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（事業所単位で申請があった者に係る当該事業所の名称） 認　証

特定非営利活動法人 グループたすけあいエプロン ★★★
社会福祉法人 光誠会 ★★★
社会福祉法人 宝生会 ★★★

社会福祉法人 奈坪ヶ丘福祉会 ★★★
社会福祉法人 蓬愛会 ★★★
医療法人社団 洋精会 ★★★

医療法人 北斗会（宇都宮シルバーホーム） ★★★
医療法人 北斗会（グループホーム宇都宮） ★★★
医療法人 北斗会（高根沢シルバーホーム） ★★★
医療法人 北斗会（グループホーム高根沢） ★★★

株式会社ツクイ ★★★
医療法人社団 桑崎会 ★★

医療法人 矢尾板記念会 ★★
社会福祉法人 大恵会 ★★

＜ 第1回 認証 ＞ 認証決定：2018 年11月15日
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とちぎ介護人材育成認証制度のご案内

項目 基準の概要 

1 新規採用者の育成 
・新規採用者育成計画を策定しているか
・研修を実施しているか　など 

2
キャリアパスと
介護人材の育成 

・キャリアパス制度を導入しているか
・人材育成を目的とした面談を行っているか　など 

3
ワークライフバランスの

実現 
・労働時間縮減のための取組を実施しているか
・育児と両立できる取組を実施しているか　など 

4 地域交流 
・ボランティアの受入をしているか
・地域の住民との交流を行っているか　など 

　この制度は、介護事業所の人材育成や雇用管理改善などの取組に対し評価項目を
設け、一定の基準を満たしている法人を認証するものです。
　認証制度は、安心して長く働くことができる職場づくりを推進し、栃木県で介護
職を志す方が職場を選ぶ際の目安となることを目的としています。

　評価項目の基準を全て満たした法人にはレベル3、評価項目のうち2項目または3項
目の基準を満たした法人にはレベル2の認証が与えられます。…

　認証を取得するための評価は、以下の4項目で行います。
　それぞれの項目には満たすべき詳細な基準があります。…

　この制度の詳細や、制度に参加している法人につきましては、公式ホームページを
御覧ください。…

https://www.eidell.co.jp/tochigi-kaigo/ 

認証レベル レベル 3（★★★） レベル 2（★★） 

認証マーク 
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【法人について】
　私どもエプロンは、平成7年に「困った

ときはお互いさまの相互扶助精神で、誰

もが安心して暮らせる地域コミュニティ

をつくることを目指す」という理念を掲

げ、数人の主婦で在宅の家事・介護サー

ビスを非営利有償サービスで始めました

が、想像以上に依頼は増えていきました。

5年後には介護保険制度が始まりましたの

で、その事業も並行して実施を開始し、

現在に至っています。NPO法人であると

いう事が特徴の一つです。

　介護職であると同時に地域の住民とし

て、地域貢献は当初から必要という理念

のもと、地域のイベントへの協力を積極

的に行っています。介護保険事業だけで

はなく、住んで楽しい町づくりも大切な

使命の一つだと考えています。

【働きやすさへの工夫】
　現在スタッフは約120人。平均勤続年

所在地… 329‒1207　栃木県塩谷郡高根沢町花岡1503‒3
電　話… 028‒676‒1100
ＵＲＬ… http://epron.sakura.ne.jp/
事業所… ■エプロン… ■赤い屋根　　　■花の丘
… ■エプロンデイ… ■木の香

