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様式第 2号

事業計画書

管理運営についての基本方針等1

(1)施設の管理運営についての基本方針を提示してください。

本会は、団体概要(様式第5与)でも迷
禁墓継曾と嵩浄世界墾繊農誓鍾ゑ二源蕊盤整です。事業運営にあたっては、地域の生活f

のサービスと本会の有する独自あサービスゃボランティアをはじめとする地域とのネットワークを活用することで、利用者はもとより、地域の人々が望む住み償れた家で安心・
安全に暮らすことができるように支援することを基本方針としてます。

介護が必要となっても住み慣れた地域で自分らしい暮らしを続けられる地域包括ケアシステムを構築するためには、介護や医療サービスと住民を主体とした福祉活動の連携充実が必要となります。

本会では、住民福祉活動の推進を大きな事業の柱としており、湖北福祉ステーション

澪と含蚕蒸煮まま宇!こ

地域福祉の容口
守

員を配置し、地域と介護の連携の拠点として活

特に本施設は、多機能室をはじめ地域開放のスペースが大きいといぅ特徴があり、このような施設特性を有効に活用し事業推進を図っていきます。

通所介護事業においては、湖北地域 (旧湖北町域 )、 また取 り巻く周辺地域は、
業所の参入が多い地域です。 しかし、特浴 (機械浴)設備等を有する重度介護 I

きる施設は限られています。
湖北福祉ステーションは特浴 (機械浴)設備を有する施設であり、重度要介護者の受

け入れに重点をおいて事業運営を行ないます。

また、介護者の負担軽減いわゅるレ不パイ ト機能の充実という地域あ声があります。
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サービスを実施していくことが本会の役割りであり、レスパィ ト機能のさらなる強化を
図つていきます。

さらに、介護保険制度の改正により要支援者への予防給付が介護朱険から外れる流れにあり、地域活力の中で介護予防の取り組みを広げてぃくことは重要です。
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ミ本会の大きな目的であり、また市ゐ施設を

任 される者の責務と考え、管理運営を行ないます。
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(2)指定管理者を希望する理由・ 目的を提示 してください。

地域福祉の推進は、地域のさまざまな生活課題に対し、各種制度や地域住民の取組み

の中で解決できる仕組みを構築 していくことです。特に社会情勢が目まぐるしく変化し

ていく中で、地域の生活課題をしつかり捉えることが重要 となります。

本会の地域福祉事業の展開は、地域 と寄 り添い活動を進めることが基本 となりますの

で、旧長浜市に位置する社会福祉センターと木之本福祉ステーションを南北の拠点とし、

旧町単位に地域窓口を設け事業展開を図つています。

また、地域の高齢化が進む本市において、介護事業の展開は、事業を通 じて地域の生

活課題を捉えるための、大きなツールの一つと位置づけています。このような役割から

介護サービス利用者への質の高いサービス提供のみでなく、市内の各地域で介護事業を

展開することで、地域とのつながりを強め、地域福祉推進の展開につなげていく必要が

あり(湖北福祉ステーションを重要な事業拠点と考えています。

さらに、本会は訪問介護事業、居宅介護支援事業を全市で展開しています。湖北地域

に関しては、高月福祉ステーションに事業所を置き、事業を実施 しているところです。

この事業展開に関して、来年 1月 1日 より特別養護老人ホーム伊香の里の移管を受ける

ことができ、事業所の再編を検討 しています。この再編案 として、湖北福祉ステーショ

ンを旧東浅井郡域の拠点として位置付けることを検討 しています。このような本会の今

後の事業推進上においても、本施設を重要な拠点としてとらえています。

欄が不足する場合は、同様の書式で別紙 (A4版)を作成してください。
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2 組織体制・職員配置等

(1)管理運営の組織体制を提秀してください。

管理体制については、湖北福祉ステーションの所管としてセンター長を配置し、事業・施
設の管理を行つています。また、センター長は主に現場での業務管理を行い、それぞれの事
業の運営方針や個別の事業における専門性を要する対応等の管理については、総務課、地域
福祉課、介護事業課においてグループ制を設け管理体制を構築しています。ア

また、管理運営にあたっては専門職の確保が重要です。しかしながら、人材確探に関して
は、ハローヮークゃ求人広告、ホ‐ムページ等の多様な媒体で広く募集を行い人材の確保に
警めていますが、特に看護師、分護支援専門員?確保は本会においても苦慮しているのが実
情です。′

