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■　創立２０周年のごあいさつ

北九州福祉サービス株式会社 

代表取締役社長  

田中 和仁 

 北九州福祉サービス株式会社は、この度、創立２０周年という節目を迎えました。 

 今日の礎を築いていただいた諸先輩ならびに社員の皆さん、創立以来これまでご支援いただい

た北九州活性化協議会（ＫＰＥＣ）の皆様、北九州市民の皆様に深く感謝と御礼を申し上げます。 
  

 振り返ってみますと、きたふくは介護保険法施行に合わせＫＰＥＣに加盟する企業５９社の出資に

より設立され、２０００年に４月にスタートをいたしました。 

 当初はヘルパー派遣を中心にケアプラン作成、介護保険外のサービスであるライフサポートと今

後の介護人材の育成を図るための研修事業を行っていました。 

 その後、より豊かな在宅生活を過ごしていただくために、デイサービスを開設したほか、福祉用具

ショップ、グループホーム、小規模多機能サービス、障害者相談支援センター、訪問看護ステーショ

ンを開設するなどを経て今日に至っています。 
  

 また、２０１７年には、創立当初からある企業理念に加え、若手社員メンバーと、きたふくビジョン「あ

なたの笑顔が見たいから ～真心のあるサービスを目指して～」および、きたふくミッション「■その

人らしい生活を提案し、お客様の期待以上の満足を追求します。■人と社会の懸け橋となり、地域

の発展に貢献します。■一人ひとりの個性を尊重し、いきいきとした職場を実現します。」を制定し、

きたふくで働く全ての社員の体の動かし方を、より鮮明にすることができました。 
  

 しかしながら、２０２０年には、新型コロナウィルスの感染が拡大し、緊急事態宣言が発令されるな

どこれまでの日常が激変し、サービスを提供する環境も大きく変わりました。こうした新しい生活様式

の中で、「うつらない、うつさない」ための感染防止活動に迅速かつ的確に取組んだ結果、コロナ禍

においても継続してサービスを提供することができました。このように、きたふくで働く全ての社員は

コロナ禍では「お客様の期待に応えられるサービスを提供する」だけでなく、「お客様の生活を守る」

高い志で活動できるまでに成長しました。 
  

 ２０年が経過した今、ヒトに例えるならば成人であり、大人の仲間入りです。これからも関係者様の

ご指導・ご鞭撻をいただくことはかかせませんが、個人・組織の自立による組織力の強化を更に推

進していかなければなりません。 
  

 企業理念、ビジョン、ミッションを常に拠り所とし、介護・福祉・医療を中心とした「暮らしあなたらし

く」生活を共に創る会社として、全社員が自ら考え行動し、お客様からたくさんの笑顔をいただくこと

を実践していきます。 

Ｌｅｔ’ｓ ｔａｋｅ ａｃｔｉｏｎ！！！！！ 
  

 最後にきたふくに関わるすべての皆様のご健康とご多幸を祈念しまして私の挨拶とさせていただ

きます。 
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〃　会社立ち上げ
〃　訪問介護〃居宅介護支援、養成研修事業でスタート
〃　ハーティ事業開始
〃　全社研究事例発表会（第１回）
〃　本社移転

〃　デイサービスセンター「自悠茶論」皿倉　開設
〃　福祉用具ショップ開設
〃　お客様講演記録刊行
〃　デイサービスセンター「自悠茶論」大里　開設
〃　山際千津枝先生講演会
〃　お客様、ご家族様との座談会開催
〃　社員懇親会

〃　介護予防サービスへの対応
〃　デイサービスセンター「自悠茶論」志徳　開設
〃　グループホーム「自悠の郷」帆柱　開設
〃　韓国からの視察
〃　わつしょい百万「百万踊り」初参加
〃　創立１０周年記念懇親会開催
　コラム　２００６年介護保険制度改定

〃　ケアセンター八幡西　開設
〃　モデル事業の受託
〃　ヘルパー２級から初任者研修へ
〃　介護技術講習会（提携事業）
〃　グループホーム、小規模多機能ホーム　開設
　コラム　２０１１年介護保険制度改定

〃　第７期中期事業計画（ハーティビジョン２０２０）策定
〃　第１回幸神祭り開催
〃　社員意識調査実施
〃　きたふく相談支援センター　開設
〃　きたふく訪問看護ステーション　開設
〃　ＧＨ帆柱土砂崩れにより被災
〃　全社横断型研修の実施
〃　第２回幸神祭り開催
〃　新型コロナウイスル感染症対策
〃　委員会〃ＰＪ活動の推進
〃　八幡東センター　開設
〃　創立２０周年記念品制作
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設立当時の北九州福祉サービス株式会社の概要

