサイズ堀内第１（定員5名）ジャストサイズ堀内第２（定員5名） 
　　　　　　　　　　ジャストサイズ池子（定員5名）　   ジャストサイズ新池子（定員6名）
　　　　　　　　　　ジャストサイズ水科（定員6名）　　ジャストサイズ新水科（定員6名）
　短期入所事業　　　ジャストサイズ小坪（定員2名）
　　　　　　　　　　ジャストサイズ堀内（定員2名）

いつでも相談できる総合相談窓口の設置と充実
　支援センター凪　　相談支援事業
　　　　　　　　　　逗子市地域活動支援センター事業
　　　　　　　　　　横須賀・三浦障害保健福祉圏域相談支援等ネットワーク形成事業
　　　　　　　　　　横須賀・三浦障害保健福祉圏域発達障害支援体制整備事業
　　　　　　　　　　居宅介護支援事業



主体的に参加できる日中活動、働く場の提供
● 生活介護事業　● 就労継続支援B型事業　● 地域活動支援センター　● 日中一時支援事業

障がいがある方の生活を総合的に支援する仕事です

障がいのある方が、住み慣れた地域で自分らしく生活できる。そのお手伝いをすることが、
私達の仕事です。
湘南の凪の事業は、大きく三つの分野に分かれ、これを6か所の施設で事業展開する中で
障がいのある方々の生活をサポートしています。

障がいのある方をお迎えし、日中活動の場を提供する事業です。
生産活動、創作活動、リハビリなどを提供しています。
日中活動を通じ社会とつながりをもつこと、自立した自分ら
しい生き方ができることを考え、一人ひとりに合わせた支援
プログラムを提供しています。

職員は、利用者の自宅やホームへの送迎対応、日中プログラム
の作成・調整。また生産活動やリハビリテーション、創作活動
等の支援を行います。

　障がいのある方

ご家族様

相談業務
サービス計画の作成
他事業者との連絡
会議の開催　など

送迎
創作活動
軽作業
リハビリ
菓子製造・販売
リサイクル活動
就労支援　など

食事準備
入浴介助
服薬介助
健康チェック
就寝誘導　など

夕方～朝の生活支援日中の生活支援

サービス相談窓口

通所
住居

相談

相談



安心して暮らせる生活の場の提供
● 共同生活援助事業（グループホーム）　● 短期入所事業

いつでも相談できる総合相談窓口の設置
● 計画相談支援事業 　● 委託相談支援事業　● 居宅介護支援事業

障がいのある方の相談・支援の窓口です。障がいのある方だけではな
く、ご家族様からの相談を受けることもあります。
「この方にはどのようなサービスが必要か？」を考え、障がいのある
方、お一人おひとりに合わせた福祉サービスの計画を立てていきます。

また、他の事業者や関係機関とも連携し、福祉サービスの調整や紹介
なども行う各種サービス提供者との橋渡しをする役目でもあります。

住み慣れた地域で安心して暮らすための場を提供しています。
8ヵ所の住居に合計43名の方が共同生活をされています。
ホームのご利用者は、朝それぞれの通所事業所へ出発し、夕方
には通所事業所での活動を終えて帰宅されます。

職員は利用者の帰宅に合わせて出勤します。湘南の凪では、唯一夜勤がある職種です。ご利用者の食事の
準備や入浴、お手洗いの介助などを行い、翌朝の送り出しを行います。
「おかえりなさい」から「いってらっしゃい」を見守る、生活により密着した業務となります。



湘南の凪はこんな職場です
22歳から70歳まで湘南の凪では、個性豊かな職員がそれぞれの事業所で働いています。
湘南の凪の各事業所と、そこで働く職員をご紹介します。

　　

もやいデイサービスは身体障が
いのある方が多く利用されてい
る事業所です。
活気に溢れる活動の中、一日を
楽しく過ごします。

スタッフが語る！
凪に就職したきっかけは？

高齢者福祉に携わっていましたが、障
害者福祉に興味を持ち始め数年…。
そんな時、「湘南の凪」の求人を発
見。当時３５歳。思いきって採用試験
を受け現在に至ります。ホームページ
の楽しそうな雰囲気が印象的でした。

もやいは、知的障がいのある方を中心に創
作活動やリハビリ、余暇活動等のプログラ
ムを一人ひとりの状態に合せた支援を提供
しています。
個性豊かな利用者の皆さんとの毎日は笑顔
が絶えません。

