
            新潟市老人デイサービスセンター　指定管理者事業計画総括表　ＮＯ．１

職種 人数 国基準 職種 人数 国基準

施設管理者 1(生活相談員兼務）
（従業者兼務可）

１
施設管理者 1（兼務）

（従業者兼務可）
１

生活相談員 2 1 生活相談員 3 1

看護職員 2 1 看護職員 3（兼務） 1

介護職員 11 4 介護職員 14（兼務） 4

機能訓練指導員 2（看護職員兼務） 1 機能訓練指導員 3（兼務） 1

【支出】
　人件費　　　　　　４６，４９７千円
　事務費　　　　　　１０，６２０千円
　事業費　　　　　　　９，３３０千円
　　　　　　　　計　６６，４４７千円

ケース記録等、個人情報の記載されている書類等は、施錠可能な書庫に
保管し、その廃棄にあたっては、適切に処分します。
　利用者またはその家族の個人情報に関して、業務上知り得た情報は、在
職中及び退職後にあっても、守秘義務を有することとします。
個人情報保護方針及び目的有り。

 施設の「個人情報保護規定」に基づき、採用時の契約書締結に研修、また
毎年定期的に職員研修を実施している。
　施設の「個人情報基本方針」「個人情報の使用について」を玄関先に掲示
し、施設全体で取組んでいる姿勢を示している。

（利用者対応）
　通所介護の提供中に、利用者の心身の状況に異変や緊急事態が生じた場
合は、速やかに主治医或いは協力医療機関に連絡し、適切な措置を講じま
す。
　（非常災害対応）
　通所介護提供中に、天災その他の災害が発生した場合、従業者は利用者
の避難等適切な措置を講じます。また、管理者は非常災害に備え、定期的
に避難訓練を実施し日常的に具体的な対処方法、避難経路及び協力機関等
との連携方法を確認し、災害時には避難等の指揮をとります。

「事故の発生時緊急時の対応に関するマニュアル」有り。

年２回の避難訓練の実施と、年１回、地域との連携による地域防災訓練を
実施し、事故発生時における適切な対応を速やかに行えるよう努めている。
「災害時緊急対応マニュアル」「事故発生時の対応について」有り。

【収入】
　介護報酬等　　　　７２，２００千円
　その他収入　　　　　　　１２０千円
　　　　　　　　計　７２，３２０千円

【利用者要望や苦情への対応】

　利用者からの意見や苦情等への対応については、意見箱の設置や定期的な
アンケート調査によって意見や要望を把握すると共に、苦情受付担当者の配
置により対応の迅速化に努めている。

【社会福祉法人減免等の実施】

 社会福祉法人減免を介護保険施行時より実施しております。

【社会福祉法人減免等の実施】

　実施している。

 施設整備等については、ご利用者の皆様が安心かつ、快適に過ごすことが
できるよう定期的な点検及び検査を実施し、事故を未然に防ぐよう努めま
す。
ボイラー点検　年2回　 空調点検　年2回
レジオネラ菌検査　年2回　 害虫駆除　年2回
配管洗浄　年1回　 残留塩素測定　月4回
車両点検　年1回　 植栽管理　年1回

　　ご利用者が安全に利用できるよう、施設設備の定期安全点検整備を徹底
し、日頃から安全確保に努めている。

【職員の配置】

定員３０名

【職員の配置】

定員３０名

【職員の資質向上の取組み】

　職員の資質向上のため、公的機関の実施する研修 済生会が実施する研
修 他の施設研修等に、業務に支障のないかぎり積極的に職員を参加させ
ます。
　また、制度改正等、必要な情報提供を行うため、職員定期的に研修会を
実施し、職員の専門知識及び技術の向上に努めます。

【職員の資質向上の取組み】

　職員の資質向上を図るべく施設内研修（有明園と合同）を毎月実施し、そ
の充実に努めている。
　また、県内外の各種外部研修への参加を促し、専門知識や技術の向上に向
けて、積極的に取り組んでいる。

社会福祉法人　新潟市社会事業協会

老人デイサービスセンター鏡淵

代表者　　　　　  理事長　高橋　助七
設立年月日　　　  昭和３年３月１日
指定管理者所在地　新潟市西区西有明町1番3号
施設所在地　　　  新潟市中央区白山浦2丁目180番地３
実施事業　　　　　信楽園病院
　　　　　　　　　特別養護老人ホーム有明園
　　　　　　　　　介護老人保健施設あかつか苑
　　　　　　　　　　他

【運営の理念及び方針】

 個人の尊厳と自立生活支援を理念に、利用者一人一人を大切にし、利用者
の身になったサービス提供を基本とし、地域社会のニーズに即応できる福祉
の拠点として「行き届いたサービス」「居心地の良い明るい希望に満ちた施
設づくり」に取り組み、調和のとれた供給に努めている。

評価項目

【支出】
　人件費　　　　　　５６，４００千円
　事務費　　　　　　１０，１５０千円
　事業費　　　　　　１８，５９０千円
　　　　　　　　計　８５，１４０千円

６．個人情報の保護

５．緊急時対策

2.事業計画

【利用者要望や苦情への対応】
 
ご意見箱の設置や苦情受付窓口を設け，また利用時のご利用者様からの
直接の苦情 要望等の把握に努め，改善します。
「苦情を処理するために講ずる措置の概要」有り。

７.収支計画

【収入】
　介護報酬等　　　　８４，８４０千円
　その他収入　　　　　　　３００千円
　　　　　　　　計　８５，１４０千円

社会福祉法人　恩賜財団済生会支部新潟県済生会

老人デイサービスセンター早川町

３.組織・人員体制

４．施設の維持管理

【運営の理念及び方針】

 地域高齢者在宅福祉サービスの中核的役割がはたせるよう地域の求める支
援に努め，介護を必要とする高齢者並びにその家族に対し、明るく潤いの
あるサービスを提供することにより、安心と信頼感のもてる施設創りを目
指します。
　また、老人福祉法及び介護保険法の精神に基いて，可能な限り在宅にお
ける生活を念頭において，在宅の要介護老人及び介護者に対し、在宅生活
に必要な日常生活上の介護及び機能訓練を行うことにより、利用者の社会
的な孤立感の解消及び心身の機能の維持並び介護者の日常的負担の軽減を
はかり、快適な在宅介護が継続できることを目的とします。

１．事業者の概要

代表者　　　　    会長　泉田　裕彦
設立年月日　　　　昭和２７年５月２２日
指定管理者所在地　新潟市西区寺地２８０番地７
施設所在地　　　　新潟市中央区早川町３丁目３２４４番地
実施事業　　　　　済生会新潟第二病院
　　　　　　　　　特別養護老人ホーム康和園
　　　　　　　　　三条病院　他



            新潟市老人デイサービスセンター　指定管理者事業計画総括表　ＮＯ．2

職種 人数 国基準 職種 人数 国基準

施設管理者 1（生活相談員兼務）
（従業者兼務可）

１
施設管理者 1

（兼務可）
1

生活相談員 3 1 生活相談員
2

（介護職員兼務）
1

看護職員 3 1 看護職員
4

（機能訓練指導員兼務）
1

介護職員 9（兼務） 4 介護職員
7

（生活相談員兼務　１）
4

機能訓練指導員 3（兼務） 1 機能訓練指導員
4

（生活相談員兼務　１）
1

評価項目

社会福祉法人　坂井輪会 社会福祉法人　新潟南福祉会

老人デイサービスセンターひばり 老人デイサービスセンター黒埼の里

１．事業者の概要

代表者　　　　　　理事長　坪谷　誠
設立年月日　　　　平成５年４月２８日
指定管理者所在地　新潟市西区新通４７３４番地
施設所在地　　　　新潟市中央区窪田町4丁目271番
　　　　　　　　　地３
実施事業　　　　　特別養護老人ホーム穂波の里
　　　　　　　　　ケアハウス穂波の里
　　　　　　　　　配食サービス　他

代表者　　　　　　理事長　青柳　佳和
設立年月日　　　　平成６年７月２１日
指定管理者所在地　新潟市西蒲区称名825番地
施設所在地　　　　新潟市西区金巻728番地
実施事業　　　　　特別養護老人ホーム虹の里
　　　　　　　　　老人短期入所事業虹の里
　　　　　　　　　居宅介護支援事業　他

2.事業計画

【運営の理念及び方針】

　ご利用者の心身の状況やご家族の環境を踏まえ、ケアプランに基づき個別
援助計画に従って、住み慣れたご自宅での生活が継続できるようサービスを
提供し支援する。
　利用者の人権を尊重した援助、自立支援を進める。
　介護予防通所介護事業を併せて実施し、要介護状態とならないよう身体能
力の維持に努める。

【運営の理念及び方針】
　
・利用者の社会的孤立感の解消及び心身機能の維持回復並びに利用者の家族
の身体的、精神的負担の軽減を図り、利用者の生活の質の確保又は向上に資
することを目的とします。
・事業の実施にあたっては、介護保険法並びに関係する厚生労働省令、告示
の趣旨及び内容に沿ったものとします。
・居宅介護（予防）支援事業者、保健医療期間、関係市町村、地域の保健・
医療・福祉サービス事業者と連携を図り、協力と理解のもとに総合的なサー
ビスの提供に努めるものとします。

【社会福祉法人減免等の実施】
　
　実施。
　法人独自に生活保護対象利用者の食費を法人減免する。

【社会福祉法人減免等の実施】

　実施している。

【利用者要望や苦情への対応】

　ケアマネージャーを通じての情報収集や日常的な介護者との情報交換、苦
情受付など。意見書箱を設置しご利用者、家族より意見、要望を集約し運営
の改善に活用。
　苦情相談窓口、担当者を設定し対応。
法人全体の対応マニュアル有り。

