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〒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 

■本年もよろしくお願いいたします 
 令和４年になりました。昨年と同様本年もよろしくお願いいたします。役職員一同 

 

１月４日「ホテルこうしゅうえん」にて新年祝賀名刺交換

会(輪島市内の官公庁や経済団体、事業者らの互礼会)が２

年ぶりに行われ、当法人より業務執行理事が参加しまし

た。コロナ禍の中、人との交流が難しい状況ですが、「輪

島市福祉会」は「人と人のふれあい」、「居場所づくり」に

今後も取り組んでまいりたいと思います。どうぞよろし

くお願いいたします。 

■降雪に注意してください 

寒気が流れてきています。「あての

木園」のある地域は降雪量の多い地

域です。毎年、「屋根雪注意」の看板

をしておりますが、施設内に入られ

るときには軒下を通らないようにお

願いします。屋根雪が落ちてくる可

能性がありますので、十分注意の程

よろしくお願いいたします。 

 

■福祉のお仕事グッドマッチング面談会 

１月１４日に第１２回「福祉のお仕事グッ

ドマッチング面談会」が金沢市の本多の森庁

舎の第 1 会議室に行われました。 

 当日は雪のため参加者が少ない状況でした

が、出展された法人や企業に求人の状況や働

き方など熱心に確認する求職者がいました。 

 

 当法人でも随時「職員募集」をしております 

 ので気軽にご連絡ください 
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■中期計画・３ヶ年計画 自己評価 
令和 3 年度が中期計画・３ヶ年計画の最終年度となるため、次期計画策定のため自己評価を行いました