生活介護事業所　もやい

もやいデイサービス



mai!えるしいは働く場所を提供する事業所
です。
活動は、焼菓子を中心とした製菓作業と喫
茶店での接客の二つになります。
利用者の皆さんの「働きたい」という気持
ちに応えられるようスタッフ一同も日々奮
闘しています。

もやい日中一時支援

スタッフが語る！
仕事のやりがいについて

主に製菓工房で働く利用者の支援を
しています。得意な事、苦手な事を
捉え、伝えた時にどこまで伝わって
いるか難しさを感じます。
その中で苦手としていた事が成功し
た時に見せる自信に満ち溢れた笑顔
にこの仕事のやりがいを感じます。

日中一時支援事業は学齢期のお子さんが養護学校等の放課
後に利用するスペースです。
子供達の笑顔と笑い声が職員の元気の源です。

スタッフが語る！
仕事のやりがいについて

日中一時支援事業は小中高生の
障がい者に余暇活動を提供する場で
す。毎日、元気な子供達と楽しく過
ごしています。

就労継続支援Ｂ型事業所　mai！えるしい



生活介護事業所　葉山はばたき（葉山町指定管理事業）

葉山はばたきは利用者の方の年齢層が幅広
く、様々な障がいのある方が通っていま
す。活動の中心は軽作業や外出、リハビリ
テーションです。職員は一人ひとりのニー
ズに合わせた形で支援できるよう、日々試
行錯誤の繰り返しです。

スタッフが語る！
凪に就職したきっかけは？

大学の実習で、知的障がい者の方と関
わったことがきっかけです。
福祉の仕事をもっと知りたい！という
気持ちから、通所施設やグループホー
ム、相談支援などがある「湘南の凪」
に就職しました。

生活介護事業所　えいむ

えいむは知的障がいのある方の中でも特に
自閉症の方を中心に支援をしています。
利用者の皆さんが『分かりやすいように』
『動きやすいように』職員は様々な工夫を
凝らしながら日々の支援をしています。

スタッフが語る！
仕事のやりがいについて

得意不得意は十人十色。一人一人に
合った支援方法を考えるのは、本当
に難しいことです。それでも試行錯
誤を繰り返し、その方に合うものを
ご提供できた時は本当に嬉しく、自
信にも繋がります。



グループホーム　ジャストサイズ

スタッフが語る！
仕事のやりがいについて

「生活」という基盤に関わりながら、
様々な価値観や生活環境、幅広い年齢
の方々と接することができるのが魅力
です。多様な人がいるからこそ、私達
の支援も色々。そこが魅力であり難し
さだと思います。

地域活動支援センター・相談支援事業　支援センター凪

支援センター凪は、住み慣れた地域での暮
らしを支えるための相談を受ける事業所で
す。
障がいや年齢、困り事は様々ですが、一人
　ひとりの思いを第一に、日々の生活や将
　来に向けて一緒に考えるお手伝いをさせ
　て頂いています。

スタッフが語る！
仕事のやりがいについて

お話させていただいた方から「少し
ホッとした」「話して良かった」と
言っていただけたときは嬉しく思いま
す。相談を通して地域の方や支援機関
ともつながることができるところが魅
力だと思います。

ジャストサイズは地域の中でその人ら
しく暮らすことを支援する事業所で
す。
食事の準備、掃除、洗濯、着替えから
服薬や金銭の管理など生活全般に渡る
仕事なので利用者の皆さんが笑顔で安
心して毎日を過ごせるように心掛けて
います。



長く働ける職場環境が整っています

福祉分野が未経験でも大丈夫

「福祉系の学校に行っていませんが、仕事はできますか？」
「専門の資格がなくても大丈夫でしょうか？」
ご安心ください。職場で必要になる福祉の専門知識や技術は、
就職後からでもしっかりと身につけられます。

湘南の凪の職員は、約65%が福祉分野未経験者です。先輩の
指導の元、経験を積み、時にはご利用者様に元気をもらいな
がら、一人一人の職員が、一人前になっていくのです。

長く働ける職場です

湘南の凪の自慢は、離職率の低さ。職場を離れる人がとても
少ない、ということです。
厚生労働省が発表した医療・福祉分野の離職率は、平成28年
で14.8％、全業種中、5番目に多い数字でした。

