
よつばライフケアネットワーク 施設紹介

南草津病院

統括本部

人事事業部

〒525-0050
滋賀県草津市南草津2-3-7 南草津メディカルツインビル4F
TEL.077-598-5225/FAX.077-598-6336

TEL.077-598-0205

http://www.yotsuba-lcn.or.jp

https://www.facebook.com/yotsuba.lcn/

■ Facebook

■ ホームページ

セミナー情報や採用情報の他、現場のリアルを配信中

各施設のパンフレットもダウンロードできます
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障害福祉サービス事業所 むつみ園 障害福祉サービス事業所 
第二むつみ園

くろづ外科 デイケア 介護老人保健施設 ケアタウン南草津 ケアタウン南草津 グループホーム

We create 
YOTSUBA

よつばライフケアネットワーク ［ リクルート案内 ］

医療・介護 グループ連携
グループのサービス利用イメージ

利用者
在宅患者 医療連携介護連携

・ケアタウン南草津 居宅介護支援事業所
・草津市老上在宅介護支援センター きはん
・よつば居宅介護支援事業所ふるさと
・萩の里 居宅介護支援事業所

居宅介護支援事業所

在宅療養支援病院

・南草津病院診療所

・栗東ピースクリニック

在宅療養支援診療所

・くろづ外科医院

訪問看護

・よつば訪問看護
  ステーション

通院 往診

通院 往診

入院 通院 往診在宅サービス

デイサービス デイケア
訪問リハビリ ヘルパー

介護施設（ショートステイ・入所）

デイサービス デイケア 訪問リハビリ ヘルパー
・きはん
・やわらぎ苑
・風和里

・ケアタウン南草津
・くろづ外科医院

・南草津病院
・ケアタウン南草津

・ケアタウン南草津

・ケアタウン南草津（老健）
・ゆうすいのさと（地域密着型特養）
・のじのさと（地域密着型特養）
・やまでら（地域密着型特養）
・帆の里（地域密着型特養）
・やわらぎ苑（特養）
・夕凪の里（特養）
・風和里ふわり（特養）
・風流里ふるさと（特養）
・萩の里（特養・小規模多機能型居宅）
　　　　　　　　　　　　　　　等

私たちが共に創る未来・・・。
それは、医療・介護・福祉において
だれもが不安のない人生を送れるように
シームレスなネットワークをCREATE（創造）すること。
　さらなる高齢社会を迎えるにあたり私どもグループは、“南草津病院グループ よつばライフ
ケアネットワーク”と命名し新たに出発いたしました。
　グループは、医療法人芙蓉会、医療法人社団よつば会、社会福祉法人よつば会、社会福祉
法人しあわせ会の４法人からなり、職員一同強固なネットワーク構築を強く誓い合いました。
　これまで医療・介護・福祉の分野で多様なサービスを持つことで地域の方々一人ひとりの
ニーズにお応えし、充実した生活の支援を実践してきました。
　今後は、全体のIT化推進、例えば医療・介護それぞれの情報を一元化し、タイムリーな情報
共有を実現することで最適な医療介護サービスを提供すること等、“地域連携システム”の構
築を進めてまいります。また、職員教育研修体制の整備や、処遇改善施策としての「新人事評
価制度」の導入など、職員の“やりがい”や質の向上を進めながら、地域全体をグループで支え
て行く体制を整備し、地域や行政との連携も密にしながら、切れ目のない地域包括ケアシステ
ムの構築を目指します。

南草津病院
〒525-0059 滋賀県草津市野路5-2-39   TEL.077-562-0724/ FAX.077-562-4153

医療法人 芙蓉会

特別養護老人ホーム やわらぎ苑
地域密着型特別養護老人ホーム のじのさと
〒525-0050 滋賀県草津市南草津2-2-2   TEL.077-564-6500/ FAX.077-562-3610

特別養護老人ホーム やまでら
〒525-0042 滋賀県草津市山寺町1118   TEL.077-564-8216/ FAX.077-564-8180

草津市老上デイサービスセンター

草津市老上地域包括支援センター

きはん

〒525-0066 滋賀県草津市矢橋町885-1  TEL.077-561-5525/ FAX.077-561-5526
草津市老上在宅介護支援センターきはん

〒525-0066 滋賀県草津市矢橋町885-1  TEL.077-561-8145/FAX.077-561-9526

社会福祉法人 しあわせ会

http://www.373932hp.jp

http://swc-shiawasekai.p-kit.com

地域密着型特別養護老人ホーム ゆうすいのさと
〒525-0014 滋賀県草津市駒井沢町400-1 TEL.077-568-3600/ FAX.077-568-3601

