
輪島市福祉会
 

 

〒929-2378 輪島市三井町小泉上野 2番地☎(0786)26
特別養護老人ホーム,短期入所センター,デイサービスセンタ

ー,訪問介護センター,居宅介護支援事務所,

ター,配食サービス,輪島市介護予防・日常生活支援総合事業通

所介護相当サービス,訪問介護相当サービス,

日常生活支援総合事業通所型サービス C 
   

■■■謹賀
●昨年中は大変お世話になりました
 
年忘れ もちつき大会 大食堂にて

平成３０年１２月２６日

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
みんなでもちつき！！ 
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尊 

厳

輪島市福祉会 イメージキャラクター

あっちゃん

(0786)26-1661 
デイサービスセンタ

,在宅介護支援セン

輪島市介護予防・日常生活支援総合事業通

,輪島市介護予防・

〒928-0062 輪島市堀町 9字 25

認知症対応型通所介護,輪島市介護予防・日常生活支援総合事業

通所型サービス A,訪問入浴介護

ー,居宅介護支援事務所 
しせつの窓口(輪島市宅田町),

室,懐かしの映画上映会,無料相談

賀新年   

になりました。本年もよろしくお

にて 
日（木曜日） 午前１０時３０分～ 

厳 
共 生 

向 

上 

イメージキャラクター 

あっちゃん 

輪島市福祉会 イメージキャラクター 

あっくん 

25 番地☎(0768)23-4165 
輪島市介護予防・日常生活支援総合事業

介護センター,在宅介護支援センタ

,グリーンカフェ,健康づくり教

無料相談,認知症に関する相談 

もよろしくお願いいたします。 
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～２０１８（平
１月 

 ４日 新年初顔合わせ 

 ９日～ ３月 ９日 主要地方道七尾輪島線道路災害防除工事

１２日～１３日 大雪 

２２～２５日 金沢税務署調査

２３日～２７日 寒波（大雪、

２５日 除雪用ミニホイルローダー

２８日～ ２月４日  大雪のため

２９日～３０日 断水のためデイサービスセンター

２８日  午後より

２９日 １１：３０

３０日  ９：４５

２月
 ４日 １２：００ 通水確認

１１日 地域防災研修会（あての

３月
 ７日 輪島市内における社会福祉法人連携

 ８日 不在者投票 

１１日～平成３３年 ３月１０

１４日 実践研究発表会（職場内研修

      （事故対策・苦情対策

１８日 福祉・介護の就職フェア

２０日 理事会 

２８日 評議員会 

３０日 辞令交付式 

感謝状贈呈式 

      管理者変更届（認知症対応型通所介護

４月 １日 

■輪島市介護予防・日常生活支援総合事業

の指定 

■輪島市と土地賃貸借契約締結

■有期雇用特別措置法

■介護報酬改定 

■効率的な施設入所の

■道路占有許可更新（

■介護予防訪問入浴介護指定更新

■介護予防短期入所生活介護指定更新

２日 辞令交付式 

永年勤続職員表彰式

１２日 被爆者一般疾病医療を

５月
 １日 あての木園ふげし居宅介護支援事務所開設

２９日 法人監査 

６月
 ８日 理事会 

１２日 男女雇用機会均等法等

２１日 定時評議員会 
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平成３０）年を振り返

主要地方道七尾輪島線道路災害防除工事 

金沢税務署調査 

、低温、強風注意） 

ミニホイルローダー購入 

のため断水 

のためデイサービスセンター（三井町）営業中止 

より断水 

３０より給水車による給水開始 

４５より自衛隊による給水車による給水開始 

 
通水確認、各関係機関に報告 

あての木園デイサービスセンターにて） 

 
社会福祉法人連携による取組開始 

１０日 最低賃金の減額の特例許可（石川労働局

職場内研修） 

苦情対策・褥瘡予防・拘束検討、虐待防止・感染対策

フェア（石川県地場産業振興センターにて） 

認知症対応型通所介護・訪問入浴介護） 

 

