社 会 福 祉 法 人 菊 池 園
令 和

2年

度

事 業 計 画

1.

法人理念 。使命 。職員行動指針

当法人では、理念 、使命 、職員行動指針 をよく理解 し、実践す ることによ り、障害者
福祉 の 向上、地域福祉 の 向上 を 目指 します。

(1)理

念

〜 法人 と して の根本 的 な考 え方 〜

【菊池園法人理念 】
先ず は利 用者 あ りき。

すべてはそ こか ら始まる。
利用者 に とって よ り良い生活環 境 の実現 を 目指 して、
全職 員 が一丸 とな つて 日々努力 してい く。

(2)使

命

菊池園の使命】
【
「3つ の幸せ の実現」

① 利用者 の幸せ
② 地域社会 の幸せ
③ 職員 の幸せ

(3)行 動指針

〜職 員 に求 め る職務 姿勢 〜

【菊池園職員行動指針 】
①
②
③

(人 権尊重) 利用者 の人権 を尊重 し、安全 。安心・ 快適 なサ ー ビス を提供 します。

④
⑤
⑥
⑦
③
⑨
⑩

(規 律性)

時間厳守、機敏 な行動 、整理整頓 を行 い ます。

(責 任性)

自己の役割 を認識 し、責任 ある行動 を行 い ます。

(積 極性)

向上心 と広 い視野 を持 ち、積極的に仕事 に取 り組みます。

(協 調性)

部署 内外 に こだわ らず 、全職員 で連携 し職務遂行 にあた ります。
専門職員 として 、知識 。技術 。価値観 の 向上 に努 めます。

(接 遇態度) 明 るい笑顔 と挨拶 を行 い ます 。
(接 遇態度) 好感 の持て る身 嗜み・ 態度 ・ 言葉遣 い を行 い ます 。

(専 門性)

(守 秘義務) 仕事 上で知 り得 た個人情報 に対 して 、守秘義務 を厳守 します。
(信 頼性)

利用者や地域 に信 頼 され る施設 になるよ う努 めます 。

2.基 本方針
近年、全 国各地 で 自然災害が多発す る中、朝倉地域 では平成

29年 7月 の九州北部豪

雨以降、豪雨による被害 が毎年発生 してい る。昨年 は当施設 の建物 の一部 が浸水す る被
害 もあ り、豪雨対策 は当法人 の最重要課題 とな つてい る。 こ うした状況 を受 け、昨年 よ
り対策 を協議 し4月 よ り工事 に着手す る。まず 1期 工事で 「国道や隣接地 か らの 雨水 の
流入対策」や 「敷地 内 の排水機能 の改善」、 2期 工事で 「太刀洗川 か らの浸水対策」や
「敷地 内に溜 まった雨水 を川 につに出す るポ ンプの設置」 を行 うことに してい る。 また、
昨年 の豪雨 で浸水 した通所棟 の改修 を行 い 、職員 の休憩室や実習生 の休憩室 の整備 を行
う。利用者 が安全・安 心 に生活 を送 ることができる環境、そ して職員 が快適 に働 くこと
が 出来 る環境 を整備 してい く。
少子高齢化 の進展 に伴 い介護人材 の確保 が年 々厳 しさを増 してい るが、今年度 よ り人
材確保対策 の一環 として、専門学校 の学生 アル バイ トの受入れ を開始す る。戦力 として
は もちろんだが、ゆ くゆ くは就職 につ なげることができるよ う当施設 の魅力 を伝 えてい
く。また、近隣 の専門学校 には海外 か らの留学生 が増 えて きてお り、卒業後 の就職先 と
して結びつ くよ う、奨学金制度 の創設や学校 との連携 を深 め、人材確保 に向け多方面 か
らのアプ ロー チを進 めてい く。
入所部門にお いて は、利用者 の高齢化 。重度化 へ の対応 として、昨年 よ り基本 介護部
分 に手厚 い体制 が取れ るよ う日課 の見直 しを進 めてきたが、4月 よ り新 たな 日課 での生
活 をス ター トさせ る。あわせ て居室 替 えの実施 も予定 してお り、利用者 が環境 の変化 に
戸惑 わない よ うサ ポー トして い く。また、施設 での看取 りをは じめ終末期 の過 ご し方 に
つい て も利用者や ご家族 の意 向にそ った支援 がで きるよ う体制 を整 えて い く。
在宅部門 では、筑前町で放課後等デイサ ー ビスの利用希望者 の受 け入れ枠 が不足 して
い るとの要請 を受 け、通所棟 の改修 にあわせ て放課後等デイサ ー ビスの活動 スペ ース を
拡充 し、少人数 ではあるが受 け入れ児童 の増員 を図 る ことに してい る。
地域 にお ける公益的な取 り組み として 、地元 山隈区の高齢者 を対象 に した 「買 い物支
援」を実施す る。法人 が所有す る車両 と ドライバ ー を派遣 し、移動手段 が無 く買 い物 に
行 けない高齢者 の方 々のサポー トを行 うことに してい る。また 、平成 29年 度 よ リス タ
ー トした 「ふ くお か ライ フ レス キ ュー事業」 へ の協力 も継続 して行 つてい く。
法人運営 にお い ては、パ ワーハ ラス メン ト対策 が法制化 され るの を受 け、各種 ハ ラス
メ ン トの防止 に向け就業規則 の改正 をは じめ、働 きやす い職場環境 の構築 を進 めてい く。
また 、働 き方改革 の一環 で正 規雇用職員 と非正規雇用職員 との 間での不合理 な待遇格差
を是正す る、い わゆる 「同一 労働 同一 賃金」へ の紺応 が来年 4月 よ り求 め られ る。就業
規則 の見直 しを行 い必要な対応 を行 つてい く。
近年 、「災害対策」「人材 の確保」「多様化・複雑化す る利用者や地域 ニーズヘ の対応」
な ど法 人 を取 り巻 く環境 は厳 しさを増 してい るが、よ り良いサ ー ビス を提供 してい くた
めに も、今 い る職 員 が定着 しや りが い を感 じ働 くことがで きる職場環境 を作 って い くこ
とが欠 かせ ない。今年 は役職者 を対象 に研修会 を定期的 に開催 し、価値観 の共有化や風
通 しの 良い職場 となるよ う組織作 りを進 めて い く。

3.令 和 2年 度重 ″
煮実施 項 目
(1)利 用者サービスの充実
① 日課の見直 し及び居室替えの実施
②看取りに向けての体制整備
③権利擁護・虐待防止に向けての取り組み

(2)地 域ニーズヘの対応
①放課後等デイサービスフロアの拡充 (受 け入れ児童の増員)
②買い物支援の実施 (山 隈区の高齢者を姑象)
③ライフレスキュー事業への協力

(3)人 作 り 。組織作 りの推進
① キャ リアパスの整備 (組 織体制 の整備 )
②役職者 を対象 に した研修会 の開催

(4)職 員 の労働環境 の改善
①介護機器や ICTの 導入 に向け検討 (浴 室の改修や天丼走行 ジフ ト)
②職員更衣室・休憩室 の改修

(5)人 材 の確保対策
① ホームページの見直 し
②処遇改善の実施
③新卒採用 に向けてのアプ ローチ

(6)経 営基盤の安定化
①新給与制度の運用
②ハラスメン ト対策の強化
③働き方改革関連法への対応

(7)災 害対策
①豪雨災害 に備 えての環境整備
②倉庫 の整備 (災 害物資、行事物品)
③事業継続計画

(BCP)の 作成