介護事業の実施については、看護師等有資格者が確保できなぃと人員基準を満たせないと
ころであり、多くの事業所の課題となっています。ァ

在宅介護の介護事業所は規模が小さいため、一人の専門職の退職が、その事業所のサービ
スに大きく影響を与えかねない実情があります。 ′
本会イ車、市内でlo力所の通所介護事業所め他、訪問介護事業所、居宅介護事支援事業所等

多くの事業を展開しでいますので、有資格者の急な退職等の不測の事態についても、他の事
業所との調整により安定したサービス提供が可能です。 f

また、サービス向上あため、歯科衛生士、理学療法士等の専門職の確保も適宜進めていま
す。 1事業で 1名必要とまでならない職種などは、複数事業所を有することで常勤職員の採
用を可能とし、多様な専P弓職の確保を目指しサービス向上につなげていきたぃと考えていま
す。″

こうしたスケールメリットを生かした対応により、継続的に質の高い安定したサービス提
供を続けることを目指し体制整備を図ります。 ォ

●組織体制図

監事

事務局

(刊 名 )

副会長(2名 )

理事 (14名 )

(1名

理事 (18名 )

評議員 (37名 )
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総務課 総務グループ

地増福祉グループ

(9カ所 )ロ

事務局 地域福祉課 相馘支援グループ

ボランティアグループ

介離企画管理グループ

居宅介醸支援グループ (S力所 )

介護事業課 訪問介離・入浴グループ

通所介産グループ
(湖 t幅社ステーション他8カ 所)

介護予防グループ (2カ所)

地増センター (9カ所)

福祉ステーション(2カ所)

●湖北福祉ステーション f

ほ

地域窓口担当職員

センター長

所長 副所長 常勤職員 (6名 )

非常勤職員 (12名 )
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(2)管理運営に係る職員配置を提示 してください。

別紙 1 職員配置表のとおり

(a)人材育成の考え方や職員の研修計画等を提示 してください。

地域福祉事業、介護事業は、職員の質に大きく左右されますので、人材育成は本会の経営
において大きな柱と位置付けています。

平成 25年度より人事制度の改定を行い、評価制度の導入や等級制度の再構築をいたしま
した。人事制度の整備の中で、適材適所の人事配置、職員の育成指導に力を入れています。
その他、昇格要件に社会福祉士、介護福祉士等の資格要件を設けるなど、職員の有資格化に
も取 り組んでいます。

また、本会は多くの事業所を展開していますので、人事異動等を通じ、職員の視野を広げ
るなど、職員のレベルアップを図り、より質の高いサービス提供を目指しています。

さらに、本会は正規職員に対し、嘱託職員 (一年単位の契約職員)の比率が高いという課
題がありました。そのため平成 24年度より、事業所所長、副所長といった主要なポス トの
正規化、また、次の世代を担 う職員育成の観点から、正規職員への登用制度を設けるなど体
制整備を図っています。

職員研修にも力を入れ、個別の研修目標・研修計画、採用時研修プログラムを定め、職員
育成に努めています。また、以前は、専門職種の研修等は、外部研修への参加が中心で多く
の職員の参力日が難しい面がありましたが、合併により組織規模が拡大したことで、独自に講
師を招き、課題に応じた研修の開催が可能となり、多くの職景に研修参加の機会を設けるこ
とができ、さらなる専門性の向上を目指しています。

※別紙2参照 【平成26年度 各種事業研修計画】

欄が不足する場合は、同様の書式で別紙 (A4版 )を作成 してください。
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3 利用促進等

