輪島市福祉会 たより 令和 2 年 1 月号
〒929-2378

石川県輪島市三井町小泉上野 2 番地

☎(0768)26-1661

特別養護老人ホーム,短期入所,デイサービス,訪問介護,居宅介

護支援,在宅介護支援,配食サービス,通所介護相当サービス,訪問介護相当サービス,通所型サービス C
〒928-0062

石川県輪島市堀町 9 字 25 番地

☎(0768)23-4165

認知症対応型通所介護,訪問入浴介護,居宅介護支援,在宅介護支援,通所型サービス A
しせつの窓口(輪島市宅田町),グリーンカフェ(認知症カフェ),健康づくり教室,懐かしの映画上映会,無料相談,認知症に関する相談

■令和元年最期の行事「もちつき大会」

令和元年を締めくくる最後の行事とし
てもちつき大会を行いました。
・12 月 26 日(木曜日)大食堂にて
つきあがったお餅を皆さんと一緒に
頂きました。
残念ながら、数名の方で餅が飲み込め
ない方や、病院に搬送される方もおり、
来年からは餅の替わりにおはぎを食べ
もらうこととしました。
おいしそうにお餅を食べる利用者の皆さん

■年末の行事
各団体の皆様より心温まるお見舞いやボランティア活動の受け入れを行いました。
皆様どうもありがとうございました。
■12 月 6 日(金曜日)
JA おおぞら女性組織協議会「愛の助け合い運動」の贈呈
■12 月 6 日(金曜日) 神棚お祓い 山崎宮司
■12 月 15 日(日曜日) 輪島聖書教会 荒川牧師他
クリスマスミニコンサート
■12 月 20 日(金曜日) あすなろ会 ボランティア
■12 月 24 日(火曜日) 門松の設置 岩下さん・水上さん
■12 月 25 日(水曜日) 歳末のお見舞い 石川県より
クリスマス＆忘年会
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■１０１施設４団体に助成

北國愛のほほえみ基金 活動支援に６９５万円

北國新聞より
社会福祉法人北國新聞厚生文化事業団は２０１９年度の「北國愛のほほえみ基金」助成事業で、助成金を贈呈
する石川県内１０１の民間社会福祉施設と４ボランティア団体を決めた。助成総額は６９５万円で、２５日に対象の施
設と団体に贈られる。
北國新聞厚生文化事業団は、１９９５（平成７）年に知事認可を受けて設立され、毎年、高齢者や児童、心身障害
者らのための民間社会福祉施設とボランティア団体への支援を続けている。施設や団体の活動内容、地域性など
を考慮して選考した。 ※特別養護老人ホームあての木園に 10 万円の寄付をいただきました。

■2019 年度の事業評価
理念

中間報告

2019 年度の活動計画

検証

❶検討はしていない
❷災害備品(非常用食料更
(ユニット型の整備検討)
新,ベッドソファー4 台導
②福祉避難所としての役割、災害対応備
入)
品更新
❸換気扇更新(新館～短期)
③特別養護老人ホーム、短期入所セン
ターの設備更新

❶継続検討
❷現実的な災害対策計画
の見直し
❸業務見直しにより食事
場所を 2 か所とするも食
堂が狭い,居室・食堂寛げる
生活空間の整備

❶実績なし
の提供を検討(地域の困りごとに気づ ❷しせつの窓口継続
❸杉平地区における在宅
き、取組む姿勢)
サービスステーション建
②「しせつの窓口」による相談事業(福祉 設計画の推進
施設、介護事業所、福祉の専門職、医療

❶法人間連携について必
要である
❷しせつの窓口５周年
❸杉平地区の土地の取得、
サービスステーション、地
域交流スペースの建設

①サテライト型ユニット型特養の検討

尊厳

①他法人との協働により福祉サービス

共生

課題

の専門職をもっと知ってほしい)の継続
③地域の方とまちづくりの検討(地域の
方が集える場所の提供、在宅サービス
事業所の再編検討)

❶（予防と参加）日常生活
利用者の心身機能の維持・向上を図る 支援総合事業、認知症カフ
ェに取り組んでいる
自立支援と重度化防止(予防と参加)
❷取組中
②在宅で最期まで生活できるよう支援 ❸取組中
の取り組み(医療連携)
①利用者の口腔ケアや栄養状態の改善

居
宅

❶通いの場の提供(認知症
カフェ,日常生活支援総合
事業),「住民主体の集い」の
場に対する支援

③効率的かつ効果的なサービスの工夫
(送迎、移動時間)

❶対処に向けた支援の実
つケア、移動動作訓練により、自立を高 績あり
❷看取りケアの実践
め適切な生活支援を受けられるよう施
❸委員会活動を通して不
設などの紹介や退所に向けての支援に 適切なケアの浸透を図る
取り組む
①栄養管理、水分ケア、口腔ケア、排せ

向
上

施
設

②医療連携を図りながら、日常的ケアの
延長として看取りケアを実践する
③常に自己点検を行い、差別の禁止、
プライバシー保護、体罰等の禁止、人
権尊重に取り組む
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❶継続して実施
❷継続して実施
❸利用者満足度を定期的
に把握・評価する仕組み
(利用者との定期的な懇
談、アンケート調査の実施
等)
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理念

2019 年度の活動計画

検証

❶魅力ある福祉職場認定
②ハローワーク、法人 HP、就職面接会 に取り組む
❷合同就職面接会に参加,
等を通して募集
魅力ある福祉職場認定に
ワークライフバランスに応じた勤務体 取り組む
❸魅力ある福祉職場認定
系の確立を図る
に取り組む
中核的人材の育成
❹ＩＣＴ・ⅠoＴ研修会に
③介護や子育て支援
参加
年次有給休暇の取得促進
①キャリアパスの共有化

