
新潟市老人デイサービスセンター指定管理者事業計画書 
 

施設名 老人デイサービスセンター藤見 

 

１．事業者の概要 

事業者の名称 社会福祉法人 新潟市社会福祉協議会 

事業者の所在地 

 

〒950-0909 

新潟市中央区八千代 1丁目 3番 1号 

設立年月日 昭和 31 年 3 月 29 日 

代表者氏名 会長 関 昭一 

資本金又は基本財産 基本財産 １８，１５０万円 

役員数 ６３人 

職員数 １，８３８人 

連絡先等 電話：025-248-6282 Fax：025-248-7173 

e-mail：somuka@syakyo-niigatacity.or.jp 

事業者の実施事業  

（１）主たる事業 

  社会福祉法に基づき地域福祉の推進を図ることを目的として、次の事業を行う。 
ア 社会福祉を目的とする事業の企画及び実施 
イ 社会福祉に関する活動への住民の参加のための援助 
ウ 社会福祉を目的とする事業に関する調査、普及、宣伝、連絡調整及び助成 
エ 保健医療、教育その他の社会福祉と関連する事業との連絡 
オ 共同募金事業への協力 
カ ボランティア活動の振興 
キ 居宅介護等事業・居宅介護支援事業・訪問入浴介護事業・ 
  障がい福祉サービス事業 
ク 老人デイサービス事業・地域活動支援センター管理・運営 
ケ 移動支援事業・相談支援事業 
コ 新潟市が所有する在宅介護支援センターの受託経営 
サ 新潟市が所有する老人福祉センター・障がい者福祉センターの受託経営 
シ 新潟市母子生活支援施設ふじみ苑の受託経営 
ス 新潟市の放課後児童健全育成事業の管理・経営 
セ 社会福祉資金貸付事業 
ソ 福祉相談事業 
タ その他本会の目的達成のため必要な事業 
 

（２）主たる事業以外 

    特になし 

  

 1

mailto:somuka@syakyo-niigatacity.or.jp


老人デイサービスセンター他関連施設の管理運営実績 

平成 12 年 11 月 1 日より財団法人新潟市福祉公社として、新潟市より管理を受託し老人デイサー

ビスセンター藤見の運営を実施。以来、財団法人新潟市福祉公社解散後も社会福祉法人新潟市社

会福祉協議会として、現在まで老人デイサービスセンター事業の運営管理を継続中。他関連施設

として、地域活動支援センター事業を含め同様のサービス事業を 13 施設実施中。 

沿革 

 昭和３１年 ３月２９日 新潟市社会福祉協議会設立 
   ４０年１１月 5日 財団法人新潟市社会福祉協議会に改組  
   ４４年 ３月１８日 社会福祉法人新潟市社会福祉協議会に改組 
   ５３年 ３月３１日 新潟市社会福祉センターに事務局を置く 
   ５８年 ５月１８日 市町村社会福祉協議会法制化 
 平成１１年 ３月 ９日 新潟市総合福祉会館に移転、事務局を置く 
   １３年 １月 １日 黒埼町社会福祉協議会を編入合併 
   １７年 ４月 １日 １２市町村社会福祉協議会との合併及び財団法人新潟市福祉公社と

統合 

 

 

２．指定管理者申請の理由 

 社会福祉法人 新潟市社会福祉協議会では、高齢者の自立の促進及び生活の改善と孤立感の解

消、身体機能の維持向上を図るとともに職員の資質向上に向けた研修実施、リスクマネージメン

トの手法を用いた利用者の安全確保、地域（学校、保育園等）との交流及びボランティア、学生

等実習生の育成を図り事業の充実に努めてきた。これまでの実績を引き継ぐ当社会福祉法人新潟

市社会福祉協議会では、理論と実践経験豊富な生活相談員他介護員、看護師等職員を有し、現在

の事業を更に市及び地域社会に還元する等、充実した内容とすることが出来ると確信しており、

老人デイサービスセンター藤見の運営管理について、当社会福祉法人新潟市社会福祉協議会で実

施の旨申請をする。 
 

３．事業計画 

（１） 老人デイサービスセンター藤見運営の理念及び方針 

①当該施設運営の基本的な理念及び方針 

   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。 

   

②市民に利用しやすい施設運営の考え方 

   地域における様々な取組みに対して参加、協力等柔軟な対応を行うことはもとより、ケア

マネジャー等を通じ施設の利用に際しては、家族への事前見学及び利用後の家族介護教室を

実施するなど地域に拓かれた施設運営を念頭に事業を実施中。また、ボランティアの受入れ、

近隣学生等との交流なども随時行う他、年４回、広報誌ふじみだよりを発刊。利用者のみな

らず、地域とあらゆる意味で利用する方に親しみやすい施設運営を常態的に実施。 
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③利用者に対する質の高いサービスの提供に向けた取り組み 

