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概要
1.経営計画
新たな法人理念、基本方針等
ビジョン実現型人事考課制度の構築
令和３年度すこやか福祉会本部事業計画



はじめに

すこやか福祉会が
「どこへ いつ どうやって いくのか」

を示したもの

経営計画とは…

成長・進化し続ける組織づくりのために
「全職員の理解と協力が欠かせない」

ということ

大切なことは…

1.経営計画



経営計画とは…

ど こ へ い つ どうやって

経営理念
ビ ジ ョ ン
事業計画

10ヵ年計画
令和３年４月～

基本方針
行動理念
戦 略

経営理念



「笑顔で暮らす毎日と 福祉の豊かさを ご縁ある皆様へ」
あたたかな心で 一人ひとりを大切に

経 営 理 念



「すこやか福祉会は何のために存在するのか？」その答えを示したもの

■福祉サービスによって生まれる豊かな暮らしの実現

■職員一人ひとりの働く「やりがい」の実現

ご利用者様、そのご家族様、社会資源を提供する地域…など

■福祉、介護という仕事の豊かさや素晴らしさを社会へ伝える
これからの時代、なくてはならないサービス、仕事であるのにも関わらず

介護職の担い手不足が続いています。

「福祉に関わる仕事はこんなに素晴らしいんだ」と社会に発信していけるのは、

福祉・介護を仕事として担っている私たちにしかできないことだと考えます。

経営理念とは…



「笑顔で暮らす毎日と 福祉の豊かさを ご縁ある皆様へ」

ご利用者様、職員の満足や感動、生きがい、やりがい…を

「笑顔」という言葉に込め

「笑顔」のために、法人は一人ひとりの職員を大切にし

その職員が一人ひとりのご利用者様を大切にしていく

あたたかな心で 一人ひとりを大切に



福祉サービスによって生まれる豊かな暮らし

福祉の仕事の素晴らしさ、豊かさ
（ご利用者、ご家族、社会資源を提供する地域、働く職員にとって）

周りを思いやる「あたたかな心」をもって

私たちを支えてくれる「ご縁」ある皆様に届けていきたい

「笑顔で暮らす毎日と 福祉の豊かさを ご縁ある皆様へ」
あたたかな心で 一人ひとりを大切に



基本方針

職員の成長をサポートし、専門職としてのやりがいと誇りを持てる職場を作ります

ご利用者の笑顔・想い・尊厳を守ります

真心を込めた質の高い福祉サービスを提供し、豊かな暮らしを実現します

ご縁ある全ての皆様から信頼される、魅力的な法人を目指します

地域と共に生き、暮らす人たちの想いを知り、貢献します

社会に向け、福祉に関わる仕事の豊かさ、素晴らしさを発信します

どのようにして経営理念を実現するのか、法人の基本となる姿勢・考え方



行動理念

■感謝と敬意の気持ちを大切に、「皆様の声」に真摯に向き合い、責務を全うします

■ ご利用者に寄り添い、これからの「その人らしい暮らし」を支援します

■ 幅広い視野を持ち 「今日よりも明日」、より良い福祉サービスを提供します

■ 皆様の立場に立って考え、優しい言葉遣いを実践します

■ 組織の一員として、課題を常に自分事として捉え、「私たちの施設」を作ります

■ 共に働く仲間を理解し、認め合い、チームで共通の目標を達成します

■ 地域社会と理解を深め合い、「私たちにできることは何か」を考え行動します

■ 明るい笑顔で、朗らかに挨拶をします

経営理念と基本方針を実現するために職員に求める行動



人事理念

「人」を想いやり、共感し、協働できる人財に

ー人財に対する法人の根本的な考え方ー

協働 とは… 「目標を共有し、ともに力を合わせて活動すること」



ビジョン実現型
人事考課制度の
構築と運用に
向けて

目的とゴールの共有
ビジョン実現シート
今後の取り組み



ビジョン実現型人事考課制度構築と運用に向けて

人事考課制度導入の目的と
ゴールの共有

※賃金はあくまでも職員が成長した結果と
貢献度を金額に変換するアウトプットのひとつ

■従来の人事評価制度

現状

適正な評価

賃金に反映