【利用者要望や苦情への対応】

①利用者及び家族からの要望や苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情
受付窓口を設置します。
②要望や苦情を受け付けた場合にはその内容を踏まえ、サービス内容の改善
や向上のための取組みを行い、その概要を書面により利用者及び家族へ説明
します。

３.組織・人員体制

【職員の配置】

定員３０名

【職員の配置】

定員３０名

【職員の資質向上の取組み】

　 法人事例検討会へのレポート提出
　 運動機能向上、口腔機能向上研修
　 救急蘇生法の学習会への参加
　 介護保険改定、個人情報保護法への対応に関する学習会
　 外部研修への参加（新潟県老人施設協議会）など

【職員の資質向上の取組み】

　内部研修の定期的な開催や、関係機関が実施する研修会への積極的な参加
等により、職員の専門知識・介護技術の向上に努めます。

６．個人情報の保護

　法人の個人情報保護規定に基づく管理を行う。 （1） 個人情報が記載されている書類等については、施錠できる場所で保管
し、廃棄する場合は適正な方法で処分します。また、業務上知り得た個人情
報については、守秘義務を遵守するよう職員に徹底を図ります。
（2） サービス担当者会議等における情報の共有又は、サービスを提供する
上での連絡調整のために、居宅介護（予防）支援事業者、他の居宅介護（予
防）サービス事業者、主治医及び歯科医師、保険者に対して利用者又はその
家族の個人情報を提供する場合は、あらかじめ当該利用者及び家族の同意を
書面にて得ることとします。

４．施設の維持管理

　公設民営の施設の為、新潟市高齢介護課と連絡、協議しながら施設の維
持、管理の実施（施設の夜間警備、施設の清掃業務、給湯整備、自動ドアな
どの年間メンテナンス）
　施設の修繕は法人負担し、必要な時に実施。

（１）利用者が施設を安全に利用できるように、施設整備や機能訓練用具等
について、設備業者との保守点検契約の締結や自己点検を行い、日頃からの
安全確保に努めます。
（２）利用者の使用する食器、その他の設備又は引用に供する水について、
衛生的な管理に努めるとともに、医薬品及び医療器具の管理を適正に行いま
す。

５.緊急時対策

　年間２回以上の消防訓練の実施、緊急連絡網の整備、自然災害時の避難場
所、飲料水及び食料の確保、保存。
　「緊急時対策マニュアル」有り。

（1） 地域消防署等と協議を行い、非常災害に関する具体的な計画を立て、
非常災害時の関係機関への通報及び連絡体制を整備し、それらを定期的に職
員に周知します。また、非常災害その他緊急時に備え、防火教育を含む総合
訓練を地域消防署の協力を得た上で年2回以上実施する等、利用者の安全に
対して万全を期します。
（2） 利用者へのサービス提供中に、事故又は心身状況に異変が生じた場合
は、速やかに主治医及び家族に連絡し、適切な処置を講じます。また、賠償
すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行います。

７.収支計画

【収入】
　介護報酬等　　　　５９，８４０千円
　その他収入　　　　　４，７７０千円
　　　　　　　　計　６４，６１０千円

【収入】
　介護報酬等　　　　６１，３４０千円
　その他収入　　　　　４，３６３千円
　　　　　　　　計　６５，７０３千円

【支出】
　人件費　　　　　　４３，５８０千円
　事務費　　　　　　　７，３４５千円
　事業費　　　　　　　８，５００千円
　　　　　　　　計　５９，４２５千円

【支出】
　人件費　　　　　　４３，７０７千円
　事務費　　　　　　　６，２７４千円
　事業費　　　　　　１０，８１６千円
　　　　　　　　計　６０，７９７千円



            新潟市老人デイサービスセンター　指定管理者事業計画総括表　ＮＯ．３

職種 人数 国基準 職種 人数 国基準

施設管理者 1
（兼務可）

1
施設管理者 1

（兼務可）
1

生活相談員 1 1 生活相談員 2 1

看護職員 1 1 看護職員 2 1

介護職員 4 4 介護職員 14（パート９） 5

機能訓練指導員 1 1 機能訓練指導員 2（パート１） 1

評価項目

社会福祉法人　秋葉福祉会 社会福祉法人　中蒲原福祉会

老人デイサービスセンターかんばらの里 老人デイサービスセンター向陽園

１．事業者の概要

代表者　　　　　　理事長　山口　啓介
設立年月日　　　　昭和６２年７月３０日
指定管理者所在地　新潟市秋葉区古田字南613番地１
施設所在地　　　　新潟市秋葉区古田616番地７
実施事業　　　　　特別養護老人ホームかんばらの里
　　　　　　　　　特別養護老人ホームはさぎの里
　　　　　　　　　老人デイサービスセンターはさぎの里　他

代表者　　　　　　理事長　佐野　桂吉
設立年月日　　　　平成８年２月２６日
指定管理者所在地　新潟市江南区亀田向陽2丁目6番1
　　　　　　　　　号
施設所在地　　　　新潟市江南区亀田向陽2丁目11番
　　　　　　　　　1号
実施事業　　　　　通所介護
　　　　　　　　　介護予防通所介護
　　　　　　　　　基準該当生活介護（障害者）

2.事業計画

【運営の理念及び方針】

　利用者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことが出
きるよう、日常生活上の世話及び機能訓練を行い、社会的孤立感の解消と心
身機能の維持、家族の身体的及び精神的負担の軽減を図ります。サービス提
供に当たっては安心安全と親切丁寧を旨とし、提供方法については十分な説
明を行います。

【運営の理念及び方針】

 介護保険法等の基本理念に基づき利用者の心身の特性を踏まえ日常生活上
の世話及び機能訓練を行うことにより、利用者の社会的孤立感の解消及び利
用者の心身の機能の維持並びに利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減
を図ることを目的とする。

【社会福祉法人減免等の実施】

　社会福祉法人等による生計困難者に対する利用者負担の減免措置を実施し
ています。

【社会福祉法人減免等の実施】

社会福祉減免の実施

【利用者要望や苦情への対応】

　アンケートによる要望調査を随時行い、デイサービス会議又は運営会議で
検討してサービスの改善を行います。
　苦情については、受付担当者を設け、苦情解決責任者或いは第三者委員の
協力を得て円満な解決に努める。

【利用者要望や苦情への対応】
①　意見箱の設置
②　介護支援専門員、家族等との連絡
③　サービス担当者会議への参加
④　苦情解決マニュアルによる対応

３.組織・人員体制

【職員の配置】

定員３０名

【職員の配置】

定員３5名

【職員の資質向上の取組み】

 施設内で定期開催するリハビリ研修会への参加、随時開催する医務関係講
座の受講及び関係機関が開催する研修会への参加に努めています。

【職員の資質向上の取組み】

① 園内研修の実施（毎月1回）
② 老施協、社協、行政、民間等園外研修への参加

６．個人情報の保護

 ・職員には個人情報の守秘義務がある事を周知徹底するように教育してい
ます。
 ・契約書やケース記録などは施錠可能な事務室内の施錠可能な書棚に保管
しています。
 ・廃棄すべき書類に個人情報が掲載されている時は、シュレッダーによっ
て処理します。

　個人情報が記載されている書類等については、施錠できる場所で保管し、
廃棄は事務局が適正な方法で処分する。
　業務上知り得た個人情報は守秘義務を遵守する。
「個人情報保護マニュアル」有り。

４．施設の維持管理

 担当職員が定期的に建物及び設備を監視し、異常ある時は区役所と連絡を
取りながら、専門業者に依頼し、修繕等を実施するようにしています。
冷暖房設備については、業者と保守契約を結び、遠隔監視装置で常時運転状
況を監視しています。
　自動ドアについては、専門業者と年間保守契約を結び、定期的な保守に努
めています。
　日常的な清掃については職員が行い、年に３回清掃業者による窓ガラス清
掃を実施しています。

 利用者が安全に施設を利用できるように、設備の点検表を作成し日頃から
設備の安全管理に努める。

５．緊急時対策

 ・利用者の急変等、医療措置が必要と認められる場合は、速やかに隣接の
新津医療センター病院に連絡し、外来受診をします。また、家族・担当ケア
マネにも連絡します。
・火災や地震の対応マニュアルを整備し、避難訓練を実施しています。
・消火器具の定期自主点検を実施しています。
・職員の手が必要なときは、併設の特別養護老人ホームに応援を求めます。

　事故、火災、自然災害などの際に、利用者の安全を確保するために危機管
理についてマニュアル化し、全職員に配布するとともに、防災訓練や研修で
徹底をはかる。

７.収支計画

【収入】
　介護報酬等　　　　６５，８０２千円
　その他収入　　　　　４，４２２千円
　　　　　　　　計　７０，２２４千円

【収入】
　介護報酬等　　　　８６，４００千円
　その他収入　　　　　　　　　４千円
　　　　　　　　計　８６，４０４千円

【支出】
　人件費　　　　　　６０，６５０千円
　事務費　　　　　　　２，８６０千円
　事業費　　　　　　　６，７１４千円
　　　　　　　　計　７０，２２４千円

【支出】
　人件費　　　　　　５８，０５６千円
　事務費　　　　　　　９，０９８千円
　事業費　　　　　　１０，８５０千円
　　　　　　　　計　７８，００４千円
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職種 人数 国基準 職種 人数 国基準

