輪島市福祉会 たより 令和２年１１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 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

■新しいサービスの提供の模索
夜間想定避難誘導訓練の実施
～あての木園防災協力隊と合同で避難誘導訓練の
実施～
９月１１日(金曜日)１８:１０から特別養護老人ホ
ーム厨房から出火したと想定し,入居者及び短期入所
利用者の避難誘導訓練を実施しました。夜間帯の職員
数は夜勤者５名と宿直員１名の６名、あての木園周辺
にお住いの防災協力隊(２６名)と合同で避難誘導を
行いました。避難誘導の方法は居室から直接テラスへ
誘導しました。避難誘導時間は約１３分で無事訓練は
終了しました。

敬老会に参加され

居室窓から避難誘導を
している様子

テラスから避難誘導の
待機をしている防災協
力隊

第３５回 あての木園敬老会
～コロナ禍での実施～
９月１７日(木曜日)１０:３０から特別養護老
人ホーム大食堂において,敬老会が開催されまし
た。例年家族の皆さんや来賓の皆さんに参加して
いただいておりましたが,感染予防の観点から外
部の方を招かずに実施しました。
入居者表彰者の方２名が理事長より表彰されま
した。１００歳を迎えられた方１名,８８歳を迎え
られた方８名は輪島市からの記念品を施設長が渡
されました。最後に８８歳の代表者がお礼の言葉
を言われました。これからもお元気にお過ごしい
ただきたいと思います。

た入居者の皆さん

理事長より入居者
表彰を受ける入居
者

感染予防に配慮した「クラブ活動」の実施
～楽しみや気分転換,趣味活動の実施～
９月より,入居者の皆さんの楽しみや気分転換,
趣味活動の一環として「クラブ活動」を再開いた
しました。感染予防を図りながら潤いのある生活
が送れるように支援してきたいと思っています。
再開したのは以下のクラブ活動です。
■懐メロクラブ
■生け花クラブ
■書道クラブ
■買物クラブ

飛沫感染を防ぐた
めの特性アクリル
板の設置をしなが
らの懐メロクラブ

特注アクリル板は移動可能となっておりますので、ボラ
ンティアの受け入れ、行事等に活用できるのではと期待
しております。
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調理室が使用できない場合の非常食提供訓練
～もし調理室が使用できない場合,食事の提供が可能
なのか？調理室内エアコン更新により調理室が使用で
きない～
９月２４日(木曜日)午前９時から調理室が使用でき
ない場合,どのような方法で食事が提供できるかを体験
する訓練を実施しました。電気,ガスは使用できるが調
理室が使用できない場合どのような場所でどのような
食事が提供できるかを事前に検討しながら実施しまし
た。(当日は調理室のエアコンの更新のため午前９時か
ら午後５時まで使用できないため,同日に訓練を行うこ
ととしました)
調理については,衛生管理に気を付けながら特養のミ
ニキッチンを使用しながら非常食品の提供,使い捨て食
器使用の上,刻み食,ソフト食等の入居者の状況に合わ
せた昼食と夕食の提供を行いました。
訓練実施でき,エアコン改修工事も完成しました。

ミニキッチンを使用して調理をしている日清医療食品株
式会社の職員の皆さん

提供された昼食(食器は使い捨て用)

ベッドの使用状況

ベッドの調査実施
～定期的なベッドの調査により福祉機器の異常発見を
～
９月３日午前９時から特別養護老人ホーム,短期入所
で使用しているベッドの調査を受けました。調査を受け
たベッド台数は１２５台、サイドレール(ベッド柵)は３
１６本,介助バー(立ち上がり支援用)は２７本,マット
レスは１４２枚でした。
調査結果により思った以上にベッド・サイドレール・
マットレスの傷み具合が酷いということでした。
今後は定期的な調査をしてもらい,適切な備品の更新
をしていきます。

機械浴槽(臥床式入浴機器)更新
～臥床式浴槽の更新,入浴用ストレッチャー２台更新～
９月２９日に１５年以上使用してきた臥床式浴槽(寝
ながら入浴する浴槽)の更新と,入浴用ストレッチャー
の更新を行いました。今後は年１回の定期点検を受け
ながら今まで以上に安全な入浴に心がけます。

OG 技研カタログより
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職場見学・職場体験,採用に向けての取り組み
～人材確保のための取り組み・感染予防に配慮した
上での職場見学・職場体験の取り組み～
８月から９月にかけて,新聞折り込みの広告を通し
て求人募集を８回案内しました。当法人の職員採用は
随時採用ですが,コロナ禍の４月から７月の４ヶ月間
職場見学及び職場体験について一切行っておりませ
んでした。コロナ禍においても職員採用は職員のモチ
ベーションの維持に大切です。今後はコロナ感染の状
況をみながら適切に職場見学及び職場体験を通しな
がら採用に結び付けていきます。
【参考】職場見学・職場体験,採用のための取り組む状
況 ８月３日(１名)職場見学,８月２４日(１名)職場
見学,９月３日(１名)職場体験,９月６日福祉・介護の
就職フェア（地場産業振興センター）,９月８日(２名)職
場見学,９月１６日(１名)職場見学,９月２８日(２
名)職場見学,１０月４日福祉のお仕事グッドマッチ
ング面談会 (七尾サンライフプラザ), １０月６日(１名)
職場体験