ゴール
やる気アップ

やる気ダウン

上がった人

下がった人

常に
入れ替わる

■ビジョン実現型人事評価制度

現状

経営目標の達成

ゴール
職員全員が
豊かになる

人材を資産として
育成していく

ビ
ジ
ョ
ン
実
現
型

人
事
評
価
制
度

評
価
制
度

育
成

ゴール 「全職員が豊かになること」

目的 「人財育成を通じた
経営計画の達成」

ゴールを目指す理由

この目的に向かって ビジョン実現シート による経営計画
を実行し、それぞれに目標を達成できる人財を育てる
仕組みとして、人事考課制度を導入する



ビジョン実現シート＝実行性の高い用紙一枚の経営計画
① 経営理念 すこやか福祉会の目指す場所、なぜ存在するのか？

② 基本方針 どうやって①を実現するのか、法人の基本となる姿勢・考え方
③ 行動理念 ①・②を実現するために職員に求める行動

④ 人事理念 人材に対する根本的な考え方
⑤ ビジョン １０年後の「すこやか福祉会」のあるべき姿
⑥ 事業計画 ビジョンを達成するための10年計画

⑦ 戦略 ⑥を達成するためのしくみ

⑧ 現状の人材レベル

⑨ １０年後の職員の人材像 ⑤・⑥の実現のために職員はどうあるべきか
⑩ ギャップを埋めるために必要な課題 ⑧・⑨の差を埋める課題が評価基準に

⑤ ビジョン １０年後の「すこやか福祉会」のあるべき姿
⑥ 事業計画 ビジョンを達成するための10年計画



ビジョン １０年後の「すこやか福祉会」のあるべき姿

選んだ皆様が自慢できる「魅力的な法人」になる

ビジョン実現シート＝実行性の高い用紙一枚の経営計画



10ヵ年事業計画/戦略 ビジョンを達成するための計画としくみ

ビジョン実現シート＝実行性の高い用紙一枚の経営計画

福祉サービス

接遇力の向上

良質な介護サービスの標準化

サービス評価の実施

受け入れ体制の拡充

「利用者満足度の高い支援」

地域との連携

暮らしやすい街づくりへの貢献

「地域との共生」

地 域職 員
「 福祉人財の育成と定着」

人事考課制度の構築と運用

積極的な広報活動による魅力の発信

メンタルヘルスケアの推進



計画区分 NO 事業計画

マニュアルの整備

研修の活用

法人単位での階層別の接遇・虐待防止必須受講研修を開催

目指すべき共通の指針の制定

「誰もができる」を基準にサービスマニュアルの構築と定期的な見直し

プリセプター制度、研修制度の確立

第三者評価の受審

利用者満足度調査（年１回）の実施

喀痰吸引等研修（２号）への計画的受講

法人内での情報共有、勉強会の実施

5 人事考課制度の構築と運用 ビジョン実現シートを徹底的に周知し、人事考課制度を運用、連動した賃金体系、研修制度を確立する。 人事考課制度の構築・運用および基づいた賃金体系、研修制度を確立

6 積極的な広報活動による魅力の発信 法人ＨＰや広報誌、FacebookやInstagramなどの各種広告媒体を整備、活用を推進する。 法人ＨＰのリニューアル、ＳＮＳ整備と活用、人材募集ページの作成

悩み相談窓口の設置（事業所・法人）、福利厚生の充実

各事業所におけるクラブ活動、職員交流会の実施と費用の支援

各役職のコミュニケーション・面接技術の取得・向上

施設行事、介護教室などの開催と地域交流スペースの活用

地域行事への参加、ボランティアネットワーク作り、困り事に関する支援

地域行事へ協力、他事業所との協働、連携、資源開拓

利用者と共に街歩き、地域資源の活用

地
域
と
の
共
生

すこやか福祉会　事業戦略・アクションプラン

1 接遇力の向上 基本方針、行動理念に則した法人共通の接遇に関する指針を整備し、継続的な教育体制を確立する。
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2 良質な介護サービスの標準化
施設ごとの運営方針（目指すべき共通の指針）を明確に、介護サービスの方向性を統一する。
標準的なサービスマニュアルを構築し、それに基づいた教育・研修の仕組み作りを行う。

