社会福祉法人

輪島市福祉会

地域支援のご案内
輪島市福祉会は住み慣れた地域で高齢者の皆さんが生き生きと
した生活が送れるよう、様々な事業を行っています。

在宅介護支援センター
在宅介護支援センターとは・・・
自宅で暮らしている援護が必要な高齢者や援護が必要となるおそれのある高齢者、その家族の方
等からの相談に応じ、介護等に関するニーズに対応した各種の保健、福祉サービス（介護保険を含
む）が、総合的に受けられるように市町村等関係行政機関、サービス実施機関、居宅介護支援事業
所等との連絡調整等を行います。
■事業連絡先：

■営 業 日：
■営業時間：

☎(0768)26-1788(輪島市三井町小泉上野 2 番地)
☎(0768)23-4165(輪島市堀町 9 字 25 番地)
月曜日～金曜日
午前 8 時 30 分～17 時 30 分

社会福祉法人輪島市福祉会
●

●

理念：尊厳

共生

向上

私たちの基本理念
私たちは、多様な福祉サービスがその利用者の意向を尊重して総合的に提供されるよ
う創意工夫することにより、利用者が、個人の尊厳を保持しつつ、地域社会と共に自
立した生活を営むことができるように支援します。
私たちは、社会福祉事業の主たる担い手としてふさわしい事業を確実、効果的かつ
適正に行うため、自主的にその経営基盤の強化を図るとともに、その提供する福祉サ
ービスの質の向上及び事業経営の透明性の確保を図ります。
私たちの基本方針
1.超高齢化が進むなか、高齢者を取り巻く環境の変化、介護保険制度を取り巻く厳し
い情勢を踏まえ、当法人の役職員が社会福祉法人の使命や自ら果たすべき役割を再
認識し、介護者としての本旨にたちかえり高齢者福祉の進展に寄与します。
2.地域の方々の社会福祉支援を目的に、誠心誠意のサービスに努めます。
3.個人の尊厳を保持しつつ、介護サービスが「いつでも・どこでも・だれでも」利用
できるよう努めます。
4.すべての役職員は、倫理・理念を遵守し、専門性を高め、地域の一員として社会福
祉の充実を目指します。
【法人本部】〒929－2378 石川県輪島市三井町小泉上野 2 番地
☎(0768)26－1661 Fax(0768)26－1751
メ ー ル： atenoki@skyblue.ocn.ne.jp
Ｈ Ｐ： http://www.amusewajima.gr.jp/atenokien/
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１．健康づくり教室（自主事業）（１講座

輪島市福祉会

約 10 分～30 分程度）

専門スタッフを派遣して以下の健康づくりのための教室を開催します。
・介護福祉士 （転倒予防、認知症予防、介護の方法）
・歯科衛生士 （口から食べることの重要性、入れ歯について、歯の磨き方、お口の体操）
・管理栄養士・栄養士 （食生活の相談・指導、介護食の紹介・相談）
・介護支援専門員・社会福祉士・ソーシャルワーカー （介護保険制度の説明、よろず相談）

２．施設見学及び福祉機器見学会（自主事業）
お気軽にお越し下さい。詳しい内容は下記の通りです。
■入浴体験（檜風呂・家庭風呂・機械浴） ※事前にご連絡下さい。
■入浴機器の見学 ※事前にご連絡下さい。
■車いすや歩行器、ベッド等の福祉機器の見学 ※随時
■訪問入浴車の操作見学 ※土・日曜日に実施します。事前にご連絡下さい。
■福祉車両の見学 ※事前にご連絡下さい。
■施設見学 ※事前にご連絡下さい。

３．懐かしのテレビドラマや映画観賞会（自主事業）
◆水戸黄門名作選 ◆遠山の金さん 江戸の一ばん星杉良太郎の魅力 ◆忠臣蔵 櫻花の
巻・菊花の巻 ◆大岡越前 第１部 DVD7 枚組 全 28 話 ◆おしん 完全版【少女編】 ◆
天皇皇后両陛下‐ご結婚五十周年をお迎えになって‐ ◆君の名は
◆愛染かつら ◆裸
の大将 ◆釣りバカ日誌
ご要望があれば、出張いたします。

４．グリーンカフェ（自主事業）
輪島市堀町の「あての木園ふげしデイサービスセンター」の地域交流室で、月 2 回実施して
います。どなたでも自由に参加できます。健康のこと、生活のこと、認知症のこと、気軽に参
加してもらい、様々な方と交流をもちましょう。軽運動も行います。
参加費は 100 円(飲み物など)で、第 2・第 4 木曜日の 13：30～15：30 です。お気軽に連絡
下さい。☎23-4165 まで。