施設管理者 1
（兼務可）

1
施設管理者 1

（兼務可）
1

生活相談員 2 1 生活相談員 4 2

看護職員 2（機能訓練指導員兼務） 1 看護職員 6 1

介護職員 8 4 介護職員 9 6

機能訓練指導員 2（兼務） 1 機能訓練指導員 3 2

７.収支計画

【収入】
　介護報酬等　　　　７４，７００千円
　その他収入　　　　　９，３３０千円
　　　　　　　　計　８４，０３０千円

【収入】
　介護報酬等　　　　８６，５５８千円
　その他収入　　　　　　　　２１千円
　　　　　　　　計　８６，５７９千円

【支出】
　人件費　　　　　　６２，４５０千円
　事務費　　　　　　１３，１１０千円
　事業費　　　　　　１０，０２０千円
　　　　　　　　計　８５，５８０千円

【支出】
　人件費　　　　　　４６，３６３千円
　事務費　　　　　　　　　１３６千円
　事業費　　　　　　２４，０３２千円
　　　　　　　　計　７０，５３１千円

評価項目

社団法人　新潟県労働衛生医学協会

老人デイサービスセンター岩室 老人デイサービスセンター藤見

社会福祉法人　新潟市社会福祉協議会

１．事業者の概要

代表者　　　　　　会長　笹川　力
設立年月日　　　　昭和３７年５月１日
指定管理者所在地　新潟市中央区川岸1丁目39番地５
施設所在地　　　　新潟市西蒲区橋本98番地１
実施事業　　　　　岩室温泉病院
　　　　　　　　　介護老人保健施設いわむろの里
　　　　　　　　　居宅介護支援事業　他

代表者　　　　　　会長　関　昭一
設立年月日　　　　昭和３１年３月２９日
指定管理者所在地　新潟市中央区八千代1丁目3番1号
施設所在地　　　　新潟市東区藤見町１丁目4番38号
実施事業　　　　　社会福祉を目的とする事業の企画及び実施社会福祉に関する
                 活動への住民の参加のための援助
　　　　　　　　　社会福祉を目的とする事業に関する調査・普及・宣伝等

2.事業計画

【運営の理念及び方針】

 利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を
営むことができるよう、必要な日常生活上の援助及び機能訓練を行うことにより、
利用者の社会的孤立感の解消及び心身機能の維持並びに利用者の家族の身体的及び
精神的負担の軽減を図る。

【運営の理念及び方針】

　当施設は、要介護状態等となった場合においてもその利用者が可能な限りその居
宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、必
要な日常生活上の世話及び機能訓練を行うことにより、利用者の生活の質の確保及
び向上、社会的孤立感の解消、心身機能の維持向上等を図るとともに、その家族の
身体的、精神的負担の軽減を図り、以って介護保険法並びに関係する厚生労働省
令、告示の趣旨及び内容に沿った運営を行う。

【社会福祉法人減免等の実施】

　無し。

【社会福祉法人減免等の実施】

　施設設立当初より社福減免実施。現在も継続実施し、生計困難者に対する介護保
険サービスに係る利用者負担額減免措置を行うとともに、市より減免措置事業助成
金の交付を受けている。

【利用者要望や苦情への対応】

　要望・苦情の把握は、利用事前面接（訪問）時および通所介護計画書説明時に、
ご本人・ご家族にお聞きします。また、利用者、ご家族、ケアマネジャー等から
は、随時受付ます。
 業務への反映は、朝礼・終礼時に職員に随時報告し、即対応できるものは、その日
から対応します。即対応できないものは、後日、業務会議を開催し対応します。

【利用者要望や苦情への対応】

　苦情受付窓口を設置するとともに、苦情解決責任者（管理者）を設置し、日常的
に利用者からの要望を介護員が聴取し、その際に責任者へ報告。朝礼及び終礼や職
員会議及び家族と連携し即時対応を図ることを常としており、事業所にて対応に余
る内容については、本部担当課と協議、上司と相談の上指示を受け本人及び家族へ
丁寧に説明するなど解決を図るとともに、より良いサービスの提供を利用者の声を
更に反映させていくべく強化、努力している。

3.組織・人員体制

【職員の配置】

定員29名

【職員の配置】

・定員３０名（通所介護２５名、認知症対応型通所介護　５名）

【職員の資質向上の取組み】

　職員の資質向上のために、研修を実施
 ○協会主催の階層別研修：毎年全職員に実施
 ○外部研修：デイサービス業務に関して、1年に1回は、全職員に実施予定（新潟県
老人福祉協議会主催の研修会、研究発表会（管理者、相談員、看護、介護、調理職
員別毎）に参加など
○内部研修：月に1～2回全職員で、業種毎に実施・認知症について・接遇・安全衛
生について・介護技術（排泄）・介護技術（移動）・介護技術（入浴）・介護技術
（衣類着脱・安楽な体位）・感染症・食中毒について・身体拘束について・リスク
管理・プライバシーの保護・倫理・法令遵守・看護技術について・機能訓練につい
て・事故の緊急時対応、再発防止　他

【職員の資質向上の取組み】

　外部派遣研修を含め内部研修（介護関係及び看護系及び疾病等理解、リスクマ
ネージメントの手法等外部講師を招く場合もあり）を年3回以上実施。また、管理者
を中心に常態的にOJTを随時実施。管理者のみならず先輩から後輩へ、看護と介護の
連絡体制、連携を密に行い、資質向上からより良いサービスの展開を目ざし常に努
力、自己研鑽を怠ることなく事業を展開中。

6．個人情報の保護

　個人情報保護の取り扱いについて、条例第13条、新潟市個人情報保護条例第12条
の受託者の責務を遵守し、個人情報が適切に保護されるように努めます。また、管
理業務の遂行に伴って個人情報を取り扱う場合は新潟市個人情報保護条例第10条の
規定に基づき、以下の事項について必要な措置を講じ、個人の権利利益を侵害する
ことのないように努めます。
　（１）個人情報は、正確かつ最新のものとすること。
　（２）個人情報の漏洩、改ざん、滅失、き損その他の事故を防止すること。
　（３）保有する必要がなくなった個人情報は、確実かつ速やかに廃棄し、または
　　　　消去すること。
　「個人情報保護マニュアル」有り。

 個人情報の記載されている書類等については、施錠できる場所で保管し廃棄は事務
局が適正な方法で一括して処分する。
業務上知り得た個人情報については、守秘義務を遵守するよう職員に徹底を図る。
また、当会では、厚生労働省のガイドラインに基づき、「個人情報保護規定」「コ
ンピュータ情報システムの運用管理に関する規定」を整備している。職員等従事者
に対しては、研修体制を整備し実施する他、マニュアルを整備するなど周知、徹底
を図っている。

4．施設の維持管理

　・協会の安全衛生委員会に従い、年2回の職場巡視実施。
　・利用者が、安全に快適に利用できるよう、チェックリストに基づき、設備およ
び備品(ベッド、送迎車、車椅子、厨房機器など)の日常点検および清掃を実施。
（業者委託）
　・施設の防犯システム・定期的に清掃業務（施設内、窓ガラス、受水槽他）・ボ
イラー・給湯設備、空調設備の定期点検・消防設備点検・害虫駆除

　日中の職員勤務中は防犯等に最大限の注意を払い業務を励行する。夜間警備に関
しては別途業務を委託するものとする。防災対策として年2回の実践に即した避難訓
練を実施（ふじみ苑と合同）。防炎等震災時の対応等も考慮し、臨機応変な対応が
可能なよう日常的に職員の意識の向上を図る。
　施設管理について、建物設備（冷暖房装置、空調、受水槽清掃及び一般水質検査
含）清掃業務（施設全般及び浴室含む日常清掃：毎日、及び定期清掃：年6回）を別
途委託する他、職員が日常から衛生管理に最大限の注意を払うとともに、ベッドカ
バー類やタオル、トイレ、洗面所などにおいて汚染時は即時対応をし、利用者の感
染症の拡大を防ぐ等マニュアルを遵守し日常的な対応を図る。

5．緊急時対策

　「突発災害発生時の緊急初動対応」、「利用者急変時の対応」、「無断外出者対
応」、「事故防止マニュアル」を作成し、確実に対応します。（別紙参照）・消防
計画に基づき、火災、震災、その他災害の予防および人命の安全ならびに被害の極
限防止を図ります。年２回以上消防訓練を実施します。

 消防用設備点検保守業務（年2回）を別途委託し、他利用者の転倒等事故発生時、
及び送迎時の安全対策については、緊急時においては緊急連絡網を整備し、本部上
司、担当課である市高齢者福祉課他、関係機関と連携を図り判断を仰ぐ等のほか、
体調の急変など切迫した状態の場合は、看護師によるバイタル測定他必要な対応を
図った上、家族他担当医の指示を仰ぎ、必要があれば緊急搬送（119番通報）を依頼
するなど臨機応変な対応をもって安全を最大限図る。また、日ごろよりリスクマ
ネージメントを実施し、日常的な事故防止対策としてヒヤリハット等を随時実施す
るなど、職員間の意識の向上と事故防止対策を図る体制整備を行う。
　「事故の発生時緊急時の対応に関するマニュアル」有り。
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職種 人数 国基準 職種 人数 国基準

