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 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 

  訪問介護、訪問入浴介護、短期入所、居宅介護支援、介護老人福祉施設 

  認知症対応型通所介護、配食サービス、在宅介護支援センター、日常生活支援総合事業 

  

■業務継続計画研修(自然災害・感染)の実施 

人員、設備、運営に関する基準より 

・感染症や災害が発生した場合にあっても、継続してサービスの提供を継続的に実施するための、
及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画を策定し、業務継続計画に従い必要な措置

を講じなければならない 

・職員に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施しな

ければならない 

・定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする 

自然災害に関する研修及び訓練 感染に関する研修及び訓練 
 日時：令和４年１０月３０日（日曜日） 

    午前１０時から１１時 

 場所：特別養護老人ホーム内にて 

「あての木園防災協力隊」隊員と施設総括責任者、

防火管理者及び災害対策班が加わり合同で避難

誘導の訓練を行いました 

（１）実施内容 

施設内での入居者の避難誘導の方法の確認及び

機器の操作についての研修を行い ❶施設内の非

常口及び誘導方法について場所の確認（施設内の

巡視） ❷施設内の非常用設備の確認（防火戸・火

災報知器・火災受信機） ❸非常用発電機の活用内

容 ❹防災協力隊との災害誘導のための意見交換

を行いました 

※意見交換で重要な内容については、業務継続計

画に反映します 

 日時：令和４年１１月８日（火曜日） 

    午後１時３０分～午後３時２０分 

 場所：特別養護老人ホーム内にて 

 「高齢者施設等感染症対応能力強化事業」の活用 

研修内については、■施設内の実地研修で、感染

管理認定看護師等の専門家派遣をしてもらい実施

しました 

（1）実施内容 

施設内で感染症に関する研修を行い、❶施設内の

感染症対策についてラウンドの実施 ❷感染予防

の取り組みチェックリストによる確認 ❸感染症対

策の基礎研修（標準的予防策） ・ガウンやフェイス

シールド等の着脱の演習 ・日々のケア（食事、入浴

等）に必要な予防策を学びました。 
※感染症対策のラウンドでは、県立看護大学の教員、

保健福祉センターの保健師も加わり行われました 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

避難誘導方法の確認

及び機器の操作方法

の研修 

避難避難誘導の確認、

非常口の確認 

施設内の感染症対策

についてラウンドの実
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感染症対策の基礎研

修の状況 
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■ 作品展覧会で地域交流 
各地で文化展が開催される中、入居者の作品を各展覧会及び文化展に出展しました 

コロナ禍で地域交流が難しい中、作品展覧会に参加又は開催することで、少しでも地域の方との交

流を図ることができればと思います 

 ・第３７回社会福祉施設利用者余技展覧会 

 １０月３１日～１１月４日 

 石川県社会福祉会館 中ホール(金沢市) 

 

 ・令和４年度 あての森 三井の里山 文化展 

 １１月５日～６日 

 三井基幹集落センター(輪島市) 

 

 ・「介護の日」記念・あての木園作品展覧会 

 １１月 11日～20日 

 特別養護老人ホームあての木園内 

※１１月１１日は「介護の日」です ～いい日、いい日、

毎日、あったか介護ありがとう～ 介護についての理

解を深め、介護従事者、介護サービス利用者、介護を

行っている家族等を支援するとともに、地域社会にお

ける支え合いや交流を促進する観点から、国では、介

護に関する啓発を重点的に実施するための日として、

「介護の日」を定めました 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ 市勢功労表彰 

 ・令和４年度 輪島市 市勢功労者表彰式

が １１月３日(木・祝)午前１０時から 輪島

市文化会館大ホールにて行われました 

・社会福祉功労に 当法人に関係のある故

細川正雄氏、廣江雄幸氏の２名が表彰さ

れました 

・故細川正雄氏は輪島市福祉会の評議員

を１０年以上勤められました(故細川氏に

ついては１０月４日に逝去されました) 

・廣江雄幸氏は特別養護老人ホームの口

腔ケア指導歯科医師として平成２１年から

指導を受けております 

当法人に関係のある方が市勢功労表彰を

受けられたことは大変喜ばしいことです 
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■善意のご寄附 DSG GROUP  (株)ハンブラザーズより 寄附 

  

DSG GROUPの社会貢献 CSR 

DSGにできることを 

私たちDSGグループはこれまで幾度と

なく 

地域の人たちに助けられ、 

支えられてここまで成長して参りました。 

我々は少しでも地域の方々の役に立つこ

とが責任であり、義務であると考えており

ます。 

 

 １１月２２日(火) コロナ禍、経営が厳しい状況

が続いておりますが DSG GROUP （株）ハ

ンブラザーズより寄附金を頂きました 

本当にありがとうございました 

 

■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 
～介護従事者の身体的・心理的負担を軽減し、定着促進及び介護の質の向上に資するため～ 

  

