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関西学研医療福祉学院  

石川 大 

高の原にある関西学研医療福祉学院で、作業療法学科の教員をしている石川です。今年で 4 年目になります。

今回は、学生のことで悩んでいることがあり筆を取りました。それは、学生の＂考える力＂が低下しているの

ではないか？ということです。例えば、疾患について答えることができても、「どんな気持ちになる？」「なぜ

そうなると思う？」と問われると、なんとか答えようと頭をひねるより、首をひねって正解を教えてくれるの

を待っている人が多いです。試験でも、基礎問題ができているのに、応用問題になった途端にガクンと正解率

が下がってしまいます。ちょっと考えたら分かるのにな…と歯痒くなります。考える力の低下は、ライフスタ

イルの変化も影響しているのではないかと思われます。最近、こんな会話が減ったと思いませんか？ 

「〇〇の名前は何やっけ？」 

「え〜、なんやったっけな？△△じゃないし、□□でもないし、」 

「あ〜 、ここまで出てるんだけどな、、、」 

このような会話になる前にポケットからスマートフォンをサッと取り出し、検索しているのではないでしょ

うか？正解に辿り着きやすくなった反面、上記の会話のようにあれこれ考えたり、分からない時間を楽しんだ

りする機会が減っています。子供の頃からタブレットなどのデジタル機器に慣れ親しんだ若い世代では、ます

ます考える機会が失われていると思われます。 

一方で、文部科学省が定めた「学習指導要領」は、2020 年から小学校で改訂され、未知の状況でも対応で

きる「思考力・判断力・表現力」を育むという方針が掲げられています。これは、グローバル化や人工知能・

AI などの技術革新が急速に進み予測困難な時代になるので、知識を詰め込むだけでなく、自ら課題を見つけ

解決できる人材が求められているということを意味します。 

学生の考える力を育むために、3 つのことを行うようにしました。 

① 講義の最初に疑問を投げかけ、「なんで？」と考えながら答えを導き出すようにしました。 

② グループワークでの学習をふやしました。 

③ 試験では「なぜ〜なのでしょうか？」という記述問題を増やしました。 

学生には「先生の授業はなんで？なんで？ばっかりですね」とか「先生の講義は書くことが多くて手が疲れ

ます」など小言を言われます。記述問題は採点するのに時間がかかります。それでも学生時代に考える習慣を

つけることが、働いてから対象者とこれからの生活を一緒に考える力になると期待しています。 
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西井 正樹 

平素より奈良県県士会活動にご尽力いただきましてありがとうございます。また、6 月 26 日に行われまし

た第 14 回奈良県作業療法学会も Web ではありましたが、たくさんの方にご参加していただきありがとうご

ざいます。学会長の毛利先生をはじめ実行委員長の塩田先生、実行委員の皆様まことにありがとうございまし

た。 

 さて、奈良学会と同時に行われました奈良県作業療法士会 社員総会にて大きな決定がなされました。それ

は代議員制の導入です。今までは全会員の 2/3 の賛成がなければ、定款を変更することができませんでしたが、

今後は、各ブロックから選ばれた代表の代議員が、定款の変更や総会での意見を取りまとめ、意見していくと

いう形になりました。目まぐるしく変わる時代の変化に即座に対応することができることが大きなメリットに

なります。しかしながら、マイノリティの意見を聞く機会を失うデメリットもありますので、代議員に立候補

する方は、少数派の意見を反映しつつ、総会運営に臨んでいただきたいと思います。そして、些細なことでも

ブロックの代表である代議員に相談をしてください。その声を理事会は拾い上げ、これからもよりよい奈良県

作業療法士会にしていきたいと考えています。 

 どうぞ皆さま、大変な世の中ですが、力を合わせて頑張っていきましょう。 

 

 

 

 

 

 

