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福祉のトレンド

ビリ・居宅介護支援事業・障害児通所支援事

主な事業内容：訪問看護・訪問介護・訪問リハ

業・音楽療法事業・視線意思伝達装置販売事

業・保育園事業

所がある。自分の利点を生かせるのも

そういう目線で施設と訪問介護

訪問介護のよさです。
西原
を比較したことはありませんでした。

すね。ただ、いろんな症状の方に、き
ちんと対応ができるか心配です。

養生活が送れるよう、自宅に訪問して

つ人が、住み慣れた家でその人らしく療

鎌田

看護師、またリハビリや保育士などの

る方が６割、高齢の方が４割。医師や

す。現在、アドナースでは、障害のあ

体が不自由になった方などさまざまで

く、発達や知的障害、病気や事故で身

鎌田 利用されるのは高齢者だけでな

訪問介護と施設介護って、どう

食事や入浴、排せつや家事などの介護

専門家と連携を取ることも多いので、

西原

ケアを提供するサービスです。一方、

く、小さなお子さんから中高年と幅広

施設介護は特別養護老人ホームや介護
訪問介護ならではの、豊富な知識とス

訪問介護とは、病気や障害をも

老人保健施設などで、何十人もの人を
キルを身につけることができるのです。

違うんですか？

複数のスタッフで対応します。時間や
効率に追われがちな施設介護に比べ、
相手と向き合い、ていねいな介護がで

添うこともあります。以前、知的障害の

廣瀬 訪問介護の一環で、外出に付き

廣瀬
ある利用者さんから「映画が見たい」

設勤務が物足りなくて転職したので、
人が映画鑑賞、でもこれも立派な仕事

他のお客さんからしたら、おっさん２

たとえばお風呂。施設では大勢

の人を順番に入れるので分刻みですが、
と希望され、一緒に出かけました。映

きるのが訪問介護の特長です。

自宅ならゆったりお湯につかり、のん
画が「プリキュア」
、彼

歳、私 歳。

びりおしゃべりもできる。私自身、施

「ありがとう」と、相手から感謝の言葉

仕事の悩みや疑問は会社で共有し、話

ずは仕事に慣れることからスタート。

アドナースではベテランが同行し、ま

思われる要因かもしれません。でも、

鎌田 そこが「訪問介護は難しそう」と

一人での介護は不安もあります。

藤原

用で手早い介護がいい、とは限りませ

暮らしをしてもらうか」がゴール。器

鎌田

藤原
訪 問 介 護 は、「 い か に よ り よ い

そうなんですね！

だからです。

助を促すことも訪問介護の大きな使命

す。買い物や散歩も含め、自立への援

利用して、出かける経験は大事なんで

やりたいことを選択し、電車やバスを

です
（笑）
。利用者さんが自分の意志で

し合う場を設けています。利用者さん

ん。ゆっくりでも見守り方が上手、運

をいただけるのがうれしいです。

は状況も要望も異なるため、日々気づ

ずいぶん違うんですね。でも、

きや発見があり、そこから学べること

動神経がよくて相手の身体との距離の
取り方がうまいなど、人それぞれに長

が多いからです。
西原

で、結婚後も働き続けられるのは必須

一人で抱えこまなくていいんで

に働いているんですね」と驚かれた。

条件なんです。
国は、介護の必要な障害者や高
齢者でも地域で安心して暮らせるよう

鎌田

とてもうれしかったです。

その人に合わせた休み方を

８休のほか、有給や育児、介護休暇も

鎌田 （胸を張って）
とれます！

藤原

ているので気軽にご連絡ください。

きです。インターンシップも随時行っ

国の後押しがあるので、待遇面も上向

に法整備を進めています
（コラム参照）
。

完備。海外旅行に行くスタッフも多い

ンドア派なので、施設だと職場と家の

４週

廣瀬

ですよ。シフト制で働く時間が選べる

往復だけで終わりそう。訪問介護でい

休みはとれますか？

者さんが、身体がまったく動かせなか

ので、
「保育園のお迎え」をこなしなが

藤原

ったのに、我々の介助で、できないこ

ら、６人の子を育てるお母さん、
「家族

大変そう」と言われます。

ートに対して、大変だからこその必要

訪問介護職員

ありがとうございました。

【内容】
ご利用者様のご自宅に伺い、食事・入浴のお手伝い・