５．低所得高齢者等住まい・生活支援事業（自主事業）
■対象者

自立した生活を送るために安定的かつ継続的に支援が必要な 65 歳以上の低所得高齢者
及び高齢者世帯かつ転居を希望されている方
（住まいの確保）
利用希望者への面談調査（生活、健康状態、今後の希望等）を行い、事業に登録している不動産
仲介業者から情報提供を受けた物件と利用希望者とのマッチングを行います。また、調査内容に
基づき、定期的な見守りを基本とした必要な支援プランを策定。賃貸借契約時に転居後の支援プ
ランを利用希望者に了承を頂いた上で、協力店及び家主に提示し、契約締結の課題解消の一助と
し、利用希望者・家主双方が安心して契約できることを目的とします。
（生活支援）
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支援プランに基づいて生活支援を行います。利用希望者の希望や潜在的ニーズを反映したプラン
を作成させて頂きます。また、担当の地域包括及び在宅介護支援専門員が担当しているケースに
関しては、居宅サービス計画書と整合性があるプランを提案し、担当介護支援専門員と連携の下、
支援させて頂きます。ボランティアや緊急通報装置を安価での設置をはじめとした、様々な既存
の社会資源を活用した形で支援を調整・提供し高齢者でも住みやすい「地域づくり」に繋げてい
きます。

６．いきいき百歳体操(なごみ会)
三井地区にお住まいの方で、「なごみ会」が主催しておりどなたでも参加できます。輪島市三
井町小泉上野 2 番地の｢特別養護老人ホームあての木園｣会議室にて行っています。毎週金曜日
の 13 時 30 分～15 時 00 分。(参加無料) お問合せ先 ☎26-1788
◆百歳体操の効果
膝や腰の痛みが和らいだ
階段の上がり下がりが楽にできるようになった
気持が明るくなった
友人・知人ができた などの声があがっています

７．しせつの窓口

(自主事業)
輪島市内のショッピングセンター「ファミィ」内において、し
せつの窓口を開設しております。
しせつの窓口は、輪島市福祉会が事務局となって、子育て支援、
障害者支援、認知症支援、介護保険制度の利用者等の相談を受け
付けする窓口です。輪島市内にある施設の担当者が相談に応じま
す。お気軽にご相談下さい。
■営 業 日 ： 月～金曜日 ※土・日の開設も随時
■相 談 時 間 ： 10：00～12：00 13：30～15：30

８．配食サービス（自主事業）
(対象者)輪島市三井町・門前町（本郷地区）に住所を有する方で、
①おおむね 65 歳以上の方で自宅において食事の調理が困難な方
②家族の状況で、食事の調理が困難かつ他からの食事の提供が受けられない方
③理事長が特に認める方
（費用）１食 820 円（実費相当分）
【利用者の希望に応じ、1 日につき 2 食（昼・夕）まで提供します。】

９．除雪応援隊（自主事業）
ショートステイ、デイサービス、ヘルパー、訪問入浴サー
ビス、配食サービス等輪島市福祉会が提供するサービスが利
用できない、外出できない等 一人暮らしの方や老夫婦世帯
の方の要望に応じて除雪に行きます。
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１０．輪島市地域包括支援センターとの連携について
『地域包括支援センター』
高齢の方やそのご家族の相談を受けたり、高齢の方の心身の状態に合わせた支援を提供す
る「地域の総合的なサービ拠点」ですので、介護・福祉・医療に関することなど、どこに相
談していいかわからない場合も、まずは地域包括支援センターにご相談ください。
『認知症に対する事業』
認知症になっても住み慣れた地域で安心して暮らし続けることのできるまちづ
くりを推進するため、介護サービス事業所での認知症相談窓口整備事業等を行っ
ています。
『在宅介護支援センター』（老人介護支援センター）
自宅で暮らしている援護が必要な高齢者や援護が必要となるおそれのある高齢者、
その家族の方等からの相談に応じ、介護等に関するニーズに対応した各種の保健、
福祉サービス（介護保険を含む）が、総合的に受けられるように市区町村等関係行
政機関、サービス実施機関、居宅介護支援事業所等との連絡調整等を行います。
『総合相談事業』
自宅に訪問や電話相談、来所による無料相談を行っています。
事業所名

担当地区

あての木園ふげしデイサービスセンター

鳳至・海士・鵠巣

あての木園

三井

１１．施設の無料開放について（自主事業）
輪島市三井町にある特別養護老人ホームの会議室、デイサービスセンター、輪島市堀町にある
デイサービスセンターの地域交流室、交流図書室を無料開放いたします。地域の会合や研修会や
交流に使用したいと希望される方は以下にご連絡下さい。
地域