施設管理者 1
（兼務可）

1
施設管理者 1

（兼務可）
1

生活相談員 3 2 生活相談員 3 1

看護職員 5 1 看護職員 3 1

介護職員 6 6 介護職員 7 4

機能訓練指導員 5 2 機能訓練指導員 3 1

７.収支計画

【収入】
　介護報酬等　　　　６６，３５２千円
　その他収入　　　　　　　　２１千円
　　　　　　　　計　６６，３７３千円

【収入】
　介護報酬等　　　　６７，３２９千円
　その他収入　　　　　　　　２１千円
　　　　　　　　計　６７，３５０千円

【支出】
　人件費　　　　　　４２，４０９千円
　事務費　　　　　　　　　１３６千円
　事業費　　　　　　２０，９４６千円
　　　　　　　　計　６３，４９１千円

【支出】
　人件費　　　　　　４７，６７２千円
　事務費　　　　　　　　　１３６千円
　事業費　　　　　　１５，３１１千円
　　　　　　　　計　６３，１１９千円

評価項目

老人デイサービスセンター本町 老人デイサービスセンター黒埼荘

社会福祉法人　新潟市社会福祉協議会

１．事業者の概要

代表者　　　　　　会長　関　昭一
設立年月日　　　　昭和３１年３月２９日
指定管理者所在地　新潟市中央区八千代1丁目3番1号
施設所在地　　　　新潟市中央区本町通1番町168番地２
実施事業　　　　　社会福祉を目的とする事業の企画及び実施社会福祉に関する
                 活動への住民の参加のための援助
　　　　　　　　　社会福祉を目的とする事業に関する調査・普及・宣伝等

代表者　　　　　　会長　関　昭一
設立年月日　　　　昭和３１年３月２９日
指定管理者所在地　新潟市中央区八千代1丁目3番1号
施設所在地　　　　新潟市西区緒立流通2丁目4番地１
実施事業　　　　　社会福祉を目的とする事業の企画及び実施社会福祉に関する
                  活動への住民の参加のための援助
　　　　　　　　　社会福祉を目的とする事業に関する調査・普及・宣伝等

2.事業計画

【運営の理念及び方針】

　当施設は、要介護状態等となった場合においてもその利用者が可能な限りその居
宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、必
要な日常生活上の世話及び機能訓練を行うことにより、利用者の生活の質の確保及
び向上、社会的孤立感の解消、心身機能の維持向上等を図るとともに、その家族の
身体的、精神的負担の軽減を図り、以って介護保険法並びに関係する厚生労働省
令、告示の趣旨及び内容に沿った運営を行う。

【運営の理念及び方針】

 当施設は、要介護状態等となった場合においてもその利用者が可能な限りその居宅
において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、必要
な日常生活上の世話及び機能訓練を行うことにより、利用者の生活の質の確保及び
向上、社会的孤立感の解消、心身機能の維持向上等を図るとともに、その家族の身
体的、精神的負担の軽減を図り、以って介護保険法並びに関係する厚生労働省令、
告示の趣旨及び内容に沿った運営を行う。

【社会福祉法人減免等の実施】

　施設設立当初より社福減免実施。現在も継続実施し、生計困難者に対する介護保
険サービスに係る利用者負担額減免措置を行うとともに、市より減免措置事業助成
金の交付を受けている。

【社会福祉法人減免等の実施】

 施設設立当初より社福減免実施。現在も継続実施し、生計困難者に対する介護保険
サービスに係る利用者負担額減免措置を行うとともに、市より減免措置事業助成金
の交付を受けている。

【利用者要望や苦情への対応】

苦情受付窓口を設置するとともに、苦情解決責任者（管理者）を設置し、日常的に
利用者からの要望を介護員が聴取し、その際に責任者へ報告。朝礼及び終礼や職員
会議及び家族と連携し即時対応を図ることを常としており、事業所にて対応に余る
内容については、本部担当課と協議、上司と相談の上指示を受け本人及び家族へ丁
寧に説明するなど解決を図るとともに、より良いサービスの提供を利用者の声を更
に反映させるべく強化、努力している。

【利用者要望や苦情への対応】

 苦情受付窓口を設置するとともに、苦情解決責任者（管理者）を設置し、日常的に
利用者からの要望を介護員が聴取し、その際に責任者へ報告。朝礼及び終礼や職員
会議及び家族と連携し即時対応を図ることを常としており、事業所にて対応に余る
内容については、本部担当課と協議、上司と相談の上指示を受け本人及び家族へ丁
寧に説明するなど解決を図るとともに、より良いサービスの提供を利用者の声を更
に反映させていくべく強化、努力している。

３.組織・人員体制

【職員の配置】

・定員３０名（通所介護２５名、認知症対応型通所介護　５名）

【職員の配置】

・定員３０名

【職員の資質向上の取組み】

 外部派遣研修を含め内部研修（介護関係及び看護系及び疾病等理解、リスクマネー
ジメントの手法等外部講師を招く場合もあり）を年3回以上実施。また、管理者を中
心に常態的にOJTを随時実施。管理者のみならず先輩から後輩へ、看護と介護の連絡
体制、連携を密に行い、資質向上からより良いサービスの展開を目ざし常に努力、
自己研鑽を怠ることなく事業を展開中。

【職員の資質向上の取組み】

 外部派遣研修を含め内部研修（介護関係及び看護系及び疾病等理解、リスクマネー
ジメントの手法等外部講師を招く場合もあり）を年3回以上実施。また、管理者を中
心に常態的にOJTを随時実施。管理者のみならず先輩から後輩へ、看護と介護の連絡
体制、連携を密に行い、資質向上からより良いサービスの展開を目ざし常に努力、
自己研鑽を怠ることなく事業を展開中。

６．個人情報の保護

 個人情報の記載されている書類等については、施錠できる場所で保管し廃棄は事務
局　が適正な方法で一括して処分する。
業務上知り得た個人情報については、守秘義務を遵守するよう職員に徹底を図る。
また、当会では、厚生労働省のガイドラインに基づき、「個人情報保護規定」「コ
ンピュータ情報システムの運用管理に関する規定」を整備している。職員等従事者
に対しては、研修体制を整備し実施する他、マニュアルを整備するなど周知、徹底
を図っている。

 個人情報の記載されている書類等については、施錠できる場所で保管し廃棄は事務
局　が適正な方法で一括して処分する。
業務上知り得た個人情報については、守秘義務を遵守するよう職員に徹底を図る。
また、当会では、厚生労働省のガイドラインに基づき、「個人情報保護規定」「コ
ンピュータ情報システムの運用管理に関する規定」を整備している。職員等従事者
に対しては、研修体制を整備し実施する他、マニュアルを整備するなど周知、徹底
を図っている。

４．施設の維持管理

 日中の職員勤務中は防犯等に最大限の注意を払い業務を励行する。夜間警備に関し
ては別途業務を委託するものとする。防災対策として年2回の実践に即した避難訓練
を実施。防炎等震災時の対応等も考慮し、臨機応変な対応が可能なよう日常的に職
員の意識の向上を図る他、消防設備点検について別途業務を委託。施設管理につい
て、建物設備他、清掃業務（施設全般及び浴室含む日常清掃、及び定期清掃）を別
途委託する他、職員が日常から衛生管理に最大限の注意を払うとともに、ベッドカ
バー類やタオル、トイレ、洗面所などにおいて汚染時は即時対応をし、利用者の感
染症の拡大を防ぐ等マニュアルを遵守し日常的な対応を図る。

 日中の職員勤務中は防犯等に最大限の注意を払い業務を励行する。夜間警備に関し
ては別途業務を委託するものとする。防災対策として年2回の実践に即した避難訓練
を実施（老人福祉ｾﾝﾀｰ黒埼荘と合同）。防炎等震災時の対応等も考慮し、臨機応変
な対応が可能なよう日常的に職員の意識の向上を図る。
施設管理について、浴場関連機器及び電気設備設備（ﾎﾞｲﾗｰ等）保守点検業務、清掃
業務（施設全般及び浴室含む日常清掃：毎日）を別途委託する他、職員が日常から
衛生管理に最大限の注意を払うとともに、ベッドカバー類やタオル、トイレ、洗面
所などにおいて汚染時は即時対応をし、利用者の感染症の拡大を防ぐ等マニュアル
を遵守し日常的な対応を図る。

５．緊急時対策

　消防用設備点検保守業務（年2回）を別途委託し、他利用者の転倒等事故発生時、
及び送迎時の安全対策については、緊急時においては緊急連絡網を整備し、本部上
司、担当課である市高齢者福祉課他、関係機関と連携を図り判断を仰ぐ等のほか、
体調の急変など切迫した状態の場合は、看護師によるバイタル測定他必要な対応を
図った上、家族他担当医の指示を仰ぎ、必要があれば緊急搬送（119番通報）を依頼
するなど臨機応変な対応をもって安全を最大限図る。また、日ごろよりリスクマ
ネージメントを実施し、日常的な事故防止対策としてヒヤリハット等を随時実施す
るなど、職員間の意識の向上と事故防止対策を図る体制整備を行う。
　「事故の発生時緊急時の対応に関するマニュアル」有り。

 日中の職員勤務中は防犯等に最大限の注意を払い業務を励行する。夜間警備に関し
ては別途業務を委託するものとする。防災対策として年2回の実践に即した避難訓練
を実施（老人福祉ｾﾝﾀｰ黒埼荘と合同）。防炎等震災時の対応等も考慮し、臨機応変
な対応が可能なよう日常的に職員の意識の向上を図る。
施設管理について、浴場関連機器及び電気設備設備（ﾎﾞｲﾗｰ等）保守点検業務、清掃
業務（施設全般及び浴室含む日常清掃：毎日）を別途委託する他、職員が日常から
衛生管理に最大限の注意を払うとともに、ベッドカバー類やタオル、トイレ、洗面
所などにおいて汚染時は即時対応をし、利用者の感染症の拡大を防ぐ等マニュアル
を遵守し日常的な対応を図る。