［高齢者福祉］　

障害福祉サービス事業所 むつみ園
〒525-0042 滋賀県草津市山寺町666-1 TEL.077-565-1456/ FAX.077-563-1133

障害福祉サービス事業所 第二むつみ園
〒525-0042 滋賀県草津市山寺町666-1 TEL.077-518-6232/ FAX.077-563-1133

［障害者支援］　

あったかグループホーム
〒520-3023 滋賀県栗東市坊袋102　TEL.077-554-1739/ FAX.077-552-4902

特定相談支援事業所 まどか
〒520-3023 滋賀県栗東市坊袋102　TEL.077-554-1739/ FAX.077-552-4902

くろづ外科医院
〒520-2279 滋賀県大津市黒津2-15-22 TEL.077-546-6658/ FAX.077-546-2716

くろづ外科 デイケア
〒520-2279 滋賀県大津市黒津2-15-25 TEL.077-546-7557/ FAX.077-546-7559

ケアタウン南草津
〒525-0066 滋賀県草津市矢橋町621    TEL.077-562-1001/ FAX.077-562-1162

TEL.077-562-1001（直）/FAX.077-562-1063（直）

グループホームケアタウン南草津
〒525-0066 滋賀県草津市矢橋町627-1 TEL.077-562-1124/ FAX.077-562-1069

住宅型有料老人ホームすまいるⅠ号館
〒525-0066 滋賀県草津市矢橋町628-1 TEL.077-562-8005/ FAX.077-562-8003

グループホーム クローバー
〒525-0028 滋賀県草津市上笠4-24-19 TEL.077-562-1254/ FAX.077-562-1251

医療法人 社団 よつば会

通所リハビリテーション
居宅介護支援事業所 
よつば訪問看護ステーション
ヘルパーステーションよつば

介護老人保健施設　ショートスティ

TEL.077-562-8637（直）
TEL.077-562-8002（直）
TEL.077-562-8010（直）
TEL.077-562-1048（直）

医療法人 明照会

栗東ピースクリニック
〒520-3047 滋賀県栗東市手原3-11-2   TEL.077-553-3123/FAX.077-553-3373

〒525-0066 滋賀県草津市矢橋町500-1   TEL.077-566-8620/ FAX.077-566-8621

〒525-0044 滋賀県草津市岡本町217 　TEL.077-561-7500/ FAX.077-561-7501
デイサービス TEL.077-561-7511（直）