公益社団法人 石川県看護協会より提出され
た資料の一部

感染症予防を図った上での「福祉のお仕事グ
ッドマッチング面談会」の様子（七尾サンラ
イフプラザ多目的ホールにて）

能登北部地域における看護職確保推進事業 第１回
ワーキンググループ会議
公益社団法人 石川県看護協会
～能登北部地域における看護職確保のための意見交
換会～
９月２３日に能登北部地域(珠洲市,能登町,穴水町,
輪島市)の看護職員を確保するために保健福祉センタ
ー,医師会,輪島公共職業安定所,能登町,輪島市,公立病
院,看護専門学校,社会福祉法人(当法人も参加)の皆さ
んで意見交換を行いました。
看護職の確保の課題は多岐にわたっており,中高生を
対象とした看護職への進学の勧め,新規学卒者を公立病
院において採用するシステム,キャリアを積んだ看護職
が福祉施設で活躍できるようなシステムなどの意見が
出ました。今後もこのような意見交換会を通しながら広
域で看護職確保の課題に取り組むこととなりました。

第３４回 輪島市介護保険運営委員会
～第７期介護保険事業計画の進捗状況,第８期介護保
険事業計画の基本指針について～
９月２８日に医療より４名,保健より３名,福祉より
５名,諸団体より２名,被保険者代表より４名が輪島市
介護保険運営委員会委員に選出された皆さんで第７期
介護保険事業計画(平成３０年～令和２年度)の進捗状
況の確認が行われました。要介護認定者数は増加してい
ますがサービス利用者数は横ばい状態で,介護給付費に
ついては増加しているとのことでした。
また,次期第８期介護保険事業計画(令和３年度～令
和５年度)について基本方針及び輪島市の人口推移の説
明を受けました。今後数回にわたり運営委員会が開催さ
れ,次期介護保険事業計画を策定することとなります。

第８期計画において記載を充実する事項(案)
■第８期の基本指針においては,介護保険部会の「介
護保険制度の見直しに関する意見」を踏まえて,以下
について記載を充実されてはどうか。
1.2025・2040 を見据えたサービス基盤,人的基盤の整
備
2.地域共生の実現
3.介護予防・健康づくり施策の充実・推進
4.有料老人ホームとサービス付き高齢者住宅に係る都
道府県・市町村間の情報連携の強化
5.認知症施策推進大綱を踏まえた認知症施策の推進
6.地域包括ケアシステムを支える介護人材確保及び業
務効率化の取組の強化
7.災害や感染症対策に係る体制整備
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地域における公益的な取組に係る取組事例提供 石川県社会福祉協議会へ
～輪島市内で事業を実施している法人と連携しながら無料相談コーナーを継続している事例を提供～
「しせつの窓口 Since 2015～ ～みんなで協力、身近な場所で無料相談の取り組み～
社会福祉法人輪島市社会福祉協議会、社会福祉法人寿福祉会、社会福祉法人門前町福祉会、社会福祉法人町野福祉会、
有限会社ＣＯＭ、社会福祉法人弘和会、公益社団法人石川県勤労者医療協会、社会福祉法人白字会、社会福祉法人健悠
福祉会、日本調剤株式会社、社会福祉法人輪島市福祉会

取組の概要
「しせつの窓口」は平成 27 年から、もっと住民の身近なところで児童福祉、
障害者(児)福祉、高齢者福祉、介護、医療の専門職が気軽に地域の皆さんの
相談に応えることができないかとの思いから取り組み始めました。
単独法人だけでなく、輪島市内に事業を転換している法人に協力を依頼し
たところ快く、引き受けてもらい専門職の派遣による無料相談が実現しまし
た。また、相談する場所も、市内のショッピングセンターで開催することで、
気軽に訪れることができるように配慮しております。相談に対応している専
門職は、保育士、相談支援専門員、介護支援専門員、介護福祉士、社会福祉
士、管理栄養士・栄養士、歯科衛生士、ソーシャルワーカー、薬剤師等です。
また、常時各法人が実施している事業のパンフレットを設置しており、自由
に持っていけるようにしております。
専門以外の相談については、事務局である輪島市福祉会が調整し専門職と
連携できるように配慮しております。
令和 2 年 10 月の相談スケジュール表

地域の皆さんに福祉の理解を・専門職と地域との繋がり

ショッピングセンター内にある相談コーナー
手作り感いっぱいです。

普段の生活では考えない福祉のことや、健康のことについて、少
しでも地域の方に理解をしてもらえるように取り組んでいます。
具体的な活動は、平成 27 年に 174 日稼働し 29 件の相談対応、平
成 28 年に 229 日稼働し 26 件の相談対応、平成 29 年に 235 日稼働し
39 件の相談対応、平成 30 年に 212 日稼働し 23 件の相談対応、令和
元年に 177 日稼働し、8 件の相談対応でした。
各法人の専門職が交代で相談する取り組みは、身近な所で相談対
応をしてもらえることが徐々に地域の方に理解されていると感じて
おります。
また、対応する専門職の皆さんも普段の業務とは異なり、地域の
皆さんとの交流で刺激を受けていると感じております。

今後の目標と課題について
身近な所での相談対応は今年で 5 年を迎えました。今後も、このような方法
で多法人と協力しながら、公益的な取組である相談事業が継続できればと思い
ます。
課題としては、対面式の相談について、感染症の観点から難しい状況となっ
ております。気軽に相談対応することができる状態ではなく、相談者及び相談
対応者の負担の少ない環境を整備していくことが課題となっています。
簡易的な飛沫防止対策の衝立の設置

■オーケストラ・アンサンブル金沢
令和 2 年 11 月 21 日（土曜日）午後 2:30～3:30 あての木園大食堂にて
～福祉施設等訪問コンサートが実現します～
高齢者福祉施設や病院等、さまざまな理由によりホールへ足を運ん
で演奏を聴くことが難しい方々のもとに室内楽編成で訪問し、クラ
シック音楽と豊かな時間を届けるための活動を行っています。

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
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atenoki@skyblue.ocn.ne.jp