   職員の資質向上を図る研修体制（外部及び内部研修）を常に維持し、専門職としての知識

を一層身に着けるため部会研修を取り入れている。利用者の情報を共有するために朝礼及

び終礼を実施。また、月一回のカンファレンスと職員会議を実施する中で、通所介護計画

等充実し、以って利用者へより質の高いサービスの提供を目指している。 

 

（２）事業の実施方法 

 

①定員数   ２５名（通所介護、介護予防通所介護） 

５名（認知症対応型通所介護、介護予防認知症対応型通所介護） 

計３０名 

 

②休館日   年末年始（12 月 29 日から 1月 3日） 

 

③開館時間  8:30 から 17:15 

 

（３）サービス内容 

  ①入浴サービス 

  ・入浴形態  ア 特殊浴槽による入浴  イ 中間浴槽による入浴 

             ウ  一般浴槽による入浴 

・介助の種類   ア 衣類着脱 イ 身体の清拭、洗髪、洗身 

         ウ その他必要な介助 

  ②給食サービス 

         ア 準備、後始末の介助  イ 食事摂取の介助 

         ウ その他必要な食事の介助 

  ③生活指導 

         ア 利用者及び家族の日常生活に対する相談、援助 

  ④機能訓練サービス 

   利用者が日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練並びに利用

者の心身の活性化を図るための各種サービス（アクティビティ・サービス）を提供す

る。 

         ア 日常生活動作に関する訓練 

         イ レクリエーション（アクティビティ・サービス） 

         ウ グループワーク  エ 行事的活動 

         オ 体操       カ 趣味活動 

 ⑤口腔機能向上サービス 

⑥養護 

  ⑦家族介護教室 

  ⑧健康チェック 

  ⑨送迎 
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         ア 障害の程度、地理的条件等により送迎を必要とする利用者につい

ては専用車両により送迎を行う。また、必要に応じて送迎車両への

昇降及び移動の介助を行う。 

  ⑩その他管理者が必要と認める事業 
         ア  地域にある施設の役割とし、専門知識を地域住民に伝え住

み慣れた場所で安心安全に暮らせるよう協力をする。 

 

（４）利用料金 

① 通所介護事業の利用料金について 
要介護度 基本料金（通常規模型通所介護費） 

入浴 
加算 

個別 
機能 
訓練 
加算 

 
口腔機能

向上加算 

 
サービス

提供体制

強化加算

（Ⅱ） 

所要時間 

3時間以上 
4時間未満 

4時間以上 
6時間未満 

6時間以上
8時間未満   

要介護１ ３，８１０円 ５，０８０円 ６，７７０円

500 
円 

500 
円 

１回

1,500円
×2回を
限度 

60 
円 

要介護２ ４，３７０円 ５，８８０円 ７，８９０円

要介護３ ４，９３０円 ６，６８０円 ９，０１０円

要介護４ ５，４９０円 ７，４８０円 １０，１３０円

要介護５ ６，０５０円 ８，２８０円 １１，２５０円

※ 法定代理受領サービスの指定通所介護の場合は、上記利用料金の一割を利用者負担とする。 
※ 法定代理受領サービスでない指定通所介護の場合は、上記利用料金全額を利用者負担とする。

※ 基本料金（通常規模型通所介護費）の所要時間は、現に指定通所介護に要した時間ではな

く、通所介護計画に位置付けられた内容の指定通所介護に要する標準的な時間とす

る。  
※ 個別機能訓練計画を作成し、当該計画に基づき計画的に機能訓練を提供した場合は個別機能訓

練加算を算定する。 
※ 口腔機能向上サービスを提供した場合は、3 ヶ月以内の期間に限り 1 月に 2 回を限
度として口腔機能向上加算を算定する。但し、開始から 3 ヶ月ごとの口腔機能の評
価の結果、口腔機能が向上せず、サービスを引き続き行うことが必要と認められる

場合は、引き続き算定できる。  
※ サービス提供体制強化加算は、介護従事者の専門性に係る適切な評価とする視点から算定する 
  ことができる。 
※ 入浴介助を提供した場合は、入浴加算を算定する。 
※ 食事代 一食 690 円の他、おむつ代及びレクリエーション等材料費実費。 
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②介護予防通所介護事業の利用料金について 

