
笑顔が交わる場所づくり

自分を活かす環境はここで見つける

Meiyukaiえびの明友会



「どんな仕事でも人とのコミュニケーションは
避けて通れない」　ある研究者の言葉です。
福祉のお仕事はコミュニケーションの塊。
利用者様はもちろん、利用者様のご家族、
スタッフ間、ケアマネジャー、行政その他様々
な人と人とのつながりで成り立っています。
どれかひとつおろそかになっても、命や尊厳を
損なってしまう大事なお仕事。
そんなお仕事ですから、その現場に勇気と希望
を持って飛び込む貴方を、私達えびの明友会は
全力をもって支えたい。
言葉で「支える」というのはかんたんです。
だから私たちは制度をつくります。
未来を描ける職場でありたい。
プライベートも充実してほしい。
今まで「福祉の世界は大変だ」と言われ続けて
いた環境を変えるために動いています。
えびの明友会で “新しい福祉の現場” を
体験してみませんか。

福祉のお仕事って
とても人間味に溢れてる



えびの明友会には貫く理念があります

働き方改革を積極的に取り組んでいます
新入社員が早く職場になじめるよう、また、プライベートを大切にしていただけるよう下記項目を制度化し、しっかりと利用していただきたいと考えています。

心身の充実が仕事の充実にも繋がることを私たちは知っています。

新人教育専属担当者制度 職員面談 希望休による勤務調整

半日・時間単位の有給休暇 キャリアパス制度 心の健康づくり推進計画

ストレスチェック リフレッシュ休暇制度 バースデイ休暇制度
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行動指針 自分が受けたい介護・家族に受けさせたい介護
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誠  実
私達は、誠実で温かい心をもって介護サービスを提供します

情  熱
私達は、誠意と情熱をもって行動します

未  来
私達は、次世代の未来に希望が持てる職場づくりをします

共  生
私達は、地域の皆様と共生し、社会の発展に貢献します

経営
理念



「仕事と生活の両立応援宣言」登録企業です。
従業員が仕事と生活の両立ができるように「働きやすい職場づくり」への具体的な取り組みを宣言する制度です。

宣言企業には、宮崎県から「宣言書」が交付されます。

えびの明友会では独自の就職支度金制度や、各種行政支援制度利用サポートをしています。

育児と介護を応援しています

就職支度金・助成制度があります

母性健康管理制度 育児・介護短時間勤務制度 看護休暇制度

介護休業制度 育児休業制度 育児休業者職場復帰支援プログラム

介護士・看護師 20万円 2人以上家族世帯 100万円
単身者 60万円●奨学金返還支援事業

●えびの市定住住宅支援
※詳しくはえびの市定住促進サイト

「きゃんせえびの」まで

えびの市移住・定住支援センター

えびの市 ふるさと人材バンク

※詳しくは移住・UIJターン情報サイト

「あったか宮崎ひなた暮らし」まで
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宮崎県へのUIJターン者向け

こちらのQRコードから

日本のひなた宮崎県

こちらのQRコードから

介護職員・看護師・管理栄養士
理学療法士・作業療法士 他職種

えびの明友会より支度金として支給されます
※3年以内の退職者は返金

●資格取得支援
●OFF-JT（園外研修）への支援
　研修会参加の促進・参加費等の支給

10万円～ 30万円最
高



働きやすさを評価いただきました

次世代育成支援対策推進法に基づき、
一般事業主行動計画を策定した企業のうち、

計画に定めた目標を達成し、一定の基準を満たした企業は、
申請を行うことによって「子育てサポート企業」として、

厚生労働大臣の認定（くるみん認定）を受けることができます。
 この認定を受けた企業の証が、「くるみんマーク」です。

厚生労働省

子育てサポート企業 『くるみん』
令和3年5月18日認定

仕事と生活の調和の実現に向けた職場環境づくりを
積極的に行っている企業や事業所のうち、
特に優れた取組成果が認められる企業などに

宮崎県知事が認証する制度です

宮崎県

働きやすい職場 『ひなたの極』
令和3年3月29日認証

県内企業30社目、福祉施設としては初

2021年認定

子
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　平成 11年 2月、社会福祉法人えびの明友会の理事長に就任。
　特別養護老人ホームあけぼの園を運営する事となり、医療法人相愛会・社会福祉法
人そうあいの“相愛グループ”の一角として、えびの明友会が加わりました。
その後、グループホーム顔なじみの開設、養護老人ホーム真幸園の指定管理者となり、
平成 27年 3月に特別養護老人ホーム八幡の里を開設致しました。
　令和の時代となり医療・福祉業界は、激動の中にあります。社会福祉法人は、社会
福祉基礎構造改革により、かつての「運営」から「経営」への発想転換が求められ、
そして公益改革の一環として社会福祉法人制度改革により、「公益性」「非営利性」を
基本に置き公益法人として、確立し管理していかなければなりません。
新しい時代に適合することができる「法人・施設経営」が求められる中、法人独自のサー
ビスの創造と提供を通じてご利用者満足を実現し、地域福祉に貢献できる法人として
の使命をもって経営努力を実践してまいります。
　今まで、えびの明友会を支えて下さった皆様方に感謝しつつ、今後ともなお一層の
ご支援ご協力を賜りますようお願い申し上げます。