特別養護老人ホーム 風和里

社会福祉法人 よつば会

特別養護老人ホーム 夕凪の里

地域密着型特別養護老人ホーム 帆の里

〒626-0061 京都府宮津市字波路小字新町2433  TEL.0772-22-0428/FAX.0772-22-0432

特別養護老人ホーム 風流里

〒520-0816 滋賀県大津市相模町10-1   TEL.077-510-7320/ FAX.077-510-7321  

特別養護老人ホーム　ショートスティ

特別養護老人ホーム　ショートスティ

 TEL.077-510-7310（直）

 TEL.0772-22-0277（直）

よつば居宅介護支援事業所ふるさと

 TEL.077-567-8567（直）居宅介護支援事業所

特別養護老人ホーム 萩の里

〒525-0058 滋賀県草津市野路東2-4-10   TEL.077-567-8560/FAX.077-567-8561
特別養護老人ホーム　ショートスティ

 TEL.077-567-8570（直）小規模多機能型居宅介護事業所

特別養護老人ホーム　ショートスティ

特別養護老人ホーム　ショートスティ

居宅介護支援事業所

グループホーム クローバー

地域密着型特別養護老人ホーム 帆の里住宅型有料老人ホーム すまいるⅠ号館 特別養護老人ホーム 風和里 特別養護老人ホーム 夕凪の里

特別養護老人ホーム やわらぎ苑
地域密着型特別養護老人ホーム
のじのさと

特別養護老人ホーム やまでら 草津市老上デイサービスセンター きはん
草津市老上在宅介護支援センター きはん
草津市老上地域包括支援センター

地域密着型特別養護老人ホーム 
ゆうすいのさと

あったかグループホーム
特定相談支援事業所 まどか

特別養護老人ホーム 萩の里
小規模多機能型居宅介護事業所

栗東ピースクリニック

http://www.ritto-peas.com/



We create
YOTSUBA
あなたの活躍するフィールドがここにあります！！

働きやすさを常に意識した経営方針！
現場スタッフの仲が良いのも特長です！

「利用者様と上手に関係を築けるだろうか」「的確に
業務ができるか心配」等の不安をお持ちの方はおら
れませんか？実は、私がそうでした・・・。福祉職未経
験だった私は、入職まで毎日そんな不安を抱いてい
ました。でも、大丈夫です！ ここには、職種を超え何
でも相談できる先輩や仲間達がたくさんいます。
利用者様はもちろん、職員の笑顔も溢れる施設を目
指し、一緒に悩み、努力し、楽しんで働いていきま
しょう。

介護職と相談員でさらに頼られる人材に！
現場での経験が自分のスキルアップにも！

困った時には、
お互いに助け合う！！

チームワークと信頼関係が
とても心強いです。

Q.入職後は、どのようにステップアップするのですか？

Q.仕事と家事をバリバリこなす由井園長の秘訣は？

地域密着型特別養護老人ホーム ゆうすいのさと

生活相談員
國本 拓志（平成25年入職）

相談員
小郷 直人

介護職
西田 久美

ＰＴ
伊藤 智弘

ＯＴ
松永 千尋

障害者施設支援員
清田 愛梨

介護職
渡邉 優夢

”やりがい”
がんばって良かったなぁと
実感できるところです。

”あたたかい先輩たち”のお陰で
１人では気付けなかった視点や技術を

学ぶことができるところです。

地域密着型特別養護老人ホーム 帆の里

施設長 
宮城 徳幸（平成21年入職）

産休・育休取得実績が多く、
女性が働きやすい職場環境です！

産休・育休を2回取得させてもらい、保育園と小学校に
通う二人の子どもの子育てをしながら働いています。
子どもの急病時の休みや時間的な制約など、上司や
職場の理解、助けがあるからこそ無理なく仕事を続
けることができていると思います。子育て経験者や同
じく子育て真っ最中の職員も多く、お互いに理解しな
がら支え合える、とても恵まれた職場環境であること
を実感しています。

女性は家庭との両立も大切。
仕事のことだけではなく
家庭や育児のことも、
何でも相談してね！！

障害福祉サービス事業所 むつみ園

園長 
由井 雅美（平成15年入職）

介護職員として７年前に入職した私ですが、グループ
全体でのサポート体制と、経験豊富で思いやりのある
先輩方のサポートのおかげで、入職後に多数の資格
を取得できました。また資格取得後は、その資格を活
かすチャンスの場をいただき、自分自身のスキルをさ
らに磨くこともできました。
私自身もまだまだ日々勉強段階ですが、仲間とともに
毎日楽しく、そしてさらなるスキルアップを目指し業務
にあたっています。