本社所在地 北九州市小倉北区馬借２丁目６番６号第一中央ビル２階

会社設立 １９９９（平成１１）年１２月１日

資本金 ８＊７５０万円

出資会社 株式会社井筒屋、東陶機器株式会社、株式会社安川電機、株式会社スピナ

株式会社ゼンリン、株式会社芳賀、株式会社アステック入江　他　計５９社

事業内容 居宅介護支援事業（ケアプラン作成）、訪問介護事業（ヘルパー派遣）、

福祉人材養成事業、その他福祉サービス事業者の紹介〃斡旋

■　創立までのあゆみ

　
 我が国の急激な高齢化に対応するため「介護の社会化」を目指して、１９９７年に介護保険法が制定されたこ

とを受け、同法の２０００年施行に向けて北九州市でも準備が進められました。 

 当時、北九州市の「ホームヘルパー派遣事業」は主に「北九州市サービス協会」がおこなっていましたが、法

人格がなく、介護保険法のもとでサービスを継続することは困難な状況でした。 

 そこで、北九州市医師会、北九州市老人福祉施設協議会、および北九州活性化協議 (以下「ＫＰＥＣ」）の

三者で法人化を検討していましたが、合意に至らず、ＫＰＥＣは「民間企業による福祉サービス会社構想」を提

案し、方針決定待ちの状態でありました。 

 その後「北九州市福祉サービス協会」の解散・民営化の方針が出され、福祉サービス新会社構想の実現に

向けて動き出しましたが、介護保険に対応するためには「ケアプラン作成」の体制確立、「居宅介護支援事業

者」としての県知事認可が必要であり、早期に会社を設立する必要がありました。 

 そこでＫＰＥＣの三役会を中心に、まず７社３，７００万円の資本金で会社を立ち上げて介護保険対応準備を

おこない、並行して増資という形で広く理事・評議員会等の会員企業の皆様に出資をお願いすることになりま

した。 

 後日５２社５，０５０万円の賛同があり、出資会社総数５９社、資本金８，７５０万円で社員の確保、管理システ

ムの整備等をすすめ、２０００年４月から本格的に稼働を開始しました。現在（２０２０年度）株主総数は５２社と

なっています。 

設立当時の本社の様子 
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「豊かな福祉サービス」を持つ社会づくりに貢献します。

■　きたふくが目指すもの

企業理念

高齢者、障がい者の皆様が

「自立した健康で快適な日常生活」を営み続けることのできる

 北九州福祉サービス株式会社は北九州市において安心して在宅で介護を受けられる体制を整えることを目

的に設立された会社です。したがって、創立から一貫して「質の向上」を目指し、そのサービス品質を担う人材

の育成にも力を注いできました。 

 その姿勢は創立から２０年経った今でも変わりません。「住み慣れた自宅で過ごしたい」というお客様のご希

望を叶えるべく、サービス提供体制や質の向上活動を切れ目なくおこなっています。 

 これからも、この北九州で安心して生活していただけるよう、お客様に寄り添った支援を続けていきます。 

KPECニュース（H12年3月30日発行）より 
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　第１期　会社創立期（2000～２００１年度）

 老人福祉法に基づく措置制度として提供されてきた介護サービスは、高齢者数の増加による介護ニーズの伸

長や核家族化など家庭環境の変化などにより、社会全体で支える仕組みである介護保険制度に大きく変更され

ることとなりました。 

 KEPC主導のもと会社が設立されましたが、措置制度から介護保険制度への大きな制度の転換と新たな会社

の運営と同時進行で困難を極めました。しかし、社員全員の努力の結果大きなトラブルもなく、サービスの提供

を開始しました。 

 また、訪問介護事業、居宅介護支援事業に加えて、介護保険では対応できないけれどもお客様の在宅生活

の中でのお困りごとを支援するハーティ事業（現ライフサポート事業）、介護保険法で定められたヘルパー２級

（現介護職員初任者研修）をはじめとした資格取得のための介護職員養成研修事業をスタートしました。 

概 要 

 KPEC主導のもと、北九州市福祉サービス協会

（以下「サービス協会」）から訪問介護事業を引き

継いで北九州福祉サービス（株）が１９９９年１１月

２６日に会社の登記が行われ、２０００年４月１日の

介護保険制度のスタートとともに居宅介護支援、

訪問介護事業のサービス提供が始まりました。 

 サービス協会からおおよそ２，０００名のお客様、

１，０００名のヘルパー等スタッフを引き継ぐことに

なりました。KPECからも会社経営の基盤整備の

ために井筒屋、TOTO、安川電機様から人的支

援を受け、株式会社としてのノウハウとサービス協

会から引き継いだ介護に関する知識・技術を合わ

せて、サービス提供開始および第一回目の介護

報酬の国保連への請求、お客様への利用料の請

求、従業員への給与の支給など一からの準備と

なりました。どの作業も困難を極めましたが、大き

なトラブルもなく順調なスタートを切ることができま

した。 

  