社会福祉法人えびの明友会　理事長

桑原 健悟

��������



　　　住み慣れたえびの
市で利用者様が安心して
過ごせるように、精一杯
のサポートをさせていた
だきます。利用者様は
もちろん、家族や親族の
方々からも信頼される生
活相談員を目指します。
「相談してよかった」と思
われる生活相談員になりた
いです。

私は人が笑い人とふれ合える職業と
して、施設での生活相談員を選びま
した。生活相談員は、施設をとりま
く、すべての人の中心的な役割を
担っています。さまざまな問題を、
最良の選択肢で解決していく「と
てもやりがいのある」仕事で
す。生活相談員を目指すな
ら、えびの明友会へ・・・
きて来んなまし。

これか
らの目

標

みんなの架け橋
人生笑顔が一番！

　　　看護職の仕事は利
用者様の健康管理を始
め、病院対応等多岐に渡
ります。だからこそ自分
の経験を活かせ、又学
び多き場でもあると思い
ます。私にとって学び多
きこの「家」が、利用者
様の温かい笑顔溢れる場と
なるよう努めていきたいと
思います。

当園の魅力は、クリーンな環境と
アットホームな雰囲気、助け合いの
精神が強いところです。カフェでの
お茶タイムは他部署との交流の場で
もあり、更に連携力が増し仲良く、
楽しく過ごせています。介護施
設での仕事は初めてで不安も
ありましたが、全員で育て
支えてくださり、相談しや
すい職場です。

これか
らの目

標

「仲良く」「楽しく」
「やりがい多き」職場

新卒 4年制大学 福祉社会学部卒 中途採用 前職：病院勤務

生活相談員 准看護師



　　　利用者様に笑顔で
楽しく毎日を過ごしてい
ただくことです。その笑
顔を見る度に、この仕事
にやりがいを感じてい
ます。まずは自分が常に
笑顔でいることを心が
け、日々の業務に励んで
います。つまずいてしまう
こともありますが、頑張っ
ていきたいです。

高校卒業後入社して、もうすぐ２年
になります。今でも壁にぶつかるこ
とがありますが、上司や先輩方から
アドバイスを頂きながら、利用者様
の生活をよりよくするため、日々努
力しています。毎日の利用者様
との関わりが自分自身のスキ
ルアップに繋がると考えな
がら楽しく働いています。

介護福祉士

これか
らの目

標

日々の笑顔が 私の宝物

新卒 県立高校福祉科卒

　　　利用者様に喜んで
いただける料理を提供で
きるよう日々頑張ってい
ますが、先輩方にはまだ
まだ追いつけていませ
ん。まずは自分の段取り
をしっかり組み立てて取
り組むことからしっかり
学んでいきたいと思いま
す。皆さんの笑顔をもっと
見たいです！

私は飲食店から転職したのですが、
先輩方は優しく丁寧に教えてくれて
ます。料理を作る事が好きな方であ
れば、とても明るく楽しい職場です。
利用者様にとって食べることは生活
していく上で大きな楽しみと
なっていると思います。だか
らこそ安心、安全な食事を
とっていただきたいと思っ
ています。

これか
らの目

標

笑顔で美味しいと
言ってくれるから

中途採用 前職：飲食店勤務

調理師



特別養護老人ホーム
八幡の里
〒889-4301
宮崎県えびの市大字原田1403-27
TEL.0984-27-4165
アクセス
えびの駅から車で11分　えびの ICから車で13分

アクセス
えびの駅から車で4分　えびの ICから車で４分

アクセス
えびの駅から車で4分　えびの ICから車で４分

アクセス
えびの駅から車で9分　えびの ICから車で８分

特別養護老人ホーム
あけぼの園
〒889-4243
宮崎県えびの市大字榎田 579-10

お問い合わせTEL.0984-35-2667

グループホーム
顔なじみ
〒889-4243
宮崎県えびの市大字榎田 579-36
TEL.0984-25-4557

養護老人ホーム
真幸園
〒889-4164
宮崎県大字昌明寺 70-1

お問い合わせTEL.0984-37-1504

https://ebino-meiyukai.or. jp

MO
VIE

えびの明友会YouTubeチャンネルWE
B

えびの明友会は福祉施設を運営しています
社会福祉法人えびの明友会は、医療法人相愛会桑原記念病院を母体とした 3法人 13施設を運営する相愛グループ内の法人です。

医療・介護・福祉の各施設と密に情報交換を行い、利用者様やご家族からのニーズを汲み取りながら、より良いサービスの提供を目指しています。
また、働きやすい職場作りにも力を入れており、今までの介護福祉現場のイメージを変える取り組みを行っています。

0984-27-4188 soumu@ebino-meiyukai.or.jpお問い合わせ えびの明友会
本部総務課　