お話を伺った方
　理 事 長　菅野安子さん（写真・左）
　事務局長　菅野忠雄さん（写真・右）

特定非営利活動法人 グループたすけあいエプロン

数は7.6年。常勤者は65歳定年ですが、非

常勤の介護員には定年はありません。定

年した常勤者は非常勤へシフトすること

で、長く働くことができます。NPO法人

といえども、介護員の資質向上のための

人材育成研修・環境整備などは、しっか

り行っています。有給休暇もきちんと取

得していただいています。働きやすい環

境づくりのためのワークライフバランス

や地域交流にも力を入れています。

【採用について】
　新たに職員になる方は、主婦の方が多

いです。地域住民の方が紹介で入る場合

や、私たちの居場所事業やイベントに来

てくださった方にお声がけをして入る場

合など、口コミで繋がっているケースが

ほとんどです。介護員の確保に向けて「ヘ

ルパー養成事業」も始めています。「雇用」

という考え方から「仲間づくり」へとい

う発想転換を行っています。介護員は地

域から作り出すことが重要です。「生活の

プロ」である40歳から75歳の主婦層に、

ぜひ来ていただきたいです。

【３つ星を取得して】
　今回3つ星をいただきまして、職員一同

大変喜んでおります。今回のチャレンジ

にあたり、人材をいかに育成していくか、

そのためには今までの取り組みに不足は

なかったのか、などを検証するよい機会

になりました。「介護と町づくりは大切な

ことだったのだな」ということを、この

認証制度の中であらためて教えていただ

き、このモチベーションを継続して、サー

ビス利用者へ「笑顔の介護」につながる

よう、適正な事業運営をしていきたいと

思っております。

NPO法人…グループたすけあいエプロンのスタッフの皆さん

素敵な手作りの品々が購入できます
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【法人について】
　私たちは、職員の皆さんが元気よく働

くことができる「職場環境」を作ろうと

考えています。

　そのためにどんなことをしたらよいか。

全国の社会福祉法人の中で、私たちが特

別素晴らしいことをしているという自負

はありません。ただ、普通と同じことを

やって、素晴らしいものを作り上げたい

と思っています。

【働きやすさへの工夫】
　職員が働きやすい職場とは、どんな職

場でしょうか。トップダウンではなく、

職員が個々の役割を使命感を持って取り

所在地… 321‒0925　栃木県宇都宮市東簗瀬1‒29‒1
電　話… 028‒612‒8088　　ＵＲＬ　http://kouseikai-flora.or.jp/…
事業所… ■特養老人ホーム…フローラりんくる　■ケアハウス…フローラ
　■フローラ…もばら… ■特別養護老人ホーム…ころぼっくる
　■特別養護老人ホーム…はがの杜… ■地域密着型特別養護老人ホーム…科の木
　■特別養護老人ホーム…びーね

お話を伺った方
　理 事 長　古口誠二さん（写真・左）
　本部事務局長
　　　　　　古口文規さん（写真・右）

社会福祉法人 光誠会

組む環境づくりを大切にしています。

　方針や、方向性は法人本部で考えます

が、それを職員がそれぞれに目標に変えて、

結果を出すというプロセスを踏んでいま

す。その積み重ねが他人事でなく、自分事

に変わり、定着にもつながっています。

　社会貢献活動にも積極的に取り組んで

います。一般的なゴミ拾いや清掃活動と

いっただけでなく、地域の活性化に貢献

したいと考えています。福祉の人間が外

に出て、地域のイベントに積極的に参加

することに大きな意味があると思ってい

ます。社会福祉法人だけでなく、他業種

と一緒に地域を盛り上げる活動を行って

います。そこでも職員の主体性がキーワー

ドになっています。

【採用について】
　採用は本部中心ではな

く、職員がリクルーター

になっています。

　職員が採用でも中心に

なっています。

　高齢者の皆さんは職員

の皆さんから元気をも

らっています。前向きな

明るい人に、ぜひ来てほしいです。

　法人内で資格の取得や技術を磨く場を

作っていきますので、安心して来てくだ

さい。

【３つ星を取得して】
　3つ星を取得できたことは、とても励み

になっています。

　これからの福祉・介護の業界は、一般

の企業と同じ考え方でやっていく必要が

あります。

　そういう意味では、栃木県がこの制度

をスタートさせたことは、とても良かっ

たと思っています。今回の認証に慢心す

ることなく、また認証法人として恥じる

ことがないように、皆さんの模範となる

ように、今後更により高みを目指して努

力してまいりたいと思います。

社会福祉法人…光誠会のスタッフの皆さん 一緒に働きましょう！
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【法人について】
　宝生会は、地域に根差した施設づくりを