事業部                      坪内 善仁  

残暑の候、皆様におかれましてはご清祥にお過ごしのことと存じます。 

さて、2022 年度事業部主催のスキルアップセミナーは上半期にオンライン講座 4 テーマを終えました。今

年度も多くの先生にご参加いただき、ありがとうございました。下半期は新たなテーマを加えた 6 講座の開催

を予定しています。新入会の先生はもとより、経験豊かな先生方も新たな学びにつながると思いますので、是

非ともご参加ください。 

現在も未だに Covid-19 は予断を許さない状況ですが、バリアフリー2022 が現地開催されるなど、創意工夫

のもとで新たな生活への取り組みが進められています。そこで、我々も学びの多様性・選択可能な受講形態を

模索しつつ、下半期の事業部セミナー3 講座(認知症関連、園芸作業関連、福祉用具関連)では対面講座も一部

再開しハイブリット形式での実施を計画しております。遠隔講座の利点、対面講座でしか学べないこと、双方

の利点を活かしつつ、感染対策を徹底した上で実施したいと思っています。詳細な情報は、今後ホームページ

にて随時掲載しますので、ご確認ください。また、今後の感染状況により、講座形態が変動する可能性がある

ことをご理解いただけると幸いです。 

今後とも、事業局活動への御協力をよろしくお願いいたします。 

 

学術局                      辰己 一彦  

季夏の候、暑い日が続いておりますがいかがお過ごしですか。奈良県作業療法士会の皆様におかれましては、

ますますお健やかにお過ごしのことと存じます。 

今年度も学術部勉強会の開催を企画しておりますが、昨今の事情により Web での研修を主として考えてお

ります。また、身体領域、精神領域、老年・地域領域、小児領域での研修会やイベントを企画しております。

開催日等はメーリングリストや奈良県士会のホームページに掲載する予定となっております。多数の参加をお

待ちしております。 

会長だより 
 

各部局からのお知らせ 
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教育部                                     木納 潤一   

新たに奈良県士会に入会された会員の皆様は、そろそろ業務に慣れ、担当患者様や利用者様への作業療法

（OT）を、ああでもないこうでもないと試行錯誤されているのではないでしょうか？より最適な OT を提供

するためにも、技術や知識のアップデートは欠かせません。奈良県士会では、OT におけるさまざまな分野、

さまざまなテーマで研修会を開催しております。世の中には、自分では思いつかない OT をしている OTR も

いれば、誠実さの塊！といった OTR もいたり、自分の答えを導いてくれる OTR もいたりします。職場以外

の OTR の話や講義を聞いてみませんか？自粛・自粛で自分の世界に閉じこもっていませんか？オンラインの

研修は自粛しなくて大丈夫！そして、勉強するクセをつけましょう！そうすれば自動アップデート機能が備わ

ります。まずは、下記の現職者共通・選択研修に参加しましょう！ 

 

現職者共通研修 現職者選択研修 

4/24（日） 作業療法生涯教育概論 10/2, 10/9（2 日間開催） 身体障害領域 

5/12（木） 日本と世界の作業療法の動向   

6/17（金） 保健・医療・福祉と地域支援 事例検討会 

7/23（土） 事例報告と事例研究 ①8/10(水)、②1 月下旬 身体障害領域 

10 月中旬 職業倫理 ①8/31(水)、②2 月中旬 発達障害領域 

11 月中旬 作業療法における協業後輩育成 ①9/06(火)、②3 月上旬 認知症・老年期 

12 月中旬 作業療法の可能性 ①9/22(木)、②3 月中旬 精神障害領域 

1 月中旬 実践における作業療法研究   
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事務局                                     毛利 陽介   

 処暑の候、皆様におかれましては、ますますご健勝のこととお慶び申し上げます。 

 さて、6 月 26 日(日)に総会を開催いたしました。皆様のご協力を頂き総会は成立し、議決権行使書などによ

り参加者数は全会員の 2/3 を超えました。それにより、第五号議案の定款変更は、賛成多数で無事可決するこ

とができました。ありがとうございました。 

定款の変更点は 2 点で「県士会員=協会員」と「代議員制度導入」です。「県士会員=協会員」では県士会へ

の入会の要件として日本作業療法士協会の正会員であることが必要となります。また、会員資格の喪失につい

ても協会と同様に会費の支払いが在籍年度終了日までとなり、滞納した場合は会員資格を喪失します。ご注意

ください。 

「代議員制度導入」は正会員の 20 名に対して 1 名の割合で代議員を選挙により選出し総会の運営を行います。

代議員につきましては、今年度下半期に選挙を行う予定としております。 

以下に主な定款の変更部分を掲載しております。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また、昨年度からブロック制は 4 ブロックとしております。ご自身がどのブロックに所属しているかご存じ