スキルアップできる環境が
整っているので、

自分次第で活躍のチャンスが
ありますよ！！

若くても頑張り次第で昇給昇進できる！
適正と能力に応じた人事体制が魅力です。

▲高飛びの国体選手としても活躍しています！

若くしてリーダーに抜擢された宮城施設長と家庭と仕事を両立している由井園長に聞いてみました。

現場で活躍している施設長に聞く！

よつばLCNの研修・サポート体制とは？

シームレスな包括的ケアを目指して、グループ全体で連携しています。

どんな施設？どんな職種の人が働いているの？

現場で活躍する先輩社員

現場で活躍する先輩社員

現場で活躍する先輩社員

現場で活躍する先輩社員

一人ひとりと向き合う中で
意思や思いを一緒に実現していくことです。

実現できた時が私が仕事で一番好きな瞬間です。

気軽に相談し合える
仲間達がいるところです。

「待ってたよ」と
私を出迎えてくださる利用者様が

いてくれたことです。

ご利用者様や先輩からの
あたたかい言葉が

やりがいになっています。

遠藤病院(無床)
社会福祉法人しあわせ会 特別養護老人ホーム やわらぎ苑 開設
遠藤病院(80床)に組織変更
草津栗東行政組合立 知的障害者通所授産施設 むつみ園 開園 運営受託
遠藤病院（125床）に増床
南草津病院へ名称変更
草津市老上デイサービスセンターきはん 開設
草津市老上在宅介護支援センターきはん 開設
くろづ外科医院 開院
同所にて通所リハビリテーション 開始
医療法人社団くろづ外科医院 設立
南草津病院（１３７床）に増床
知的障害者通所授産施設むつみ園を草津栗東行政組合から民設・民営
医療法人社団よつば会 法人名変更
介護老人保健施設ケアタウン南草津 開設・短期入所療養介護 開設
ケアタウン南草津 居宅介護支援事業所 開設
よつば訪問看護ステーション 開始
ケアタウン南草津 認知症対応型共同生活介護施設（グループホーム） 開設
ケアタウン南草津 通所リハビリテーション 開始
認知症対応型通所介護 開始
医療法人芙蓉会 設立、南草津病院が移行
くろづ外科医院 在宅療養支援診療所に認可 
社会福祉法人しあわせ会 あったかグループホーム 開設
障害福祉サービス事業所 第二むつみ園 開設
南草津病院 訪問リハビリテーション 開設
医療法人社団よつば会 グループホームクローバー 開設
医療法人社団よつば会 住宅型有料老人ホーム すまいるⅠ号館 開設
ヘルパーステーションよつば 開設
社会福祉法人よつば会 設立
社会福祉法人しあわせ会 特別養護老人ホーム やまでら 開設
社会福祉法人よつば会 特別養護老人ホーム 風和里 開設
社会福祉法人しあわせ会 特別養護老人ホーム のじのさと 開設
社会福祉法人よつば会 特別養護老人ホーム 夕凪の里 開設
よつばライフケアネットワーク 法人本部 開設
社会福祉法人しあわせ会 草津市老上地域包括支援センター 開設
社会福祉法人よつば会 特別養護老人ホーム 帆の里 開設
社会福祉法人しあわせ会 特別養護老人ホーム ゆうすいのさと 開設
社会福祉法人しあわせ会 特定相談支援事業所 まどか 開設
社会福祉法人よつば会 特別養護老人ホーム 風流里 開設
社会福祉法人よつば会 特別養護老人ホーム 萩の里 開設
社会福祉法人よつば会 特別養護老人ホーム 栗東市に新規開設予定
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沿革グループ総収益推計（売上高）
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新しく社会人、また医療福祉人となる皆さんへ

　皆さんは、それぞれに何かの思いを持ち、今この世界に一歩踏み入れようと決意されたことと思います。
自分のスキルアップを目指したい・・・、医療介護に貢献したい・・・等、それは色々な思いであると思います。
そんな皆さんに一言！就職された最初の１、２年が勝負です！！自分に厳しく、そして熱く！！
　当法人は全職員がそんな熱い気持ちで作り上げていく、成長する組織であり、次世代の医療や介護の
新しい形を創造していく法人です。
　時には傷つき、打ち拉がれることもあるかも知れません。しかしそうして医療福祉人の本質が学べます。
挫けそうになっても我々が大きな目的で集まった仲間であることを思い出してください。“頑張ってやった
からこそ分かり合える”そんな世界を共有したいと思います。
　誰もが安心して働ける職場、やりがいを持てる職場、そして自身の能力を向上させうる職場を目指
しています。そしてそんな職場は、私を含め皆さんの熱い思いがあればこそ生まれるのだと確信し
ています。
　失敗を恐れず新しいことにトライできる、そんな職場です。今胸にある色々な思いを叶え
るために、皆さんの持てる力を十分に発揮しチャレンジしてください。