要介護度 基本料金 
〔共通的サービス〕 

アクティビティ 
加算 

口腔機能向上加算 
サービス提供 
 強化加算（Ⅱ）

要支援１ 22,260円(１ヶ月) 530円（１ヶ月） 1,500円（１ヶ月） 240円（１ヶ月）
要支援２ 43,530円(１ヶ月) 530円（１ヶ月） 1,500円（１ヶ月） 480円（１ヶ月）
※ 法定代理受領ｻｰﾋﾞｽの指定介護予防通所介護の場合は、上記利用料金の一割を利用者負担とす

る。 
※ 法定代理受領ｻｰﾋﾞｽでない指定介護予防通所介護の場合は、上記利用料金全額を利用者負担と

する。 
※ 送迎、入浴は基本料金に含む。 
※ 口腔機能向上サービスを提供した場合は、3 ヶ月以内の期間に限り 1 月に 2 回を限
度として口腔機能向上加算を算定する。但し、開始から 3 ヶ月ごとの口腔機能の評
価の結果、口腔機能が向上せず、サービスを引き続き行うことが必要と認められる

場合は、引き続き算定できる。  
※ 口腔機能向上加算の届出を行っている事業所でもアクティビティ加算を算定することが可能

になりました。ただし、同月中に 2つの加算を併用することができません。アクティビティ加
算と口腔機能向上加算のいずれかの選択となります。 

※ サービス提供体制強化加算は、介護従事者の専門性に係る適切な評価とする視点から算定する 
  ことができる。 
※ 食事代 一食 690 円の他、おむつ代及びレクリエーション等材料費実費。 
 
③認知症対応型通所介護事業の利用料金について 
要介護度 基本料金 

認知症対応型通所介護費Ⅰ-ⅱ（併設型） 
入浴 
加算 

個別 
機能 
訓練 
加算 

 
口腔機

能向上

加算 

 
サービ

ス提供

体制強

化加算

（Ⅱ）

所要時間 

3時間以上 
4時間未満 

4時間以上
6時間未満

6時間以上 
8時間未満 

要介護１ ４，７７０円 ６，４５０円 ８，６９０円

５００ 
円 

２７０ 
円 

１回

1,500
円×2
回を限

度 

60 
円 

要介護２ ５，２３０円 ７，１１０円 ９，６２０円

要介護３ ５，７００円 ７，７８０円 １０，５５０円

要介護４ ６，１７０円 ８，４４０円 １１，４８０円

要介護５ ６，６３０円 ９，１１０円 １２，４１０円

※ 法定代理受領サービスの指定認知症対応型通所介護の場合は、上記利用料金の一割を利用者負

担とする。 
※ 法定代理受領サービスでない指定認知症対応型通所介護の場合は、上記利用料金全額を利用者

負担とする。 
※ 基本料金（認知症対応型通所介護費Ⅰ-ⅱ）の所要時間は、現に指定認知症対応型通所介護に要し
た時間ではなく、認知症対応型通所介護計画に位置付けられた内容の指定認知症対応

型通所介護に要する標準的な時間とする。  
※ 個別機能訓練計画を作成し、当該計画に基づき計画的に機能訓練を提供した場合は個別機能訓
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練加算を算定する。 
※ 口腔機能向上サービスを提供した場合は、3 ヶ月以内の期間に限り 1 月に 2 回を限
度として口腔機能向上加算を算定する。但し、開始から 3 ヶ月ごとの口腔機能の評
価の結果、口腔機能が向上せず、サービスを引き続き行うことが必要と認められる

場合は、引き続き算定できる。  
※ サービス提供体制強化加算は、介護従事者の専門性に係る適切な評価とする視点から算定する 
  ことができる。 
※ 入浴介助を提供した場合は、入浴加算を算定する。 
※ 食事代 一食 690 円の他、おむつ代及びレクリエーション等材料費実費。 
 
④介護予防認知症対応型通所介護事業の利用料金について 
要介護度 基本料金 

介護予防認知症対応型通所介護費Ⅰ-ⅱ（併設型）
入浴 
加算 

個別 
機能 
訓練 
加算 

口腔 
機能 
向上 
加算 

 
サービス

提供体制

強化加算

（Ⅱ）

所要時間 

3時間以上 
4時間未満 

4時間以上
6時間未満

6時間以上
8時間未満

要支援１ ４，１９０円 ５，６１０円 ７，５１０円
500 
円 

270 
円 

１回

1,500円
×2回を
限度 

６０ 
円 

要支援２ ４，６２０円 ６，２４０円 ８，３９０円

 
 

 
 