 サービス協会から引き継いだ訪問介護事業、介

護保険制度の新たな制度としてはじまった居宅介

護支援事業と同時に、福祉人材を養成する養成

研修事業をスタートしました。 

 訪問介護、居宅介護支援ともに介護保険制度

実施以前から提供していたサービスでしたが、介

護保険法の理念に基づいた運営とするため、教

育・研修に力を入れました。 

 養成研修事業は、今後急激に増加することが予

想される介護ニーズに対応する多くの福祉人材

の確保のために会社設立間もなくスタートしました。

介護保険制度の話題性もあり、多くの修了生を輩

出しました。 

会社立ち上げ 訪問介護・居宅介護支援・養成研修事業 

でスタート 

きたふくマスコットキャラクター 

「ハーティ」くん（初代） 
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（介護保険外事業／現ライフサポート事業） 

 高齢者の方々が在宅で生活する上で必要で

あっても、介護保険制度で提供できないサービ

スがあります。大掃除や衣替え、ペットの世話な

どです。こういったお客様のニーズに応えるた

め、これらをヘルパー派遣と併用して、介護保

険外事業として実施しました。 

 

（2002.3.） 

 会社創立より本社を小倉北区馬借２丁目６－６

に置き、本部機能を集約して運営していましたが、

養成研修事業（ヘルパー２級養成講座）について

は、別会場（小倉北や八幡西）を賃借して実施し

ていまいた。本社のメンバーが増加し事務スペー

スや会議スペースが不足してきたことや、今後の

養成研修事業、および社内の研修について、更

に広い事務所が必要になり、移転を検討していま

した。そんな中、交通の便がよく、ヘルパー２級養

成講座等の講義も十分に行うことができる現本社

への移転を決定しました。 

（2001.3） 

 会社創立時より当社の財産は人。人を大事に

し、サービス品質向上に努め、お客様の信頼を

得ることを一貫して重視してきました。 

 会社創立から１年となる２００１年３月、最初の

「社内事例研究発表会」をＴＯＴＯ研修センター

にて開催。各部門から日頃の研鑽を発表し知識

技術を共有しました。 

 この全社研究事例発表大会は、その後２００４

年の第４回まで毎年実施し、他社からも多数見

学が訪れるなど、北九州市の介護保険創設期

の質の向上に貢献しました。 

ハーティ事業開始 

全社研究事例発表会（第１回） 

本社移転 

— 研修のきたふく ― 
 

創立時からの主力事業である訪問介

護では、サービスの質の向上のため

介護技術、調理実習をはじめ介護保

険や医療知識など幅広く社内研修を

実施してきました。 
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　第２期　新たな事業への挑戦（2002～2005年度）

（2003.2.20） 

 「これからの人生を更に楽しく、生きがいをもって」  当社お客様でヘルパー研修で講演していただいた内容

や訪問取材の内容をまとめた小冊子を発刊。お客様や社員、関係先に配布しました。きたふくをご利用いただて

いるお客様のこれまでの足跡やいま考えられていること、これからの人生のことなど、様々なお話を聞かせていた

だきました。この企画は２００４年２月１４日に第２巻を、２００５年２月 

１日に第３巻を発刊。第２巻・第３巻では訪問取材以外に自筆原稿 

をお寄せいただいた方の手記も掲載し、他事業所から購入希望が 

あるなど好評を頂きました。 

概 要 

 既存事業もある程度落ち着きを見せ、かねてから検討を進めていた新しい事業を展開した時期。居宅介護支

援、訪問介護の他、きたふくとして展開すべき事業を検討した結果、在宅サービスという強みを生かし、通所介

護、福祉用具の事業の開設に取り組み、順次開設していきました。 

 また、お客様とのつながりを深めるために、それまでのお客様満足度調査に加えて、「お客様座談会」を開催

したり、「これからの人生を更に楽しく、生きがいをもって」の小冊子を刊行しました。 

 一方、サービスの質の向上には引き続き取組み、「全社研究事例発表会」や外部講師を迎えた講演会などに

も積極的に取り組みました。 

 （2002.4.15） 

 きたふく初のデイサービスセンターは、お客様

が「何ごとも自ら」「自由に」「悠々と」お茶のみ気

分で気軽に通うことができるという意味で「自悠

茶論」と名付けました。当初は定員２０名でス

タートし、趣味活動やイベントなどお客様の生活

意欲を高めるためのメニューを提供しました。初

めての開設であり、他社の運営やサービスメ

ニューなど参考にお客様とともに運営していくデ

イサービスを目指しました。 

（2002.11.1） 

福祉用具は、お客様が在宅生活で自分の意

思によって判断・行動し、自立を図っていく為の

「道具パワー」で、リハビリテーション効果をもつ

ものです。また、手すりをつけたり、段差を解消

したりする住宅改修を行うと、より動きやすくなり、

自立がすすみます。これらは、ヘルパーさん等

の「人的パワー」と相まって、自立への促進効果

を発揮するものです。 

きたふくで取り扱うことで、お客様の利便性を

高め、更にお客様の要望などを用具開発への

提案に結びつけることを目的としてスタートしまし

た。 

デイサービスセンター「自悠茶論」皿倉 開設 福祉用具ショップ開設 

お客様講演記録刊行 
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  2006.3（東部リーガロイヤルホテル、西部八幡ロイヤルホテル） 