(1)施設の利用促進に向けた具体的な取組 (施設の特色を活か した自主事業の展開を含む。)及び達成目

標を提示 してください。

O重点取り組み事項

【重度対応型デイサービスとしての位置け】

・ 要介護 4, 5を はじめ、他事業所では受け入れ難い重度の方を、湖北町地域に限定

せず近隣地域を含め積極的に受け入れを行います。

【介護者のレスパイ ト機能を強化する】
。 年末年始の6日 間の体業を4日 に短縮し、年末年始の入浴ニーズ等に応えます。

・ 早朝および夜間の延長サービスの実施に加え、新たに冠婚葬祭や介護者の急な体調

不良などで短期入所の利用が困難な場合に緊急時の宿泊サービスを実施します。

【運動器機能の維持・向上の取り組み強化】
。 昨年度より理学療法士等を配置し、利用者の自立を促す個別メニューの作成及び心

身の状況に応じた機能訓練の実施により、運動器機能の低下予防、維持・向上の取 り

組みを行つていますが、新たにジハビジマシーンを設置し、より効果的なプログラム

の実施を図ります。

Oその他の取り組み

・ 歯科衛生士を配置し、日腔機能が低下している利用者に対し口腔機能向上を目的と

して個別に口腔の清潔を指導し、摂食・疎下訓練を行います。

・ 地域包括支援センター、居宅介護支援事業所等への定期的な連絡に加え、空き状況

を報告 し、利用促進を図ります。

・ 利用者の在宅生活を支えるサービスとして、医療機関や他の福祉機関、福祉サービ

ス等 とのネットワークの構築および強化と本会内の各部門の連携を強化 します。

・ 家族 との交流事業を行い事業への理解を深めていただくと共に気軽に介護相談がで

きる機会を設けます。

・ お花見、紅葉狩 り、地域の文化祭などの外出機能訓練の機会を持ち機能低下を予防

し、維持向上に努めます。

―ビス
営業路 間

事業種類 !開所日
|■ ■サ‐ビス繰供障 PE¬ |

1定員

8時30分～ 17時 15分
通所介護事業 月ィ土

9時20分～ 16時30分
30

ほのぼの

デイサービス

センター湖北

・入浴介助加算
=介護職員処遇改善加算 I

・個別機能訓練加算Ⅱ
,運動器機能向上加算

・サービス提供体制強化加算Ⅱ
・口腔機能向上加算
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)

【達成目標】(通所介護事業)

(2)地域・関係機関・ボランティア等との連携についての考え方や方策を提示 してください。

本会では、地域のあらゆる人が関わりをもち、身近な生活課題に封応できるよう地域にお
けるネットフークを強化するため、地域福社の担い手としての本会の役割を認識し事業運営
を進めていきます。

介護事業などの制度上のサとビスと、ボランティアをはじめとする本会の有する独自のサ
ービスや地域とのネットヮークを活用し、多くの高齢者が望む住み慣れた家で安心・安全に
暮らすことができるように利用者と介護者を支援します。

具体的な方策としては、夏まつり。お花見などのイベントの実施にあたっては、介護者の
参加を呼びかけ、また、地域のボランティア等と連携することで施設で地域住民が参加でき
る活動の機会を設けます。

また、出前講座等の地域からの要望に応 じるなど、介護についての専門機関として、その
ノウハウの提供に努めます。

このよう、な取り組みの中で、地域の中のサTビス実施機関と,して、住民に射する介護、福
祉活動についての理解の促進を図つていきます。

(3)施設のPRや情報提供など広報活動についての効果的な取組を提示してください。

本会の広報誌やホームページ等で福祉ステーション事業の周知を図ります。
「ほのばのだより」を毎月発行し、センターでの取り組みを紹介し、利用者 。その家族

および居宅介護支援事業所などに配布し情報提供に努めます。

年度 利用者数 積算根拠

平成 27年度 6,439人

平成 28年度 6,471人

平成 29年度 503人6

平成 30年度 6, 269人

平成 31年度 6, 301人

町地域には、多くの通所介護事業所があり、
サービスの選択肢も多く、思うような利用者の獲得が
困難な状況にあります。制度改正にともナFう 要支援者
減少を見込み、小規模な他事業所では受け入れ困難な
要介護 4、 5の重度利用者の受け入れに焦点をあて、
旧湖北町地域に限定せず、近隣地域まで広げて積極的
に受け入れを行い、延利用者数を年 0.5%ず つ増や
していきます。また、レスパイ トを目的とした緊急時
の宿泊サービスゃ早朝t夜間の延長サービスを実施す
るとともに、理学療法士等による個別機能訓練の提供
体制を充実させて利用促進に繋げます。

旧湖北

)

欄が不足する場合は、同様の書式で別紙 (A4版 )を作成してください。
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4 サービス向上等

