
輪島市福祉会 たより 令和２年３月 

〒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  

〒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２年度 事業計画・予算をご案内いたします 
テーマ：介護予防・健康づくりの推進 

  ●集いの場の 参加促進 ●総合事業の対象者の弾力化などによる効果的な促進 

  ●質の高いケアマネジメントを実現する環境整備 

テーマ：認知症施策の総合的な推進、認知症の発症を遅らせる  

テーマ：介護業務の仕分け、ＩＣＴ活用などによる改善 

理念 令和２年(2020)度の事業目標 

尊厳 

①サテライト型ユニット型特養の検討(ユニット型の整備検討) 

②災害に対応できる計画の見直し・仕組みづくり 

③食堂、機能回復訓練室、やすらげる共同スペース設置 

(特別養護老人ホーム食堂増築、機能回復訓練室兼談話コーナー) 

共生 

①「しせつの窓口」による総合相談事業の継続 

②在宅サービスステーション河原田(仮称)、集いの場所「クール長山」(仮称)の開設 

③地域の方が集える場所の提供(認知症カフェなど住民主体の集いの場の支援) 

向上 

①日常生活支援総合事業の取組 

②個別機能訓練、在宅でのＩＡＤＬ活動の支援 

③業務の見直し、ＩＣＴ・ＩＯＴの活用、効率的かつ効果的なサービスの工夫(送迎、移動時間) 

①個別自律支援の取組 

②日常的ケアの延長として充実した看取りケアを実践する 

③人権尊重に取り組む、利用者の満足度調査の実施 

①キャリアパス・人材育成の共有化 

②ハローワーク、法人 HP、就職面接会等を通して募集 

③ワークライフバランスに応じた勤務の対応(介護や子育て支援) 

④腰痛予防対策、メンタルヘルス対策 

⑤福祉機器、ICT,IOTの導入・活用、業務の見直し・効率化、記録の効率化 

⑥機能訓練指導員の採用と配置 

⑦防犯体制の整備（不審者対応等） 

■施設サービスの事業目標 

①個別の自律支援の取組 

②日常的ケアの延長として充実した看取りケアを実践する 

③人権尊重に取り組む、利用者の満足度調査の実施 

■在宅サービスの事業目標 

①日常生活支援総合事業の取組 

②個別機能訓練、在宅でのＩＡＤＬ活動の支援 

③業務の見直し、ＩＣＴ・ＩＯＴの活用、効率的かつ効果的なサービスの工夫(送迎、移動時間) 

■地域支援の事業目標 

・通いの場の参加促進 

・各関係機関と連携を図りサービスの質の向上を図ります 

・包括支援センターや民生委員との連携を図り支援していきます 



■令和２年～令和３年度 事業展開計画 

区分 
三井町 通称：あての木園 

営業：毎日 

堀町 通称：ふげし 

営業：月～金曜日 

杉平町（案）在宅サービス

ステーション河原田（仮

称）、集いの場所 クール長

山 

営業：毎日 

介護

保険 

介護保険 

特別養護老人ホーム、短期

入所、通所介護、※訪問介

護（三井町サテライト）※

居宅介護支援（三井町サ

テライト） 

訪問入浴介護 

居宅介護支援（拠点）あて

の木園居宅介護支援事務

所＋あての木園ふげし居宅

支援事務所 

訪問介護（拠点）あての木

園訪問介護センター 

介護予防 

短期入所 

居宅介護支援（サテライ

ト）輪島市委託 

訪問入浴介護 

居宅介護支援（拠点）輪島

市委託 

地域

密着

型 

介護保険  認知症対応型通所介護  

介護予防  認知症対応型通所介護  

総合支援 

通所相当サービス、通所型

サービスＣ 

訪問介護相当サービス（サ

テライト、三井町、穴水町） 

通所型サービスＡ 

訪問介護相当サービス（拠

点） 

住民主体による通所型サ

ービスＡ 

配食サービス(三井町、一

部門前町) 
 

 

地域貢献 認知症カフェ、１００歳体操 
地域交流センター、交流図

書室、認知症カフェ、 

交流センター「クール長

山」、認知症カフェ、集いの

場、１００歳体操 

老人福祉 在宅介護支援センター 在宅介護支援センター 在宅介護支援センター 

管理者 施設長 センター長 所長 

職員規模 ８０～９０名 

介護職員、生活相談員、看

護職員、機能訓練指導員 

１１名～１６名 

介護支援専門員、訪問介

護 

１２～２０名 

その他 輪島市福祉会法人本部   

■職員研修の方針 
①自立支援・重度化防止のため、医療と介護の連携を図りサービスの質を高める 

②職員の育成(育成面談、自己評価、人材育成に関する取組) 

①自立支援・重度化防止のため、医療と介護の連携を図りサービスの質を高める 

□医療ニーズ、リハビリテーション、栄養改善への対応 

□多職種協働 

□認知症対策強化 

□カンファレンスの充実 

②職員の育成 

□階層別研修、キャリアパス支援研修、医療的ケア研修への参加 

□職員同士の挨拶・声かけ、励まし・認め合い 



□資格取得助成制度の活用、他施設との合同研修会に参加 

□地域行事への参加支援 

□育成面談、自己評価の実施 

■職員採用計画 
●令和 2年度(令和３年４月１日採用含む) 大学等卒業予定者 □採用試験 面接・作文 

職種 人数 資格等の要件 中退者の応募 

介護職員 ５ 
介護福祉士,介護福祉士受験資格,介護職員初任者研

修課程修了,無資格者 
〇 

生活相談員 1 社会福祉主事・社会福祉士のいずれか × 

機能訓練指導員 2 理学療法士・作業療法士のいずれか × 

看護師及び准看

護師 
2 

看護師・准看護師のいずれか 
× 

●令和 2年度(令和 3年 4月 1日採用含む) 社会人 □随時募集 □随時採用 

職種 人数 事業所 資格等の要件 

介護職員 3 特別養護老人ホーム 
年齢：～60 歳未満、学歴：不問、普通自動車

免許(必須) 