            新潟市老人デイサービスセンター　指定管理者事業計画総括表　ＮＯ．６

職種 人数 国基準 職種 人数 国基準

施設管理者 1
（兼務可）

1
施設管理者 1

（兼務可）
1

生活相談員 2 1 生活相談員 3 1

看護職員 3 1 看護職員 3 1

介護職員 8 2 介護職員 9 4

機能訓練指導員 1（看護師兼務） 1 機能訓練指導員 3 1

6.個人情報の保護

 個人情報の記載されている書類等については、施錠できる場所で保管し廃
棄は事務局　が適正な方法で一括して処分する。
業務上知り得た個人情報については、守秘義務を遵守するよう職員に徹底を
図る。また、当会では、厚生労働省のガイドラインに基づき、「個人情報保
護規定」「コンピュータ情報システムの運用管理に関する規定」を整備して
いる。職員等従事者に対しては、研修体制を整備し実施する他、マニュアル
を整備するなど周知、徹底を図っている。

 個人情報の記載されている書類等については、施錠できる場所で保管し廃棄は事務
局　が適正な方法で一括して処分する。
業務上知り得た個人情報については、守秘義務を遵守するよう職員に徹底を図る。
また、当会では、厚生労働省のガイドラインに基づき、「個人情報保護規定」「コ
ンピュータ情報システムの運用管理に関する規定」を整備している。職員等従事者
に対しては、研修体制を整備し実施する他、マニュアルを整備するなど周知、徹底
を図っている。

４．施設の維持管理

　日中の職員勤務中は防犯等に最大限の注意を払い業務を励行する。夜間警備に関
してはセンター含め業務を委託（市より）するものとする。防災対策として年2回の
実践に即した避難訓練を実施。防炎等震災時の対応等も考慮し、臨機応変な対応が
可能なよう日常的に職員の意識の向上を図る。
施設管理について、建物設備管理業務、清掃業務、昇降浴槽管理、浴槽水質検査、
腸内細菌検査等を別途委託する他、職員が日常から衛生管理に最大限の注意を払う
とともに、ベッドカバー類やタオル、トイレ、洗面所などにおいて汚染時は即時対
応をし、利用者の感染症の拡大を防ぐ等マニュアルを遵守し日常的な対応を図る。

 日中の職員勤務中は防犯等に最大限の注意を払い業務を励行する。夜間警備に関し
ては別途業務を委託するものとする。防災対策として年2回の実践に即した避難訓練
を実施。防炎等震災時の対応等も考慮し、臨機応変な対応が可能なよう日常的に職
員の意識の向上を図る他、消防設備点検について別途業務を委託。
施設管理について、建物設備他、清掃業務（施設全般及び浴室含む日常清掃、及び
定期清掃）を別途委託する他、職員が日常から衛生管理に最大限の注意を払うとと
もに、ベッドカバー類やタオル、トイレ、洗面所などにおいて汚染時は即時対応を
し、利用者の感染症の拡大を防ぐ等マニュアルを遵守し日常的な対応を図る。

５.緊急時対策

 消防用設備点検保守業務（年2回）を別途委託し、他利用者の転倒等事故発生時、
及び送迎時の安全対策については、緊急時においては緊急連絡網を整備し、本部上
司、担当課である市高齢者福祉課他、関係機関と連携を図り判断を仰ぐ等のほか、
体調の急変など切迫した状態の場合は、看護師によるバイタル測定他必要な対応を
図った上、家族他担当医の指示を仰ぎ、必要があれば緊急搬送（119番通報）を依頼
するなど臨機応変な対応をもって安全を最大限図る。また、日ごろよりリスクマネ
ジメントを実施し、日常的な事故防止対策としてヒヤリハット等を随時実施し、職
員間の意識の向上と事故防止対策を図る体制整備を行う。
　「事故の発生等緊急時の対応に関するマニュアル」有り。

 消防用設備点検保守業務（機器点検1回、総合点検1回）を別途委託し、他利用者の
転倒等事故発生時、及び送迎時の安全対策については、緊急時においては緊急連絡
網を整備し、本部上司、担当課である市高齢者福祉課他、関係機関と連携を図り判
断を仰ぐ等のほか、体調の急変など切迫した状態の場合は、看護師によるバイタル
測定他必要な対応を図った上、家族他担当医の指示を仰ぎ、必要があれば緊急搬送
（119番通報）を依頼するなど臨機応変な対応をもって安全を最大限図る。また、日
ごろよりリスクマネジメントを実施し、日常的な事故防止対策としてヒヤリハット
等も随時実施、職員間の意識の向上と事故防止対策を図る体制整備を行う。
　「事故の発生時緊急時の対応に関するマニュアル」有り。

3.組織・人員体制

【職員の配置】

・定員18名

【職員の配置】

・定員３０名

【職員の資質向上の取組み】

 外部派遣研修を含め内部研修（介護関係及び看護系及び疾病等理解、リスクマネー
ジメントの手法等外部講師を招く場合もあり）を年3回以上実施。また、管理者を中
心に常態的にOJTを随時実施。管理者のみならず先輩から後輩へ、看護と介護の連絡
体制、連携を密に行い、資質向上からより良いサービスの展開を目ざし常に努力、
自己研鑽を怠ることなく事業を展開中。

【職員の資質向上の取組み】

 外部派遣研修を含め内部研修（介護関係及び看護系及び疾病等理解、リスクマネー
ジメントの手法等外部講師を招く場合もあり）を年3回以上実施。また、管理者を中
心に常態的にOJTを随時実施。管理者のみならず先輩から後輩へ、看護と介護の連絡
体制、連携を密に行い、資質向上からより良いサービスの展開を目ざし常に努力、
自己研鑽を怠ることなく事業を展開中。

１．事業者の概要

代表者　　　　　　会長　関　昭一
設立年月日　　　　昭和３１年３月２９日
指定管理者所在地　新潟市中央区八千代1丁目3番1号
施設所在地　　　　新潟市南区白根1132番地１
実施事業　　　　　社会福祉を目的とする事業の企画及び実施社会福祉に関する
                  活動への住民の参加のための援助
　　　　　　　　　社会福祉を目的とする事業に関する調査・普及・宣伝等

代表者　　　　　　会長　関　昭一
設立年月日　　　　昭和３１年３月２９日
指定管理者所在地　新潟市中央区八千代1丁目3番1号
施設所在地　　　　新潟市秋葉区小須戸3870番地６
実施事業　　　　　社会福祉を目的とする事業の企画及び実施社会福祉に関する
                  活動への住民の参加のための援助
　　　　　　　　　社会福祉を目的とする事業に関する調査・普及・宣伝等

2.事業計画

【運営の理念及び方針】

 当施設は、要介護状態等となった場合においてもその利用者が可能な限りその居宅
において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、必要
な日常生活上の世話及び機能訓練を行うことにより、利用者の生活の質の確保及び
向上、社会的孤立感の解消、心身機能の維持向上等を図るとともに、その家族の身
体的、精神的負担の軽減を図り、以って介護保険法並びに関係する厚生労働省令、
告示の趣旨及び内容に沿った運営を行う。

【運営の理念及び方針】

 当施設は、要介護状態等となった場合においてもその利用者が可能な限りその居宅
において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、必要
な日常生活上の世話及び機能訓練を行うことにより、利用者の生活の質の確保及び
向上、社会的孤立感の解消、心身機能の維持向上等を図るとともに、その家族の身
体的、精神的負担の軽減を図り、以って介護保険法並びに関係する厚生労働省令、
告示の趣旨及び内容に沿った運営を行う。

【社会福祉法人減免等の実施】

 平成14年より社福減免実施。現在も継続実施し、生計困難者に対する介護保険サー
ビスに係る利用者負担額減免措置を行うとともに、市より減免措置事業助成金の交
付を受けている。

【社会福祉法人減免等の実施】

 介護保険制度導入時当初より社福減免実施。現在も継続実施し、生計困難者に対す
る介護保険サービスに係る利用者負担額減免措置を行うとともに、市より減免措置
事業助成金の交付を受けている。

【利用者要望や苦情への対応】

 苦情受付窓口を設置するとともに、苦情解決責任者（管理者）を設置し、日常的に
利用者からの要望を介護員が聴取し、その際に責任者へ報告。朝礼及び終礼や職員
会議及び家族と連携し即時対応を図ることを常としており、事業所にて対応に余る
内容については、本部担当課と協議、上司と相談の上指示を受け本人及び家族へ丁
寧に説明するなど解決を図るとともに、より良いサービスの提供を利用者の声を更
に反映させていくべく強化、努力している。

【利用者要望や苦情への対応】

 苦情受付窓口を設置するとともに、苦情解決責任者（管理者）を設置し、日常的に
利用者からの要望を介護員が聴取し、その際に責任者へ報告。朝礼及び終礼や職員
会議及び家族と連携し即時対応を図ることを常としており、事業所にて対応に余る
内容については、本部担当課と協議、上司と相談の上指示を受け本人及び家族へ丁
寧に説明するなど解決を図るとともに、より良いサービスの提供を利用者の声を更
に反映させていくべく強化、努力している。

評価項目

社会福祉法人　新潟市社会福祉協議会

老人デイサービスセンター皐月園 老人デイサービスセンター小須戸

７.収支計画

【収入】
　介護報酬等　　　　３５，３６３千円
　その他収入　　　　　　　　２１千円
　　　　　　　　計　３５，３８４千円

【収入】
　介護報酬等　　　　７４，３０８千円
　その他収入　　　　　　　　２１千円
　　　　　　　　計　７４，３２９千円

【支出】
　人件費　　　　　　２７，３４０千円
　事務費　　　　　　　　　　９０千円
　事業費　　　　　　　８，３２７千円
　　　　　　　　計　３５，７５７千円

【支出】
　人件費　　　　　　４９，６５６千円
　事務費　　　　　　　　　　９８千円
　事業費　　　　　　１９，２６８千円
　　　　　　　　計　６９，０２２千円
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職種 人数 国基準 職種 人数 国基準