（現状） 

・床走行式リフターの導入や天井走行式リフ

ターの導入により、令和３年度から入居者の

移乗介助の負担軽減や介護職員の持ち上げ

ない介護に取り組んできています 

  

（課題） 

・ベッドからの立ち上がり支援のサポート 

・介護職員の移乗支援の負担軽減（リフター以

外の機器の活用ができないか） 

・移乗事故防止を図る 

  

(方針) 

・新たな介護ロボットや福祉機器を活用の活

用方法を学び、導入の検討ができないか進め

ていきます 

・機器活用の勉強会を開催します 

■安全衛生管理講習会／石川県 施設監査・運営指導監査 
安全衛生管理講習会 施設監査・運営指導 

令和４年１１月１４日(月)１３:３０～15：45 

奥能登行政センター４階 ４１会議室にて 

・職場での労働災害を防ぐために 

 社会福祉施設の潜む危険 

「転倒」／「墜落・転落」 の災害 

「腰痛」 の災害 

・原因を取り除くために、いしかわ４S＋（プラス） 

2022 運動 の推進 (整理・整頓・清掃・清潔・スト

レッチ・スノー※冬季の転倒災害防止)に取り組みます) 

令和４年１１月２１日(月)１０:３０～13：00 

法人本部 会議室にて 

(施設監査) 

・石川県健康福祉部厚生政策課、能登北部保健福

祉センターの職員が担当されました 

(運営指導) 

・石川県健康福祉部厚生政策課指導監査グルー

プ、石川県健康福祉部長寿社会課施設サービス

グループ、在宅サービスグループの職員が担当さ

れました 

寄附金を渡すDSG GROUP 佐々木総務部課長(左)

と受け取る谷口施設長(右) 

令和４年 11 月２２日に行われた「立ち上がり支援機器を

学ぶ」の勉強会の状況 職員自ら機器の体験をしていま

す 
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「輪島市福祉会」のお問い合わせ先は 

☎0768-26-1661  

FAX：0768-26-1751  

Eメール：atenoki@skyblue.ocn.ne.jp 

■福祉のお仕事 グッドマッチング面談会/介護就職説明・面接相談会 

■介護とは、老化や病気、障害などで日常生活が

不自由な人に対して、食事や入浴など身のまわり

の介助をはじめとした生活全般のサポートを行う

ことです。 

■新しい自分の発見 

■人との出会い、ふれあい  

を求める方に出会うため 面談会等に参加しました 

 

■福祉のお仕事 グッドマッチング面談会 

令和４年１１月１９日(日)  

矢田郷地区コミュニティセンターにて 

 

■介護就職説明・面接相談会 

令和４年１１月２２日(火)  

輪島地方合同庁舎にて 

 
 

正

職

員 

■65歳未満 ■学歴不問 ■随時採用 募集人数 

・介護職員(無資格応募可) ■賃金 170,700 円～250,800 円 ■就業時間 8:00～17:00/10:00～19:00 ■休日等 年間 115 日 ８名募集 

・機能訓練指導員（理学療法士又は作業療法士）■賃金 184,200 円～278,100 円  ■就業時間 8:30～17:30   ■休日等 年間 115 日 ２名募集 

・看護職員（看護師又は准看護師） ■賃金 184,200 円～278,100 円 ■就業時間 8:00～17:00／8:30～17:30 ■休日等 年間 115 日 ２名募集 

・管理栄養士 ■賃金 191,400 円～278,100 円 ■就業時間 8:00～17:00／8:30～17:30 ■休日等 年間 115 日 1名募集 

・介護支援専門員 ■賃金 197,400 円～278,100 円 ■就業時間 8:00～17:00／8:30～17:30 ■休日等 年間 115 日 1名募集 

  

臨

時

職

員 

■年齢不問 ■学歴不問 ■随時採用 ※勤務時間については相談に応じます 募集人数 

・介護職員(無資格応募可) ■時給 1,100 円～1,300 円 4名募集 

・介護補助職員(無資格応募可) ■時給 1,050 円 2名募集 

・作業職員(無資格応募可) ■時給 1,000 円 2名募集 

・登録ヘルパー(介護職員初任者研修課程修了者) ■時給 1,150 円～1,350 円 2名募集 

・機能訓練指導員（理学療法士又は作業療法士）  ■時給 1,300 円 3名募集 

・看護職員（看護師又は准看護師） ■時給 1,250 円～1,350 円 2名募集 

・管理栄養士 ■時給 1,300 円 1名募集 

・介護支援専門員 ■時給 1,250 円 1名募集 

・夜勤専属介護職員 ■夜勤１回あたり 27,025 円～30,575 円 若干名 

 

□お問い合せ先 

あての木園 ☏（0768）26-1661 輪島市三井町小泉上野２番地 

 いしかわ魅力ある福祉職場認定 

石川県パパ子育て応援企業認定 

いしかわ障害者雇用促進カンパニー 

いしかわ婚活応援企業認定 

輪島市消防団協力事業所 

矢田郷地区コミュニティセンター 

輪島地方合同庁舎 