作業職員 
若干

名 
特別養護老人ホーム 

介護福祉士(望む),介護福祉士受験資格(望

む),介護職員初任者研修課程修了(望む) 

機能訓練指導員 2 
特別養護老人ホーム,デ

イサービスセンター 

年齢：～60 歳未満、学歴：不問、普通自動車

免許(必須) 

看護師及び准看

護師 
2 

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 

介護福祉士(望む),介護福祉士受験資格(望

む),介護職員初任者研修課程修了(望む) 

●令和３年４月１日採用 高校新卒者 採用試験日(予定)  令和２年 9月１８日(金曜日)  

■試験の内容 作文・面接 

職種 人数 事業所 資格等の要件 

介護職員 3 特別養護老人ホーム 学校推薦(要) 

●臨時職員 □随時募集 □随時採用 

職種 人数 事業所 資格等の要件 

介護職員 2 特別養護老人ホーム 
年齢：不問、学歴：不問、普通自動車免

許 

登録ヘルパー 2 訪問介護センター 

年齢：不問、学歴：不問、普通自動車免

許、介護職員初任者研修課程修了(必

須) 

機能訓練指導

員 
3 

特別養護老人ホーム,デイサービ

スセンター,認知症対応型デイサ

ービス 

年齢：不問、学歴：不問、普通自動車免

許、理学療法士・作業療法士(いずれか

必須) 

看護師及び准

看護師 
2 

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

問入浴介護センター 

年齢：不問、学歴：不問、普通自動車免

許、看護師(必須)、准看護師(必須) 

作業職員 ２ 

特別養護老人ホーム,デイサービ

スセンター,認知症対応型デイサ

ービス 

年齢：不問、学歴：不問 

 



■防災訓練年間計画 
月 項目 訓練内容等 

4 連絡体制の確認 
・新年度にあたり、火災通報専用電話機を使用し、新規採用職員を含めた職

員非常連絡体制の確認 

5 
日中総合防火訓

練 

・日中の火災を想定した総合防災訓練(通報、初期消火、避難誘導、非常用物

品搬出) 

6 
停電対応訓練 

初期消火訓練 

・停電による火災機器及び機器類の対応、停電復旧後の機器確認の訓練 

7 地震対応訓練 ・消火器、屋内消火栓の使用方法の確認、放水を含めた初期消火訓練 

8 台風対応訓練 ・安全行動訓練/停電・断水・ガス使用不可でも対応できるサービスの検討 

9 

夜間想定総合防

火訓練 

・台風被害を想定した机上訓練(大雨・津波) ・台風被害を想定した机上訓練

(暴風) 

総合防火訓練 ・夜間の火災を想定した総合防災訓練(通報、避難誘導) 

地域防災訓練 
・日中の火災を想定した総合防災訓練(通報、初期消火、避難誘導、非常用物

品搬出) 

10 初期消火訓練 ・あての木園防災協力隊を対象とした避難誘導の方法を指導、施設内見学 

11 通報訓練 ・消火器、屋内消火栓の使用方法の確認、放水を含めた初期消火訓練 

12 津波対応訓練 
・消防署への通報訓練・火災通報専用電話機を使用し、職員非常連絡体制の

確認 

1 雪害対応訓練 ・地震発生後津波が発生した場合を想定した机上訓練 

2 
地域防災訓練 ・大雪のため停電になった場合を想定した机上訓練(停電時・断水の対応) 

通報訓練 ・あての木園防災協力隊を対象とした避難誘導の方法を指導、施設内見学 

3 地震対応訓練 
・消防署への通報訓練・火災通報専用電話機を使用し、職員非常連絡体制の

確認 

※災害対策計画の随時見直し（大規模災害を想定とした対応計画と事業継続計画） 

※３日間の断水・停電に対応できる施設サービスの提供に取り組む 

■令和２年度 予算 
事業活動収入計（１） 680,924,000円 

事業活動支出計（２） 642,638,000円 

事業活動資金収支差額（１）－（2）＝（３） 38,304,000円 

施設整備等収入計（４） 0円 

施設設備等支出計（５） 97,890,000円 

施設整備等資金収支差額（４）－（５）＝（６） -97,890,000円 

その他の活動による収入計（７） 93,700,000円 

その他の活動による支出計（８） 32,500,000円 

その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－(８) 61,200,000円 
  

予備費支出（１０） 1,614,000円 
  

当期資金収支差額合計（１１）=(３)+(６)＋（９）-(１０) 0円 
 

社会福祉法人輪島市福祉会 
〒９２９－２３７８ 石川県輪島市三井町小泉上野２番地 

メール atenoki@skyblue.ocn.ne.jp  HP http://www.amusewajima.gr.jp/atenokien/ 

mailto:atenoki@skyblue.ocn.ne.jp