7 メンタルヘルスケアの推進 職員の心身の健康状態の変化を早期発見できる組織体制の整備と、取組みに関する教育機会を確保する。

利
用
者
満
足
度
の
高
い
支
援

福
祉
人
財
の
育
成
と
定
着

サービス評価の実施

4

9

地域との連携

暮らしやすい街づくりへの貢献

施設を知ってもらう活動、地域を知る活動を実施し、地域の一員として関わり合える関係性を構築する。

協働できる活動への参加、さらには計画・実行し、地域との共生を図る。

戦　略　内　容

受け入れ体制の拡充

第三者評価の計画的な受審、利用者満足度調査の実施により、具体的な問題点や取り組むべき課題を
明らかにし、福祉サービスの改善を図る。

登録特定行為事業者登録と、施設における医療行為、終末期ケアに対する理解を普及する。

8


ビジョン実現シート

		社会福祉法人　すこやか福祉会　「ビジョン実現シート」 シャカイ フクシ ホウジン フクシ カイ ジツゲン





		【⑥ 10ヶ年事業計画】 ネン ジギョウ ケイカク																																										【 ⑤ ビジョン 】																																								【 ① 経営理念 】



																																												選んだ皆様が自慢できる「魅力的な法人」になる エラ ミナサマ ジマン ミリョクテキ ホウジン																																								「笑顔で暮らす毎日 と 福祉の豊かさ をご縁ある皆様へ」                       あたたかな心で 一人ひとりを大切に  エガオ ク マイニチ フクシ ユタ エン ミナサマ











																																												【 ⑦ 戦略 】



																																												「事業計画」を達成するために実践する仕組み（裏面） ジギョウ ケイカク タッセイ ジッセン シク ウラメン



																																																																																				【 ② 基本方針 】 キホン ホウシン



																																												【 ⑨ 10年後の職員人材像 】 ネン ゴ ショクイン ジンザイ



																																												役職者 ヤクショクシャ		経営理念・基本方針、目指す福祉サービスを職員に浸透させることができる人材																																						1		ご利用者の笑顔・想い・尊厳を守ります

																																														部下の目標設定から達成、新たな課題の発見をサポートし、キャリアアップへと導ける人材

																																														コンプライアンスを徹底し、スキルアップを怠ることなく、職員の目標となる人材																																						2		真心を込めた質の高い福祉サービスを提供し、豊かな暮らしを実現します

																																														職員の意見を吸い上げ、課題に向き合い、解決に向けマネジメントできる人材

																																														部下の考えや特性などを理解し、思いやりのある最適な指導ができる人材																																						3		職員の成長をサポートし、専門職としてのやりがいと誇りを持てる職場を作ります

																																														職員が笑顔で、働きやすい職場づくりのできる人材

																																														法人の魅力を発見・創造し、発信していける人材																																						4		地域と共に生き、暮らす人たちの想いを知り、貢献します

																																												全職員 ゼン ショクイン		経営理念・基本方針を理解し、同じ目標に向かって協働できる人材

																																														常に自分を振り返りながら接遇力を向上できる人材																																						5		社会に向け、福祉に関わる仕事の豊かさ、素晴らしさを発信します

																																														他者を尊重し認め、円滑なコミュニケーションを図れる人材

																																														チームケアを理解し、連携して個別支援を提供できる人材																																						6		ご縁ある全ての皆様から信頼される、魅力的な法人を目指します

																																														受け身にならず、環境のせいにせず、主体的に行動できる人材

																																														仕事に熱意を持って臨み、最後まで責任を持ってやりとげる人材

																																														自分の役割・目標を明確にし、自己成長意欲を向上できる人材																																						【 ③ 行動理念 】 コウドウ リネン

																																														「失敗から学ぶ」姿勢を大切に、自身で考えチャレンジしていける人材



		【⑧ 現状の人材レベル】																																										【 ⑩ ギャップを埋めるために必要な課題 】

																																																																																				1		明るい笑顔で、朗らかに挨拶をします



		真面目で責任感がある
優しくて思いやりがある
仲間意識が高い
協調性がある
感謝の心を持っている
社交的である
献身的である　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　相手の立場を思いやれる　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 アイテ タチバ オモ																				ご利用者を第一に考えている
業務マニュアルの作成・見直し・活用ができる
福祉用具を適切に活用している
自分の考えを持てる
問題を表面的でなく掘り下げて検討している
色々なアイディアを出す
各職種がそれぞれ助け合い、連携できている
個々に合わせた援助の提供に努めている
効率良く仕事をしようとする意識が高い																						役職者 ヤクショクシャ		理念・方針　　　　　　　　　ビジョン共有 リネン ホウシン キョウユウ								経営理念や方針から目指す福祉サービスを導き出し、職員と共有する ケイエイ リネン ホウシン メザ フクシ ミチビ ダ ショクイン キョウユウ																														2		皆様の立場に立って考え、優しい言葉遣いを実践します

