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社会福祉法人 みずほ厚生センター
職員は、施設経営の
「パートナー」という考えのもとに
働きがいのある、働きやすい職場作りを目指し、
「共育・共生」
を実現
企 業 紹 介

◉当法人は、約半世紀の間、社会福祉事業を展開してきました。1965年２月24日
に社会福祉法人みずほ学園として設立し、今年で49年を迎えています。当初は家
庭では養育が困難な知的に障がいのある児童の入所施設としてみずほ学園を開設
し、その後、知的障害者入所更生施設、知的障害者入所授産施設、特別養護老人ホー
ム等の事業を展開しています。1976年７月１日に法人名を社会福祉法人みずほ厚
生センターと改称し、地域に根差した法人として、現在では障がい児者を対象とし
た事業と介護保険事業も加えて、10拠点32事業を展開しています。今後も更に
地域が必要とする社会資源を新たに創出し、事業を展開していきます。

プ ロ フィー ル

事業内容（業種） 社会福祉事業
所在地 大分県臼杵市
従業員数 220人（男性57人、女性163人、非正規雇用職員56人）
平均年齢 42.23歳（2014.11.1現在）

キャリア支援の取組

わが社の理念・方針

一人ひとりの尊厳を守り、
「共育・共生」の地域づくりに貢献する
■当法人の最上位の概念として、
『一人ひとりの尊厳を守り、
「共育・共
生」の地域づくりに貢献する』という理念があります。その理念を達
成するために17項目の基 本方 針があり、パートナー（＝職員）が常
に立ち返ることが出来るようにCredo（クレド：わが法人の信条）を
各自で携帯し、各部署において読み合わせを行っています。また、
Credoには、パートナー行動基準や、求める人材像・求めるリーダー

CA

像も明確にしています。基本方針の概略は次のとおりです。
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・職員は経営を担う一員としての「パートナー」であり、
「One for all
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All for one」の姿勢でチームワークを大切にしています。
・パートナーの意欲向上、遣り甲斐づくりのため、目標を設定し、そ
の達成が出来る体制づくりをしています。
・「学習する集団」実現のため、管理職から一般職まで、様々な教育
カリキュラムを設定し、教育機会を設けています。
・子どもから高齢者、障がいのある方の満足度向上が我々の喜びとな
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るように、よりよい福祉サービス全 般に対応できる総合福祉セン
ターを目指すため、専門性の高いパートナーを育てています。

キャリア支援企業表彰2014
人を育て・人が育つ企業表彰

取組の効果や課題と今後の取組の方向

「学習する集団」
の実現を目指し、パートナー自身がキャリアデザインを描く
࢟ࣕࣜᨭࡢලయⓗ࡞ྲྀ⤌
ࠕᏛ⩦ࡍࡿ㞟ᅋࠖࡢᐇ⌧ࢆ┠ᣦࡋࠊࣃ࣮ࢺࢼ࣮⮬㌟ࡀ࢟ࣕࣜࢹࢨࣥࢆᥥࡃ