目標に、利用者本位の施設運営を行ってい

ます。同グループの医療法人との連携も

特徴です。「美」「感」「説」「楽」「早」「安」

の6つのキーワードから1つを選び、そこ

から連想する内容を毎月の部署の目標とし

て、達成度を発表・共有しています。個別

の具体的な取り組みの積み重ねによって、

職員同士の連携も高まり、それが利用者の

満足度につながっていると考えています。

【働きやすさへの工夫】
　ワークライフバランスの実現には力を

入れています。育児・介護・看護休暇は

男性職員も取得しています。産前産後も

含めて復帰率は100％です。また、子育

てのための時短就業も小学4年生まで延長

所在地… 320‒0075　栃木県宇都宮市宝木本町2140番地2
電　話… 028‒665‒7171…
ＵＲＬ… http://numaog.or.jp/…
事業所… ■老人保健施設…白楽園
… ■特別養護老人ホーム…敬祥苑
… ■グループホーム…カトレア

お話を伺った方
　理 事 長　沼尾成美さん（写真・中）
　園　　長　沼尾嘉人さん（写真・右）
　事 務 長　齋藤国和さん（写真・左）

社会福祉法人 宝生会

して対応しています。

　短時間正社員制度や、1時間単位で取得

可能な年次有給休暇の仕組みなどもある

ので、「子育てに優しい事業所」という口

コミで来られる方もたくさんいます。

　働くことへのモチベーションと職員の想

いを聴く機会として、年2回の目標面接を

行う貴重な時間をもっています。介護保険

制度への移行に前後して、人事考課制度を

3年かけて整備しました。職員一人ひとり

の能力に応じた育成に取り組んでいます。

【採用について】
　法人の理念にもある「Omsorg（オム

ソーリ＝人間愛）」の精神を大切にしてい

ます。利用者とバランスのとれた人間関

係を築くことが、安心され、信頼され、

喜ばれる施設づくりの第一歩です。その

ためには、やさしく、思いやる心を持っ

た方を歓迎します。

【３つ星を取得して】
　平成15年からスタートした人事考課の

しくみや、各種休暇制度など、人材の育

成や働き方について、これまで行ってき

た色々な取組みを振り返ることができた

のはとても良かったと思っています。さ

らに働きやすい職場づくりを進めたいと

思います。そして、この人材育成認証制

度が業界全体のレベルを上げ、介護の仕

事の魅力が多くの方に伝わることを願っ

ています。

老人保健施設…白楽園…在宅サービスのスタッフの皆さんとても明るい職場です
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【法人について】
　奈坪ヶ丘福祉会は、前理事長時代から

コンプライアンスの遵守には注力し、社

労士と定期的会合をもち、新しい制度改

革への取組をおこなっています。

　20年前に創立しましたが、清潔感のあ

る施設を目指して整美には気を配ってい

ます。

【働きやすさへの工夫】
　職員数は30名程なので、一人ひとりに

手厚く対応しています。大半は女性が締

めているので、結婚・出産・子育てとい

うライフワークと両立できるように育児

休暇、時短・時給といった働きやすい環

境を整備しているので、離職率は非常に

低いです。

　働きやすい職場を作っていくことで、足

所在地… 329‒1105　栃木県宇都宮市中岡本町3749‒37
電　話… 028‒671‒2001…
ＵＲＬ… http://www.natubogaoka.com/…
事業所… ■デイサービスセンター奈坪ヶ丘
… ■デイサービスセンター奈坪ヶ丘第二
… ■居宅介護支援センター奈坪ヶ丘

