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100 歳のお祝い
9 月 15 日

平さん

石川県知事から 100 歳の表彰と記念品が贈呈されました
ました。
内閣総理大臣、石川県知事

100 歳おめでとうございます
おめでとうございます。

梶山さん

100 歳おめでとうございます
おめでとうございます。

おめでとうございます(輪島市より)
88 歳、80 歳おめでとうございます

夜間想定総合防火訓練

9 月 1 日(金曜日)23 時厨房からの火災
火災を想定した総合防災訓練を実施しました。
。夜勤者 5 名、宿直員 1 名、
近隣の住民(あての木園防災協力隊 隊長 坂下照彦氏)も参加して初期消火、避難誘導訓練
避難誘導訓練を実施しました。
火災発生より約 7 分で避難を完了しました
しました。訓練終了後、
『避難誘導を適切かつ確実
確実に実施してほしい』と輪
島消防署員より講評をもらいました。
。
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一般事業主行動計画(次世代育成支援対策推進法
次世代育成支援対策推進法により、次世代育成支援に取
取り組むため)

一般事業主行動計画を新たに
たに
作成しましたので、公表しま
しま
す。

(石川ワークライフバランスサイトにて
ワークライフバランスサイトにて公表)

行動計画の内容
■期間
平成 29 年 9 月 1 日～平成
平成 34 年 8 月 31 日までの 5 年間
目標及び取組内容
■目標
育児休業、育児休業給付、育休中の社会保険料免除
社会保険料免除など制度の周知や情報提供
① 産前産後休業や育児休業
を行う。
施設見学及び若者のインターンシップの受入を行う
う。
② 地域の子どもの施設見学及
③

年次有給休暇の取得日数
取得日数を一人あたり平均 10 日以上とする。

■対応
① 法に基づく諸制度の調査
調査を行います。調査を行ったあと制度に関するパンフレットを
するパンフレットを作成し職
員に配布します。
② 関係行政機関、学校との
との連携を図ります。職員への周知及び市町広報誌
市町広報誌などによる取組周知、
当法人 HP を活用し情報
情報を発信します。
③年次有給休暇取得状況をとりまとめ
をとりまとめ、職員全体会議などで有給休暇取得促進
有給休暇取得促進キャンペーンを行い
ます。

労働時間の適正な把握のために使用者
使用者が講ずべき措置に関するガイドラインに
するガイドラインに
基づいた IC カード導入について（適正
適正な労働時間の把握のため）
■ガイドラインの主なポイント
適正に把握する責務があること
○使用者には労働時間を適正
■労働時間の考え方
○労働時間とは使用者の指揮命令下
指揮命令下に置かれている時間
であり、使用者の明示又は黙示
黙示の指示により労働者が業
務に従事する時間は労働時間
労働時間に当たること
○例えば、参加することが業務上義務
業務上義務づけられている研
修・教育訓練の受講や、使用者
使用者の指示により業務に必要
な学習等を行っていた時間は
は労働時間に該当すること
■労働時間の適正な把握のために使用者
使用者が講ずべき措置
○使用者は、労働者の労働日ごとの
ごとの始業・終業時刻を確認し、適正に記録すること
すること
(1)原則的な方法
・使用者が、自ら現認することにより
することにより確認すること
・タイムカード、IC カード、パソコンの
パソコンの使用時間の記録等の客観的な記録を基礎
基礎として確認
し、適正に記録すること ※タイムカード
タイムカード、IC カード、パソコンの使用時間の記録等
記録等の客観
的な記録を基本情報とし、必要に応じて
じて、例えば使用者の残業命令書及びこれに
びこれに対する報告
書など、使用者が労働者の労働時間を
を算出するために有している記録とを突き合
合わせること
により確認し、記録して下さい。
上記のガイドラインに基づいて導入計画
導入計画を策定し、以下の内容で取り組んでいます
んでいます。
■導入時期：平成 29 年 09 月 01 日よりシステムタイムレコーダーID カード
カード認証方式実施
■試験運用：平成 29 年 10 月 31 日まで試験運用(※出勤簿と併用しその
しその正確さを確認)
■完全実施：平成 29 年 11 月 01 日より完全実施
輪島市福祉会は、労使力を合
合わせて働きやすく、生き生きとした職場環境
職場環境を目指します。
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三夜おどり

連踊りコンテスト

最優秀賞受賞
りコンテストに輪島市福祉会の職員
8 月 15 日に行われた連踊りコンテストに
が参加し、見事 2 年連続の最優秀賞
最優秀賞を受賞しました。
地域の皆さんと一緒に伝統行事を盛
盛り上げていければと思い
ます。伝統行事は地域の財産です。
。

全国大会においてポスターセッション
ポスターセッションの発表を行う
日本介護支援専門員協会全国大会 in 石川(第
石川
8 回 北陸ブロック
研修会・第 15 回 石川県研究大会)
「地域・かがやき・暮らし」～今、介護支援専門員
介護支援専門員に求められて
いる役割を果たす～
日時：2017 年 8 月 26 日（土）～27 日（日）
会場：石川県立音楽堂 他
において、ポスターセッションに特養
特養の吉森介護支援専門員が
発表しました。演題は『地域の潜在的
潜在的ニーズの発掘について～総
合相談窓口の設置の取り組み～』でした
でした。
このような全国大会に事例研究、調査研究
調査研究を発表していきたい
と思います。

第 7 期改修工事について(9 月 11 日
日から本格的に工事が始まりました)

12 月 28 日完成予定でしたが
でしたが、インフルエンザ等の施設
内感染の可能性があるため、12 月上旬に完成できるよう
に工事業者と調整中です。
■改修工事中の利用者の居室について
については、会議室、静養室
に移動して実施しています。
■工事中、入居者の皆さんや家族
家族の皆さんに大変迷惑をお
かけしますがご協力のほどよろしくお
のほどよろしくお願いいたします。

ご意見やご要望
要望をお
寄せ下さい
会議室

電話

(0768)26
(0768)26-1661
ファックス
静養室

26-1751
(0768)26
メール

atenoki@skyblue.ocn.ne.jp
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