向
上

人
材

課題

❶職員の目標管理の仕組
みの構築(自己目標の設定,
個人面談の機会等)
❷元気高齢者の活用
❸介護や子育て支援、腰痛
予防対策の継続
❹夜勤業務・記録入力の効
率化

腰痛予防対策
メンタルヘルス対策
ハラスメントを許さない職場風土づく
り
④福祉機器の導入・活用
介護ロボットの導入検討

■令和 2 年度にむけての課題
■ 毎年の自己点検や今回の第三者評価で洗い出した課題等を文書化し、職員参画の下で改善策を検討す
る取り組み
■ 職員倫理規程に法人が期待する職員像を明示しているが、目標管理の仕組みは未整備となっている。今
後、人材育成に繋がるよう、目標管理の仕組みの構築（自己目標の設定、個人面談の機会、達成度の評価
等）
■ 利用者満足度を定期的に把握・評価する仕組み（利用者との定期的な懇談・アンケート調査の実施等）を
整え、改善活動に繋げる取り組み
■ 今後の利用者ニーズに応えられるよう、より効果的に機能訓練に取り組める体制づくり（設備面、リハビリ
専門職の配置等）

■施設利用にあたり保証人の確保が難しい方の対応について
「施設利用にあたり保証人の確保が難しい方」向けに作成しました。支援を分担することで本人契約のみで施設利用
ができるように考えた書類です。利用者様がある程度判断能力を有している場合を想定しておりますので、判断能力が
不十分になった場合は成年後見制度を活用してください。
支援をする方
支援内容
やっていただくこと
の署名
・利用者様に代わり、利用者様の
財産から施設利用料を払っていた
氏名
だきます。
・保証人ではないため、支払いに関
利用料の支払いに関 関係・続柄
する連帯責任を負うことはありませ
１
すること
ん。
連絡先
・本人の財産では支払いが困難な
場合は施設や事業所にご相談くだ
さい。
氏名
・施設利用中に必要な物品の準備
利用中の身の回りの
２
や購入の支援を行っていただきま
援助
関係・続柄
す。
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施設や社会資源で支援できること

・現金支払いや口座振替など支払方
法の変更に関しては施設や事業所
にご相談ください。
・日常生活自立支援事業や成年後見
制度を活用することもできます。

・有料ではありますが、洗濯や衣類
預かりサービスを利用できる場合
があります。
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・施設入所になる場合は、自宅の
連絡先

氏名

３

医療機関への受診
や緊急時の対応

関係・続柄
連絡先

・施設にご相談ください。

電気やガスなどを停止するなどの
必要な手続をお願いいたします。

・医療機関への受診が必要となっ
た場合には付き添いをしていただ
きます。
・受診の結果によっては入院の手
続きが必要になる場合があります。

・緊急時は施設や事業所で病院まで
搬送を行いますが、病院側へ情報提
供をおこないます。そのあとの手続
きや病院への引き継ぎをお願いし
ます。
・医療行為の決定権は本人のみが有
しています。
・本人の意思確認がとれない場合は
本人にとって最適な治療方針を搬
送先の医療チームを考えてもらい
ましょう。

・施設や事業所のサービスに関す
氏名

４

サービスの方針や退
所に向けた相談

関係・続柄
連絡先

る相談や退所支援に関する事を利
用者様・施設や事業所と一緒に考
えていただきます。
・ケアプランなど支援方法を記載し
た書類に署名をいただくことがあり
ます。
・サービス内容に関する検討は終

・施設ではケアマネージャーなどの
専門家が、ご本人と相談しながらよ
り良い支援方法を考えていきます。
・終末期の治療方針や介護方法など
については、ご本人がお元気なうち
に話し合いをすることが大切と考
えています。

末期の治療方針も含まれます。
氏名

５

施設で亡くなりにな
られた場合の遺体
や遺品の引き取り

・ご利用中に施設でお亡くなりにな
関係・続柄

られた場合のご遺体や遺品のお引
き取りやご葬儀の手配をお願いし

連絡先

ます。

・親類の所在が不明な場合は、輪島
市健康推進課と相談の上、対応を検
討します。
・生活保護を受給されている方につ
いては、輪島市福祉課に連絡をして
ください。

■行政及び関係機関の対応
12 月 04 日 全国健康保険協会乾燥健康保険及び厚生年金被保険者の資格及び報酬等の調査 受審
12 月 05 日 浄化槽法定点検・消防設備点検
12 月 10 日 中重度者ケア体制加算申請(通所介護)
地域ケア会議 （輪島市地域包括支援センター、介護保険施設、市立輪島病院関係者等）
虐待事例、透析を必要とする方の介護サービスの提供について
12 月 16 日 市立輪島中学校より職業人講話講師の派遣依頼 介護福祉士派遣予定
12 月 24 日 養護老人ホーム入所判定委員会
12 月 27 日 介護保険サービス事業者の指定更新手続提出〆切
（介護老人福祉施設、訪問入浴介護、通所介護、短期入所生活介護、訪問介護）

■随時職員募集しております
連絡先

0768-26-1661 採用担当者まで

社会福祉法人輪島市福祉会
メール

atenoki@skyblue.ocn.ne.jp

〒９２９－２３７８ 石川県輪島市三井町小泉上野 2 番地

HP http://www.amusewajima.gr.jp/atenokien/
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