ので報告します。 

中期計画(2017～2021) 中期計画の自己評価 

①プライバシーが守れる環境整備に取り組み

ます 

②感染症対策や災害に強い施設を目指します 

③生活に潤いある環境整備を図ります 

①トイレ及び浴室についてはプライバシーに配慮さ

れている。居室については現状維持 

②感染症対策備品の準備 

③廊下の床・壁の改修工事 

①様々な関係機関との連携を図りながら、地域

の実情にあった福祉サービスを提供します 

②輪島市内の社会福祉法人等との連携を図り

ながら、安心して住み続けられるような地域社

会となるように協働して総合相談事業の継続

をします 

③地域密着型サービスや住まいの提供など検

討します 

①輪島市よりあい構想のモデル事業として取り組ん

でいる「鵠巣地区」「三井地区」 

②しせつの窓口 6 周年を迎える 

③住まいの提供はできなかった 

【居宅】 

①利用者の自立支援、尊厳保持、生活の質向上 

②最期まで在宅生活が継続できるように他の

関係機関と連携しながら支援します 

③サービスの質の向上を図ります 

④効率的かつ効果的なサービスの提供に取り

組みます 

【居宅】 

①各事業所で取組むことができた。コロナ禍で地域

の方との交流が出来なくなった 

②医療機関と連携しながら在宅での看取りに取り組

んできた 

③継続的に質の向上に努めた 

④人材不足やサービス提供地域の拡大のためサービ

ス提供が難しいことあった 

【施設】 

①自立支援介護を継続して取り組み、在宅復帰

ができるよう支援します 

②安らかで不安のない看取りケアに取り組み

ます 

③他職種協働・情報共有・職種間連携・法令順

守 

【施設】 

①在宅復帰はできなかったが本人に合った適切なサ

ービス利用を勧めた 

②看取りケアに取り組めた 

③第三者評価の受審をした。面会制限など家族との

連携が難しくなっている 

【人材】 

①法人理念の実現に向けた業務・研修・組織の

見直しを行います 

②適切な人材配置、人材育成に取り組みます 

③働きやすい労働環境に取り組みます 

④福祉機器や ICT・IOTを積極的に導入・活用を

図り、利用者とのコミュニケーション 

【人材】 

①オンライン研修に取り組んだ 

②安全管理体制部門、防犯研修に取り組んだ 

③いしかわ魅力ある福祉職場認定、健康経営優良法

人、いしかわ婚活応援企業認定、職務専念の義務免除

の取り組み 

④タブレット端末の導入(訪問介護 10 台、特養 20 台、

短期 3 台、デイ 2 台)、見守り機器の導入(30 台)、ほ

のぼの TALK＋＋の導入(２０台)、インターネットの

セキュリティ強化 
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3 ヶ年計画目標 

(2019～2021) 
3 ヶ年計画の自己評価 

①感染予防対策、災害対策を

図ります 

■施設内 Wi-Fi 環境整備、タブレット端末・見守り機器・インカムの情報

通信機器の導入、電気式乾燥機の導入２台(ガス乾燥機を廃止/ガスボンベ

保管庫１ヶ所廃止/ガス遮断弁廃止)（4 月） ■防犯カメラの設置、非常口

の解錠方法の表示、外線電話をスマートフォンに切替・無停電装置更新 

■感染症対策・災害備品の準備 ■入居者及び職員のコロナワクチン接種

(5 月～6 月) ■インフルエンザ予防接種の実施 ■石川県介護施設 ICT・

IOT 導入促進事業、輪島市新型コロナウイルス感染症対策支援事業、「新型

コロナウイルス感染症流行下における介護サービス事業所等のサービス提

供体制確保事業実施要綱」に基づく「感染防止対策支援事業」の活用 

②社会的交流や生活に潤いの

ある環境づくり 
■廊下の床・壁の改修工事（7 月） 

①介護サービスは生活に必要

不可欠なため、関係機関と連

携を図りながら事業継続に取

組む 

■感染予防を図りながら事業の継続を実施 ■コロナワクチン接種(第 1回

/第 2 回) ■ワクチン接種(第３回目)に向けて取り組む 

②総合相談窓口の継続 

■しせつの窓口 6 周年(８月) ■生活支援体制整備事業「輪島市よりあい

構想」地域支援コーディネーターとして取り組む（三井町、鵠巣地区）、三

井地区民生委員・鵠巣地区民生委員との情報共有 

③在宅サービスステーション

の開設に取組む 
■まちづくり協議会との協議（５月） 

①感染予防を図りながら社会

的交流ができる 
■特養における面会の継続 

②介護と医療の連携 
■機能訓練指導員を通所介護に配置(令和３年３月～) ■看護体制(１)、看

護体制(Ⅱ) 短期入所に算定(令和３年７月～) 

③効率的かつ効果的なサービ

ス提供 

■タブレット端末の導入(短期、通所、訪問介護) ■インカムの導入(短期) 

見守り機器などを安全かつ有効に活用するための委員会設立（4 月～） 

①多職種協働で生活者の視点

に立ち自律支援を図る 

■対面での面会の実施(「高齢者施設等における面会に係る事例集及び留意

事項等の再周知について」参照にして実施) ■面会の実施にあたり検討 

■機能訓練指導員 1 名採用 ■栄養部門に管理栄養士２名、栄養士１名配

置し特養に栄養マネジメント強化加算算定 

②本人や家族の意向を反映し

随時見直しが行われる 

■感染拡大に伴う入院患者増加に対応するための医療機関からの退院患者

の受け入れ 

③法令順守 

■新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴う入院患者増加に対応するた

め、医療機関からの退院患者の受け入れ ■虐待等での特例入居の対応を

行う ■安全対策体制の算定届 

①新しい生活様式に合わせた

業務・研修・組織の見直し 

■オンライン研修の実施 ■安全管理部門、営繕・管理部門の設立（９月） 

■事業継続計画の策定(３年間の経過措置～令和５年度末まで) ■認知症

介護基礎研修の受講(令和３年４月から経過措置～令和５年度末まで) ■

科学的介護情報システムに取り組む 

②人材確保の継続 育成面談

の工夫 

■福祉介護の就職フェア・合同就職面接会、福祉のお仕事グッドマッチング

面談会、介護就職面接会に参加、いしかわ魅力ある福祉職場認定 ■新聞折

り込み広告・広報あての木園・たよりに求人募集の案内 ■高校への求人票
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「輪島市福祉会たより」のお問い合わせ先は 

社会福祉法人輪島市福祉会まで 

電話 0768-26-1661 FAX 0768-26-1751 E メール atenoki@skyblue.ocn.ne.jp 

提出 ■ハローワークへの求人 ■就職希望者に対して施設見学・職場体

験の提供 ■学生アルバイト募集(航空学園大学校、石川職業能力開発短期

大学校) ■看護師１名採用 短期入所看護体制加算（１）（Ⅱ）算定(7 月

～) ■管理栄養士１名採用 特養栄養マネジメント強化加算(１１月～) 

③ワークライフバランス 

■社会保険労務士への相談体制整備 ■育児休暇取得、育児短時間勤務の

実施 ■男性の育児休業取得 ■配偶者出産休暇(特別休暇)の取得 

■いしかわ婚活応援企業の登録(9 月)  

④腰痛予防、メンタルヘルス 

■健康経営優良法人認定（中小規模法人）2021（4 月） ■天井走行式リフ

ターの活用方法について検討（8 月～） ■職員の健康管理のための職員配

置（９月） 

⑤福祉機器の活用 

■見守り機器などを安全かつ有効に活用するための委員会の月 1 回の開催

（4 月～） ■見守り機器の導入、情報通信機器の導入と定期的な点検、使

用状況の評価 ■ほのぼの TALK＋＋20 台、見守り機器の追加導入 20 台

（短期専用） ■天井走行式リフターの導入に向けて勉強会開催 ■介護

用ベッド 17 台導入（7 月）※介護者がベッド操作を行うためのスイッチ仕

様 ■電動リフト付き福祉車両 1 台更新（10 月） 

⑥防犯体制の整備 

■情報セキュリティ対策 ウイルス侵入ブロックの設置(8 月) ■通信機

器の 24 時間故障監視装置設置(8 月) ■インターネット回線を光回線に切

り替え(10 月) ■防犯カメラ 16 台の設置工事(１月～３月) ■安全管理

体制の整備(不審者等の対応)、マニュアルの作成 ■安全管理担当者の配

置(10 月～) ■全公用車にドライブレコーダーの設置(前後にカメラ各１

台、駐車監視機能付き)(11 月) 

④腰痛予防、メンタルヘルス 

■健康経営優良法人認定（中小規模法人）2021（4 月）■天井走行式リフタ

ーの活用方法について検討（8 月～）■職員の健康管理のための職員配置

（９月） 

■防犯・不審者対応 訓練 

１月１７日 中瀬三井駐在主任を招へ

いし「防災対応」の講義を受けました。不

審者への対応や警察への通報などについ

て指導を受けました。 

 その後施設内を巡視し、防犯上問題とな

る箇所はないか確認してもらいました。大

変お忙しい中、ご指導いただきありがとう

ございました。 

令和４年度には「不審者への対応」「警察への通報」を組み合わせた訓練を輪島警察署の協力

のもと行う予定です。 

 