日常生活支援総合事業(訪問介護相当サービス

土地賃貸借契約締結 

有期雇用特別措置法（無期転換ルール適用開始） 

の取り組み開始 

（ヒューム管φ200 ㎜数量 5.00ｍ）（石川県

介護予防訪問入浴介護指定更新（石川県） 

介護予防短期入所生活介護指定更新（石川県） 

永年勤続職員表彰式（２５年勤続、２０年勤続、１５年勤続、

を担当する機関の指定（あての木園デイサービスセンター

 
居宅介護支援事務所開設（輪島市指定） 

 

男女雇用機会均等法等に基づく報告の徴収（石川労働局） 

返って～ 

 

石川労働局） 

感染対策） 

 

サービス、通所介護相当サービス)

石川県） 

、１０年勤続） 

デイサービスセンター） 
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２４日 福祉・介護の就職フェア

７月
２０日～１０月３１日 第

（昭和６１年建設

２１日 輪島市福祉会フェア

       角大輔歯科医師による

百笑会の皆さんによる

       アトラクション 

２８日 福祉・介護の就職フェア

８月
 １日 定款変更認可 

『生きがい活動支援通所事業

業』に変更、『居宅介護支援事業

『しせつの窓口』３周年

１０日 生活保護法による指定介護機関

１５日 三夜踊連コンテスト 

     あての森フェスティバルに

２３日 介護保険法の規定に基

９月
 １日 看取り指針の見直し 

４日 台風２１号の影響で、

ターの屋根の一部剥がれる

１４日 第３３回 あての木園敬老会開催

２３日 「９０歳まで元気に生

て）医療法人社団裕和会

２７日～２８日 除雪機用カーポート

２８日 事業所防火訓練大会にて

１０月
 １日 最低賃金 ７８１円から

 ２日 理事会 

１３日 石川介護フェスタ（石川県産業展示館

介護技能グランプリにて

１５日～１８日 全国老人福祉施設協議会

タディ調査）に協力

２３日 能登北部地域共生フォーラム

１１月
 ３日～ ４日 あての森三井の

者の作品を出展 

 ６日～ ９日 第３３回社会福祉施設利用者余技展覧会

施設協議会長賞受賞

 ８日 歯と口腔の健康づくり推進会議

１７日 輪島市福祉会フェア in

        百笑会の皆さんによる

        アトラクション  

２０日 就労体験を福祉施設で行

１２月
 ３日 労働保険料算定基礎調査

 ３日～１８日 デイサービスセンター

１２日 神棚お祓い 

２６日 もちつき大会 
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フェア（石川県地場産業振興センターにて） 

 
第８期改修工事 

年建設の特別養護老人ホームの居室の改修） 

フェア in サマーの開催（輪島市三井町にて） 

による記念講演会 

さんによる地物食品販売 

 三夜踊保存会、権現太鼓 

フェア（七尾サン・ライフプラザ） 

 

活動支援通所事業（あての木園）』を『輪島市介護予防

居宅介護支援事業』に（あての木園ふげし居宅介護支援事務所

周年 

指定介護機関に関する個別指導（石川県、輪島市

 最優秀賞（３年連続） 

フェスティバルに無料相談コーナーの出店 

基づく指導（石川県） 

 
 

、特別養護老人ホーム下の崖の一部が崩落、ふげしデイサービ

がれる 

木園敬老会開催（輪島市三井町） 

生きる ～医療とは、介護とは～」に協力（輪島市文化会館大

医療法人社団裕和会・理事長 長尾和宏氏 

カーポート設置 

にて敢闘賞受賞（中島、津村、大工） 

 
から８０６円にアップ 

石川県産業展示館）に参加  

グランプリにて技能賞受賞（岸野） 

全国老人福祉施設協議会が次期介護報酬改定の要望をするための

協力 

フォーラム打合せ会 

 
の里山文化展 ２０１８（旧輪島市立三井中学校

回社会福祉施設利用者余技展覧会（石川県社会福祉会館

施設協議会長賞受賞 

推進会議(能登北部保健福祉センター主催)に柿木歯科衛生士派遣

n オータムの開催（輪島市三井町にて） 

さんによる地物食品販売 

  島雄大、雪月花歌劇団 雪組 

行うことを想定したプログラムづくり 

 
労働保険料算定基礎調査（穴水労働基準監督署、石川労働局、会計検査院

デイサービスセンター浴室改修工事 

 