 平成17年度の懇親会が開催されました。懇親会は1年間の労をねぎらう為、そして来年度も頑張りましょう、と

いう目的で実施されています。 前年まで各センターごとに開催しておりましたが、今回は、東部地区と西部地

区の2地区に分かれて行うという新たな形で開催致しました。東部地区は3月8日、リーガロイヤルホテルで、西

部地区は3月10日、八幡ロイヤルホテルで行われました。 

 両地区とも永次会長の挨拶で幕があけました。東部地区では、獅子舞や○×ゲーム、大抽選会、西部地区で

は長唄、日舞の披露、じゃんけんゲームが行われたりと、両地区とも各サービスセンターが趣向をこらしたプログ

ラムで楽しい懇親会となりました。 

（2003.7） 

 きたふくとして２拠点目となるデイサービスセン

ターを門司区大里東２丁目１５－４に開設しまし

た。当初より検討していた「気軽に通うことのでき

る施設」として、特に認知症の方にも違和感なく

利用できる「民家改修型」のデイサービスの開設

となりました。床の間や畳、障子、ふすまなど民

家の雰囲気を可能な限り残し、友達の家に来て

いるような気兼ねなくくつろぐことのできる空間づ

くりとしました。定員も１２名と小規模でのスタート

としました。 

（2003.9.25、2004.3.15） 

 お客様との座談会が東京第一ホテルで開か

れました。この座談会は、お客様の生の声を

直接お伺いしてサービスの一層の向上を図る

事を目的に開催いたしました。各センターから

出席をお願いした１０名の皆様からご意見・要

望を頂き大変有意義な座談会となりました。 

 

（2005.1.23） 

TOTO研修センターにて 

社員向け講演会も 

実施しました。 

 

デイサービスセンター「自悠茶論」大里 開設 山際千津枝先生講演会 

お客様・ご家族様との座談会開催 

社員懇親会 
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　第３期　介護保険制度の大改定への対応　（2006～2009年度）

 介護保険法は３年ごとの改定が定められています。２００６年は介護保険スタート後最大の改定となりました。

廃用症候群によって要介護状態になることを防ぐために、筋力トレーニングや栄養改善、口腔ケア等の介護予

防が取り入れられました。提供するサービスについてもより具体的な予防メニューや記録等の対応が求められ

ることとなり、きたふくとして予防サービスへの対応をすすめていきました。 

 また新規事業として３拠点目となるデイサービスセンター、初めてのグループホームも開設し、サービスの幅

を広げていきました。 

 

概 要 

 介護予防で最も大きな影響を受けたのは訪問

介護でした。それまでは１回の訪問で１時間半か

ら２時間の活動も多くありましたが、2006年度から

は１回の訪問時間が４５分前後が中心となりまし

た。また要介護認定の基準が変わり、要支援が

要支援１と要支援２の２つにわかれ、認定の軽度

化が進みました。 

 加えてこの改定では要支援の訪問介護および

通所介護の報酬が月ぎめとなりました。従来の時

間単位報酬から月ぎめの設定となり、実質上の

報酬切り下げでした。 

 （2007.5） 

 きたふくでは認知症介護の切り札と言われる

グループホームの開設を模索してきました。そ

の準備として介護技術研究・研修部の中に研修

室・認知症技術対応担当を設け、認知症への対

応方法の研究と研修を行いながら、グループ

ホームの開設への準備を進めました。 

 その後適する民家が見つかり、八幡東区帆柱

４丁目１－２２にきたふく初の認知症対応型共

同生活介護を１ユニット（定員９名）で開設し

ました。高齢者の方が幼い頃から親しんだであ

ろう和風建築の古民家で、その雰囲気を生かし

た施設設備としました。お客様の生活の場であ

ることを念頭に、生活歴を活かし、どのような

生活をしていただくか、また認知症への対応を

どのようにしてくのか、きたふくとしても初め

ての取組みであり、暗中模索の状態でした。夕

方になると「そろそろ帰ります。」と言って玄

関から出ていかれる方や、断固としてお風呂に

入らない方など苦労の連続でした。 

（2006.5） 

 きたふくとして３拠点目となるデイサービスセン

ターを小倉南区徳力４丁目８-１８に開設しました。

ここも民家を改修したデイサービスで、２００６年度

から制度化された定員１２名以下の「小規模型」で

スタートしました。予防給付の流れを受け、小ス

ペースでできる運動メニューを準備し、身体的機

能低下を防ぐことに取り組みました。 また、認知

症予防のための指先の運動や脳トレなどのメ

ニューにも力を入れ、法改定対策を実施しました。 

介護予防サービスへの対応 

デイサービスセンター「自悠茶論」志徳 開設 

グループホーム「自悠の郷」帆柱 開設 
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 社会保障審議会介護保険部会にて、「制度の持続可能性」「明るく活力のある超高齢社会の構築」「社会