																																														コンプライアンスの　　　　　徹底 テッテイ								社会人、また法人職員として部下の手本となり、職場の規律を正すこと シャカイジン ホウジン ショクイン ブカ テホン ショクバ キリツ タダ																														3		ご利用者に寄り添い、これからの「その人らしい暮らし」を支援します

																																														目標達成支援 モクヒョウ タッセイ シエン								職員一人ひとりに合った成長を考え、目標達成に向けて、支援できる ショクイン ヒトリ ア セイチョウ カンガ モクヒョウ タッセイ ム シエン																														4		幅広い視野を持ち 「今日よりも明日」、より良い福祉サービスを提供します

																																														スキルアップ								目標とされる人物となるよう、視野を広げ、組織に必要な知識やスキルを身につける モクヒョウ ジンブツ シヤ ヒロ ソシキ ヒツヨウ チシキ ミ																														5		共に働く仲間を理解し、認め合い、チームで共通の目標を達成します

																																														課題解決能力 カダイ カイケツ ノウリョク								現状を総合的に理解し、PDCAサイクルを回し課題解決に取り組んでいくこと ゲンジョウ ソウゴウテキ リカイ マワ カダイ カイケツ ト ク																														6		組織の一員として、課題を常に自分事として捉え、「私たちの施設」を作ります

																																														指導力 シドウリョク								職員それぞれの考えや個性を知り、目指すべき人材像に向けて指導ができる ショクイン カンガ コセイ シ メザ ジンザイ ゾウ ム シドウ																														7		地域社会と理解を深め合い、「私たちにできることは何か」を考え行動します

																																														働きやすい職場作り ハタラ ショクバ ツク								職場の雰囲気が良くなるような挨拶や声かけを心がけ、丁寧に話を聴くこと ショクバ フンイキ ヨ アイサツ コエ ココロ テイネイ ハナシ キ																														8		感謝と敬意の気持ちを大切に、「皆様の声」に真摯に向き合い、責務を全うします

		他人や法人・環境のせいにする
消極的で自分から行動しない
いいわけが多く、素直でない
私語が多く、公私のけじめが不足している
他人事として捉えがち
自己成長意欲が低い
組織人としての自覚に欠ける
キャリアアップを望まない
相手によって態度が異なる
心配症・失敗を恐れる
チームで協働して取り組む姿勢が弱い																				指示待ちが多い
仕事を後回しにする
情報共有がきちんとできない
接遇が人によってバラバラ
理念や個別支援計画に沿った支援ができていない
スピード重視になりがち
アンガーマネジメントができない
視野が狭い
介護サービスの標準化ができていない
人材育成・指導力不足
自己流で業務にあたってしまう
介護サービスに必要な知識や技術が足りない
チームケアの理解度が低い
管理職のマネジメント能力が乏しい																								魅力ある法人作り ミリョク ホウジン ツク								法人の自慢ポイントを見つけて伸ばし、これからの魅力作りに貢献し、発信していく ホウジン ジマン ミ ノ ミリョク ヅク コウケン ハッシン

																																												全職員 ゼンショクイン		理念・方針　　　　　　　　　ビジョン共有 リネン ホウシン キョウユウ								法人の理念・方針を意識した働き方を考え、目標に向かい協力する ホウジン リネン ホウシン イシキ ハタラ カタ カンガ モクヒョウ ム キョウリョク																														【 ④ 人事理念 】 ジンジ リネン

																																														コンプライアンスの　　　　　徹底 テッテイ								社会人、また法人職員としてのルールを守り、仕事に対する姿勢を自身で律する シャカイジン ホウジン ショクイン マモ シゴト タイ シセイ ジシン リッ

																																														接遇　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　コミュニケーション能力 セツグウ ノウリョク								相手を思いやり、あたたかな心をもって他人に接する アイテ オモ ココロ タニン セッ																														「人」を想いやり、共感し、協働できる人財に ヒト オモ キョウカン キョウドウ ジンザイ