数字を比べると、湘南の凪正職員の離職率は約8％と大きく下回り
ます。長く安心して働ける環境だと、おわかりいただけるのではない
でしょうか。

湘南の凪職員の状況

福祉系の学校を卒業
福祉系の分野からの転職
　　　　　　約35％

福祉分野未経験
　　　　　約65％

貴重な時間を割いて就職活動をするなら、職場環境はやっぱり気になりますよね。
福祉分野を勉強してきた方も未経験の方も、徐々に活躍できる場が湘南の凪にはあります。

福祉分野　離職率比較

医療・介護分野離職率
全国平均
約14.8％

湘南の凪離職率
約8％

厚生労働省　平成28年雇用動向調査結果の概況より

経験豊富な先輩
職員が沢山いるので安心感

があります！
職員の声

職員の声

様々な事業があり
自分自身の将来を描けることも

魅力の一つです！

支援の現場は常に学びの場です。
未経験でも実践を通し、助言を受け

知識・技術の蓄積を日々実感！

支援や介護に関する研修の他
様々な分野の研修も豊富で
学ぶ機会が沢山あります！



職種 生活支援員

業務内容 通所事業所での生活支援

必要資格 普通運転免許（AT限定可）

勤務時間 8:30～17:15 / 8時間勤務

休日 週休2日（土・日）、年末年始、夏季共に休業期間有

初任給（月給）
大学卒　　　　　　　/￥192,000
短大・専門・高専卒　/￥179,500
高校卒　　　　　　　/￥167,000

採用形態 正職員

募集学科 全学部全学科

賞与 夏季1.8ヶ月　冬季2.2ヶ月　（平成29年度実績）

福利厚生
雇用保険・社会保険完備。退職金制度、慶弔の制度有。
その他派遣研修制度等。

その他 既卒者の応募歓迎

採用予定日 平成31年4月1日（その他随時）

応募先 法人本部総務課

採用方法 筆記試験（適性検査、小論文）→ 面接

必要書類 履歴書（顔写真添付）、卒業見込証明書、健康診断書

社会福祉法人　湘南の凪

〒249-0008　神奈川県逗子市小坪5-22-10
TEL：0467-61-3555　FAX：0467-23-5561
E-mail：honbu_jimukyoku@shounan-nagi.or.jp
http://www.shounan-nagi.or.jp

募集要項

採用方法

お問合せ

mailto:honbu_jimukyoku@shounan-nagi.or.jp


事業所一覧　　　　　　　　　　　　　　　　　      
● もやい 
〒249-0008 神奈川県逗子市小坪5-22-10 
TEL 0467-23-2311 
FAX 0467-23-2228 

● mai!えるしい 
〒249-0005 神奈川県逗子市桜山9-3-53 
 TEL 046-887-0583 
FAX 046-887-0652 

● えいむ 
〒249-0004 神奈川県逗子市沼間5-4-5 
TEL 046-873-5141 

　　 FAX 046-873-5148 
● 葉山はばたき 

　〒240-0111 神奈川県三浦郡葉山町一色473-6 
TEL 046-876-1195 
FAX 046-854-8668 

● 支援センター凪 
〒249-0005 神奈川県逗子市桜山9-3-53 
 TEL 046-870-5280（代表） 
 T   046-870-1308（居宅介護支援事業所直通）

  FAX 046-873-5370 
● グループホーム ジャストサイズ 
〒249-0008 神奈川県逗子市小坪5-22-10 
  TEL 0467-61-2225 
 FAX 0467-23-2228 
ジャストサイズ小坪第１（神奈川県逗子市小坪）
ジャストサイズ小坪第２（神奈川県逗子市小坪）
ジャストサイズ堀内第１（神奈川県三浦郡葉山町堀内）
ジャストサイズ堀内第２（神奈川県三浦郡葉山町堀内）
ジャストサイズ池　子　（神奈川県逗子市池子）
ジャストサイズ新池子　（神奈川県逗子市池子）
ジャストサイズ水　科　（神奈川県逗子市久木）
ジャストサイズ新水科　（神奈川県逗子市久木）

社会福祉法人 湘南の凪 

〒249-0008 神奈川県逗子市小坪5-22-10 
TEL:0467-61-3555  FAX:0467-23-5561 

　e-mail:honbu_jimukyoku@shounan-nagi.or.jp 
　http://www.shounan-nagi.or.jp/ 

   平成30年4月1日発行
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