保障の総合化」を基本的視点として主に以下の法改正がありました。 

●予防重視型システムへの転換 

 要介護者への介護給付と分けて、要支援者への給付を「予防給付」として新たに創設しました。そして、

要支援者のケアマネジメントを、「地域包括支援センター（介護予防支援事業所）」で実施。また、市町村

が、介護予防事業や包括的支援事業などの「地域支援事業」を実施するようになりました。 

●施設給付の見直し 

 介護保険施設など施設等の食費・居住費を保険給付の対象外（全額自己負担）にしました。一方、所得の

低い利用者への補足給付を設けられました。 

 その他、地域密着型サービスの創設や、介護サービス情報の公表、負担能力を細かく反映した第１号被保

険者の保険料の設定などを行なわれました。 

 

 『釜山大学 シルバー産業アカデミー 社団法

人老人と福祉』の方々、約２０名がきたふくを訪問

されました。韓国では２００８年から介護保険制度

を実施予定で、先進の日本の実情を見聞して実

施に備えたいとのことでした。「自悠茶論」志徳を

見学いただき、その後、場所を移して介護保険に

関する質疑応答を行いました。 

 「自悠茶論」志徳では、通所介護の役割や、実

施メニューの内容や目的、また事業収入と支出、

利益はどれくらいあるのかなどの質問がありました。

質疑応答では日本の介護保険の実態や問題点、

矛盾点などについて細かい質問を受けました。通

訳を介しての質疑でしたが、大変熱の入った議論

となりました。 

 

（2008.8） 

 北九州の夏のビッグイベント「わっしょい百万夏祭

り」の最後をかざる「百万おどり」に初参加しました。

この日のために会社ではっぴなどの衣装を新調。当

日は総勢１２０名が第２部に参加しました。事前に各

センターで踊りの練習を重ね、当日は本社集合後、

ビデオを見ながら踊りの最終チェックをして、１９時２

０分から約７０分間、車両通行止めとなった小文字

通りを練り歩きました。大変蒸し暑い中、みな元気一

杯に汗を流し、夏まつりを大いに盛り上げました。 

 

（2010.3） 

 ケアプラン事業、ヘルパー派遣事業の２本柱から

スタートしたきたふくも、研修室、ライフサポート、福

祉用具、デイサービス、グループホームと多様な

サービスを展開しながら、沢山の方々のお力で１０

周年を迎える事ができました。創立１０周年を称え

これまでの労をねぎらうと共に、気持ち新たに“これ

からも頑張りましょう”と思いを込め、各センターごと

に懇親パーティが開催されました。 

（2006.8.11) 

コラム  ２００６年介護保険制度改定 

韓国からの視察 

わっしょい百万「百万踊り」初参加 

創立１０周年記念懇親会 開催 
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　第４期　新たな事業への挑戦２　（2010～2016年度）

木村みさか氏提供 体操紹介 

概 要 

 創立１０周年を向かえ新たな事業展開を実施していきました。訪問介護事業と居宅介護支援事業は会社創

立当初より各区で同一の事務所で事業を展開してきましたが、通所介護やグループホームは設備の関係上、

同区内の別の場所で運営してきました。このような中、社内の連携と協働でお客様へより包括的にサービスを

提供できるよう、訪問介護、居宅介護支援、通所介護をあわせもつ複合施設を八幡西区に開設しました。ま

た、合わせて新たな試みとして小規模多機能型居宅介護も開設しました。  

 

 

 人口が多く今後介護ニーズの伸長が見込める市

内西部地区強化のため、八幡西区に複合拠点「き

たふくケアセンター八幡西」を開設しました。かね

てから西部に拠点を設けることを検討してきました

が、八幡西区幸神２丁目に４６３坪の敷地を得て２

階にケアプランサービスセンターとヘルパーセン

ター、１階にデイサービスセンター「自悠茶論」幸

神をもつ施設が生まれました。当社で初めてケア

プラン・ヘルパー・デイサービスが一カ所に集まっ

た複合施設となりました。 

（2010.8-12） 

 北九州市より「介護予防ケアプランとホームヘル

プサービスの生活機能向上促進モデル事業」を受

託し、８月の学習会・事前測定、９月下旬～１２月

（１２週）の介入、その後の事後測定をおこないまし

た。 

 事業概要：在宅プランによるヘルパー介入により

生活機能が向上するかを調査する事業。 

 ヘルパー訪問時に週１回３０ 分間、利用者と一

緒に機能向上運動プログラムを実施するとともに、

普段も利用者にセルフケアとして運動プログラムに

取り組んでもらい、実施前後の体力を比較しました。

要支援から要介護１の軽度者から介入群２５名、非

介入群２５名の計５０名を選び３ヵ月間実施。分析

の結果、１０メートル通常歩行速度が介入群で有

意な改善が示されたのに対して、非介入群では変

化がなかったことなどが明らかになりました。この事

業で利用したプログラムは安全（低強度）なもので

あり、「高齢者自身が日常生活の一部として継続し

て実践することができる」内容で、在宅での運動が

介護予防に有効ということが実証されました。 

 この事業には木村みさか氏（京都府立医科大学

保健看護研究科教授：以下いずれも当時）、村井

千賀氏（石川県立高松病院作業療法科 主任専門

員）、田中甲子氏（ＮＰＯ法人地域保健研究会会

長）などが参加され、全国的な調査となりました。 

 当社はフィールド提供以外にもケアマネジャー、

ヘルパー、研修部門など全社で協力しました。 

 