																																														チームケア　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　個別支援の実践 コベツ シエン ジッセン								「その人らしい暮らし」を考え、チームワークを大切にした支援を行う ヒト ク カンガ タイセツ シエン オコナ

																																														主体性・責任感 セキニンカン								組織の課題に見て見ぬ振りせず、解決に向けた取り組みを続ける ソシキ カダイ ミ ミ フ カイケツ ム ト ク ツヅ

																																														自己成長意欲 ジコ セイチョウ イヨク								自分自身と役割を理解し、目標に向かって、自らPDCAを実践できること ジブン ジシン ヤクワリ リカイ モクヒョウ ム ミズカ ジッセン

																																														チャレンジ								現状に満足せず、あきらめずに「良い」と思ったことに進んで取り組む姿勢を持つ ゲンジョウ マンゾク ヨ オモ スス ト ク シセイ モ

























































































































意識面

実務面

強み

課題

福祉サービス

接遇力の向上

良質な介護サービスの標準化

サービス評価の実施

受け入れ体制の拡充

「利用者満足度の高い支援」

職　員

「 福祉人財の育成と定着 」

人事考課制度の構築と運用

積極的な広報活動による魅力の発信

メンタルヘルスケアの推進

地域との連携

暮らしやすい街づくりへの貢献

「地域との共生」

地　域



戦略・アクションプラン

		すこやか福祉会　事業戦略・アクションプラン フクシカイ ジギョウ センリャク

		計画区分 ケイカク クブン		NO		事業計画 ジギョウ ケイカク		戦　略　内　容 イクサ リャク ナイ カタチ

		利用者満足度の高い支援		1		接遇力の向上 セツグウ リョク コウジョウ		基本方針、行動理念に則した法人共通の接遇に関する指針を整備し、継続的な教育体制を確立する。　　　　 キホン ホウシン コウドウ リネン ソク ホウジン キョウツウ セツグウ カン シシン セイビ ケイゾクテキ キョウイク タイセイ カクリツ		マニュアルの整備 セイビ

										研修の活用 ケンシュウ カツヨウ

										法人単位での階層別の接遇・虐待防止必須受講研修を開催 ホウジン タンイ カイソウベツ セツグウ ギャクタイ ボウシ ヒッス ジュコウ ケンシュウ カイサイ

				2		良質な介護サービスの標準化 リョウシツ カイゴ ヒョウジュンカ		施設ごとの運営方針（目指すべき共通の指針）を明確に、介護サービスの方向性を統一する。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　標準的なサービスマニュアルを構築し、それに基づいた教育・研修の仕組み作りを行う。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 シセツ ウンエイ ホウシン メザ キョウツウ シシン メイカク カイゴ ホウコウセイ トウイツ		目指すべき共通の指針の制定 メザ キョウツウ シシン セイテイ

										「誰もができる」を基準にサービスマニュアルの構築と定期的な見直し ダレ キジュン コウチク テイキテキ ミナオ

										プリセプター制度、研修制度の確立 セイド ケンシュウ セイド カクリツ

				3		サービス評価の実施 ヒョウカ ジッシ		第三者評価の計画的な受審、利用者満足度調査の実施により、具体的な問題点や取り組むべき課題を     明らかにし、福祉サービスの改善を図る。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　		第三者評価の受審 ダイサンシャヒョウカ ジュシン

										利用者満足度調査（年１回）の実施 リヨウシャマンゾクド チョウサ ネン カイ ジッシ

				4		受け入れ体制の拡充 ウ イ タイセイ カクジュウ		登録特定行為事業者登録と、施設における医療行為、終末期ケアに対する理解を普及する。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 トウロク トクテイ コウイ ジギョウシャ トウロク シセツ イリョウ コウイ シュウマツキ タイ リカイ フキュウ		喀痰吸引等研修（２号）への計画的受講 カクタン キュウイン トウ ケンシュウ ゴウ ケイカクテキ ジュコウ

										法人内での情報共有、勉強会の実施 ホウジン ナイ ジョウホウ キョウユウ ベンキョウカイ ジッシ

		福祉人財の育成と定着　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 フクシ ジンザイ イクセイ テイチャク		5		人事考課制度の構築と運用 ジンジ コウカ セイド コウチク ウンヨウ		ビジョン実現シートを徹底的に周知し、人事考課制度を運用、連動した賃金体系、研修制度を確立する。 ジツゲン テッテイテキ シュウチ ジンジコウカセイド ウンヨウ レンドウ チンギン タイケイ ケンシュウ セイド カクリツ		人事考課制度の構築・運用および基づいた賃金体系、研修制度を確立 ジンジコウカセイド コウチク ウンヨウ モト チンギンタイケイ ケンシュウセイド カクリツ