(1)利用者等からのニーズの把握方法を提示 してください。

年 1回利用者アンケー トを実施し、送迎、入浴、食事の嗜好等の意見・要望等を担

握し、利用者のニーズに応じたサービスの質の改善を図ります。

「連絡帳」により利用者や介護者等からの要望や、在宅での様子を把握しニーズを

取り入れていきます。

地域の赤十宇奉仕団・民生委員児童委員やボランティアを積極的に受入れて、施設

や事業への認知や理解を深めていただくとともに、このような市民の方の意見や感想

を伺 うことで更なるサ
エビスの質の向上を図ります。

本会は、市内で複数の在宅介護事業を展開していますので、介護事業課を中心に法

人内の事業所間情報を共有し、利用者ニーズの把握に努め、サービス改善を図ります。

本会は、理事・評議員に、地域の福祉関係団体の多数の方の参画をいただいていま

す。また、地域福祉を推進する組織として、民生委員児童委員協議会をはじめ、自治

会やボランティア団体等との関係づくりに力を入れています。こうした方々からのご

意見もいただき事業者目線でなく、市民目線でサービスの改善を図ります。

(2)利用者等からの苦情等に対する対応について提示 してください。

事業所に苦情相談窓口を設置し、利用者の意見やt要望、苦情を受け止め、サービ

スの改善に努めます。また、苦情対応ヤニュアルを整備し、迅速かつ適切な対応に努

めます。

① 苦情に対する常設の窓日として、相談担当者筋長)を配置する。また、担当者が不

在の時は、基本的な事項については、誰でも対応できるよう体制を整えるとともに、

担当者が責任をもつて対応します。

② 苦情があつた場合には、ただちに相談担当者が相手方に連絡を取り、直接訪問す

るなどして、詳しい事情を聞くとともに、当該担当者からも事情を確認します。

③ 相談担当者が必要であると判断した場合には、事業所内で検討会議を行います。

④ 検討結果等に基づき必ず翌日までには相手方に相談担当者が連絡を行います。

⑤ 記録を台帳に保管し再発防止に役立てます。

⑥ 苦情の内容によっては行政窓口等を紹介します。
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事業所での解決が困難な場合は法人 としての苦情解決体制を整備 し対応にあたりま

す。また、苦情、要望の裏には利用者のニーズがあります。利用者や家族の方にとう
ては、普段お世話になっているという意識の中で、直接事業所に申し出ることに抵抗
のある方もおられ革す。事業所の窓口に加え法人の窓口体制を置くことで、広く苦情、
要望等を申し出られる体制整備に努めています。

① 苦情受付担当者 (旧 市町地域ごとに設けたセンター長)を配置します。
② 苦情解決責任者 (総務課長、地域福祉課長、介護事業課長)を配置します。
③ 第 3者委員の設置 (福祉施設関係者 2名 高度な法律知識を有する者1名 )

④ 上記体制により、要綱・マニュアルを定め、苦情解決、改善t再発防止にあたり
ます。

事業所や法人の窓口体制はもとより、県運営適正化委員会、長浜市など他の苦情窓
口機関を契約時の重要事項説明書に記載するなど周知に努めています。

毎日のミーティングの際に、利用者の声を職員全体で共通理解して対応します。
本会で行う他のサービスや地域とのネットワークを活かし、そのニーズやクレーム

等の把握に努め、迅速に対応を行います。

(3)そ の他サービスの質を維持 口向上するための取組について提示してください。

公の施設であることを念頭におき、常に公正な運営をします。 ′

法令を道守し、信頼の堅持に努めます。 /
施設の安全を保つため、日頃からの施設管理 と環境整備を実施 します。/

職員の資質の向上を目指し、内部・外部研修などへの参加ができるよう環境を整え、
人材育成に努めます。 ノ

欄が不足する場合はく同様の書式で別紙 (A4版 )を作成 してください。
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5 施設の管理運営等

(1)施設の管理運営における経費節減のための取組について提示してください。

職員全員が常にコス ト意識を持ち、経費節減・省エネに努めます。具体的な取組は次

のとおりです。´

・ 冷暖房設定の適正化に努めます。 ,

。 昼休みの消灯をはじめ不要部分の蛍光灯の間引き等節電に努めます。
f

・ コピー用紙は両面印刷、裏紙利用等の節約に努めます。
r

・ 電灯等の適宜LED化をすすめます。と !

・ 職員の適正配置、必要に応じ外部委託等導入し、人件費の適正化を図ります。ャ

・ 法人全体で物品 (車両、パソコン、記録用紙等)の一括購入、入札・見積もり合

わせ等による適正価格での契約等により経費削減に努めます。′

・ 電算システムの活用、各施設共通事務の管理部門一括処理等の事務事業の効率化

を図ります。 々
。 その他、常にコスト意識を持ち、不要な支出をおさえ、また費用対効果を意識し、

支出管理に努めます。 _

(2)利用料金の設定及び設定根拠について提示 してください。

区分 単位 使用料 利用料金 (案 )

多機能室 1時間 300円 300円
機能回復室 1時間 300円 300円
研修室 1時間 100円 100円

(利用料金の設定根拠)