①キャリアパス制度を活かしたキャリアデザイン
ձ࢟ࣕࣜࣃࢫไᗘࢆάࡋࡓ࢟ࣕࣜࢹࢨࣥ

࢟ࣕࣜࣃࢫไᗘࡣἲேࡢே⪃ㄢไᗘࣜࣥࢡࡉࡏࠊ⮬ᕫࡢᡂ㛗ࡢ☜ㄆࡸ┠ᣦ
㹤㹤㹤
キャリアパス制度は法人の人事考課制度と完全にリンクさせ、自己の成長の確認や目指す方向が描き易い
ࡍ᪉ྥࡀᥥࡁ᫆࠸ࡼ࠺⪃ㄢ⪅ࡼࡿ⫱ᡂ㠃᥋ࢆ᭱పᖺ 4 ᅇᐇࡋ࡚࠸ࡿࠋ
よう考課者による育成面接を最低年４回実施している。
ே⪃ㄢไᗘࣜࣥࢡࡉࡏࡿࡇ࡛ࠊ⮬ᕫᮇᚅࡢ㊊⪅ᮇᚅࡢ㊊ࡀྠᐇ⌧࡛
人事考課制度とリンクさせることで、自己期待の充足と他者期待の充足が同時に実現できるようにし、そ
ࡁࡿࡼ࠺ࡋࠊࡑࡢே⪃ㄢ⤖ᯝࡣࠊࣇ࣮ࢻࣂࢵࢡࢩ࣮ࢺ࠾ࡼࡧホ౯ᚋࡢ㠃᥋࡛㛤♧ࡋࠊ
の人事考課結果は、フィードバックシートおよび評価後の面接で開示し、成長の確認や今後期待すること、
ᡂ㛗ࡢ☜ㄆࡸᚋᮇᚅࡍࡿࡇࠊດຊࡢ↔Ⅼ㸦ྲྀ⤌ࢇ࡛ࡋ࠸ࡇ㸧ࢆ᫂☜♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
努力の焦点（取組んでほしいこと）を明確に示している。
ࡲࡓࠊ᪼᱁᮲௳ࢆ᫂☜ࡍࡿࡇࡼࡾࠊ࢟ࣕࣜ┠ᶆࡢタᐃࡀฟ᮶ࠊ」⥺ᆺࡢே⟶
また、昇格条件を明確にすることにより、キャリア目標の設定が出来、複線型の人事管理制度により、キャ
⌮ไᗘࡼࡾࠊ࢟ࣕࣜぢ┤ࡋࡢᶵࡶᥦ౪ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
リア見直しの機会も提供している。


ղᩍ⫱࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛ⮬ᕫၨⓎᨭ

②教育カリキュラムと自己啓発支援
Ϩ㸬ᩍ⫱࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛ

ࠕᏛ⩦ࡍࡿ㞟ᅋࠖࢆᐇ⌧ࡍࡿࡓࡵࠊ⟶⌮⫋ࡽ୍⯡⫋ࡲ࡛ᵝࠎ࡞ᩍ⫱࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࢆタ
Ⅰ．教育カリキュラム
ᐃࡋࠊᩍ⫱ᶵࢆタࡅ࡚࠸ࡲࡍࠋ
「学習する集団」を実現するため、管理職から一般職まで様々な教育カリキュラムを設定し、教育機会を設

けています。⚾ࡓࡕࡢࡣࠊ᪥ࠎ᪂ࡋ࠸ሗࡸ▱㆑࣭ᢏ⾡࡞ࢆᏛࡧࠊ㌟ࡅ࡚࠸ࡃᚲせࡀ࠶ࡾ
ࡲࡍࠋࡑࢀࡣࠊ୍⯡⫋ࡽ⟶⌮⫋ࡲ࡛ኚࢃࡽࡎồࡵࡽࢀ࡚࠸ࡲࡍࠋࡇࡢࡼ࠺Ꮫࡧࡢព㆑
私たちの仕事は、日々新しい情報や知識・技術などを学び、身に付けていく必要があります。それは、一
ࢆᣢࡗࡓேࡓࡕࡢ㞟ࡲࡾࢆࠗᏛ⩦ࡍࡿ㞟ᅋ࠘ࡧࠊᙜἲேࡣࠊᖖࡇࡢࠗᏛ⩦ࡍࡿ㞟ᅋ࠘
般職から管理職まで変わらず求められています。このように学びの意識を持った人たちの集まりを『学習する
ࢆ┠ᣦࡋࠊ⮬ࡽᏛࡪጼໃࢆᣢࡘே㈈ࢆồࡵ࡚࠸ࡲࡍࠋࡑࡋ࡚ࣂࢵࢡࢵࣉࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋ
集団』と呼び、当法人は、常にこの『学習する集団』を目指し、自ら学ぶ姿勢を持つ人財を求めています。そ
ᐇ࠶ࡓࡗ࡚ࡣࠊ➼⣭ࡈཷㅮෆᐜࢆ♧ࡋࠊἲேෆㅮᖌ┤᥋΅ࡋࠊ᪥➼タᐃ
してバックアップを行っています。
ࡋ࡚ᐇࡋ࡚࠸ࡿࡢࡀ≉ᚩ࡛ࡍࠋཷㅮ⪅ࡣཷືⓗ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ⬟ືⓗྲྀࡾ⤌ࡴ⤌࡞ࡗ
実施にあたっては、等級ごとに受講内容を示し、法人内講師に直接交渉し、日時等設定して実施している
࡚࠾ࡾࠊཷㅮᒚṔࡣཷㅮ⚊࡛⟶⌮ࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ
のが特徴です。受講者は受動的ではなく、能動的に取り組む仕組となっており、受講履歴は受講票で管理し
ています。
また、各種研修会において、実践報告等の発表や講師を担うことは、
「教えることは学ぶこと」に繋がるため、
2
障がい児・者の支援や高齢者の介護についての知識や技術を更に深めることとなります。そのため、発表者
や講師自らが自己研鑽を積まなければなりません。
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Ⅱ．自己啓発支援