輪島市介護予防・日常生活支援総合事

居宅介護支援事務所）を追加 

輪島市） 

ふげしデイサービ スセン

輪島市文化会館大ホールに

をするための基礎調査（タイムス

旧輪島市立三井中学校にて）に入居者・利用

石川県社会福祉会館）にて石川県老人福祉

柿木歯科衛生士派遣 

会計検査院） 
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～２０１
社会福祉法が社会福祉法人に対して

①経営組織のガバナンスの強化

②事業運営の透明性の向上 

③財務規律の強化  

④地域における公益的な取り組

輪島市福祉会が取り組むべき課題
□法人理念の明確化 

□人材採用と人材確保、期待する

□働きやすく・働きがいを感じられる

□福祉機器の活用、ロボットや

２０１９年度活動計画 
尊 厳 

①サテライト型ユニット型特養

②福祉避難所としての役割、

③特別養護老人ホーム、短期入所

共 生 
①他法人との協働により福祉

 地域の困りごとに気づき、

②「しせつの窓口」による相談事業

と知ってほしい)の継続 
③地域の方とまちづくりの検討

向上（在宅） 
①利用者の口腔ケアや栄養状態

防止(予防と参加) 
②在宅で最期まで生活できるよう

③効率的かつ効果的なサービスの

向上（施設） 
①栄養管理、水分ケア、口腔

を受けられるよう施設などの

②医療連携を図りながら、日常的

③常に自己点検を行い、差別

人 材 
①キャリアパスの共有化 
②ハローワーク、法人 HP、

の確立を図る、中核的人材

③介護や子育て支援 
年次有給休暇の取得促進、

土づくり 
④福祉機器の導入・活用 

介護ロボットの導入検討 
 

■問い合わせ先は 

 

〒929-2378 石川県輪島市三井町小泉上野

電話 (0768)26
メール atenoki@skyblue.ocn.ne.jp
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１９年度に向け
して求められているもの 

強化  

組みを実施する責務 

課題 

する職員像を明示し職員に浸透・共有を図る

じられる職場づくり 

ロボットやＩＣＴ化による業務の効率化に取り組み職員

型特養の検討(ユニット型の整備検討) 
、災害対応備品更新 

短期入所センターの設備更新 

福祉サービスの提供を検討 
、取組む姿勢 
相談事業(福祉施設、介護事業所、福祉の専門職

検討(地域の方が集える場所の提供、在宅サービス

栄養状態の改善、利用者の心身機能の維持・向上を

できるよう支援の取り組み(医療連携) 
なサービスの工夫(送迎、移動時間) 

口腔ケア、排せつケア、移動動作訓練により、自立

などの紹介や退所に向けての支援に取り組む 
日常的ケアの延長として看取りケアを実践する

差別の禁止、プライバシー保護、体罰等の禁止

、就職面接会等を通して募集、ワークライフバランスに

中核的人材の育成 

、腰痛予防対策、メンタルヘルス対策、ハラスメントを

 

輪島市三井町小泉上野 2 番地 特別養護老人ホームあての

(0768)26-1661 ファックス(0768)26-1751
atenoki@skyblue.ocn.ne.jp

けて～ 

る 

職員の負担軽減を図る 

専門職、医療の専門職をもっ

サービス事業所の再編検討) 

を図る、自立支援と重度化

自立を高め適切な生活支援

する 
禁止、人権尊重に取り組む 

ワークライフバランスに応じた勤務体系

ハラスメントを許さない職場風

 
 
 

ホームあての木園 
1751 

atenoki@skyblue.ocn.ne.jp 