目的外利用時のみの利用料金のため長浜市福祉 ステーシ ョン条例 と同額 としま

す。 /

(3)維持管理業務 (清掃・保守点検・警備等)の内容、方法、頻度等について提示してください。

施設の維持管理については、法定点検、仕様に定める各種の保守、点検業務を適切に

実施することはもとより、常に利用者の安全、安心、快適の視点から施設の保全に努め

ます。

別紙 3 維持管理業務計画書 (湖北福祉ステーション)の とおり

欄が不足する場合は、同様の書式で別紙 (A4版)を作成 してください。
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(1)利用者の個人情報を保護するための取組を提示してください。

指定管理者募集要項による「長浜市個人情報保護条例」を遵守するとともに、本会が
規定する「社会福祉法人長浜市社会福祉協議会個人情報保護規程」を遵守し、個人情報
保護に努めます。具体的な取り組みとしては、次のとおりです。
・ 個人情報のデーターベースはパノコン等においてはパスヮー ドによリデータの保護、

紙媒体においてはキャビネットによる保管により適正な管理に努めます。
・ 本会管理施設間の情報ネットワーク (VPN)環境を整備しており、介護保険システム

サ‐バー、文書ファイルサーバー等において情報管理を行い、セキュジティ対策を行
います。

・ 個人情報保護に関する職員の研修の実施により、職員の守秘義務の徹底を図ります。
・ 警備保障委託により、夜間、休日の警備を行いますよ   :

(2)施設の管理運営における環境に配慮した取組を提示してください。

職員全員が常に環境に配慮するように努めます。具体的な取組は次のとおりです。
車両の購入時には、低公害車両を導入するように努めます。
ジサイクルマークのある製品やリサイクルが可能な製品の購入に努めます。
ゴミを少なくする取組みやゴミの分別を礁実に行います。 (ポ ットボトルキャップ・

プル トップ等の収集) ,      す
通動時・勤務中のエコドライブを心がけます。

冷暖房享品度の適工な設定や不要な電灯の間引きなど消費電力削減に努め、C02排出
量を削減します。

(3)防災、防犯その他緊急時 (災害 “事故等)の対応及び危機管理体制について提示 してください。

防災・防犯等危機管理については、消防計画作成をはじめ関係法令を遵守するととも
に、災害時の職員参集や、万が一の施設内の事故への対応等にういて、各種マニュアル
の整備をしており、その徹底を図り、事故防止、事故対応等に備えていきます。

また、本会は多くの複数類似施設の管理を行つていますので、各施設での維持管理等
のイレギュラーな事象への対応、事故報告、ヒヤヅハット報告、再発防止の対策等を、
法人全体で共有し、各施設の施設管理能力向上に努め、問題が発生する前に未然に対応
を図ることを重視し施設管理業務を行つていきます。

消防計画 (防火管理者、自衛消F方隊の設置、避難訓練・消火訓練等の実施)

AED(自 動体外式除細動器)の設置と、救急救命講習の実施

警備保障業務委託

災害対応マニュアル (緊急連絡体制、職員参集基準、救援本部体制等)の整備

０

●

０

●



0 本会の取り組みとしてのBCP(事 業継続計画)に則 り、災害時の対応及び福祉避

難所の開設とサービス事業の早期復旧に努めます。

● 事業所所長から連絡に応じ、総務課、介護事業課をはじめ関係部署職員が連携し事

態収拾にあたります。さらに、気象等の自然災害に対しては日頃からの情報収集や関

係機関と連携により、事態に応じて事業の休上 。中止を的確に判断し未然に危機を回

避するように努めます。

● 利用者の容態急変等の緊急事態に備え対応マニュアルを整備し、速やかに消防、医

療機関と連携を取り、迅速な対応を図ります。

● 送迎時は携帯電話を常備し、緊急時の連絡を迅速に行えるようにします。

● 車両事故防上のための取り組み (車両点検の実施、運行日記の記録、夜間の蛍光べ

ス トの着用、送迎前のアルコール検知器測定)を実施します。

● 感染予防の取り組みに努めます。 (検便の実施、タオルや浴槽の消毒、手洗い、うが

いの励行、感染予防の研修参加、職員のインフルエンザ接種に対する補助の実施)

0 衛生管理に努めます。(害 虫駆除、来所者を含めてアルコール手洗い励行、センター

内外の清掃等)

0 介護事業の実施にあたり各種マニュアルを整備し、転倒、誤疎、誤飲などのリスク

に備え、事故等の防止、発生時の迅速な対応に努めます。 (丹J紙 4参照  「各種事業マ

ニュアルー覧」)