でしょうか。変更届の提出先や学会運営・地域での活動など皆様にかかわることがございます。ホームページ

の各種手続きに各ブロックと市町村が記載されておりますので、ご確認をお願い致します。 

 また、メールマガジンの利用も進めております。是非登録をして頂き研修会やブロックでの連絡事項が手元

に届くように手続きをお願い致します。今後はペーパーレスをすすめ、この広報誌「まほろば」も紙媒体では

なくメールでの配信を検討しております。ご協力の程宜しくお願い致します。登録がまだの方は以下の QR コ

ードから登録をしてください。 
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 当士会では福利厚生の一つとして「産休・育児休暇に伴う休会」の制度があります。出産をされた次年度の

年会費が無料となります。ぜひご利用を頂き、子育てと仕事の両立を目指していただきたいと思います。昨年

度から子育て支援委員会・女性会員支援委員会がワークライフサポート委員会として新たに活動をしておりま

す。財務では皆様からお預かりした会費を適切に運用・管理致します。 

予算の収益のほとんどが会費収入となっており事業の運営には皆様の会費が不可欠です。まだ、会費を納入

されていない会員の方は速やかに納入をお願いいたします。 

   

◎会費   ：10,000 円 

◎新入会員 ：11,000 円 

 ゆうちょ銀行振替口座    (郵便局の振込用紙をご利用下さい。) 

口座記号番号      ００９３０－０－２３３８３９番 

 口座名称(加入者名)    一般社団法人 奈良県作業療法士会 

 

 ※この口座を他行等から振込される方は下記内容をご指定下さい 

 店名(店番)：〇九九(ゼロキュウキュウ)店 (０９９)   

預金種目：当座  口座番号：０２３３８３９ 

 ※振込書には氏名・住所・連絡先・所属を記載して下さい 

 

お問い合わせ：事務局 0745-47-0823  事務局長 毛利 陽介 

 

 

 

 

 

 

 

奈良ブロック                        渡邊 俊行     

平素より奈良ブロック活動にご協力を賜り、誠にありがとうございます。まだまだ COVID-19 が落ち着か

ない状況ではありますが、今年度についても感染防止に努めつつ各病院・施設間での交流を図っていきたいと

考えています。 

さて、下半期に COVID-19 が落ち着き、顔を合わせ対面での会議や研修会を開催できればと願ってはおり

ますが、オンラインでの開催も含め、みなさまの参加をお待ちしています。 

なお、今年度の会費納入や異動などの変更処理がお済みでない会員は速やかに手続きをお願いいたします。 

 

 

東和ブロック                        田中 陽一    

平素より（一社）奈良県作業療法士会の活動にご理解、ご協力を賜り誠に有難う御座います。 

 今年度の県学会も盛大の内に終了し、上半期が慌ただしく過ぎようとしております。現在東和ブロックでは

秋頃の開催を目指してブロック研修会の企画を行っております。臨床に即した研修会となるように東和ブロッ

ク会員と調整を進めておりますので、是非ご期待下さい。 

まだまだ暑い日が続きますので、会員の皆様におかれましてはお体ご自愛のうえお過ごし下さい。 

 

 

ブロックだより 
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西和ブロック                       塩田 大地      

日頃は奈良県作業療法士会の活動にご理解とご支援を賜り、厚く御礼申し上げます。 

当ブロックが運営を務めさせていただきました第 14 回奈良県作業療法学会では、たくさんの方にご参

加いただき、誠にありがとうございました。オンライン開催ということで運営に至らない点もあったか

と存じますが、多くの方のご協力により盛会に終えることができました。改めて感謝申し上げます。 

また今年度の奈良県作業療法士会の年会費納入がお済みでない会員の方は納入手続きをよろしくお願

い致します。 

 

 

