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わたしがわたしであるために

サンライズグループの紹介
平成 11 年 12 月、広島県三原市深町に生まれたサンライズグループ。
瀬戸内の自然に恵まれた三原市内を中心に、
高齢者福祉施設や認可保育園など、
20 を超える事業を展開し、地域の皆様の生活をトータルでサポートしています。

法人理念

私たち泰清会は、地域の人々の安心と、
心豊かな社会の実現に貢献します。

理事長挨拶

本会は、1998 年に設立されましたが、今日までの間、介護や保育を取り巻く環境は大きく変化
しました。今後も、「私たち泰清会は、地域の人々の安心と心豊かな社会の実現に貢献します」
という法人理念のもと、地域の皆様が安心して老後を託せる、そして、信頼して子どもを預け
られる、そんな社会福祉法人を目指してまいります。

理事長

後藤 和之

泰清会グループ（2019 年 3 月現在）
A. サンライズ大池
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K. さんさんまりん地域子育て支援センター
L. 児童発達支援事業所まりん

働き方改革への取り組み
当法人では、平成 30 年度の「広島県働き方改革実践企業認定制度」を申請しました。
業務効率化による残業時間の削減や、介護ロボットの導入による職員の負担軽減に取り組ん
でいるほか、非正規職員の正社員化を積極的にすすめるとともに、非正規職員への賞与支給、
年次有給休暇の取得促進、兼業・副業の解禁など、職員が長く安心して働き続けられる環境
を整備しています。

仕事もプライベートも充実
長く働き続けられる福利厚生制度
多様な働き方の推進
●ワーク・ライフ・バランス
■希望休の申請
多くの介護・保育現場ではシフト制を
ソフトボール

導入しています。働きやすい職場環境

相撲競技

カープ観戦

整備のため、各事業所では希望休の申
請を受けつけ、出来る範囲で調整でき
釣り

るように取り組んでいます。

サイクリング

有給休暇といっしょに希望公休を取得した例：
海外旅行・子のリゾ婚同行（1 週間程度）
国内旅行（3~5 日）
、各地域コンサート（3 日）
）
娘の里帰り出産立ち会い (10 日程度）など

子どもと休日
周防大新にきまし

育児休暇取得率 100%
●育児休暇から復帰して
■サンライズ大池
介護職員

特別養護老人ホーム

中山絵梨

仕事に復帰する前は、自分に仕事と育児の両立が出来るの
来るの
るの
か不安で、たくさん悩みました。でも職場に不規則な勤務
が難しいことを相談すると理解してくれて、仕事に復帰す
ることが出来ました。まだ子どもが小さいので、体調不良
や発熱も多く、たくさん迷惑をかけてしまっていますが、
いつも仲間に助けてもらって、仕事を続けることができて
います。

●育児休暇中
■さんさんまりん保育園
保育士

濱岡資子

育休は 1 年取れるので、子どもとゆったりと過ごし、
ひとつひとつの成長を見逃さず、一緒によろこんでいま
す！保育園での経験を活かして子どもと楽しく関わって
遊んでます。

●福利厚生
（その他）広島県社会福祉協議会互助会（グルメ助成、人間ドック助成等）・事業所親睦会助成など

メンタルヘルス
心身ともに健康に働き続けることができる職場を目指しています
■ストレスチェック（法人全職員対象）年 1 回
■
「こころの相談室」（外部臨床心理士による定期的な相談体制）
■定期的な面接の実施（各所属役職者による面接年 2 回、施設長面接年 1 回）資格取得等キャリアアップへの
助言・働き方も検討・職場環境等の相談援助など
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運営事業所

介護事業

サンライズ大池

サンライズ港町

特別養護老人ホーム
ショートステイ
ケアハウス

ケアハウス
特定施設入居者生活介護
デイサービス
居宅介護支援

地域密着型特別養護老人ホーム
ショートステイ
デイサービス
サービス付き高齢者向け住宅
定期巡回・随時対応型訪問介護看護

サンライズ宮沖

サンライズ新倉

サンライズ宮浦

小規模多機能型居宅介護

小規模多機能型居宅介護
サービス付き高齢者向け住宅

看護小規模多機能型居宅介護
サービス付き高齢者向け住宅
訪問看護

運営事業所

サンライズマリン瀬戸

サンライズみはら
ホームヘルパー
定期巡回・随時対応型訪問介護看護

サンライズやまだ
サービス付き高齢者向け住宅

保育・児童発達支援事業

さんさんみなと保育園

さんさんまりんこども園

さんさんまりん地域子育て支援センター

児童発達支援事業所まりん

サンライズグループ
TAISEIKAI

社会福祉法人

泰清会

資料のご請求・求人に関するお問い合わせ

〒723-0017 広島県三原市港町 1 丁目 3 番 22 号

TEL

TEL(0848)61-5788 FAX(0848)62-1088

MAIL

お問い合わせ時間 8:30~17:30

0848-61-5788
info@snrs.or.jp