(4)同様・類似の業務の実績等があれば、記入してください。

●指定管理施設管理実績 (平成 26年 8月 1日現在 )

東都福祉ステーション

・高齢者福祉センター事業

・通所介護事業

・老人介護支援センター事業

北都福祉ステーション

・高齢者福祉センター事業

・通所介護事業

・訪間介護事業

・訪問入浴介護事業

・居宅介護支援事業

・老人介護支援センタエ事業

浅井福祉ステーション

・通所介護事業

びわ福祉ステーション

。通所介護事業
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湖北福祉ステーション

・通所介護事業

高月福祉ステーション

・高齢者福祉センター事業

・通所介護事業

・訪問介護事業

・特定旅客自動車運送事業

・居宅介護支援事業

木之本福祉ステーション
i高齢者福祉センター事業

・通所介護事業

・訪問入浴介護事業

西浅井福祉ステーション

・通所介護事業

・認知症対応型通所介護事業

・訪問介護事業

・居宅介護支援事業

●施設管理業務実績 (平成 26年 8月 1日 現在)

上記、指定管理施設 8施設のほか

長浜市社会福祉センター肪有施設]

驚響歓喜蓮鍵τ解鍋 調
ひなたばっこ (小規模多機能型居宅介護事業)(木乏本)l二戸斤有施設]

●指定管理施設以外での介護保険事業実績 (平成 26年 8月 1日現在)

通所介護事業   1か 所  保健センター虎姫分室胎 政財産使用許可]

訪問介護事業 2カ所  浅井福祉センター所 有施設]

余呉高齢者福祉センタエ
[行政財産使用許可]

居宅介護支援事業 2カ所  浅井福祉センター断 有施設]

余呉高齢者福祉センター[行政財産使用許可]

小規模多機能型居宅介護事業 1か所

ひなたばっこ (木之本)所有施設]

)
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0地城福祉拍進業務実績 (平成 26年 8月 1自現在〉

地域福祉課 (南部拠点)   長浜市社会福祉セ■ター所 有施設]

地域福祉課 (北部拠点〉   木之本福祉ステーション路 定管理施設]′
  地域窓日      7か 所 上記以外の合併前旧市町域単位に設置

※おもな業務は、「様式 5号 団体概要 P2」 に記載

欄が不足する場合は、同様の書式で別紙 (A4版)を作成してください。
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7 自由提案

その他施設の管理運営業務を効果的口効率的に推進していくために提案したいこと、貴団体の独自性や
アピールしたいことがあれば、記入してください。

本会では、地域福祉担当職員と介護事業担当職員が連携し定期的に地域課題に関する
会議を行なっています。本会の介護事業は、単に利用者のケアにとどまらず、その家族
をも対象として、地域とともに在宅生活を支えることを主Π艮とし、「地域福祉を推進する
介護事業所」を目指し取り組んでいます。

また本申請書で提案している、緊急時ゐ宿泊サービスの実施による介護者のレスパイ
ト機能の強化については、地域の課題より介護保険制度外の独自の福祉サービス (制度
外サービス)と して新たに取り組むものであり、既存の制凌による各種サービスのみで
は充足困難なニーズに対して今後も積極的に取り組みます。

本会では長浜市地域福祉活動計画の策定を行なう中で、今年度新規事業として日常生
活支えあい促進事業を立ち上げ、見守り・束えあい活動、住民ボランティアによるゴミ
出し、買い物支援などの住民参加型の生活支援ボランティアの活動支援を行っています。
それに加え地域の実情 。課題に応じた地域福祉を推進するため市内1ぢ の地区ごとの地
区別地域福祉活動計画の策定を支援しており、地域における介護予防なども課題と捉え
計画に盛り込み、地域活動へつなげていきたいと考えています。

市が進めている地域包括支援センターの再構築により、地域包括支援センターが委詫
されるような際には、地域福祉、介護事業を展開している本会としても湖北福祉ステー
ションを地域拠点として活用できるよう積極的に検討していきます。

欄が不足する場合は、同様の書式で別紙 (A4版)を作成してください。
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丹U紙 1 【オ叢式2  2 (2)】