 

（2010.5) ケアセンター八幡西 開設 モデル事業の受託 
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 施行後10年が経過し、重度の要介護者や医療ニーズの高い高齢者の増加、介護力の弱い単身世帯や高齢者

のみ世帯の増加などへの対応と、これを支える介護人材の確保等が緊急の課題となりました。そこで、高齢

者が地域で自立した生活を営むことができるようにするために、医療、介護、予防、住まい、生活支援サー

ビスを切れ目なく提供する「地域包括ケアシステム」の推進を図ることとなりました。 

●医療と介護の連携の強化等    

 定期巡回・随時対応型訪問介護看護や複合型サービス（看護小規模多機能型居宅介護）を創設し、「介護

予防・日常生活支援総合事業」を、市町村の判断で実施可能としました。 

●介護人材の確保とサービスの質の向上    

 介護福祉士や一定の教育を受けた介護職員等による痰の吸引等の実施を可能としました。 

そのほか、「高齢者の住まいの整備等」「認知症対策の推進」「市町村（保険者）による主体的な取り組み

の推進」などを規定しています。 

（2013.4） 

 介護の資格としてポピュラーな「訪問介護員養

成研修２級課程（通称“ヘルパー２級”）」。当社養

成研修事業の中で中核となってきたこの資格です

が、介護資格制度の編成が替わり、２０１３年度よ

り「介護職員初任者研修」として再スタートしました。 

 ２０１２年度で幕を閉じた当社ヘルパー２級講座

からは合計１，９９７名が修了し、北九州市内をは

じめ全国で活躍しています。 

 当社では引き続き初任者研修を実施し、設立以

来２０年にわたり「現場で即戦力となる」という評判

をいただきながら地域の介護の質の向上に貢献

するため、本事業を継続しています。 

                   

 介護唯一の国家資格である介護福祉士の国家

試験受験希望者の急増に伴い、二次の実技試験

の運営が難しくなったことを背景に、２００６年度よ

り「予め講習会を修了すれば二次試験を免除す

る」介護技術講習会が導入されました。 

 この講習会は介護福祉士養成校が行うものです

が、当社では近隣の養成校と提携して当社会場

で当講習会を実施することに成功。制度が終わる

２０１４年まで毎年実施しました。 

 この事業は短期的でしたが、指導者資格取得や

受講者の指導実践を通じて社内の実技指導を担

う人材の育成に大きく貢献しました。 

（2013.6） 

 八幡西ケアセンター隣接の敷地に、きたふくとし

て２拠点目となるグループホーム「自悠の郷」幸神

と小規模多機能型居宅介護「自悠の庵」幸神を開

設しました。隣接のケアプラン、ヘルパー、デイ

サービスと連携を取りながら、お客様にあった

サービスを選択できる複合施設となりました。 

 地域の皆様も利用できる「地域交流ひろば」を併

設して地域密着型サービスとして地域の皆様との

交流の推進を目指しています。 

コラム  ２０１１年介護保険制度改定 

                 （2007.4-2014.11） 

ヘルパー２級から初任者研修へ グループホーム・小規模多機能ホーム 開設 

介護技術講習会（提携事業） 
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　第５期　働き方改革、意識改革の推進　（201７年度～現在）

概 要 

 ２０周年を目前に控え、第７期となる中期事業計画を策定しました。企業理念、ビジョン、ミッションを整理・明確

にし、全社員で共有し、きたふくとして目指す方向性を再確認しました。その中で常にＰＤＣＡサイクルを回し続け

ることを念頭に常にスピード感を持ちチャレンジし続けることを指針とし、業務を遂行する上での考え方・意識改革

を行いました。 

 一方、新規事業として、障がい者の方々からの相談に応じ、必要な情報の提供、障害福祉サービスの利用支援

等を行う相談支援事業、看護師をご自宅に派遣する訪問看護事業を立ち上げました。高齢者介護から障がい者

の支援、介護から医療までサービスの幅を広げ、多角的にお客様の支援を行える体制づくりを構築しました。 

  

 従来、中期計画は経営陣が作成していましたが、

２０１８年度から２０２０年度を見越した第７期中期

計画は、社員からプロジェクトメンバーを選出し、

そのメンバーが中心となって作成しました。 

 プロジェクトは前年８月からスタート。キックオフ

は八幡西区の北九州ハイツを会場に合宿形式で

実施しました。その後定期的に会議を続け、２０１

８年２月にはプロジェクトメンバーが各拠点を訪問

し、新中期計画の披露をおこないました。 

 新中期計画は図を多用した分かりやすい資料と

し、全社員で理念を共有できるよう努めました。 

 