				6		積極的な広報活動による魅力の発信 セッキョクテキ コウホウ カツドウ ミリョク ハッシン		法人ＨＰや広報誌、FacebookやInstagramなどの各種広告媒体を整備、活用を推進する。 ホウジン コウホウシ カクシュ コウコク バイタイ セイビ カツヨウ スイシン		法人ＨＰのリニューアル、ＳＮＳ整備と活用、人材募集ページの作成 ホウジン セイビ カツヨウ ジンザイ ボシュウ サクセイ

				7		メンタルヘルスケアの推進 スイシン		職員の心身の健康状態の変化を早期発見できる組織体制の整備と、取組みに関する教育機会を確保する。 ショクイン シンシン ケンコウ ジョウタイ ヘンカ ソウキハッケン ソシキ タイセイ セイビ トリク カン キョウイク キカイ カクホ		悩み相談窓口の設置（事業所・法人）、福利厚生の充実 ナヤ ソウダン マドグチ セッチ ジギョウショ ホウジン フクリコウセイ ジュウジツ

										各事業所におけるクラブ活動、職員交流会の実施と費用の支援 カク ジギョウショ カツドウ ショクイン コウリュウカイ ジッシ ヒヨウ シエン

										各役職のコミュニケーション・面接技術の取得・向上 カク ヤクショク メンセツ ギジュツ シュトク コウジョウ

		地域との共生		8		地域との連携 チイキ レンケイ		施設を知ってもらう活動、地域を知る活動を実施し、地域の一員として関わり合える関係性を構築する。 シセツ シ カツドウ チイキ シ カツドウ ジッシ チイキ イチイン カカ ア カンケイセイ コウチク		施設行事、介護教室などの開催と地域交流スペースの活用 シセツ ギョウジ カイゴ キョウシツ カイサイ チイキコウリュウ カツヨウ

										地域行事への参加、ボランティアネットワーク作り、困り事に関する支援 チイキ ギョウジ サンカ ヅク コマ コト カン シエン

				9		暮らしやすい街づくりへの貢献 ク マチ コウケン		協働できる活動への参加、さらには計画・実行し、地域との共生を図る。 キョウドウ カツドウ サンカ ケイカク ジッコウ チイキ キョウセイ ハカ		地域行事へ協力、他事業所との協働、連携、資源開拓 チイキ ギョウジ キョウリョク タ ジギョウショ キョウドウ レンケイ シゲン カイタク

										利用者と共に街歩き、地域資源の活用 リヨウシャ トモ マチアル チイキ シゲン カツヨウ







今後の取り組み

共通のゴールに向かって各事業所が事業計画に基づいたプランを考え
法人本部事務局で進捗状況を把握しながら、実現に向けて取り組んでいく

各施設

職 員 経営理念・ビジョンを理解し、職員一人ひとりがビジョンを持って取り組む

法人理念「笑顔で暮らす毎日と福祉の豊かさをご縁ある皆様へ」の実現へと繋がっていく



今後の取り組み

人事考課制度導入によって生まれる「評価」をどのように賃金に反映していくかは
まだ検討段階であり、ゴールはあくまでも「職員一人ひとりが豊かになること」、

そして「職員の成長が法人の成長」となり、「経営理念を実現できること」が導入の目的

この経営計画（プロジェクト）は法人の将来の為に無くてはならないものであり
施設長はじめ管理職が本気となって取り組み、そしてその上で
職員の皆さん一人ひとりの理解と協力が必要不可欠です



「笑顔で暮らす毎日と 福祉の豊かさを ご縁ある皆様へ」

あたたかな心で 一人ひとりを大切に

経 営 理 念



業務多忙の中、ご清聴いただきありがとうございました

fin

この説明会の目的は
「法人の考え方・方向性を全職員と共有すること」
職員の皆さんがいなければ法人は成り立ちません

これからも、この経営計画の実現の為
共に、同じゴールに向かって歩んでほしいと願います
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