役職 担当業務内容 資格・能力等 雇用形

態

勤務形態

センタと長

兼所長

施設の運営管理

デイ事業管理全般

相談業務

介護業務

社会福祉主事

介護福祉士

実務経験 14年

常勤
変則勤務

週 38,75時 間

目↓所長

管理補佐

相談業務

介護業務

社会福祉主事

ヘルパー 2級

甲種防火管理者

実務経験 11年

常勤
変則勤務

週 38,75時 間

生活相談員 相談業務
介護福祉士

実務経験 16年
常勤

変則勤務

週 38.75時 間

看護師
看護業務

機能訓練指導業務

看護師

実務経験 6年
常勤

変則勤務

週 38.75時 間

介護職員 介護業務
ヘルパー 2級

実務経験 4年
常勤

変則勤務

週 38,75時 間

介護職員 介護業務
ヘルパー 2級

実務経験 7年
常勤

変則勤務

週 38.75時間

介護職員 介護業務
ヘルパー 2級

実務経験 1年
常勤

変則勤務

週 38.75時

作業療法士

個別機能訓練計画

作成

機能訓練指導

作業療法士

実務経験 7年
常勤 10.0時間/週

看護師

看護業務

機能訓練指導業務

介護業務

看護師

介護支援専門員

実務経験 2年

非常勤 30時間/週

看護師

看護業務

機能訓練指導業務

介護業務

看護師

実務経験 1年
非常勤 15時間/週

歯科衛生士 口腔ケア指導業務
歯科衛生士

実務経験 1年
非常勤 4時間/週

介護員 介護業務
ヘルパー 2級

実務経験 11年
非常勤 33時間/週

介護員 介護業務
介護福祉士

実務経験 10年
非常勤 24時間/週
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介護員 介護業務
介護福祉士

実務経験 6年
非常動 20時間/週

介護員 介護業務
介護福祉士

実務経験 5年
非常勤 33時間/週

介護員 介護業務
ヘルパー 2級

実務経験 2年
非常勤 24時間/週

介護員 介護業務
ヘルパー 2級

実務経験 2年
非常勤 21時間/週

介護員 介護業務

介護福祉士

社会福祉士

実務経験 1年

非常勤 21時間/週

運転手 運転業務 (委託 )

普通自動車免許

実務経験 5年
非常勤 18時間/週

運転手 運転業務 (委託 )

普通自動車免許

実務経験 2年
非常勤 6時間/週

地域窓口

担当職員

地域窓口業務

施設管理庶務
実務経験 1年 常勤

通常勤務

8:30

-17:15

,
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丹J紙 2 【様式2  2 (3)】

【法人全体研修】

・明るい職場づくりのために (セ クハラ・パワハラ防止)

・苦情から学ぶジスクマネジメント・コンプライアンス

・介護職員のメンタルヘルス

【通所介護事業職員全体研修】

・レクリエーションと機能訓練

・基礎介護援助技術

【居宅介護支援事業職員全体研修】

・ 自己覚知について

・ホフイ トボー ドミーティングによる会議の進め方

【訪問介護職員全体研修】

・障害者総合支援法、虐待

・記録の書き方
。ボディメカニクスと介護技術 ″

【訪問入浴介護職員全体研修】

・苦情姑応

・感染症対応 ′

【通所介護事業内部研修】

・認知症理解

・食中毒・感染症対策 ノ

・虐待防止について

・運転業務について′

【居宅介護支援事業内部研修】

・面接の技術
。効果的な会議の持ち方

・認知症について /
【訪問介護事業職員内部研修】

・介護技術の指導 /
・高齢者の献立と調理実習

・ケース検討の進め方

【訪問入浴介護職員全体研修】

・接遇マナーについて
。ケース検討の進め方

【通所介護職員外部研修】

・記録の書き方・音楽レクリユーション

・薬の知識 フ

ー 。身体拘束について

【各種事業研修計画】
(内容は平成 26年度実施予定)
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【居宅介護支援事業外部研修】
・介護支援専門員連絡協議会主催併修
。湖北介護サービス事業者連絡協議会主催研修
・医師会主催研修

【訪問介護事業外部研修】

・福祉用具の正しい使い方

・認知症について

・サービス提供責任者の役割

【訪問入浴介護職員全体研修】
・認知症対応

・グァレープヮークの進め方
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丹ば糸氏3 【イ叢式2  5 (3)】

維持管理業務計画書 (湖北福祉ステーション)