施設管理者 1
（兼務可）

1
施設管理者 1

（兼務可）
1

生活相談員 3 1 生活相談員 2 1

看護職員 4 1 看護職員 4 1

介護職員 10 4 介護職員 8 4

機能訓練指導員 4 1 機能訓練指導員 4 1

７.収支計画

【収入】
　介護報酬等　　　　８４，６８１千円
　その他収入　　　　　　　　２１千円
　　　　　　　　計　８４，７０２千円

【収入】
　介護報酬等　　　　６５，８２２千円
　その他収入　　　　　　　　２１千円
　　　　　　　　計　６５，８４３千円

【支出】
　人件費　　　　　　５５，０５２千円
　事務費　　　　　　　　　１２１千円
　事業費　　　　　　１５，７９４千円
　　　　　　　　計　７０，９６７千円

【支出】
　人件費　　　　　　５１，９１０千円
　事務費　　　　　　　　　１２７千円
　事業費　　　　　　１３，３５８千円
　　　　　　　　計　６５，３９５千円

評価項目

社会福祉法人　新潟市社会福祉協議会

老人デイサービスセンタ西川 老人デイサービスセンター味方

１．事業者の概要

代表者　　　　　　会長　関　昭一
設立年月日　　　　昭和３１年３月２９日
指定管理者所在地　新潟市中央区八千代1丁目3番1号
施設所在地　　　　新潟市西蒲区大潟198番地２
実施事業　　　　　社会福祉を目的とする事業の企画及び実施社会福祉に関する
                  活動への住民の参加のための援助
　　　　　　　　　社会福祉を目的とする事業に関する調査・普及・宣伝等

代表者　　　　　　会長　関　昭一
設立年月日　　　　昭和３１年３月２９日
指定管理者所在地　新潟市中央区八千代1丁目3番1号
施設所在地　　　　新潟市南区味方583番地１
実施事業　　　　　社会福祉を目的とする事業の企画及び実施社会福祉に関する
                  活動への住民の参加のための援助
　　　　　　　　　社会福祉を目的とする事業に関する調査・普及・宣伝等

2.事業計画

【運営の理念及び方針】

 当施設は、要介護状態等となった場合においてもその利用者が可能な限りその居宅
において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、必要
な日常生活上の世話及び機能訓練を行うことにより、利用者の生活の質の確保及び
向上、社会的孤立感の解消、心身機能の維持向上等を図るとともに、その家族の身
体的、精神的負担の軽減を図り、以って介護保険法並びに関係する厚生労働省令、
告示の趣旨及び内容に沿った運営を行う。

【運営の理念及び方針】

 当施設は、要介護状態等となった場合においてもその利用者が可能な限りその居宅
において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、必要
な日常生活上の世話及び機能訓練を行うことにより、利用者の生活の質の確保及び
向上、社会的孤立感の解消、心身機能の維持向上等を図るとともに、その家族の身
体的、精神的負担の軽減を図り、以って介護保険法並びに関係する厚生労働省令、
告示の趣旨及び内容に沿った運営を行う。

【社会福祉法人減免等の実施】

 平成17年3月より社福減免実施。現在も継続実施し、生計困難者に対する介護保険
サービスに係る利用者負担額減免措置を行うとともに、市より減免措置事業助成金
の交付を受けている。

【社会福祉法人減免等の実施】

 平成17年４月より社福減免実施。現在も継続実施し、生計困難者に対する介護保険
サービスに係る利用者負担額減免措置を行うとともに、市より減免措置事業助成金
の交付を受けている。

【利用者要望や苦情への対応】

 苦情受付窓口を設置するとともに、苦情解決責任者（管理者）を設置し、日常的に
利用者からの要望を介護員が聴取し、その際に責任者へ報告。朝礼及び終礼や職員
会議及び家族と連携し即時対応を図ることを常としており、事業所にて対応に余る
内容については、本部担当課と協議、上司と相談の上指示を受け本人及び家族へ丁
寧に説明するなど解決を図るとともに、より良いサービスの提供を利用者の声を更
に反映させていくべく強化、努力している。

【利用者要望や苦情への対応】

 苦情受付窓口を設置するとともに、苦情解決責任者（管理者）を設置し、
日常的に利用者からの要望を介護員が聴取し、その際に責任者へ報告。朝礼
及び終礼や職員会議及び家族と連携し即時対応を図ることを常としており、
事業所にて対応に余る内容については、本部担当課と協議、上司と相談の上
指示を受け本人及び家族へ丁寧に説明するなど解決を図るとともに、より良
いサービスの提供を利用者の声を更に反映させていくべく強化、努力してい
る。

3.組織・人員体制

【職員の配置】

・定員３０名

【職員の配置】

・定員３０名

【職員の資質向上の取組み】

 外部派遣研修を含め内部研修（介護関係及び看護系及び疾病等理解、リスクマネー
ジメントの手法等外部講師を招く場合もあり）を年3回以上実施。また、管理者を中
心に常態的にOJTを随時実施。管理者のみならず先輩から後輩へ、看護と介護の連絡
体制、連携を密に行い、資質向上からより良いサービスの展開を目ざし常に努力、
自己研鑽を怠ることなく事業を展開中。

【職員の資質向上の取組み】

 外部派遣研修を含め内部研修（介護関係及び看護系及び疾病等理解、リスクマネー
ジメントの手法等外部講師を招く場合もあり）を年3回以上実施。また、管理者を中
心に常態的にOJTを随時実施。管理者のみならず先輩から後輩へ、看護と介護の連絡
体制、連携を密に行い、資質向上からより良いサービスの展開を目ざし常に努力、
自己研鑽を怠ることなく事業を展開中

6.個人情報の保護

 個人情報の記載されている書類等については、施錠できる場所で保管し廃棄は事務
局　が適正な方法で一括して処分する。　　　　　　　　　　　　　業務上知り得
た個人情報については、守秘義務を遵守するよう職員に徹底を図る。また、当会で
は、厚生労働省のガイドラインに基づき、「個人情報保護規定」「コンピュータ情
報システムの運用管理に関する規定」を整備している。職員等従事者に対しては、
研修体制を整備し実施する他、マニュアルを整備するなど周知、徹底を図ってい
る。

 個人情報の記載されている書類等については、施錠できる場所で保管し廃棄は事務
局　が適正な方法で一括して処分する。　　　　　　　　　　　　　業務上知り得
た個人情報については、守秘義務を遵守するよう職員に徹底を図る。また、当会で
は、厚生労働省のガイドラインに基づき、「個人情報保護規定」「コンピュータ情
報システムの運用管理に関する規定」を整備している。職員等従事者に対しては、
研修体制を整備し実施する他、マニュアルを整備するなど周知、徹底を図ってい
る。

４．施設の維持管理

 日中の職員勤務中は防犯等に最大限の注意を払い業務を励行する。夜間警備に関し
ては別途業務委託するものとする。防災対策として年2回の実践に即した避難訓練を
実施。防炎等震災時の対応等も考慮し、臨機応変な対応が可能なよう日常的に職員
の意識の向上を図る。
　施設管理について、GHP点検業務、清掃業務、建物設備定期調査、浴槽水質検査等
を別途委託する他、職員が日常から衛生管理、備品類等に最大限の注意を払うとと
もに、ベッドカバー類やタオル、トイレ、洗面所などにおいて汚染時は即時対応を
し、利用者の感染症の拡大を防ぐ等マニュアルを遵守し日常的な対応を図る。

　日中の職員勤務中は防犯等に最大限の注意を払い業務を励行する。夜間警備に関
しては別途業務委託するものとする。防災対策として年2回の実践に即した避難訓練
を実施。防炎等震災時の対応等も考慮し、臨機応変な対応が可能なよう日常的に職
員の意識の向上を図る。
　施設管理について、電気保安点検業務、清掃業務、空調設備保守、浄化槽点検、
樹木管理等を別途委託する他、職員が日常から安全、衛生管理、備品類等に最大限
の注意を払うとともに、ベッドカバー類やタオル、トイレ、洗面所などにおいて汚
染時は即時対応をし、利用者の感染症の拡大を防ぐ等マニュアルを遵守し日常的な
対応を図る。

５.緊急時対策

 消防用設備等点検業務を別途委託し、他利用者の転倒等事故発生時、及び送迎時の
安全対策については、緊急時においては緊急連絡網を整備し、本部上司、担当課で
ある市高齢者福祉課他、関係機関と連携を図り判断を仰ぐ等のほか、体調の急変な
ど切迫した状態の場合は、看護師によるバイタル測定他必要な対応を図った上、家
族他担当医の指示を仰ぎ、必要があれば緊急搬送（119番通報）を依頼するなど臨機
応変な対応をもって安全を最大限図る。また、日ごろよりリスクマネジメントを実
施し、日常的な事故防止対策としてヒヤリハット等を随時実施し、職員間の意識の
向上と事故防止対策を図る体制整備を行う。
　「事故の発生時緊急時の対応に関するマニュアル」有り。

 防災設備点検業務（年2回）を別途委託する他、利用者の転倒等事故発生時、及び
送迎時の安全対策については、緊急時においては緊急連絡網を整備し、本部上司、
担当課である市高齢者福祉課他、関係機関と連携を図り判断を仰ぐ等のほか、体調
の急変など切迫した状態の場合は、看護師によるバイタル測定他必要な対応を図っ
た上、家族他担当医の指示を仰ぎ、必要があれば緊急搬送（119番通報）を依頼する
など臨機応変な対応をもって安全を最大限図る。また、日ごろよりリスクマネジメ
ントを実施し、日常的な事故防止対策としてヒヤリハット等を随時実施し、職員間
の意識の向上と事故防止対策を図る体制整備を行う。
　「事故の発生等緊急時の対応に関するマニュアル」有り。
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職種 人数 国基準 職種 人数 国基準