輪島市
三井町

輪島市
堀町

施設名

使用可能な日

特別養護老人ホーム会議室

※午後 5 時 30 分以降に使用し
たい場合は要相談となります。

デイサービスセンター

定休日の日曜日 ※午後 5 時
30 分以降に使用したい場合は
要相談となります。

特養・デイの入浴施設

※要相談

地域交流室

月～金曜日 ※定休日の土・日
曜日や営業日の午後 5 時 30 分
以降に使用したい場合は要相
談となります。

交流図書室
入浴施設

問合せ先
☎26-1661
☎26-1788

☎23-4165

※要相談

※【入浴施設利用について】スタッフによる入浴介助、送迎サービスは行いません。

１１．その他
■災害発生時における福祉避難所の設置運営に関する協定締結
■災害時における高齢者福祉施設間の応援に関する協定締結
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配食サービス
輪島市「食」に自立支援事業実施要綱に基づく配食サービス

■事業連絡先：

☎(0768)26-1661 または

(0768)26-1788

■営 業 日： 年中無休
■配達時間： (昼食)午前 11 時 00 分～12 時 30 分 (夕食)午後 4 時から午後 5 時 30 分
※天候や道路状況によって異なる場合があります。
■営業エリア： 輪島市三井町・門前町本郷地区
■費用負担：

1食

400 円(利用者の希望に応じ、1 日につき 2 食(昼・夕)まで提供します)

対象者
輪島市に住所を有する方で、①おおむね 65 歳以上の高齢者又は高齢者のみの世帯、これに準ず
る世帯若しくは障害者のみの世帯に属する方で、食事の調理が困難な方 ②日中、要介護又は要
支援認定を受けた方のみとなる世帯に属する方で、食事の調理が困難かつ他からの食事の提供が
受けられない方 ③輪島市長が特に認める方
食事の内容 ：
○栄養バランスに配慮した普通食を提供し、1 食当たり基準栄養量は、エネルギー量 500～600
キロカロリー、塩分 4 グラムを目安として提供します。○減塩食、刻み食などの体調に応じた食
事及び季節や行事に合わせた行事食にも対応します。○配食サービス専用容器で温かいものは温
かく、冷たいものは冷たく提供します。
緊急時の対応：
安否確認時等に利用者の心身の状態に異常があると判断したときは、直ちに関係機関及びあらか
じめ利用者が指定する緊急連絡先に連絡するとともに、必要な措置を講じます。
事故発生時の対応：
○不測の事態が発生したとき、又は利用者に対する配食サービスの提供により事故が発生したと
きは、直ちに市町に報告するとともに、必要な措置を講じます。○利用者に対する配食サービス
の提供により損害すべき事故が発生したときは、速やかに損害賠償を行います。
苦情や要望について：
○『お弁当が配達されない』
『食事の味がおかしい』
『食事内容を変更してほしい』
『お弁当の回数
を増やしたい』
『お弁当の数を減らしたい』等、配食サービスについての苦情や要望について、以
下の連絡先にご連絡をお願いいたします。

在宅介護支援センター

特別養護老人ホーム
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【個人情報の保護に関する方針】
利用者に安心の在宅生活をお送りいただけるよう日々努力を重ねております。「個人情報」につ
きましても適切に保護し管理することが非常に重要と考えております。当法人では、情報公開・開
示規程及び個人情報保護規程を定め確実な履行に努めます。

【個人情報保護の利用目的】
当施設・事業所では、利用者の尊厳を守り安全管理に配慮する個人情報保護方針の下、ここに利
用目的を特定します。あらかじめ利用者本人又はご家族の同意を得ないで、必要な範囲を超えて個
人情報を取り扱うことはいたしません。

【利用者への介護サービスの提供に必要な利用目的】
１．当施設・事業所内部での利用目的
①

当施設・事業所が利用者等に提供する介護サービス ② 介護保険事務

③

介護サービス利用にかかる当施設・事業所の管理運営事務のうち次のもの
●事故等の報告
●当該利用者の介護・医療サービスの向上
●入退居等の管理
●利用・中止等の管理
●会計、経理

２．他の介護事業者等への情報提供を伴う利用目的
①

当施設・事業所が利用者等に提供する介護サービスのうち
●利用者に居宅・施設サービスを提供する他の居宅サービス事業所・施設や居宅介護
支援事業所等との連携（サービス担当者会議等）
、照会への回答
●利用者の診療等にあたり、外部の医師の意見・助言を求める場合
●家族等への心身の状況説明

②

介護保険事務のうち
●審査払い機関へのレセプトの提出
●審査払い機関又は保険者からの照会への回答

③

損害賠償保険などに係る保険会社等への相談又は届出等

【上記以外の利用目的】
１．当施設・事業所内部での利用に係る利用目的
①

当施設・事業所の管理運営事務のうち次のもの
●介護サービスや業務の維持・改善の基礎資料
●当施設・事業所において行われる学生等の実習の協力
●当施設・事業所において行われる事例研究）

２．他の事業所等への情報提供に係る利用目的
①

当施設・事業所の管理運営業務のうち
●外部監査機関への情報提供
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