自分に厳しく、そして熱く！！
貪欲に新しいことにチャレンジしてください！！

よつばライフケアネットワーク　
代表 遠藤 郁

介護福祉士取得

ケアマネージャー取得
（介護支援専門員）

入職～3 年 4 年以降

プリセプター制度

人事考課・目標管理制度

内部・外部研修

オリエンテーション ユニットリーダー研修 スペシャリスト研修（外部研修）

新入職員研修
・認定介護福祉士
・認知症介護実践者研修
・認知症介護実践リーダー研修
・認知症対応型サービス事業管理者研修　等

入職
管理者
教育担当者
施設長 etc・・・

現場で実績や経験を
しっかりと積みます。

個々の希望や特性を
反映したキャリアアップ

施設内部・外部研修入職後のサポート・新任研修

資格取得のバックアップ制度や
介護系資格要件の改正等にも随時対応予定。

人事考課・目標管理制度

業務研究を発表する研究発表会

＜研修・サポート体制＞

施設長 宮城 徳幸園長 由井 雅美

よつばライフケアネットワークは、現場で働く一人ひとりの力で創られています！！

一人ひとりがしっかりと自分の生きがい・やりがいを追求できる場所として・・・。

また、それぞれの夢を実現できる「YOTSUBA」であることを大切にしています。

そして、私たちは地域の人々にとっての「YOTSUBA（幸せ）」を創り出していきたいと思っています。

職種により異なりますが、入職後は「新入職員研修」
「オリエンテーション」などがあります。「プリセプター
制度」では、先輩社員と一緒に仕事をすることによっ
て、基礎からみっちり学んでもらいます。それからは、
「人事考課・目標管理制度」で常に目標を掲げて業務
に取り組み、仕事の質も幅も広げていってもらいます。
「内部・外部研修」などもありますので、初めの3年間
は、とにかく多忙ですので一人前になることを目指し
てがむしゃらに頑張ってもらいます。（笑）例えば介護
職の場合は、右側の図のような流れですね。

両立の秘訣は、旦那さんの協力があってこそだと思います。（照）そして、そ
れをサポートして理解して頂ける職場環境のおかげだと思います。私だけ
でなく、ここでは女性が多く活躍しています。そのため、産休・育休制度な
ど、女性が働きやすい環境もしっかりと整っていますし、子育て中の女性も
多いので、周囲からの理解と協力もあります。
最近では、新たに24h体制の託児所ができましたの
で、小さなお子様がいても働きやすい環境が整って

いると思います。私自身、ワークライフ
バランスを大切に仕事をしています。

サポート体
制も充実！

女性が多く
活躍してい

る現場です
♪

職員なら誰
でも利用で

きる

ひまわり保
育所

サ ポ ート
体 制

グ ル ー プ
紹 介

新たな取り組みや事業に挑戦し、今後もますます発展していくグループです。

よつばLCNは、こんなグループです。
会 社 概 要

自分の
仕事
の好
きな
ところ

は？

若手スタ
ッフ
6人
に聞
きま
した！

介護老人保健施設 ケアタウン南草津 

通所リハビリテーション主任・相談員 
川瀬 絢美（平成24年入職）

介護職の場合・・・

特別養護
老人ホーム

有料
老人ホーム

介護老人
保健施設

患者様
利用者様

認知症
対応型
グループ
ホーム

障害者
施設

接骨院

通所介護

訪問介護

在宅介護
支援事業所訪問看護

病院

訪問診療

グループ内の各施設では、多彩な職種の人たちが
患者様・利用者様を日々サポートしています。

こんな職種の人たちが活躍しています！
患者様・利用者様を中心に様々な施設が連携しています。
患者様を中心とした多様な施設！

介護職
（内 介護福祉士 ５１％）

看護職

理学療法士
作業療法士

介護支援専門員

相談員 障害者施設支援員

医師 事務職

薬剤師
栄養士
その他

若くてもしっかり
活躍できるフィールドが魅力！

壁にぶつかった時は
僕たちと一緒に

仕事の壁を飛び越えて
いきましょう！！

こんな
にたく

さんの

職種が連携して

成り立ってい
るんだ

！

私は、作業療法士としてがんばっています♪

ぼ
く
た
ち
一
人
一
人
が

現
場
を
支
え
て
い
る
ぜ
！

みんなと共にどんどん成長しています。

いろいろな職種の人が働く現場だからおもしろいよ！

入職後、通所リハビリテーションの現場を２年間経
験して、現在は相談員も担当しています。ご利用者
様・ご家族様の思いや状況を理解・把握することを第
一に考えながら習得してきた現場での知識・経験を
活かして、これからは相談員の立場で皆様の思いや
悩みを傾聴して、心から信頼される人間に成長してい
きたいなと思っています。
どんな立場になっても、個性溢れるスタッフと共に課
題の改善に取り組める職場が大好きです！

グループ全体職員数
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