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社会福祉法人 ほたか会

ぐんま介護人材育成宣言制度
http://www.hotakakai.or.jp

認定事業者に認定されました
社福ほたか会のブログもチェック！

Let me show you around our company.

グループ理念

超高齢社会を迎えて、理想の高齢者福祉サービスを実現します
社会福祉法人ほたか会は、昭和５１年に誕生し、特別養護老人ホーム川場春光園を設置、その後、介護研修セン
ター、軽費老人ホーム、介護老人保健施設、有料老人ホーム、認知症高齢者グループホーム、デイサービスセンタ
ーなどを開設し、施設の建設（ハードウェア）と教育分野（ソフトウェア）の両面から高齢者福祉サービスの充実
をはかってまいりました。
この間、私どもが高齢者福祉の現場で、日々直面してきたことは、「美しく健やかに元気で老後を暮らしたい」
というお年寄りの切実な願いでした。私どもの理想は、この切実な願いにどう応え、いかにして安心といきがいを
提供できるかにあります。
おかげさまで、今日までに多くの利用者・理解者を得ることができ、社会福祉法人ほたか会の各施設のネットワ
ークは時代のニーズをとらえた高齢者福祉施設の集合体として多大な評価を受けるに至りました。また、今日にお
いては職員数も当法人では 400 人、関連法人全体では 1700 人を超えるに至りました。
私たちの特色は、学校を卒業してからも働きながら、グループ内の研修機関における段階的・系統的な研修の機
会を多く設け、かつ専門資格取得のための補助制度の充実を図るなど、良質な環境のもとで、その専門性を継続し
て高めていけることにあります。また、サービス提供形態も多様で、ユニットケアやターミナルケアなど、その最
新の知識・技術をもって、存分に技能を発揮することができます。さらに、結婚、出産、育児などでライフスタイ
ルが変化しても、慣れ親しんだ職場で介護の仕事が続けられるよう、事業所内託児所を利用することもできます。
介護は、お客様の「その人らしい」生活を支えていく仕事です。だからこそ、スタッフも自分らしくなければ、
良い仕事はできません。一人ひとりのお客様に対してのみならず、グループ全体では 1700 人を超えるスタッフ全員
が、ともに学び成長し「ありがとう」と言い合えるグループづくりを目指しています。
当法人の理念は、
「ありがとう」を大切にするということです。そして、当法人には、毎日たくさんの「ありがと
う」と「笑顔」があります。
あなたの熱意と努力で、活躍できる可能性が広がります。当法人での仕事を通じて、夢をかたちにしてみませんか？

社会福祉法人ほたか会 理事長

樋 口

お客様から「ありがとう」と言われる人間になろう
お客様から「ありがとう」と言われるサービスをしよう
グループの理念は、「ありがとう」を大切にするということです。
介護福祉の仕事は、「感動」「感激」「感謝」の３Ｋan であり、これらは人と人とのつながりのなかで
「ありがとう」という言葉から生まれます。お客様から「ありがとう」と言われたときのうれしさは、
一層のサービス向上へ向けての大きな原動力、仕事のやりがいになります。
私たちは、このことを大切にして、これからもお客様に大きな声で「ありがとう」と言っていただける
ように、スタッフ間でも、ともに学び成長し「ありがとう」と言い合えるグループを目指しています。
当法人に就職をお考えの方にとっては、「介護福祉ってどんな仕事？」「どんな職場なのだろう？」と
不安を感じられる方も多いと思います。
本書は当法人を知っていただくために、私たちの主な取り組みを紹介していきます。