中・南和ブロック                      片岡 歩        

 暑い日が続く中皆様いかがお過ごしでしょうか？ 

この度は第 14 回奈良県作業療法学会に多数のご参加誠にありがとうございました。 

さて中南和ブロックでは下半期において研修を企画しておりますので皆様のご参加心よりお待ちしてお

ります。研修のテーマなどは決定次第、追ってご報告させて頂きますのでよろしくお願いいたします。 

また、今年度の奈良県作業療法士会の年会費納入がお済みでない会員の方は納入手続きを、勤務地変

更や新規入会の方などはそれぞれ届出書を提出お願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

～皆様の職場での MTDLP 実践を支援します！！！～ 

当委員会では、生活行為向上マネジメントの基礎研修を履修した会員に対して、現場での MTDLP 実践を

サポートいたします。 

「職場で作業療法の臨床思考過程を学ぶ機会が少ない」 

「MTDLP の基礎研修を終えたけど、実践する為のシートの書き方が分からない」 

「シートを作ってみたけど、これで良いのか不安」 

「興味はあるけど、どうしてよいのか分からない」 

このような会員は、是非とも当委員会にご一報ください。MTDLP 指導者および実践経験者が、お手伝いを

させていただきます。 

指導に関しては、オンライン・対面など柔軟に対応させていただきます。勿論費用も無料です。この機会に、

MTDLP 実践を始めてみてはいかがでしょうか？ 

 

MTDLP 推進委員会委員長  

北別府慎介（西大和リハビリテーション病院、MTDLP 指導者） 

連絡先：skitabppu@yahoo.co.jp 

 

 

 

 

委員会だより 
 

MTDLP 推進委員会 

 

mailto:skitabppu@yahoo.co.jp
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認知症支援委員会では先月、県士会員の皆様にアンケートをお願いしました。県士会員の皆様が参加したい

と思える研修にするには？認知症を持っている方の作業療法に取り組んでいる人は少なくないはず・・・県士

会員の皆様の『認知症に関する知りたいこと・学びたいこと』を調査するためのアンケートでした。この会報

が皆様のお手元に届くころには、研修企画をメルマガで発信できるかと思いますので、ぜひご参加お待ちして

おります！ 

委員長 千葉 亜紀 

所属：秋津鴻池病院 

お問い合わせ 0745-63-0601 

 

 

会員のみなさま、長く続いてきたコロナ禍での生活が、地域の子どもから高齢者まで心身に影響を与えてい

ます。地域には、私たち作業療法の力で「生活不活発」「フレイル」を予防・改善していくことが重要です。

当委員会では、引き続きＷeb 研修会を通して、多くの会員に、地域の現状を知ってもらい、作業療法の力で

県民の生活を支援できる知識と技を学んでもらいます。 

令和 4 年度も、地域包括ケア OT 推進リーダー研修をはじめ、最新のトピックを中心に開催を企画していき

ます。 

地域局 地域部 地域包括ケアシステム委員会 

委員長 安井 敦史 

所属：株式会社 UT ケアシステム 

ユーティー訪問看護ステーション 

リハビリデイサービス UT 広陵 

お問い合わせ 090-1676-9898 

 

 

大事にしていること 

リハビリデイサービス UT 広陵  

楠本 菫 

 私は作業療法士になって 2 年目です。今回はそんな私が OTS の頃から利用者様との関わりの中で意識して

いることについてお話したいと思います。 

 まず、私が作業療法士を目指すきっかけとなったのは母が看護師をしていたからです。私が合唱部だった中

学生の頃、母の働く老人ホームでの夏祭りイベントに参加し、部員みんなで合唱を披露しました。その時の利

用者様たちの笑顔も忘れられません。また、母がすごく楽しそうに仕事していたのも印象に残りました。そう

した経験から私は利用者様との関わりを大事にしたいと思うに至りました。元々人と関わることが好きだった

私には日々、利用者様とお話をしたり、笑いあったりする時間がとても楽しく感じています。もちろん、ただ

雑談をするだけではなく、家屋状況を確認したり、家の中の様子を確認したりと評価の意味も込めてお話をし

ていますが、それでもとても楽しいのです。 

 そんな私の OT として大事にしていること、理想としていること、それは、利用者様に「あなたに出会えて

よかった。ありがとう」と言ってもらうことです。OT は利用者様の人生において脇役です。けれど、脇役な

がらも名脇役になりたいと思うのです。利用者様の人生をより豊かなものにする為に利用者様がこれからもっ

ともっと素敵になれるようにお手伝いができたら、と思っています。 

 まだまだ勉強不足で名脇役には程遠いですが、利用者様への愛を持って日々精進していきます。 

 

