
2020/4/1異動

事業所名 役職 氏名

管理者 井澤　慶一 正規職員

サービス管理責任者 鈴木　俊昭 正規職員

主任職業指導員 鈴木　涼太 正規職員

生活支援員 樋渡　春美 正規職員

アルシオン　 職業指導員 井澤　慶一 正規職員

１１名 生活支援員（会計） 風間　寿美 正規職員

職業指導員  伊東　元生 正規職員

職業指導員 土屋　重好 契約職員

職業指導員 田邉　公代 準社員

職業指導員（工賃向上） 室伏　美矢子 準社員

職業指導員（工賃向上） 惣馬　美智子 契約職員

職業指導員（工賃向上） 露木　和子 契約職員

管理者 杉本　里香 正規職員

サービス管理責任者 杉本　里香 正規職員

主任生活支援員 栗原　照美 正規職員

主任職業指導員 山口　貴美子 正規職員

生活支援員 佐々木妙子 正規職員

ワンルーチェ 職業指導員（工賃向上） 森　美奈代 正規職員

職業指導員 松原　光正 臨時職員

１０人 職業指導員 栗原　英子 契約職員

職業指導員 長澤　典子 契約職員

職業指導員 渡邉　俊江 契約職員

職業指導員 桐谷　かおり 契約職員

管理者 船越　奈々 正規職員

サービス管理責任者 船越　奈々 正規職員

主任生活支援員 稲葉　さおり 正規職員

ミストラル 職業指導員 島田　浩明 正規職員

７名 職業指導員（工賃向上） 中山　大輔 正規職員

生活支援員 坂本　さゆり 契約職員

生活支援員 中瀬古　容子 契約職員

職業指導員 　　佐野　公美子 契約職員

管理者 鈴木　睦 正規職員

みんなの家 サービス管理責任者 鈴木　美奈子 契約職員

世話人 鈴木　睦 正規職員

世話人 佐々木妙子 正規職員

ヘルプ・かきはら世話人 渡辺　淳一 契約職員

８人 世話人 吉沢　誠浩 契約職員

世話人 永井　香織 契約職員

世話人 稲荷　永晃 契約社員

看護師 契約社員
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生活支援員 鈴木　俊昭 正規職員

生活支援員 佐藤　元子 契約職員

会計 佐藤　昭雄 契約



主な業務内容（予定）

作業総括・職業指導員兼務

生活支援、医療等、実績記録表

作業全般・農作業　　　＊サービス管理責任者取得予定

生活支援、全体会計・

農福連携、シェアサイクル、しいたけ担当

農福連携、シェアサイクル

進東産業、サラダバー・ばる　

サラダバー・ばる　

山本食品、菊芋

進東産業、菊芋

うなぎ野菜パン、実績記録表

給食

桜屋、健康管理等　＊サービス管理責任者取得予定

Ｇ，Ｈ清掃

りょうゆう施設外・マンション作業

マンション清掃

うなぎ野菜パン

うなぎ野菜パン（８時30分～15時）

食事提供・パン（８時30分～15時）

職業指導員兼務

健康、送迎、実績記録表　　＊サービス管理責任者取得予定

白色作業・みしまうなぎ野菜

農福連携事業・漬物担当、みしまうなぎ野菜

株式会社協立

アイロンビーズ他

花の苗

清水町兼務

火・金　　、月１日土曜日９時から１５時、実績記録表

事務、会計

土曜日・日曜日

夜勤専門

火曜日宿直１９時３０分から８時３０分

木曜日宿直１９時３０分から８時３０分

6月より
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平日、６時から８時３０分　夜勤　１９時３０分から８時３０分

１６時から１７時　金曜日

会計・税理士



(内示）

委員 勤務時間 就労時間 利用者数 　換算 配置

虐待防止・苦情・危機管理委員 1.0

8時～16時30分 7.5 1.0

防災・防犯委員 8時～16時30分 1.0

保健・衛生委員・給食提供 8時～16時30分 7.5 1.0

車両管理委員・シェアサイクル 8時～16時30分 7.5 ２４名 1.0 8.5

8時～16時30分 7.5 1.0

スポーツ 8時～16時30分 7.5 0.8

8時30分～15時30分 6 0.8

虐待防止委員 7時30分～15時30分 7 0.8

7時30分～15時 6.5 0.9

山本食品 9時～15時 5 0.6

9時～15時 5 0.6

0.6

0.6

1.0 .

虐待防止・苦情・危機管理委員 8時から16時30分 7.5 1.0

防災・防犯委員 8時から16時30分 7.5 1.0

給食提供 8時から16時30分 7.5 1.0

8月より清水町Ｇ．Ｈ 8時から16時30分 7.5 0.6

保健・衛生委員 8時から16時30分 7.5 20人 1.0 8.2

8時30分～16時 6 0.6

9時～15時 5 0.6

９時～12時 3 0.2

9時～14時 4 0.6

9時～14時 4 0.6

1.0

虐待防止・苦情・危機管理委員 8時から16時30分 7.5 1.0

8時から16時30分 7.5

車両管理委員 8時から16時30分 7.5 1.0 6.6

8時から16時30分 7.5 2４人 1.0

8時から16時30分 7.5 1.0

防災・防犯委員 ９時～15時 5 0.6

９時～15時 5 1.0

8 1.0

１１時～２０時００分 16 1.0

１０時から１９時３０分 1.0

8時30分から1７時30分 16 0.4

１９時３０分から翌８時３０分32 1.0 ー

給食担当、8月より清水町Ｇ．Ｈ１３時から１９時30分 27.5 １２名 0.6 6.4

8 0.2

8 0.3

保健・衛生委員 0.3



防災・防犯委員 15.5 0.5

保健・衛生委員 1 S/S　２名 0.1