明

法人概要

仕事は人生そのもの。人生設計ができるフィールドがあります。
法人名

社会福祉法人ほたか会

設立日

昭和 51 年 11 月 19 日

代表者

理事長

本部住所

〒371-0034

運営施設

川場春光園（特別養護老人ホーム等）

樋

口

明

群馬県前橋市昭和町三丁目 12 番 21 号

ケアハウス前橋（軽費老人ホーム）

仕事は人生そのもの。仕事が充実することで人生も充実します。私たちの取り組みの特色は、介護福祉
の未経験者であっても、働きながら専門資格の取得を目指すことができ、ライフスタイルが変化しても、
長く仕事が続けられるよう、その環境面に配慮しています。さらに段階的にキャリアアップを積むこと
により、その仕事を極めることもできます。
介護福祉の仕事を長く続けることにより、経験を積みながら知識や技能を身につけ、たくさんの
「ありがとう」に触れることができます。これが励みとなり、やる気と優しさと心身ともに健康であれ
ば生涯働くことができ、とても奥深い価値のある仕事ではないでしょうか。

青梨子荘（介護老人保健施設等）
まえばし上泉の里（介護付有料老人ホーム等）
グループホームあおなし（認知症グループホーム）
グループホーム城東（認知症グループホーム）
青梨子訪問看護ステーション（訪問看護）
あおなしヘルパーステーション（訪問介護）
あおなしデイサービスセンター（デイサービス）
コミュニティケアセンター青梨子（ショートステイ）
青梨子荘居宅介護支援事業所（居宅介護支援）
介護研修センター（介護職員初任者研修等）
グランポルト前橋（住宅型・介護付有料老人ホーム等）
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「その人らしさ」を大切にする仕事だからこそ、「自分らしく」ありたい。
「ほたか会」は、そんな思いに応える職場です。
自分を大切にできることは お客様を大切にできること
思いやりと優しさから 介護・福祉のまごころが芽生えます
活躍できる機会があることは 自分の可能性がひろがること
社会福祉法人ほたか会で 一緒に成長していきませんか
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目指す自分を
かなえられる職場

無資格未経験でも
自信がもてる職場

専門大学・福祉専門学校で
働きながら学べる職場

人の役に立ちたいという想いか
ら、介護系の学校を卒業後、キ
ャリアパス体制が充実している
ほたか会に入職いたしました。
今では介護長として、後進の育
成にも力をいれています。この
仕事に携わる中でもっとも嬉し
いのは、お客様からの「ありが
とう」の言葉。日々のモチベー
ションアップにもつながってい
ます。

介護は全くの未経験でした。入
職後は働きながら資格を取得し
ました。サービス提供現場でも
諸先輩方に丁寧に仕事をレクチ
ャーしていただき、入職当初か
らその姿に自分もこうな りた
い！と強く思ったことを覚えて
います。研修センターの研修も
充実しており、費用負担なしで
受講できるので、本当に
入社してよかったです。

インドネシアから留学し、リカレ
ント（修学資金の貸付）制度を利
用して、群馬パース大学福祉専門
学校に通っています。働きながら
でも安心して介護福祉士の取得
を目指しています！

グランポルト前橋
岡本 博貴さん

青梨子荘
立見 麻耶さん

青梨子荘
フェンドラさん
資格取得補助金制度を利用し、群
馬パース大学福祉専門学校の実
務者研修を修了し、今年無事に介
護福祉士に合格でき
ました！

川場春光園
鹿野 優太さん

「託児所完備」ママ・パパも安心して働けます。
次世代認定マーク「くるみん」を取得
当法人は、子育てサポート企業です！
結婚・出産・育児などのライフイベントにも安心して働ける環境があることも大好きな仕事
を続けられる大きなカギとなります。当法人では、福利厚生制度の一環として、平成２８年
４月より、前橋市昭和町に「事業所内託児所コフレ」を開設いたしました。
小さなお子さんのいるご家庭でも、安心してはたらくことのできる職場環境があります。ま
た、リフレッシュの機会や将来の安心感にもつながります。さらに、少子化がますます進む
なか、このような育児支援は大きな社会貢献のひとつであるとも考えています。
一般職