着替え・掃除等、普段の生活のサポートをします。また、外
出をして買い物や映画を観に行くなど、一緒に余暇を楽し
む事もお仕事です。
【 応募資格 】初任者研修 / 実務者研修修了者、介護福祉
士、無資格の方もOK！
（資格取得支援制度あり）
【給与】常勤雇用の場合 a+b 211,500円 ~281,500円
［内訳 a: 基本給180,000円 ~210,000円 b: 職能手当：
~40,000円］、業務手当：10,000円、移動手当：21,000
円 その他：精勤手当：10,000円、夜勤手当：5,000円 /
回、家族手当：配偶者5,000円・子供3,000円 (3名まで )
※試用期間6か月あり。
【勤務地】
アドナース洛西・アドナース西京・アドナース西院
【勤務時間】常勤：週40時間シフト制
【休日】
シフト制（4週8休）
【休暇】年次有給休暇、バースデー休暇（誕生月の内、お好
きな日1日）、慶弔休暇、産前産後休暇、育児休暇、介護休
暇
【その他待遇】昇給あり
（業績による）、賞与年2回（6月・12
月）、通勤手当
（実費支給、月額2万円迄）、社会保険完備
【連絡先】
まずは一度電話でお問い合わせください。
TEL：075-754-6174（担当：東）

事故で中途障害者となった利用

とが少しずつできるようになった。も

ろいろな場所に出かけられるのは魅力

ありがとうございます。私はイ

う自分のことのように感動しました。

との時間を大切にしたい」と、毎月連

鎌田

友人から「福祉業界はキツくて
いる。その人の希望に合わせた、納得

僕の場合は人が生きる上で必要なサポ
廣瀬

性、その意義を感じていますね。

人によって感じ方は違います。

のいく働き方が、心地よい介護につな

Ｋ。夜勤があり、服装が決められてい

西原

文理不問

専門学校
卒業生歓迎

はい。介護の意義や広がりを知

る施設と比べると自由度が高く、その

り、胸を張って働くことができます。

※2021年3月卒業見込みの方の採用につきましては、
2020年6月1日以降に選考解禁します。

歳ぐらいで結婚したいの

第2新卒以上
歓迎
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2021年3月
大学卒業見込

私は

分スタッフ同士の風通しもすごくいい。

髪型も服装も自由で、金髪もＯ

がると考えています。

西原

鎌田 先日、
うちの施設の引っ越しで外

洛西ニュータウン

働きたい人もいれば、休みたい人も

です。

今まで、仕事でうれしかったことはな

39

休を確保している男性もいます。

JOB INFORMATION

西原

正社員募集

んですか？
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部の人に手伝ってもらった時に、
「ここ

通
新林本

「
『おっちゃんとおばちゃん』の求人広告を
見ての応募です」
とお伝えください。

のスタッフさんは皆、本当に楽しそう

市バス、
阪急バス、
京阪京都交通
洛西高校前
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後、
難病指定も増え、
地域医療を訪問介護

か ま だ ともひろ

公園

大阪出身。京都医療福祉専門学校福
祉メディカル科１回生。認知症の祖母
を祖父と母が介護する姿を見て、
「手伝
いたい」
と福祉職を希望。介護福祉士
ほか社会福祉士の資格取得も目指す。
50 100m
0

で支援する取り組みが進んでいる。

京都市西京区大原野西境谷町2丁目14-10

代表取締役
訪問看護認定看護師
洛西境谷会館
洛西高校

2006年には
「自立支援法」
をスタート。その

う、2003年から
「障害者総合支援制度」
を、

TEL：075-754-6174

訪問介護と施設の介護って
そんなに違うんですね !!
設立：2010年5月

京都出身。京都医療福祉専門学校福祉メディカ
ル科1回生。96歳の曽祖母を75歳の祖母が介護。
中学時代の仕事体験で福祉に進むことを決め、
現在、
特養ホームでもアルバイト中。
http://adnurse.co.jp

国は障害のある人も地域で生活ができるよ

株式会社アドナース
従業員数：130名