お話を伺った方
　常務理事　小川修市さん（写真・左）
　施 設 長　浜村雅子さん（写真・右）

社会福祉法人 奈坪ヶ丘福祉会

元がしっかりします。そうすると、利用者

様への対応も良くなると考えています。

　職員向けの研修については、県社協の

研修や個別に希望のあったものへの参加

を推奨しており、スキルアップできるよ

う全員でスケジュール管理を行って協力

しています。また、面談は年1回、12月

に行い、職員の意見に耳を傾けており、

人事考課も取り入れています。

【採用について】
　採用面接は随時行っています。ポイン

トとしては「明るく元気な方」「コミュニ

ケーションがとれる方」かどうか。

　人間性重視で採用を決めています。資

格をもっていない方を採用し、入職後に

資格をとるケースの方がむしろ多いです。

　また、資格受験の受験料の貸付制度も

導入しています。

【３つ星を取得して】
　３つ星の他の法人の方々と交流を持つ

ことで、自分のところだけでなく全体の

ボトムアップも図れるのではないでしょ

うか。

　今回の認証に慢心することなく、また

認証法人として恥じることがないように、

皆さんの模範となるように、今後更によ

り高みを目指して努力してまいりたいと

思います。

奈坪ヶ丘福祉会のスタッフの皆さん「育児と仕事の両立ができています」
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【法人について】
　昭和61年に「特別養護老人ホーム而今

荘運営の基本（目的・方針・考え）」を

策定し、それを基に人材育成をしてきま

した。

　ブレない “柱” があり、そこに時代に合

わせた色づけをしながら、栃木県内で一

番大きい法人としての責任とプライドを

持って法人運営をしています。法人の設

立当時から地域との共生を理念にしてい

ます。この考えはいまだに色あせないだ

けでなく、今まさに必要なものだと考え

ています。

【働きやすさへの工夫】
　福祉コミュニティや保育園が法人内に

あることも含め、働く女性への支援が充

実しています。産休・育休中の面談やサ

所在地… 320‒0856　栃木県宇都宮市砥上町54‒1
電　話… 028‒647‒1110
ＵＲＬ… https://www.hoaikai.or.jp/home/
事業所… ■特別養護老人ホーム…ケアプラザ而今　■特別養護老人ホーム…而今荘　■特別養護老人ホーム…にこんきつれ荘
　■地域密着型特別養護老人ホーム…美渉　■地域密着型特別養護老人ホーム…而今桜　■養護老人ホーム…アオーラ而今　■ナーサリーにここ
　■ケアハウス…ケアプラザ而今　■ケアハウス…アオーラ而今　■小規模多機能型居宅介護…城下庵　■栃木介護福祉士専門学校

お話を伺った方
　理 事 長　大山知子さん（写真・左）
　本部事務長
　　　　　　縣　和尋さん（写真・中）
　特別養護老人ホーム美渉…施設長
　　　　　　横島瑞恵さん（写真・右）

社会福祉法人 蓬愛会

ポートもしっかり行っています。これま

でには、「育休を切り上げて働きたい！」

という方もいらっしゃいました。それだ

け働きやすい職場を提供できているのだ

と考えています。様々な人が働ける場、

その人に合った働き方を実現するよう努

めています。

　キャリアパスをはじめとした各種の制

度も早い段階から整備をしてきました。

また、寮母という名称をいち早く介護職

員に変えたり、今では当たり前ですが、

平成6年に、県内初となる現場出身の女性

施設長が誕生したのもその取り組みの成

果です。職員がモチベーションを持って

働ける職場づくりをしていま

す。しかし、仕事への情熱を

維持する難しさが課題であり、

時代に即応した職場環境を整

えていくことが重要と考えて

取り組んでいます。

【採用について】
　素直で、情熱があって、チー

ムワークの取れる方にぜひ来

ていただきたいと思います。

　法人内には介護福祉養成校

も備えており、育成はしっかり行うこと

ができます。

　資格のない方も安心して来ていただけ

ればと思います。

【３つ星を取得して】
　3つ星認証を取得できたことはとても嬉

しく思っています。私たちは “介護” とい

う仕事を子どもの「なりたい職業ランキ

ング」ベスト10に入るようにしたいと考

えています。そういった意味でも、今回

栃木県が全国的にも早い段階で認証制度

をスタートしてくださったことはとても

良かったと思っています。

社会福祉法人…蓬愛会のスタッフの皆さん地域にひらかれたカフェ
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【法人について】
　医療法人社団洋精会は、設立80周年を