未経験やブランクがあっても大丈夫。「充実した研修システム」があります。
今までに介護福祉業界で働いたことがない方や、経験はあって再度職場復帰したい方でも当
法人の介護研修センター独自に開発確立された研修プログラムにより安心して就職すること
ができます。介護ニーズは時代とともに変化しており、常に最新の技術をもって応えていか
なければなりませんが、介護研修センターでは、基本から応用まで最新かつ実践的な内容を、
段階的かつ系統的に学びます。サービス提供現場においてもＯＪＴ（On the job training）などの
教育システムが充実しています。入職後は新任スタッフ一人ひとりに教育担当者がつき、個
別プログラムに基づいてレクチャーを行いますので、未経験の方でもそのペースに合わせて
じっくりと学び振り返ることができます。このようにサービス現場と教育とを反すうしなが
ら、専門技能や仕事の内容を身につけていきますので、自らのペースで成長することが可能
です。また、教育担当者も学ぶ場がなければ良質な教育環境は生まれません。教育担当者も
その領域の最新を一緒に学んでいます。
さらに就職した後においても各種講座を受講することにより、働きながら専門資格の取得を
目指すことができることも、この研修プログラムの大きな特徴のひとつです。

リクエスト・ワーク

他にはない「キャリアパス制度の充実」があります。

（グループ内兼業制度）利用で
ステップアップも・・・
*詳細は次ページをご覧下さい

当グループには多様な関連施設・事業所があり、自分の「実力」や「希望」を、段階的なキャリアアップに、いろいろな形で活かすこと
ができます。もちろん、その能力によって段階的に良い待遇が受けられます。
例えば「在宅介護がしたい」「小規模な施設で働きたい」「管理者を目指したい」「専門資格を取得したい」「教育者になりたい」など、そ
の実力や経験に応じたひとつひとつのチャレンジに応えられる職場環境があるということです。
また、定年を迎えられた後においても、介護研修センターの研修講師や介護教員、臨床指導者など、その分野のエキスパートとして長年
培ってきた経験を活かせる場があります。

！

給与例：２０才

約２０万円
（※介護福祉士）

主任・副主任クラス
給与例：２５才

約２５万円
（※介護福祉士）

研修受講費用補助・託児所利用・資格取得支援…
経験者も未経験者も大丈夫！教育体制の充実！

係長・室長クラス
給与例：３０才

約３０万円
（※介護支援専門員）

課長・管理者クラス
給与例：４０才

施設長・
管理職

約３５万円
（※介護支援専門員）

自らのペースで成長していくことが可能。
能力・資格により昇格・昇給！

指導者・講師
介護教員

※給与例は、2018.4 月現在税込です
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リクエスト・ワーク （自分がやりたい仕事に挑戦でき、自己実現を追及できる。）

ほたか会グループ関連法人・企業

当法人の働き方改革の一環として、スキルアップや資格の活用、十分な収入確保等、様々な目的から兼業を
希望する職員には、当法人および関連法人内の別の施設にて兼業することができる、リクエスト・ワーク（グ
ループ内兼業制度）があります。この制度活用により、活躍の可能性がさらにひろがっていきます。
〇資格を活用して別の仕事に就くことが可能であり、主体的にキャリアを形成できる。
〇本職の安定した所得をもとに、自分がやりたい仕事に挑戦でき、自己実現を追及できる。
〇働きながら、様々な知識・スキルを獲得することができる。
〇新たな知識・情報や人脈が広がる。
〇充分な収入確保につながる。 など

人生設計（ライフプラン）にあわせた働き方もできる。
当法人では前橋市内を中心に、グループ全体では県内外各地に
多様な施設・事業所を有しております。ライフプランに合わせ
て働く時間や場所などを工夫することができ、ライフワークバ
ランスをしっかり保つことができます。
また、サービスの提供形態も多様で、個別ケア・ユニットケア・
ターミナルケア・介護ロボットなどの介護福祉の進歩に着実に
対応していますので、能力に応じた自分の目指したいサービス
の形を追求することもできます。
関連法人にベルジ株式会社、たくみ株式会社、株式会社シー・ア
ンド・エス、ソネット株式会社、株式会社アンティム、ちよだ株
式会社、社会福祉法人鎌倉会、有限会社シーエス損保の９法人が
あります。
（スタッフ総数約１７００人）