次回は、高井病院 白井彩花さんです。 

 

認知症支援委員会 

 

地域包括ケアシステム委員会 
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ソフィアメディ訪問看護ステーション橿原 

安心であたたかな在宅療養の実現を目指して 

 

ソフィアメディ訪問看護ステーション橿原は、今年 7 月に訪問看護ステーションひゅっぐりーから名称を変

更した訪問看護ステーションです。ソフィアメディは『安心であたたかな在宅療養を日本中にゆきわたらせ、

ひとりでも多くの方に、こころから満たされた人生を。』というビジョンのもと、全国 78 ヶ所で訪問看護ス

テーションを運営しています。関西では大阪府の堺中央と奈良県の香芝(2022 年 7 月開業)と合わせて 3 事業

所を運営しています。 

現在、作業療法士 2 名以外に看護師・理学療法士・言語聴覚士・医療事務・相談員を含む計 19 名のスタッフ

で運営しています。 

対象者は介護保険では脳血管疾患や認知症の方、医療保険ではパーキンソン病等の指定難病や末期癌、精神

疾患の方がいらっしゃいます。訪問エリアは橿原市・桜井市・宇陀市・明日香村を中心に、ご自宅だけでなく

施設への訪問も行っております。また必要に応じてデイサービスへ同行し、生活状況やリハビリ内容の共有を

行うこともあります。 

在宅における目標設定は疾患の病期に加えて、介護のマンパワーや自宅の生活環境、人生観といった ICF

の個人因子や環境因子の影響も大きく、簡単ではありません。そのため、多職種が連携し、訪問同行したり、

I T 活用によりリアルタイムな情報共有を行ったり、多くの視点を取り入れながら支援できることが当事業所

の強みです。 

厚生労働省の調査によると、たとえ病気を患ったとしても住み慣れたご自宅で療養されたい方、人生の最期

を迎えたい方が数多くいらっしゃることが明らかとなっています。そのようなニーズにも対応出来るような訪

問看護ステーションの運営を目指して、これからも地域関連機関と恊働しながら、皆様の安心であたたかな在

宅療養の支援を行なっていきます。 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施設紹介 
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奈良県作業療法士会 

メールマガジン登録のお願い 
 m a i l  m a g a z i n e 

 

来年度より 

広報誌まほろば は 

印刷・発送は廃止し、 

メールマガジンやホームページでの公開とな

ります。 

研修会情報やお知らせなどの情報取得のため、

是非メールマガジンの登録をお願い致します。 

登録方法 

①QRコード読み取る→ 

必要事項の入力 

or 

②空メール送信 

 

宛先：naraot@w.bme.jp  

mailto:naraot@w.bme.jp
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6 月 23 日、24 日に京都の祇園へ一泊旅行に行きました。 

今回の旅行の目的は、 

①本能寺で御朱印をもらう 

②祇園花月で推しの漫才師さんの漫才を見る。の二つです。 

旅行中は、とても蒸し暑くて、歩くのが大変だったので 

基本タクシーで移動しました。 

熱中症にもならず、とっても楽だなあ。と思いました。 

 

①本能寺 

商店街の一角に突然ポンと現れてびっくりしました。本堂は小さめ 

ですが落ち着いた雰囲気で、ゆったりした気持ちになりました。 

御朱印ももらえたので良かったです。 

 

②祇園花月 

今私が一番好きな芸人さんが「オズワルド」で、京都の祇園で 

舞台に出ると聞いて一番楽しみにしていました。 

他の方の漫才もとても面白くていっぱい笑いました。 

ちょっと浮かれて、オズワルドのキーホルダー買ってしまいました。。。 

 

☆この旅行中に発見したこと☆ 

京都御所へ見学に行った時に車いすを借りましたが、 

アシスト付きの車いすで、砂利道もとても楽でした。 

また、見学コースもスロープがちゃんとあって 

バリアフリーになっていました。 

 

 

 

右の写真は、京都御所の「紫辰殿(ししんでん)」です。 

すごく広くて、落ち着いて見学できたので良かったです。 

 