施設管理者 1
（兼務可）

1
施設管理者 1

（兼務可）
1

生活相談員 3 1 生活相談員 2 1

看護職員 3 1 看護職員 4 1

介護職員 9 4 介護職員 7 3

機能訓練指導員 3 1 機能訓練指導員 4 1

７.収支計画

【収入】
　介護報酬等　　　　５５，２１６千円
　その他収入　　　　　　　１３３千円
　　　　　　　　計　５５，３４９千円

【収入】
　介護報酬等　　　　３８，０７５千円
　その他収入　　　　　　　　２１千円
　　　　　　　　計　３８，０９６千円

【支出】
　人件費　　　　　　４３，２０５千円
　事務費　　　　　　　　　　９８千円
　事業費　　　　　　１０，２０１千円
　　　　　　　　計　５３，５０４千円

【支出】
　人件費　　　　　　３５，８３５千円
　事務費　　　　　　　　　　９９千円
　事業費　　　　　　　７，８４４千円
　　　　　　　　計　４３，７７８千円

評価項目

社会福祉法人　新潟市社会福祉協議会

老人デイサービスセンター潟東 老人デイサービスセンタ月潟

１．事業者の概要

代表者　　　　　　会長　関　昭一
設立年月日　　　　昭和３１年３月２９日
指定管理者所在地　新潟市中央区八千代1丁目3番1号
施設所在地　　　　新潟市西蒲区三方3番地
実施事業　　　　　社会福祉を目的とする事業の企画及び実施社会福祉に関する
                  活動への住民の参加のための援助
　　　　　　　　　社会福祉を目的とする事業に関する調査・普及・宣伝等

代表者　　　　　　会長　関　昭一
設立年月日　　　　昭和３１年３月２９日
指定管理者所在地　新潟市中央区八千代1丁目3番1号
施設所在地　　　　新潟市南区月潟1417番地
実施事業　　　　　社会福祉を目的とする事業の企画及び実施社会福祉に関する
                  活動への住民の参加のための援助
　　　　　　　　　社会福祉を目的とする事業に関する調査・普及・宣伝等

2.事業計画

【運営の理念及び方針】

 当施設は、要介護状態等となった場合においてもその利用者が可能な限りその居宅
において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、必要
な日常生活上の世話及び機能訓練を行うことにより、利用者の生活の質の確保及び
向上、社会的孤立感の解消、心身機能の維持向上等を図るとともに、その家族の身
体的、精神的負担の軽減を図り、以って介護保険法並びに関係する厚生労働省令、
告示の趣旨及び内容に沿った運営を行う。

【運営の理念及び方針】

 当施設は、要介護状態等となった場合においてもその利用者が可能な限りその居宅
において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、必要
な日常生活上の世話及び機能訓練を行うことにより、利用者の生活の質の確保及び
向上、社会的孤立感の解消、心身機能の維持向上等を図るとともに、その家族の身
体的、精神的負担の軽減を図り、以って介護保険法並びに関係する厚生労働省令、
告示の趣旨及び内容に沿った運営を行う。

【社会福祉法人減免等の実施】

 平成14年より社福減免実施。現在も継続実施し、生計困難者に対する介護保険サー
ビスに係る利用者負担額減免措置を行うとともに、市より減免措置事業助成金の交
付を受けている。

【社会福祉法人減免等の実施】

 平成17年４月より社福減免実施。現在も継続実施し、生計困難者に対する介護保険
サービスに係る利用者負担額減免措置を行うとともに、市より減免措置事業助成金
の交付を受けている。

【利用者要望や苦情への対応】

 苦情受付窓口を設置するとともに、苦情解決責任者（管理者）を設置し、日常的に
利用者からの要望を介護員が聴取し、その際に責任者へ報告。朝礼及び終礼や職員
会議及び家族と連携し即時対応を図ることを常としており、事業所にて対応に余る
内容については、本部担当課と協議、上司と相談の上指示を受け本人及び家族へ丁
寧に説明するなど解決を図るとともに、より良いサービスの提供を利用者の声を更
に反映させていくべく強化、努力している。

【利用者要望や苦情への対応】

 苦情受付窓口を設置するとともに、苦情解決責任者（管理者）を設置し、日常的に
利用者からの要望を介護員が聴取し、その際に責任者へ報告。朝礼及び終礼や職員
会議及び家族と連携し即時対応を図ることを常としており、事業所にて対応に余る
内容については、本部担当課と協議、上司と相談の上指示を受け本人及び家族へ丁
寧に説明するなど解決を図るとともに、より良いサービスの提供を利用者の声を更
に反映させていくべく強化、努力している。

3.組織・人員体制

【職員の配置】

・定員28名

【職員の配置】

・定員22名

【職員の資質向上の取組み】

 外部派遣研修を含め内部研修（介護関係及び看護系及び疾病等理解、リスクマネー
ジメントの手法等外部講師を招く場合もあり）を年3回以上実施。また、管理者を中
心に常態的にOJTを随時実施。管理者のみならず先輩から後輩へ、看護と介護の連絡
体制、連携を密に行い、資質向上からより良いサービスの展開を目ざし常に努力、
自己研鑽を怠ることなく事業を展開中。

【職員の資質向上の取組み】

 外部派遣研修を含め内部研修（介護関係及び看護系及び疾病等理解、リスクマネー
ジメントの手法等外部講師を招く場合もあり）を年3回以上実施。また、管理者を中
心に常態的にOJTを随時実施。管理者のみならず先輩から後輩へ、看護と介護の連絡
体制、連携を密に行い、資質向上からより良いサービスの展開を目ざし常に努力、
自己研鑽を怠ることなく事業を展開中。

6.個人情報の保護

 個人情報の記載されている書類等については、施錠できる場所で保管し廃棄は事務
局　が適正な方法で一括して処分する。
業務上知り得た個人情報については、守秘義務を遵守するよう職員に徹底を図る。
また、当会では、厚生労働省のガイドラインに基づき、「個人情報保護規定」「コ
ンピュータ情報システムの運用管理に関する規定」を整備している。職員等従事者
に対しては、研修体制を整備し実施する他、マニュアルを整備するなど周知、徹底
を図っている。

 個人情報の記載されている書類等については、施錠できる場所で保管し廃棄は事務
局　が適正な方法で一括して処分する。業務上知り得た個人情報については、守秘
義務を遵守するよう職員に徹底を図る。また、当会では、厚生労働省のガイドライ
ンに基づき、「個人情報保護規定」「コンピュータ情報システムの運用管理に関す
る規定」を整備している。職員等従事者に対しては、研修体制を整備し実施する
他、マニュアルを整備するなど周知、徹底を図っている。

４．施設の維持管理

　日中の職員勤務中は防犯等に最大限の注意を払い業務を励行する。夜間警備に関
しては別途業務委託するものとする。防災対策として年2回の実践に即した避難訓練
を実施。防炎等震災時の対応等も考慮し、臨機応変な対応が可能なよう日常的に職
員の意識の向上を図る。
　施設管理について、電気保安点検業務、清掃業務、空調設備保守、浄化槽点検、
樹木管理等を別途委託する他、職員が日常から安全、衛生管理、備品類等に最大限
の注意を払うとともに、ベッドカバー類やタオル、トイレ、洗面所などにおいて汚
染時は即時対応をし、利用者の感染症の拡大を防ぐ等マニュアルを遵守し日常的な
対応を図る。

 日中の職員勤務中は防犯等に最大限の注意を払い業務を励行する。夜間警備に関し
ては別途業務委託するものとする。防災対策として年2回の実践に即した避難訓練を
実施。防炎等震災時の対応等も考慮し、臨機応変な対応が可能なよう日常的に職員
の意識の向上を図る。
施設管理について、電気保安点検業務、清掃業務、浄化槽管理、建物法定検査、空
調冷暖房保守等を別途委託する他、職員が日常から衛生管理、備品類等に最大限の
注意を払うとともに、ベッドカバー類やタオル、トイレ、洗面所などにおいて汚染
時は即時対応をし、利用者の感染症の拡大を防ぐ等マニュアルを遵守し日常的な対
応を図る。

５.緊急時対策

 防災設備点検業務（年2回）を別途委託する他、利用者の転倒等事故発生時、及び
送迎時の安全対策については、緊急時においては緊急連絡網を整備し、本部上司、
担当課である市高齢者福祉課他、関係機関と連携を図り判断を仰ぐ等のほか、体調
の急変など切迫した状態の場合は、看護師によるバイタル測定他必要な対応を図っ
た上、家族他担当医の指示を仰ぎ、必要があれば緊急搬送（119番通報）を依頼する
など臨機応変な対応をもって安全を最大限図る。また、日ごろよりリスクマネジメ
ントを実施し、日常的な事故防止対策としてヒヤリハット等を随時実施し、職員間
の意識の向上と事故防止対策を図る体制整備を行う。
　「事故の発生等緊急時の対応に関するマニュアル」有り。

 防災設備点検業務（年2回）を別途委託する他、利用者の転倒等事故発生時、及び
送迎時の安全対策については、緊急時においては緊急連絡網を整備し、本部上司、
担当課である市高齢者福祉課他、関係機関と連携を図り判断を仰ぐ等のほか、体調
の急変など切迫した状態の場合は、看護師によるバイタル測定他必要な対応を図っ
た上、家族他担当医の指示を仰ぎ、必要があれば緊急搬送（119番通報）を依頼する
など臨機応変な対応をもって安全を最大限図る。また、日ごろよりリスクマネージ
メントを実施し、日常的な事故防止対策としてヒヤリハット等を随時実施し、職員
間の意識の向上と事故防止対策を図る体制整備を行う。
　「事故の発生等緊急時の対応に関するマニュアル」有り。