 

 居宅介護支援、訪問介護、通所介護、認知症

対応型共同生活介護、小規模多機能型居宅介

護の５事業所が集中しているきたふく八幡西区

幸神地区で、全社を挙げての幸神祭りを開催し

ました。 

 社員総出でヨーヨーすくいや射的などのお祭り

や飲食コーナー、グリーンコープさんと提携して

の移動販売、ケアマネジャーによる介護相談な

ど、さまざまなイベントを実施。近隣からも多くの

方にお越しいただき、楽しい一日となりました。 

（2017.8    

-2018.2） 

（2017.10） 第７期中期事業計画 

（ハーティビジョン２０２０）策定 

第１回幸神祭り開催 

お米のつかみ取り 

- 13 -



（2017.11） 

 きたふくで働く全ての社員の意識を調査し、「企

業理念・経営方針の浸透」と「組織風土」の現状把

握および健康診断を行うことを目的に、きたふく社

員意識調査を開始しました。実施は１１月の１か月

間で、登録ヘルパーを含めた全社員の９４．７％

（６４７人／６８３人）から回答を得ました。 

 回答のうち高得点の項目は「コンプライアンス」

「サービス品質向上への取り組み」「お客様満足活

動の実践」「企業理念に基づいた行動」などで、８

５ポイント以上の行動特性（特にコンプライアンス

は９０ポイントと高い実践率）でした。きたふくの企

業理念が社員全体に浸透していることがわかりま

す。 

 一方改善すべき項目には「新しいテーマや内容

へのチャレンジ」「休みの取りにくさ」「業務改善の

ための創意工夫」などがあがり、社員の自律した

行動に向けての取り組みが必要であることがわか

りました。 

 障害をお持ちの方にも思い通りの生活をおくっ

ていただきたい――  そんな思いから、生活提

案事業部に障害者ケアマネジメントをおこなう相

談支援センターを開設しました。 

 開設時の相談支援専門員には当社ヘルパー

部門の管理職経験者２名が就任し、市内全地区

を対象に相談支援をスタート。立ち上げ時期は

初めての相談支援員業務に悪戦苦闘でしたが、

のちに経験者の採用もでき、安定してお客様の

依頼を受けることができる体制を構築しました。 

（2018.6） 

 介護サービスを提供するお客様の多くは医療

的なニーズをお持ちです。ケアプラン、訪問介護

など福祉を主力事業として推進してきた当社に

とって、お客様の医療的なニーズへ十分にお応

えする体制を整えることは創立以来の悲願でした。 

 そこで、本社に訪問看護ステーションを開設し、

看護師４名体制で訪問看護事業をスタートしまし

た。デイサービスでの勤務経験を持つスタッフは

介護現場の経験を踏まえたきたふくならではの

訪問看護を目指しました。 

PDCAの実践 
 

全ての業務をＰＤＣＡサイクルに 

沿って回し続ける――  

新生きたふくでは従来よりも力を入れて 

PDCAを実践しています。 

特に振り返りには力を入れ、行動評価と 

改善をすすめています。 

（2018.5） 

社員意識調査 実施 

きたふく訪問看護ステーション 開設 

きたふく相談支援センター 開設 
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（2019.10.19) 
（2018.7.6） 