■グループ各事業所所在地

川場村
吉岡町
高崎市

栃木県

渋川市
前橋市
太田市

関連
茨城県

埼玉県
東京都
神奈川県

研修受講費用補助制度～専門資格の取得を応援しています。
スキルアップに必要な介護職員実務者研修、喀痰吸引等研修に加
えて、レクリエーション２級講座などを対象に研修受講料補助金
支給制度があります。また認知症実践者研修や介護研修センター
主催による介護福祉士、介護支援専門員などの試験対策研修会の
開催など、経済的にも安心して専門資格の取得にチャレンジする
ことができるのも当法人に就職するうえでの大きな魅力のひとつ
となっています。
また、介護福祉士実習指導者や新しい介護プロフェッショナル段
位制度における アセッサー（評価者）も各施設に多数在籍してお
り、より個別具体的なスキルアップのためのレクチャーを受けて
いただくことができます。

■介護研修センター研修体系

職場体験のすすめ

社会福祉法人ほたか会
特別養護老人ホーム 川場春光園
介護研修センター
軽費老人ホーム ケアハウス前橋
介護老人保健施設青梨子荘
青梨子訪問看護ステーション
グループホームあおなし
あおなしデイサービスセンター
コミュニティケアセンター青梨子
あおなしヘルパーステーション
介護付有料老人ホーム まえばし上泉の里
ショートステイ まえばし上泉の里
グループホーム城東
介護付/住宅型有料老人ホーム グランポルト前橋
ショートステイ/デイサービス グランポルト前橋

株式会社シー・アンド・エス
シー・アンド・エス赤城
シー・アンド・エス高崎
グループホームあかぎ

有限会社シーエス損保
ちよだ株式会社
介護付有料老人ホーム グランヴィル前橋
住宅型有料老人ホーム グランヴィル前橋
ショートステイ グランヴィル前橋
デイサービス グランヴィル前橋
グランヴィル前橋 デイサービスセンター 弁天通り

社会福祉法人鎌倉会
内定が決まり就職にあたっては、「先輩スタッフは優しいだろうか」「この仕事が本当にできるのだろうか」
「長く続けられるのだろうか」と不安を抱かれることと思います。職場の雰囲気はどうか、サービス提供現
場の実態はどうかなど、より深く“職場”を理解していただき、就職のミスマッチを防ぐことができるよう
に、入職前に２～３日程度の就職先への職場体験をおすすめしています。職場体験をしていただくことによ
り、入職前に抱くネガティブイメージを大きな期待に転換することができます。
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関連グループに医療系大学や介護福祉・保育専門学校、

グループ 病院などを複数展開するＰＡＺグループがあります。

特別養護老人ホーム かまくら
ショートステイ かまくら
デイサービスセンターかまくら
ヘルパーステーションかまくら

株式会社アンティム

群馬パース大学福祉専門学校

群馬パース大学・大学院
ほたか病院

ベルジ株式会社
介護付有料老人ホーム ベルジ武尊
介護付有料老人ホーム ベルジ箕輪
グループホームベルジ渋川
グランドホームベルジ南渋川
グランドホームベルジ箕輪

たくみ株式会社
天然温泉付賃貸マンション 最美時（もみじ）
介護付/住宅型有料老人ホーム ベルジ高崎
ショートステイベルジ高崎
デイサービスセンターベルジ高崎
デイサービスセンターだんだん
グループホームベルジ吉岡たやの家
グループホームベルジ渋川たやの家
グループホームベルジ前橋たやの家
グループホームベルジ川場たやの家
住宅型有料老人ホーム ベルジ川場たやの家
デイサービスセンターベルジ川場たやの家
サービス付賃貸マンション 最美時（もみじ）別館
天然温泉付ショートステイ湯治場（とうじば）
天然温泉付デイサービス温泉の里

ソネット株式会社
ソネット本社（前橋市）
ソネット太田支店
ソネット宇都宮支店
ソネット相模原支店
ソネット川場営業所

ソネット高崎支店
ソネット東京支店
ソネット埼玉支店
ソネット水戸支店
(2018.4 月現在)
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