 

★頑張った事★ 

今回、京都旅行中に錦市場や八坂の塔に行きましたが、すごく歩きました。 

「何歩かな」と思って見てみると、 

気づかないうちにとても歩いてました（笑） 

 

 

編集後記 

京都旅行は 2 回目です。 

少し慣れてきて、京都の行った事無い所にも行くことが出来ました。 

これからも色々な所に遊びに行きたいと思います。 
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広告掲載について、賛助会員に入会して頂ければ、掲載可能

です。ご希望の方は以下にお問い合わせ下さい。 

申 込 先：白鳳短期大学 

担当 毛利 陽介 

連 絡 先：TEL 0745-60-9007 

E-mail:otnarajimu@yahoo.co.jp 

教育部 

秋津鴻池病院 

部長 木納 潤一 

TEL(0745)-63-0601 

FAX(0745)-62-1092 

 

事業部 

奈良学園大学 

部長 坪内 善仁 

TEL(0742)-95-9800 

FAX(0742)-95-9850 
 

学術部 

株式会社 UT ケアシステム 

部長 辰巳 一彦 

TEL(0744)-20-3353 

FAX(0744)-20-3354 

事務局 

白鳳短期大学 

事務局長 毛利 陽介 

TEL(0745)-32-7890 

FAX(0745)-32-7870 

保健福祉部 

天理よろづ相談所病院 

白川分院 

部長 前岡 伸吾 

TEL(0743)-61-0118 

地域包括ケアシステム 

株式会社 UT ケアシステム 

ユーティー訪問看護ステーション 

リハビリデイサービスＵＴ広陵 

委員長 安井 敦史 

TEL090-1676-9898 

奈良ブロック 

関西学研医療福祉学院 

ブロック長 渡邊 俊行 

TEL(0742)-72-0600 

西和ブロック 

西大和リハビリテーション病院 

ブロック長 塩田 大地 

TEL(0745)-71-6688 

東和ブロック 

自宅会員 

ブロック長 田中 陽一 

TEL078-304-3180 

認知症支援委員会 

秋津鴻池病院 

委員長 千葉 亜紀 

TEL(0745)-63-0601 

FAX(0745)-62-1092 

 

MTDLP 推進委員会 

西大和リハビリテーション病院 

委員長 北別府 慎介 

TEL(0745)-71-6688 

運転委員会 

奈良県総合リハビリテーションセンター 

委員長 林 朋一 

TEL(0744)-32-0200 

FAX(0744)-49-6424 

 部局長  

 ブロック長  

 委員長  

 広告に関するお問い合わせ  

※県士会登録・異動・退会・休会・会費などについては、各所属ブロック長へお問い合わせ下さい。 

中南和ブロック 

かつらぎクリニック 

ブロック長 片岡 歩 

TEL(0745)-69-0807 



【募集人員】 若干名 

【雇用形態】 OT・PT・ST（常勤 非常勤） 

【業務内容】 訪問看護ステーションからの訪問リハビリ 

       小児・高齢者デイサービスでのリハビリ業務 

【訪問地域】 奈良県広域 

【勤務時間】 9:00～18:00 

【給  与】 当社規定による（実績・経験に応じる） 

【休  日】 原則週休 2日（相談に応じます） 

【社会保険】 完備 

【職 員 数】 Ns6名 OT20名 PT5 名 ST6名 CW4名 

【応募方法】 電話にて随時受け付けています  

お気軽にお問い合わせください 

 

お問い合わせ先 

株式会社ＵＴケアシステム 

〒634-0007 奈良県橿原市御坊町 152 

電話：0744-20-3353 FAX：0744-20-3354 (担当：阿部） 

URL:http://utcaresystem.com 

 

  

 

株式会社 gene 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

リリハハビビリリデデイイササーービビスス  UUTT 広広陵陵  

発発達達支支援援ルルーームム  UUTT キキッッズズ 

当事業所は「理想の在宅ケアを追究する」をモットー

に身体機能だけでなく、生活・暮らしを考えたリハビ

リを行なっています。療法士は総勢 30 名在籍してい

ますが、横のつながりは強く、皆仲良く働いています。 

勉強会も定期的に行っており、安心して仕事に取り組

んでいただけます。 

私たちと一緒に地域のリハビリを盛り上げていきま

せんか？ 

ユユーーテティィーー訪訪問問看看護護スステテーーシショョンン  



株式会社ハッピーサービスグループ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Make People Happy Through Your Work 