 グループホーム「自悠の郷」帄柱は急傾斜地で

背後に裏山が迫る場所に位置しており、土砂災害

警戒区域にありました。同ホームは２０１８年７月の

「平成３０年７月豪雨」に伴う大雨により裏山が崩れ、

外壁が土砂により圧迫。別の部屋では倒木が建

物の壁を破って室内になだれこむなどの被害を受

けました。 

 このためグループホームのお客様は即時に当社

小規模多機能ホームに避難。グループホームは

同年９月に休止とし、入所されていたお客様には

全員ご希望に叶う他社施設をご紹介して転居して

いただきました。 

 この場所は今後も同様の災害に遭う可能性があ

るため、グループホーム帄柱は２０１９年をもって廃

止としました。 

 幸神拠点近隣の皆さんとの交流を目的に第２回

幸神祭りを開催しました。１回目に比べ内容も盛り

だくさんとなり、多くの皆さんに楽しんでいただきま

した。 

 （2017.9～） 

 きたふくが今まで力を注いできた社員研修は専

門知識を高めお客様へのサービス向上を目指すも

のがほとんどでしたが、新しい時代に対応するため

マネジメント力や組織活力の向上を目的とした新

形態の研修をスタートしました。まず働き方改革の

潮流の中でますます重要性が高まる第一線の管

理職を対象に新任管理職研修や継続的なマネジ

メント研修を実施。２０１９年度からは、将来きたふく

を担う人材の育成を目的にした課題解決型の研修

を開始しました。この研修では各部門から参加した

社員が同じチームで課題解決に当たり、その過程

を研修として発表するという方法を採用しています。

研修を通じて横のつながりや部門間の理解も深ま

り、頼もしい人材が続々と誕生しています。 

門司港名物バナ

ナのたたき売り 

不用品バザーも好評でした 

ＧＨ帆柱 土砂崩れにより被災 第２回幸神祭り開催 

全社横断型研修の実施 
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 （2020.9） 

 八幡東区の急傾斜地にあったデイサービスセン

ター「自悠茶論」皿倉は、２０１９年７月の豪雨で裏

山の崩落の恐れが増し、このまま営業を続けること

は危険であると判断しました。 

 そこで、新たに八幡東区帄柱１丁目の市道山手

線沿いに土地を購入し、同区山王にあった八幡東

サービスセンターと自悠茶論皿倉を統合移転しま

した。 

 新しい八幡東センターは地理的に市内中心に

位置し、お客様にとっても社員にとっても利便性が

高い立地です。さらに会議室を複数備え、社内の

会議や研修等にも対応できるように設計しました。

当社の発展の新たな拠点となる事を期待していま

す。 

 （2020.4～） 

 ２０２０年初頭から発現した新型コロナウイルス

感染症。高齢者のお客様が多いきたふくでも徹

底した感染対策をとりながらお客様の生活を支

えるため切れ目なくサービスを提供しています。 

 これまでに経験したことのない感染症の蔓延で、

国では緊急事態宣言が出される中、きたふくとし

ては「うつらない、うつさない」ことを念頭に、マス

クの着用、手洗いの励行、換気の徹底、体調管

理などに取り組み、まずはサービスを提供する

社員が感染しない対策を講じました。 

 また、感染対策委員会を組織し、日々変わる

感染状況を共有し、全社共通の対応策を検討、

実施しました。 

 （2020.4～） 

 社内の意識改革を進めていくうえで大きな役割

を果たしているのが、各部門から参加した社員が

自主的に活動する委員会やプロジェクトです。参

加者は議論して活動内容を決め、主体的に行動。

この活動から全社では接遇向上活動や苦情予防

啓発活動が、施設系部門では食の改善などが実

現しました。 

新型コロナウイルス感染症対策 八幡東センター 開設 

委員会・ＰＪ活動の推進 

感染対策委員会の様子 

創立20周年記念品制作  （2020.4） 

 きたふく創立２０周年を迎え、これまで会社を支

えてくれた社員に記念品を配布しました。選んだ

品はロゴ入りエコバッグ。この年７月からは買物時

のレジ袋有料化がスタート。タイムリーな記念品と

なりました。 
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北九州福祉サービス株式会社は、 

２０２１年度から第８期中期計画（ハーティビジョン２０２３）がスタートしました。 

これまでと変わらぬ企業理念、ビジョン、ミッションのもと 

お客様の自立に向けたサービスを提供してまいります。 

関係者の皆様には一層のご支援を賜りますようお願い申し上げます。 

■ 企業理念 

 高齢者、障害者の皆様が「自立した健康で快適な日常生活」を営み続けることのできる 

 「豊かな福祉サービス」を持つ社会づくりに貢献します。 
 
■ きたふくビジョン 

 あなたの笑顔が見たいから  

  ～真心のあるサービスを目指して～ 
 
■ きたふくミッション 

 ○その人らしい生活を提案し、 

  お客様の期待以上の満足を追求します 

 ○人と社会の懸け橋となり、 

  地域の発展に貢献します 

 ○ひとりひとりの個性を尊重し、 

  いきいきとした職場を実現します 

■ 事業所一覧 
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■株主様一覧 （２０２１年３月３１日現在）

（敬称略）

株式会社井筒屋 ＴＯＴＯ株式会社 株式会社安川電機

株式会社スピナ 株式会社ゼンリン 第一交通産業株式会社

日鉄テックスエンジ株式会社 株式会社芳賀 株式会社西日本シティ銀行

株式会社アステム 株式会社高田工業所 東京海上日動火災保険株式会社

株式会社北九州銀行 九州電力株式会社 福岡ひびき信用金庫

株式会社福岡銀行 株式会社アステック入江 株式会社有薗製作所

西部ガスホールディングス株式会社 株式会社サンレー 西日本鉄道株式会社

林田興産株式会社 株式会社不動産中央情報ｾﾝﾀｰ 三島光産株式会社

株式会社みずほ銀行 池田興業株式会社 石川金属工業株式会社

上村紙業株式会社 岡野バルブ製造株式会社 株式会社加来文機

北九州駅弁当株式会社 北九州青果株式会社 九州東邦株式会社

九鉄工業株式会社 協栄興産株式会社 株式会社ケアテックサービス

株式会社ケィ・ビー・エス 小倉運送株式会社 山九株式会社

株式会社サンリブ 株式会社ジェネック 株式会社シロヤパリガン

株式会社セントラルユニ 大光炉材株式会社 髙藤建設株式会社

株式会社ドーワテクノス トップ保険サービス株式会社 株式会社なかやしき

株式会社ナフコ 森村商事株式会社 株式会社ユアーズ

吉川工業株式会社
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