社 会 福 祉 法 人 河 北 会 の理 念

lr

私たちは、利用者 の意 向 と尊厳 に配慮 し、多様 な福祉サ ー ビス を提供できるよ う創

l、

意 工夫す ることによ り、良質 な生活 が営む ことがで きるよ う支援 しま九
私たちは、人間 として の尊厳 と社会連帯 の思想 を基本理念 とし、公平・ 公正な法人

2、

運営に努 めます。
私た ちは、利用す る人た ち自身が主体的に社会参加 を図 り、そのかかわ り合 いの 中

3、

で人 としての喜び、生 きが い を持てるよ う支援 しま九
私たちは、施設 の機能及 び専門性 の活用を図 り、地域社会 の充実発展 に寄与す ると

4、

ともに、その 目的を達成す るために施設機能 の充実 と職員 の資質向上 :こ 努 めます。

*介護者人福祉施設 さくらぎの里 業務計画
社会福祉法人河北会 の 目的に則 りそ の経営理念 とノーマ ライ ゼイ シ ョンの考 えに基づ き、
利用者 の 自立 と機能 の向上 を図 る ことに努 めます。 また、可能 な限 り在宅生活 へ の復帰 を
目標 に個 々のニーズに即応 し真 心 の こもつた援助 を行 い、利用者 が楽 しく快適 な生活 が送
れ るよ う努 め、施設 の機能及 び 専 門性 を図 り、地域社会における福祉 の中核施設 としての
役割 を果たす よ う努 めます。

*援 助 日標

1)

全ての部署 において 、工 夫 と研 鑽 を重ね利用者 の可能性 を導き、発見 し、誰 もが有
意義に毎 日を過 ごせ るよ うに努 めます。

2)
3)

個 々の要望を尊重 し、個別援助 と集団援助 のパ ランス を考慮 します。
介護サ ー ビス計画を活用 しなが ら一人ひ とりの個性 を生か し、その時々で最善 の援
助 を行 い ます。

1、

1)

生

活
ケース会議 において介護 計画 を協議 し、各部署及 び職員 間が連携 を図 り援助 を有機
的に行 うことに努 めます 。

2)

余暇 の活用 を図 り、心身 の健康増進 と共に、生 きがい を持 って過 ごせ るよ うに援助
してゆきます.

3)

家庭及 び地域社会 との交流 を促進 し、また各機 関 との連 携 を密におこない、充実 し
た生活 を過 ごせ るよ うに配慮 します.

2、

介 護

1)利

用者 の 自立の支援及び 日常生活 の充実 に資す るよ う、利用者 の状況 に応 じて、自

立 してい る機能 の低下が生 じない よ うにす るとともに残存機能 の維持向上が図 られ
るように、適切な技術 を持 つて介護 にあた ります。

2)介

護サー ビスの提供 に当た つては、利用者 の人格 に十分 に配慮 し施設サー ビス計画

によるサー ビスの 目標 に等を念頭 において支援 します.

3)呼
3、

称をは じめ職員 の言動には責任 を持ち、誠意 と敬 う気持ちを持 つて接 します.

健 康

1)利

用者 の状況把握 に努 め、早期発見、早期治療 を図 り、心身 の活性化及 び高揚 に努

めます.

日常 の 申で 持 と う自 らの心 桂 え it

1。

̲.

私たちは、ひとつひ とつの出会いを大切にします。

2.私 たちは、笑顔 を忘れず明るくさわやかな挨拶 と接遇を心がけます。
3.私 たちは、一人ひ とりの個性 と尊厳を大切にして、その人 らしく楽 しい生活が送れる
よ うに支援 します.

4.私 たちは、基本を大切 にした高い専門性により、信頼 される支援をします。
5.私 たちは、情報公開、説明責任を大切に し、誠実な施設運営に努力 します.
6.私 たちは、一人ひ とりが組織 の一員 としての自覚をもつて職湯づ くりに参加 します
7.私 たちは、お互いを尊重 し、希望 と働きがいの もてる職場をつ くります.