♫⚟♴ኈ
♫⚟♴ኈ

44ྡ
ྡ

資 格
自己啓発支援については、働きながら資格を取得しようとす ㆤ⚟♴ኈ
ㆤ⚟♴ኈ
࡙ࡃࡾࡸ㈨᱁ྲྀᚓ⪅ሗዡ㔠ࡢᨭ⤥➼
࡙ࡃࡾࡸ㈨᱁ྲྀᚓ⪅ሗዡ㔠ࡢᨭ⤥➼
るパートナーに対し、有給休暇等の取得しやすい環境づくりや
社会福祉士
⢭⚄ಖ⚟♴ኈ
⢭⚄ಖ⚟♴ኈ
ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋ≉㈨᱁ྲྀᚓᚋࡣࠊ
ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋ≉㈨᱁ྲྀᚓᚋࡣࠊ
資格取得者に報奨金の支給等を行っています。特に資格取得

介護福祉士

⮬ⓗ࡞ຮᙉࢆ㛤ദࡋࠊࡑࡢෆᐜࢆ
⮬ⓗ࡞ຮᙉࢆ㛤ദࡋࠊࡑࡢෆᐜࢆ
ㆤᨭᑓ㛛ဨ
後は、自主的な勉強会を開催し、その内容を施設内研修会にㆤᨭᑓ㛛ဨ
精神保健福祉士
タෆ◊ಟάࡍ࡞ࠊࡢࣃ࣮
タෆ◊ಟάࡍ࡞ࠊࡢࣃ࣮
活かすなど、他のパートナーにも良い影響を与えています。

ィ
ィ
ྜ
ྜ
介護支援専門員

ࢺࢼ࣮ࡶⰋ࠸ᙳ㡪ࢆ࠼࡚࠸ࡲࡍࠋ
ࢺࢼ࣮ࡶⰋ࠸ᙳ㡪ࢆ࠼࡚࠸ࡲࡍࠋ

合

取得者数
32
32
ྡ
ྡ
4名
22ྡ
ྡ

32名

13
13ྡ
ྡ
2名

51
51ྡ
ྡ
13名

計 㸦2014.11.1
㸦2014.11.151名
⌧ᅾ㸧
⌧ᅾ㸧

（2014.11.1現在）
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③多様な働き方を実現
ճከᵝ࡞ാࡁ᪉ࢆᐇ⌧
ճከᵝ࡞ാࡁ᪉ࢆᐇ⌧