            新潟市老人デイサービスセンター　指定管理者事業計画総括表　ＮＯ．９

職種 人数 国基準 職種 人数 国基準

施設管理者 1
（兼務可）

1
施設管理者 1

（兼務可）
1

生活相談員 2 1 生活相談員 2 1

看護職員 3 1 看護職員 2 1

介護職員 9 4 介護職員 8 3

機能訓練指導員 3 1 機能訓練指導員 2 1

７.収支計画

【収入】
　介護報酬等　　　　３９，２２４千円
　その他収入　　　　　　　　２１千円
　　　　　　　　計　３９，２４５千円

【収入】
　介護報酬等　　　　６６，０３３千円
　その他収入　　　　　　　　２１千円
　　　　　　　　計　６６，０５４千円

【支出】
　人件費　　　　　　３５，７２６千円
　事務費　　　　　　　　　　９１千円
　事業費　　　　　　　８，５６５千円
　　　　　　　　計　４４，３８２千円

【支出】
　人件費　　　　　　４８，１２４千円
　事務費　　　　　　　　　１００千円
　事業費　　　　　　１４，１２８千円
　　　　　　　　計　６２，３５２千円

評価項目

社会福祉法人　新潟市社会福祉協議会

老人デイサービスセンター中之口 老人デイサービスセンター巻

１．事業者の概要

代表者　　　　　　会長　関　昭一
設立年月日　　　　昭和３１年３月２９日
指定管理者所在地　新潟市中央区八千代1丁目3番1号
施設所在地　　　　新潟市西蒲区福島323番地
実施事業　　　　　社会福祉を目的とする事業の企画及び実施社会福祉に関する
                  活動への住民の参加のための援助
　　　　　　　　　社会福祉を目的とする事業に関する調査・普及・宣伝等

代表者　　　　　　会長　関　昭一
設立年月日　　　　昭和３１年３月２９日
指定管理者所在地　新潟市中央区八千代1丁目3番1号
施設所在地　　　　新潟市西蒲区巻甲4363番地
実施事業　　　　　社会福祉を目的とする事業の企画及び実施社会福祉に関する
                  活動への住民の参加のための援助
　　　　　　　　　社会福祉を目的とする事業に関する調査・普及・宣伝等

2.事業計画

【運営の理念及び方針】

 当施設は、要介護状態等となった場合においてもその利用者が可能な限りその居宅
において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、必要
な日常生活上の世話及び機能訓練を行うことにより、利用者の生活の質の確保及び
向上、社会的孤立感の解消、心身機能の維持向上等を図るとともに、その家族の身
体的、精神的負担の軽減を図り、以って介護保険法並びに関係する厚生労働省令、
告示の趣旨及び内容に沿った運営を行う。

【運営の理念及び方針】

 当施設は、要介護状態等となった場合においてもその利用者が可能な限りその居宅
において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、必要
な日常生活上の世話及び機能訓練を行うことにより、利用者の生活の質の確保及び
向上、社会的孤立感の解消、心身機能の維持向上等を図るとともに、その家族の身
体的、精神的負担の軽減を図り、以って介護保険法並びに関係する厚生労働省令、
告示の趣旨及び内容に沿った運営を行う。

【社会福祉法人減免等の実施】

 平成17年４月より社福減免実施。現在も継続実施し、生計困難者に対する介護保険
サービスに係る利用者負担額減免措置を行うとともに、市より減免措置事業助成金
の交付を受けている。

【社会福祉法人減免等の実施】

　平成17年11月より社福減免実施。生計困難者に対する介護保険サービスに係る利
用者負担額減免措置を行うとともに、市より減免措置事業助成金の交付を受けてい
る。

【利用者要望や苦情への対応】

 苦情受付窓口を設置するとともに、苦情解決責任者（管理者）を設置し、日常的に
利用者からの要望を介護員が聴取し、その際に責任者へ報告。朝礼及び終礼や職員
会議及び家族と連携し即時対応を図ることを常としており、事業所にて対応に余る
内容については、本部担当課と協議、上司と相談の上指示を受け本人及び家族へ丁
寧に説明するなど解決を図るとともに、より良いサービスの提供を利用者の声を更
に反映させていくべく強化、努力している。

【利用者要望や苦情への対応】

 苦情受付窓口を設置するとともに、苦情解決責任者（管理者）を設置し、日常的に
利用者からの要望を介護員が聴取し、その際に責任者へ報告。朝礼及び終礼や職員
会議及び家族と連携し即時対応を図ることを常としており、事業所にて対応に余る
内容については、本部担当課と協議、上司と相談の上指示を受け本人及び家族へ丁
寧に説明するなど解決を図るとともに、より良いサービスの提供を利用者の声を更
に反映させていくべく強化、努力している。

3.組織・人員体制

【職員の配置】

・定員26名

【職員の配置】

・定員25名

【職員の資質向上の取組み】

 外部派遣研修を含め内部研修（介護関係及び看護系及び疾病等理解、リスクマネージメント
の手法等外部講師を招く場合もあり）を年3回以上実施。また、管理者を中心に常態的にOJTを
随時実施。管理者のみならず先輩から後輩へ、看護と介護の連絡体制、連携を密に行い、資質
向上からより良いサービスの展開を目ざし常に努力、自己研鑽を怠ることなく事業を展開中

【職員の資質向上の取組み】

 月１回の内部研修をはじめ、積極的に外部研修にも参加する。また、管理者のみな
らず先輩から後輩へ、看護と介護の連絡体制、連携をみつに行い、資質向上からよ
り良いサービスの展開を目指し常に努力、自己研鑽を怠ることなく事業を展開中。

6・個人情報の保護

 個人情報の記載されている書類等については、施錠できる場所で保管し廃棄は事務
局　が適正な方法で一括して処分する。業務上知り得た個人情報については、守秘
義務を遵守するよう職員に徹底を図る。また、当会では、厚生労働省のガイドライ
ンに基づき、「個人情報保護規定」「コンピュータ情報システムの運用管理に関す
る規定」を整備している。職員等従事者に対しては、研修体制を整備し実施する
他、マニュアルを整備するなど周知、徹底を図っている。

 個人情報の記載されている書類等については、施錠できる場所で保管し廃棄は事務
局　が適正な方法で一括して処分する。業務上知り得た個人情報については、守秘
義務を遵守するよう職員に徹底を図る。また、当会では、厚生労働省のガイドライ
ンに基づき、「個人情報保護規定」「コンピュータ情報システムの運用管理に関す
る規定」を整備している。職員等従事者に対しては、研修体制を整備し実施する
他、マニュアルを整備するなど周知、徹底を図っている。

４．施設の維持管理

 日中の職員勤務中は防犯等に最大限の注意を払い業務を励行する。夜間警備に関し
ては別途業務委託するものとする。防災対策として年2回の実践に即した避難訓練を
実施。防炎等震災時の対応等も考慮し、臨機応変な対応が可能なよう日常的に職員
の意識の向上を図る。
施設管理について、電気設備等保守管理業務、清掃業務、浴槽水質検査及び、調理
場衛生検査等を別途委託する他、職員が日常から衛生管理に最大限の注意を払うと
ともに、ベッドカバー類やタオル、トイレ、洗面所などにおいて汚染時は即時対応
をし、利用者の感染症の拡大を防ぐ等マニュアルを遵守し日常的な対応を図る。

 日中の職員勤務中は防犯等に最大限の注意を払い業務を励行する。夜間警備に関し
ては別途業務委託するものとする。防災対策として年2回の実践に即した避難訓練を
実施。防炎等震災時の対応等も考慮し、臨機応変な対応が可能なよう日常的に職員
の意識の向上を図る。
施設管理について、電気保安点検業務、清掃業務、空調設備保守、浄化槽点検、樹
木管理等を別途委託する他、職員が日常から安全、衛生管理、備品類等に最大限の
注意を払うとともに、ベッドカバー類やタオル、トイレ、洗面所などにおいて汚染
時は即時対応をし、利用者の感染症の拡大を防ぐ等マニュアルを遵守し日常的な対
応を図る。

５・緊急時対策

 防災設備点検業務（年2回）を別途委託する他、利用者の転倒等事故発生時、及び
送迎時の安全対策については、緊急時においては緊急連絡網を整備し、本部上司、
担当課である市高齢者福祉課他、関係機関と連携を図り判断を仰ぐ等のほか、体調
の急変など切迫した状態の場合は、看護師によるバイタル測定他必要な対応を図っ
た上、家族他担当医の指示を仰ぎ、必要があれば緊急搬送（119番通報）を依頼する
など臨機応変な対応をもって安全を最大限図る。また、日ごろよりリスクマネージ
メントを実施し、日常的な事故防止対策としてヒヤリハット等を随時実施し、職員
間の意識の向上と事故防止対策を図る体制整備を行う。
　「事故の発生等緊急時の対応に関するマニュアル」有り。

 防災設備点検業務（年2回）を別途委託する他、利用者の転倒等事故発生時、及び
送迎時の安全対策については、緊急時においては緊急連絡網を整備し、本部上司、
担当課である市高齢者福祉課他、関係機関と連携を図り判断を仰ぐ等のほか、体調
の急変など切迫した状態の場合は、看護師によるバイタル測定他必要な対応を図っ
た上、家族他担当医の指示を仰ぎ、必要があれば緊急搬送（119番通報）を依頼する
など臨機応変な対応をもって安全を最大限図る。また、日ごろよりリスクマネージ
メントを実施し、日常的な事故防止対策としてヒヤリハット等を随時実施し、職員
間の意識の向上と事故防止対策を図る体制整備を行う。
　「事故の発生等緊急時の対応に関するマニュアル」有り。