分野 維持管理業務 点検等の内容
点検等の

頻度
点検方法

年間作業

計画

建築物の保

守管理

外観点検 仕上げ材の浮き、ひ

び割れ、はがれ、か

びの発生状況を確

認

1回/月 職員により

実施

毎月実施

落書き点検 施設内外における

落書きの有無を確

認   i

1回/月 職員により

実施

毎月実施

防火対象物定

期 J点検

消防法第 8条の 2

の 2の規定の基づ

く定期点検を実施

2回/年 業務委託 3、 9月 1こ実施

軸

建築基準法第 12
条の規定に基づく

定期点検を実施

3年 以

内毎

業務委託 H27年 度実施

建築設備等

の保守管理

自家用電気工

作物保安管理

自家用電気工作物

の保守点検

1回 /月 業務委託 毎月実施

空調設備保守

点検

吸収式冷温水機、冷

却塔、冷温水ポン

プ、それらの自動制

御機器の保守点検

4回 /年 業務委託 年 4回実施

消防設備保守

点検

自動火災報知設

備・屋内外消火栓設

備・非常用放送設備

等の外観点検・機能

点検・総合点検

2回/年 業務委託 8、 9月 1こ実施

電灯設備点検 電灯設備の点検、電

球等の交換

随時 職員により

実施

※高所・配電

機器につい

ては業者委

託

随時実施

備品等の保

守管理

備品の保守管

理

備品台帳の管理、備

品の保守管理

随時 職員により

実施

随時実施

消耗品の管理

等

消耗品の購入、管

理、補給、交換等

随時 職員により

実施

随時実施
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車両の自主点

検

車検に加えて、全車

両について自主点

検を実施

1回/月 職員により

実施

毎月実施

植栽の維持

管理

植え込みの剪

定作業

植え込みの剪定作

業

1回/年 業者委託 夏季に実施

除草作業 敷地内の樹木、植え

込み、芝生における

除章作業

6回/年 職員等によ

り実施

冬季外随時実施

その他の植栽

の縦持管理

敷地内の樹木、植え

込み、芝生における

施肥、殺虫剤の散布

等

随時 職員等によ

り実施

随時実施

清掃作業等 施設内定期清

掃

床面掃除機がけ 随時 職員により

実施

業者請負

随時

毎週 1回

床面モップ拭き 随時 職員により

実施

毎 日実施

ガラス磨き上げ 随時 職員等によ

り実施

随時

トイレの清掃 床面モンプ拭き、便

器・洗面台清掃、鏡

磨き上げ、汚物処

理、トイレットペー

パー補給、ドア拭き

掃除

1回/日 職員により

実施

業者請負

毎 日実施

毎週 1回

玄関の清掃 玄関周辺の掃き掃

除、自動 ドアのガラ

ス磨き上げ

1回/口 職員により

実施

業者請負

毎 日実施

毎週 1回
ホールの清掃 イス・テーブルの清

掃

随時 職員により

実施

随時実施

その他施設内

外の清掃

その他の施設内外

の清掃

随時 職員により

実施

随時実施
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害虫駆除 施設内全館の消

毒・生息調査・外周

廻 りの消毒

1回/年 委託業務委

託

年 1回実施

感染症対策

衛生管理

特殊浴槽・介護用品

の消毒

イス・テーブル・

手すりの消毒

1回/日 職員により

実施

毎 日実施

従事者の健康診

断・予防接種の推進

それぞれ

1回/年
医療機関に

よる

健康診断 :夏季

および採用時

予防接種 :流行

期前

配膳に関わるデイ

サービス職員の検

便

1回/月 検査機関 1回/月

マスク・使い捨て手

袋の使用

消毒剤の携行

随時 職員により

実施

随時実施

保安警備業

務

保安警備業務 開館時における事

故・犯罪・災害の予

防、日常の巡回、監

視

1回/日 職員により

実施

毎 日実施

機械警備 閉館時における機

械警備による事

故・犯罪・災害の予

防

随時 業者委託 閉館時

※火災警報につ

いては常時
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別紙4 【様式2  6 (3)】

各種事業マニュアルー覧

【通所介護事業】

11

2.

3.

4.

5.

6。

7.

8.

9.

10,

11.

12.

13.

14.

15,

16.

17.

18。

1 9.

急変時 。事故発生時対応マニュアル

医療機関との連携手順

事故発生時対応手順

送迎手順

事故防止マニュアル

利用開始時の契約手順

清拭・入浴介助手順

排泄介助手順

食事介助手順 ィ

服薬管理手順

レクリエrシ ヨン |ク ラブ活動実態手順

謡知症利用者へのケアガイ ドライン

身体拘束廃止へのガイ ドライン

相談対応手ll贋

プライバシー保護に関するガイドライン

健康管理マニュアル

送迎マニュアル

レジオネラ症防止マニュアル

芥癬感染対策マニエアル
)
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