ࡿࡓࡵࠊ

職群（コース）別の人事管理制度により、正規職員・短時間正規職員・非正規雇用職員を設け、職員の職
Ϩ㸬ṇつ⫋ဨࡢⓏ⏝
Ϩ㸬ṇつ⫋ဨࡢⓏ⏝

⮬ᕫດຊ

ࡑࡢࡓ

業観やライフスタイルの多様性に柔軟に対応しています。

᥇⏝⪅ࡘ࠸࡚ࡣࠊ
᥇⏝⪅ࡘ࠸࡚ࡣࠊᖺ┠ࡣዎ⣙⫋࡛ࡍࡀࠊே⪃ㄢ࡛ᶆ‽௨ୖ࡛࠶ࢀࡤࠊḟᖺᗘ
ᖺ┠ࡣዎ⣙⫋࡛ࡍࡀࠊே⪃ㄢ࡛ᶆ‽௨ୖ࡛࠶ࢀࡤࠊḟᖺᗘ

ࡀቑ࠼࡚


Ⅰ．正規職員への登用

ࡣṇつ⫋ဨⓏ⏝ࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋࡲࡓࠊࣃ࣮ࢺ⫋ဨࡘ࠸࡚ࡶࠊືᶵ࡙ࡅࢆ⾜࠸࡞ࡀ
ࡣṇつ⫋ဨⓏ⏝ࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋࡲࡓࠊࣃ࣮ࢺ⫋ဨࡘ࠸࡚ࡶࠊືᶵ࡙ࡅࢆ⾜࠸࡞ࡀ
採用者については、１年目は契約職ですが、人事考課で標準以上であれば、次年度は正規職員へ登用して
ࡽࠊṇつ⫋ဨࡢⓏ⏝ດࡵ࡚࠸ࡿࡇࢁ࡛ࡍࠋ
ࡽࠊṇつ⫋ဨࡢⓏ⏝ດࡵ࡚࠸ࡿࡇࢁ࡛ࡍࠋ
います。また、パート職員についても、動機づけを行いながら、正規職員への登用に努めているところです。
Ⅱ．女性等の雇用促進・定着
ϩ㸬ዪᛶ➼ࡢ㞠⏝ಁ㐍࣭ᐃ╔
ϩ㸬ዪᛶ➼ࡢ㞠⏝ಁ㐍࣭ᐃ╔

現在、管理職の内15 名中３名、指導職は 26 名中16 名の女性が登用され、積極的に推進しています。
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ྡࡢዪᛶࡀⓏ⏝ࡉࢀࠊ✚ᴟⓗ
ྡࡢዪᛶࡀⓏ⏝ࡉࢀࠊ✚ᴟⓗ

また、非正規雇用職員については、１年間の人事考課制度で標準以上であれば、本人の希望により次年度

᥎㐍ࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ
᥎㐍ࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ
は正規職員として登用しています。

 ᖺᗘ

 ᖺᗘ

᪼᱁ࡸ㈨

ࡾ⤌ࢇ࡛


ϩ㸬ᚋ

Ⅲ．短時間正社員制度の導入
ࡲࡓࠊ㠀ṇつ㞠⏝⫋ဨࡘ࠸࡚ࡣࠊ
ࡲࡓࠊ㠀ṇつ㞠⏝⫋ဨࡘ࠸࡚ࡣࠊᖺ㛫ࡢே⪃ㄢไᗘ࡛ᶆ‽௨ୖ࡛࠶ࢀࡤࠊᮏ
ᖺ㛫ࡢே⪃ㄢไᗘ࡛ᶆ‽௨ୖ࡛࠶ࢀࡤࠊᮏ
平成 22 年度より短時間正社員制度を導入し、パートナーに周知し、運用しています。産前産後の休業及
ேࡢᕼᮃࡼࡾḟᖺᗘࡣṇつ⫋ဨࡋ࡚Ⓩ⏝ࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ
ேࡢᕼᮃࡼࡾḟᖺᗘࡣṇつ⫋ဨࡋ࡚Ⓩ⏝ࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ

び育児休業や介護休業を取得後も育児や介護等でフルタイムで働くことが困難なパートナーに対して、短時

࢟ࣕࣜ

⯡ᑐ

ࢿࣛࣜࢫ

Ϫ㸬▷㛫ṇ♫ဨไᗘࡢᑟධ
Ϫ㸬▷㛫ṇ♫ဨไᗘࡢᑟධ

間正社員制度を活用し、一人ひとりのパートナーに合わせた勤務上の配慮を実施しています。短時間正社員

ᖹᡂ
ᖹᡂ
ᖺᗘࡼࡾ▷㛫ṇ♫ဨไᗘࢆᑟධࡋࠊࣃ࣮ࢺࢼ࣮࿘▱ࡋࠊ㐠⏝ࡋ࡚࠸ࡲ
ᖺᗘࡼࡾ▷㛫ṇ♫ဨไᗘࢆᑟධࡋࠊࣃ࣮ࢺࢼ࣮࿘▱ࡋࠊ㐠⏝ࡋ࡚࠸ࡲ
制度では、社会保険や賞与の支給等、身分の保障も確保されています。
Ⅳ．仕事と生活の調和
（ワーク・ライフ・バランス）
ࡍࠋ⏘๓⏘ᚋࡢఇᴗཬࡧ⫱ඣఇᴗࡸㆤఇᴗࢆྲྀᚓᚋࡶ⫱ඣࡸㆤ➼࡛ࣇࣝࢱ࣒
ࡍࠋ⏘๓⏘ᚋࡢఇᴗཬࡧ⫱ඣఇᴗࡸㆤఇᴗࢆྲྀᚓᚋࡶ⫱ඣࡸㆤ➼࡛ࣇࣝࢱ࣒