迎えました。医療と福祉を総合的に提供

し、地域に根差した病院として地域の方々

に信頼され、安心できる中核病院として

継続してきました。

　各種在宅サービスから病棟まで、医療と

介護保険を双方に提供できる事業を、複合

的に運営しています。また、同グループの

社会福祉法人との人材交流や内部研修を

行い、職員の質の向上を図っています。

【働きやすさへの工夫】
　働き方も多岐に渡り、一人ひとりに合

わせた働き方が可能です。職員の状態に

合わせた配置転換や、在宅部門にはフレッ

クスタイム、介護部門には介護アシスタ

所在地… 320‒0038　栃木県宇都宮市星が丘1‒7‒38
電　話… 028‒622‒2222　　ＵＲＬ…http://numaog.or.jp/…
事業所… ■沼尾病院…介護療養型医療施設… ■沼尾病院…通所リハビリテーション
　■沼尾病院…訪問リハビリテーション… ■訪問看護ステーション星が丘
　■ヘルパーステーションぬまお… ■小規模多機能型居宅介護よしのいえ
　■サービス付き高齢者向け住宅星が丘ぬまお

お話を伺った方
　会　長　沼尾成美さん（写真・左から2番目）
　サービス付高齢者向け住宅
　星が丘ぬまお所長
　　　　　沼尾慈子さん（写真・右から2番目）
　社会福祉士、介護福祉士、
　ソーシャルワーカー、介護棟総主任
　　　　　谷口美智さん（写真・右）
　事務局…副主任
……………　栗本佳英さん（写真・左）

医療法人社団 洋精会

ントの制度を導入しています。

　資格取得支援や、男性の育児休暇の取

得、時間単位の有休の取得制度もあります。

　人材不足の解消の為、また多様な考え

方を生かすために、外国人材も受け入れ

ています。

　また、当法人では、「よかったエピソー

ド投函箱」を設置しています。

　投函されたものを本人に伝えると、自

分でも気づかなかった自分のいいところ

に気づき、ものの見方がポジティブになっ

ていきます。同時に褒める側の感性も磨

かれていきます。その結果、職員のやる

気を引き出していきます。

【採用について】
　法人の理念に「Omsorg（オムソーリ＝

人間愛）」を掲げています。

　知識や技術はもちろんですが、心が大切

だと思っています。

　思いやりをもって利用者さんに合わせる

ことができる方、一緒に歩んでいける方、

是非私たちの仲間になりませんか。

【３つ星を取得して】
　３つ星を取得できたことはとても嬉し

く、誇らしく思っています。自分たちの

取組や制度を見返す絶好の機会だったと

思います。

　さらなる課題も解決し、３つ星に値す

るような施設であり続けたいと思ってい

ます。
医療法人社団…洋精会のスタッフの皆さん

よかったエピソード投函箱



10

【法人について】
　北斗会の特徴は、医療から介護まで幅

広い職場と職種でそれぞれの持ち味を

生かすことができることです。間口が広

く、あらゆる人材を受け入れています。

宇都宮シルバーホームだけでも100人ほ

どの職員が働いていますが、介護現場と

医療現場の連携もとてもうまくいって

います。

【働きやすさへの工夫】
　一人ひとりのライフプランに合わせた

働き方を選べるように工夫をしています。

例えば職場の異動も職場の都合だけでな

く、職員の希望もきちんと聴いて行って

います。計画的にお休みを取得してもら

うことで、有給休暇の消化率がほぼ100％

なのも特徴です。お互いにカバーする風

所在地… 321‒0901　栃木県宇都宮市平出町368‒8
電　話… 028‒664‒1551
ＵＲＬ… https://www.hokutokai.or.jp/
事業所… ■介護老人保健施設…宇都宮シルバーホーム… ■グループホーム宇都宮
… ■介護老人保健施設…高根沢シルバーホーム… ■グループホーム高根沢

お話を伺った方
　宇都宮シルバーホーム施設長
　　　　　萩原佳代さん（写真・左）
　医療法人…北斗会…高齢福祉部長
　　　　　松浦富美恵さん（写真・中）
　宇都宮シルバーホーム介護課長
　　　　　阿久津富美江さん（写真・右）