※ 法定代理受領サービスの指定介護予防認知症対応型通所介護の場合は、上記利用料金の一割を

利用者負担とする。 
※ 法定代理受領サービスでない指定介護予防認知症対応型通所介護の場合は、上記利用料金全額

を利用者負担とする。 
※ 基本料金（介護予防認知症対応型通所介護費Ⅰ-ⅱ）の所要時間は、現に指定介護予防認知症対
応型通所介護に要した時間ではなく、介護予防認知症対応型通所介護計画に位置付

けられた内容の指定介護予防認知症対応型通所介護に要する標準的な時間とする。

また、基本料金の上記金額は１月当たりの額とする。  
※ 個別機能訓練計画を作成し、当該計画に基づき計画的に機能訓練を提供した場合は個別機能訓

練加算を算定する。また、個別機能訓練加算の上記金額は１回当たりの金額とする。 
※ 入浴介助を提供した場合は、入浴加算を算定する。また、入浴加算の上記金額は１回当たりの
金額とする。 

※ 口腔機能向上サービスを提供した場合は、3 ヶ月以内の期間に限り 1 月に 2 回を限
度として口腔機能向上加算を算定する。但し、開始から 3 ヶ月ごとの口腔機能の評
価の結果、口腔機能が向上せず、サービスを引き続き行うことが必要と認められる

場合は、引き続き算定できる。  
※ 口腔機能向上加算の届出を行っている事業所でもアクティビティ加算を算定することが可能

になりました。ただし、同月中に 2つの加算を併用することができません。アクティビティ加
算と口腔機能向上加算のいずれかの選択となります。 

※ サービス提供体制強化加算は、介護従事者の専門性に係る適切な評価とする視点から算定する 
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  ことができる。 
※ 食事代 一食 690 円の他、おむつ代及びレクリエーション等材料費実費。 
   

（５）低所得者対策実施の有無 

   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。 

 

（６）利用者等の要望の把握と業務への反映方法及び苦情への対応方法 

   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。 

 

（７）利用者の家族及び関係機関との連携 

   通所時及び帰宅時の送迎の際に、家族との情報交換を行う等の他、連絡帳を使用し利用者

の体調管理及び様々な情報を得て快適なサービスの提供に努めている。関係機関とは、主に

相談員がサービス担当者会議やサービス提供票を元にケアマネジャーの作成するケアプラン

を把握しサービスの向上に努めている。また、新規利用の際、その後の利用状況などについ

て日常的に電話連絡を行うなど、利用者の状態の把握及びより良いサービスの提供に努めて

いる。 

 

（８）平成 22 年度収支計画 

   

  ※別紙収支計画書のとおり 

 

 

４．人員計画 

（１）職員配置 

①施設管理者 １名   事業運営管理に関する総括、及び所属職員を指揮監督する。また、関

係機関との連携を図り、設備備品の衛生管理を図る事、併せて緊急時の

対応を行う等適切な事業運営を行わせる。 

              当施設以前に民間施設における業務経験（生活指導員）を持ち、新潟

市福祉公社に就職。身体障害者ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰにて指導員として実績を積

み重ね、平成 15 年より老人ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ黒埼荘にて生活相談員として

勤務。平成 19 年より障がい者ﾃﾞｲｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ明日葉にて指導員として勤

務。平成 20 年より障がい者ﾃﾞｲｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ明日葉にて指導員兼管理者、

平成 21 年 4 月より老人ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ皐月園にて相談員兼管理者、平成

22 年４月より老人デイサービスセンター藤見にて相談員兼センター長

として勤務に従事。勤務経験年数は、11 年。取得資格は、社会福祉主事

を持つ。 
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②生活相談員 3 名   利用者への生活上の相談、援助利用に関する調整他。職務実績及び経

験年数は介護員経験含め 3～16 年。社会福祉主事、介護福祉士を保有。 

 

③看護職員 ３名   バイタル測定及び健康チェック、処置関係等。職務経験年数は病棟勤務

他社会福祉施設等において 14 年～21 年。准看護師及び看護師資格を保

有。                   

 

④介護職員  8 名   利用者に対する介助業務等。職務経験は同種施設等にお 

いて１年から 16 年。介護福祉士、ﾎｰﾑﾍﾙﾊﾟｰ 1，2 級、社会福祉主

事。  

 

⑤機能訓練指導員 ３名 身体上の廃用症候群等防止のための機能訓練他、心身の活性化を図る

アクティビティサービスの提供のための指導、援助。職務経験は病棟勤

務他社会福祉施設等において 14 年～21 年。准看護師及び看護師資格を

保有。 

 

⑥運転員      3 名   利用者の送迎、介護業務等を行う。 

 

（２）職員の資質向上への取り組み 

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。 

 

 

５．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（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 4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。 

 

６．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
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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。 

７．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。 

 

 