ࡑࡢ

♫⚟♴

仕事と生活の調和を考えた場合、夜勤等の業務が困難なパートナーについては、日中における事業所への
࡛ാࡃࡇࡀᅔ㞴࡞ࣃ࣮ࢺࢼ࣮ᑐࡋ࡚ࠊ▷㛫ṇ♫ဨไᗘࢆά⏝ࡋࠊ୍ேࡦࡾ
࡛ാࡃࡇࡀᅔ㞴࡞ࣃ࣮ࢺࢼ࣮ᑐࡋ࡚ࠊ▷㛫ṇ♫ဨไᗘࢆά⏝ࡋࠊ୍ேࡦࡾ

♫⚟♴

ࡢࣃ࣮ࢺࢼ࣮ྜࢃࡏࡓົୖࡢ㓄៖ࢆᐇࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ▷㛫ṇ♫ဨไᗘ࡛ࡣࠊ
ࡢࣃ࣮ࢺࢼ࣮ྜࢃࡏࡓົୖࡢ㓄៖ࢆᐇࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ▷㛫ṇ♫ဨไᗘ࡛ࡣࠊ
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異動等を行い、仕事と生活の両立が可能となるように配慮しています。

♫ಖ㝤ࡸ㈹ࡢᨭ⤥➼ࠊ㌟ศࡢಖ㞀ࡶ☜ಖࡉࢀ࡚࠸ࡲࡍࠋ
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ࢺࣆࢵࢡ

࠸

社会福祉法人 みずほ厚生センター

キャリア支援企業表彰2014
人を育て・人が育つ企業表彰

取組の効果や課題と今後の取組の方向

キャリアパス制度を通じた人材育成への取組
Ⅰ．取組の効果
キャリアパス制度に基づき、法人でのキャリアを積む道や働き方の道を明確にしているため、パートナー自
身が自分のキャリアを描けるようにしています。
そのため、今何をしなければならないかを育成面接や自己評価で気づき、そのための自己努力も行ってお
り、その結果として、以下の通りキャリアパスしているパートナーが増えています。
施設長

ＳＭ

指導職

専任職

1級

2級

3級

2012年度

5名

4名

23名

5名

5名

4名

23 名

2014年度

5名

10名

26名

10名

12 名

31名

42 名

（2014.6.1現在）
昇格や資格取得、自己研鑽による業務に必要な知識・技術の獲得について、自発的に取り組んでいるパー
トナーが年々増加の傾向にあります。
また、パートナーの平均勤続年数は以下の通りとなっており、社会福祉・介護事業分野の平均勤続年数を