医療法人 北斗会

土が出来上がっていて、これまで出産を

理由に辞めた職員はいません。

　教育推進委員会を設置して、資格取得

の支援や、介護技術の習得支援を行って

います。フロアごとの交流だけでなく、

多職種の交流会も行う事で、法人全体で

風通しの良い環境づくりも行っています。

様々な考え方を吸収して、法人内だけで

はなく「外部でも活躍できる職員」を育

てていきたいと思っています。

【採用について】
　実習で来ていただいた学生さんや、職

員の紹介で入職する方が比較的多いので

すが、「介護をやってみたい！」という方

にはどんどん来ていただきたいと思って

います。介護職は少しハードルが高いと

いう方には「介護アシスタント」として

活躍していただいており、経験や資格は

なくても、仕事をしながらステップアッ

プできる環境を整えています。

【３つ星を取得して】
　認証を取得したことはスタッフの励み

になっています。この制度を多くの人に

知っていただくことが今後大切になって

くると思いますので、法人としても制度

の周知をすると同時に、認証に恥じない

ような職場づくりを今後も進めていきた

いと考えています。

医療法人…北斗会のスタッフの皆さん次回のイベントの打ち合わせ中です！
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【法人について】
　私たちの強みは、全国680以上（グルー

プ全体）ある事業所ネットワークと、好

事例の共有だと思います。これは採用や

育成面でもプラスになっています。栃木

県内だけでも10の介護事業所があるの

で、交流や異動で様々な場所や働き方が

選べるので、仕事をしていてもマンネリ

化させない自信があります。

【働きやすさへの工夫】
　一事業所内だけでなく、県内に10ある

事業所間での連携を行う事で、子育て中

の状況に合わせたシフト調整を行ってい

ます。

　また、育成・定着については、従業員

一人ひとりを多様な環境の中で活躍でき

る人財へ育成するための「キャリアパス

制度」、各種資格取得を応援することを目

的とした「キャリア

アップ支援制度」、

自身のタイミングで

学習することができ

るツールとしてのＥ

ラーニングなどを整

備しています。福利

所在地… 320‒0851　栃木県宇都宮市鶴田町739－15
… ツクイ宇都宮
電　話… 028‒649‒1313　　ＵＲＬ　https://www.tsukui.net
事業所… ■ツクイ宇都宮… ■ツクイ宇都宮いちり… ■ツクイ宇都宮東
… ■ツクイ宇都宮ゆいの杜　　■ツクイ戸祭
… ■ツクイ高根沢… ■ツクイ小山
… ■ツクイ佐野赤坂… ■ツクイ栃木城内　■ツクイ・サンフォレスト宇都宮

お話を伺った方
　宇都宮地区地域連携担当
　　　　　　齋藤達也さん（写真・左）
　ツクイ宇都宮いちり管理者
　　　　　　押田あかねさん（写真・右）

株式会社ツクイ

厚生面ではパートさんを含め従業員全員

が入会できる独自の福利厚生制度「ツク

イ倶楽部」があります。

【採用について】
　どんなことでもいいので「夢がある人」

に来ていただきたいです。

　職種は多岐にわたっていますので、前

職の経験や強みを活かせる職場がありま

す。介護はもちろんですが、それ以外の

業界からの転職も大歓迎です。

　全社共通の入社オリエンテーションと、

座学・現場研修で仕事に慣れていただき

ます。また、半年間は先輩がチューター

として相談にのってくれるので、安心し

て

働くことができます。

【３つ星を取得して】
　星三つの認証を受けることができたこ

とは、現在働いている従業員のモチベー

ションアップに繋がったと思います。

　また今回、この認証によって、県内の様々

な業種の法人の皆さまと接点を持ち新たな

ネットワークが構築

できればとてもあり

がたいと考えていま

す。今後もこの認証

に恥じないように、

より高みを目指して

進んでまいります。

株式会社ツクイのスタッフの皆さん
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