仕事を通じてひとびとを幸せに 

正社員  募集要項  ※非常勤も募集しています 

事業所名 

所在地 

① 訪問看護ハッピーリハビリ＆ナースステーション （奈良市六条 2-18-1） 

② 発達支援リハスタジオ ハッピーリング西ノ京 （奈良市六条 3-1-15） 

③ 発達支援リハスタジオ ハッピーリング plus（奈良市六条 2-10-15） 

★マイカー通勤可能・駐車場無料★最寄り駅：近鉄「西ノ京駅」より徒歩 約 15 分 

給与 《月給》 【A】経験 3年以上 275,000 円～／【B】経験 3年未満 200,000 円～ 

《通勤手当》 定額 10,000 円（超える場合は、実費支給） 

★①のみ 訪問手当 訪問件数 60 件超えにつき、1 件 2,000 円 

★②③のみ 特別処遇改善加算による技能手当 10,000 円 

※試用期間 1～2 ヶ月 時給 【A】1,400 円 

【B】1,100 円～・通勤交通費 500 円／日 

勤務時間 8：30～17：30 （うち休憩 60 分） 

休日 年間休日 112 日 （リフレッシュ休暇 3 日・アニバーサリー休暇 1日あり） 

定休日：日曜日、週休２日制 

★短時間正社員制度あり！仕事と子育ての両立を応援いたします。 

お問合せ先 ★見学・面接、随時受け付けております！お気軽にお問い合わせください★ 

株式会社ハッピーサービスグループ （担当：法人本部 採用担当） 

〒630-8043 奈良県奈良市六条 3-1-15 

TEL 0742-52-8880 

E-mail: recruit@happy-service.co.jp   

URL: https://www.happy-service.co.jp 

 

 事業拡大のため増員募集中です！ 

mailto:recruit@happy-service.co.jp
https://www.happy-service.co.jp/


 

 

 
所 属 先：なら子ども発達支援センターふぁ～すと  
住  所：奈良県橿原市古川町 256-1 
業務内容：福祉型児童発達支援センターにおける発達の気になる 

未就学児（発達障害児等）に対する療育的支援 等 
雇用形態：正職員・非常勤職員 
募集人数：3 名 
募集条件：経験者のみ 
勤務時間：正職員：９：００～17：４５ 非常勤：応相談  
休    日：日曜日と月～土のうち 1 日（年間休日数 127 日） 非常勤：
応相談 
給与条件：基本給  210,000 円～300,000 円  

資格手当 10,000 円  
扶養手当 6,500 円（配偶者・父母）、10,000 円（子 1 人まで）、6,500 円（子 2 人目～）  
住宅手当 27,000 円（賃貸上限）、10,000 円（持家５年目まで）、4,300 円（持家 6 年目以降） 

     通勤手当 55,000 円上限 
奨学金返還支援助成金手当月額 10,000 円（返済開始後 10 年を限度とする）  
昇給年 1 回 賞与年 2 回 計 4.5 月（前年実績） 
非常勤：時給 1,500 円～1,700 円 通勤手当 55,000 円上限で日割り計算します。 

加入保険：雇用保険・労災保険・健康保険・厚生年金（非常勤については勤務状況により加入します） 
退職金等：福祉医療機構退職手当共済制度並びに法人独自の退職金制度の 2 本立 
応募方法：お気軽にお問合せ下さい。就業事業所については面接等でお話しさせて頂きます。 

 

 

 

社会福祉法人橿原市手をつなぐ育成会 

奈良県が認証した 『安心して働ける職場』です！ 

〒634-0075 奈良県橿原市小房町 13 番 2 号  

綜合施設長 北川 登（きたがわ のぼる） 
TEL：0744-23-7467 FAX：0744-47-1009 
URL：http://k-ikusei.or.jp 

E-Mail：kasiharaikusei@ace.ocn.ne.jp 

http://k-ikusei.or.jp/