上回っています。
ຠᯝࡸㄢ㢟ᚋࡢྲྀ⤌ࡢ᪉ྥ

ࣃࢫไᗘࢆ㏻ࡌࡓேᮦ⫱ᡂࡢྲྀ⤌ࡳ

⤌ࡢຠᯝ

ࣜࣃࢫไᗘᇶ࡙ࡁࠊἲே࡛ࡢ࢟ࣕࣜࢆ✚ࡴ㐨ࡸാࡁ᪉ࡢ㐨ࢆ᫂☜ࡋ࡚࠸

正規職員
非正規雇用職員

男性

女性

10.3年

7.8年

5.8年

4.8年

（2014.4.1現在）

ࠊࣃ࣮ࢺࢼ࣮⮬㌟ࡀ⮬ศࡢ࢟ࣕࣜࢆᥥࡅࡿࡼ࠺ࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ

ࡓࡵࠊఱࢆࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࢆ⫱ᡂ㠃᥋ࡸ⮬ᕫホ౯࡛Ẽ࡙ࡁࠊࡑࡢࡓࡵࡢ

ຊࡶ⾜ࡗ࡚࠾ࡾࠊࡑࡢ⤖ᯝࡋ࡚ࠊ௨ୗࡢ㏻ࡾ࢟ࣕࣜࣃࢫࡋ࡚࠸ࡿࣃ࣮ࢺࢼ࣮

࡚࠸ࡲࡍࠋ
タ㛗

Ⅱ．今後の課題

制度や法律の改正により、
者に加え、
精神障がい者、発達障がい児・
㹑㹋
ᣦᑟ⫋
ᑓ௵⫋ 知的障がい児
 ⣭
・
⣭
 ⣭新たに身体障がい児・者、

ᗘ

 ྡ

者等に対応できるパートナーの育成が求められるようになっており、
パートナーの育成も重要と考えています。
 ྡ
 ྡ
 ྡ
 ྡ
 ྡ
 ྡ

ᗘ

 ྡ

キャリア支援については、パートナーの専門性を高めて、より幅の広い福祉サービス全般に対応できる総

ྡ
 ྡ
 ྡ
 ྡ
 ྡ
 ྡ
㸦 ⌧ᅾ㸧
合福祉センターを目指すべく、スペシャリストも重要ですが、ジェネラリストの育成を目指します。

㈨᱁ྲྀᚓࠊ⮬ᕫ◊㛑ࡼࡿᴗົᚲせ࡞▱㆑࣭ᢏ⾡ࡢ⋓ᚓࡘ࠸࡚ࠊ⮬Ⓨⓗྲྀ
また、ジェネラリストとしてのパートナーの育成とともに法人の継続性を考慮した場合、次期管理者候補

࡛࠸ࡿࣃ࣮ࢺࢼ࣮ࡀᖺࠎቑຍࡢഴྥ࠶ࡾࡲࡍࠋ

の養成も課題です。

ᚋࡢㄢ㢟

ࣜᨭࡘ࠸࡚ࡣࠊࣃ࣮ࢺࢼ࣮ࡢᑓ㛛ᛶࢆ㧗ࡵ࡚ࠊࡼࡾᖜࡢᗈ࠸⚟♴ࢧ࣮ࣅࢫ

社
ᑐᛂ࡛ࡁࡿ⥲ྜ⚟♴ࢭࣥࢱ࣮ࢆ┠ᣦࡍࡃࠊࢫ࣌ࢩࣕࣜࢫࢺࡶ㔜せ࡛ࡍࡀࠊࢪ࢙
社会
会福
福祉
祉法
法人としての
人としての
ミッションを実
ミッションを実現するために
現するために

トピック
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◎社 会 福祉 法 人として、地 域 貢 献・社 会貢 献は使命

法人設立50周年（2015年）に向けた取組

であると考えており、法人理念にあるように地域や

2013 年１月に 50 プロジェクトチームを

♴ἲேࡋ࡚ࡢ࣑ࢵࢩࣙࣥࢆᐇ⌧ࡍࡿࡓࡵ

社会ニーズに対して積極的活動を推進しています。

キックオフし、法 人 経営に中堅や 若手 の

◎各種委員や講師等の人的派遣や地域住民や各種団

斬新な意見を取り入れて組織を活性化し、

体 等 への施 設の開放、福祉 避 難場所として市の指

法 人の将 来構想を施設 長・管理者と一 緒

定を受け、災害の際に施設（ハード面）やパートナー

に描く取組みを行っています。更なるパー

♴ἲேࡋ࡚ࠊᆅᇦ㈉⊩࣭♫㈉⊩ࡣ࡛࠶ࡿ⪃࠼࡚࠾ࡾࠊἲே⌮ᛕ࠶ࡿ

ᆅᇦࡸ♫ࢽ࣮ࢬᑐࡋ࡚✚ᴟⓗάືࢆ᥎㐍ࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ

ဨࡸㅮᖌ➼ࡢேⓗὴ㐵ࡸᆅᇦఫẸࡸྛ✀ᅋ

（ソフト面）を提 供でき

トナーの資質向上の充実や処 遇の充実を

るようにしています。

含む10 項目について検討し、一部につい

また、地 域 の イベント

ては実施しているところです。

ࡢタࡢ㛤ᨺࠊ⚟♴㑊㞴ሙᡤࡋ࡚ᕷࡢᣦ

ࡅࠊ⅏ᐖࡢ㝿タ㸦ࣁ࣮ࢻ㠃㸧ࡸࣃ࣮ࢺ

ࢯࣇࢺ㠃㸧ࢆᥦ౪࡛ࡁࡿࡼ࠺ࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ

にも法 人あげ て参加し
ᆅᇦࡢ࣋ࣥࢺࡶἲே࠶ࡆ࡚ཧຍࡋ࡚࠸



ています。
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