特定非営利活動法人

介護の会まつなみ

２０１８．４．

まつなみたより ２６４号
発行：特定非営利活動法人介護の会まつなみ

理事長
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２０１８年度事業計画（抜粋）
法人の基本理念
法人は、日常の家事・介護に支障をきたしている高齢者等の地域住民に対して、「地域で
共に生きる」を基本に介護保険事業や助け合い事業等を行い、もって住み良いまちづくりの
促進に寄与することを目的とする。

事業の運営方針
法人本部
１ 機関紙の定期的発行の実施をする。
２ リスクマネジメントの徹底を図る。
３ 総合事業の展開を図る。
４ 障害福祉サービスを強力に推進する。
５ 総務・経理業務の充実を図る。
６ 認定ＮＰＯ法人取得への準備を行う。
７ 職員研修の充実をしていく。
８ コスト意識の構築を図る。
訪問介護センターまつなみ
【訪問介護事業所・総合事業第 1 号訪問介護】

１
２
３
４
５
６
７
８

介護保険事業の訪問介護及び総合事業
第１号訪問事業並びに介護保険外訪問
介護実施を推進していく。
障害者ホームヘルプサービスの推進を
図る。
介護計画策定についての研鑽を図る。
介護技術等の研鑽を深める。
障害者介護技術の研鑽を深める。
記録の取り方の研鑚を深める。
利用者とご家族に対するきめ細やかな
支援を心がける。
居宅介護支援事業所、包括支援センタ
ーとの連携を図りながら、迅速な対
応をする。

評価事業部
【福祉サービス第三者評価機関】

１
２
３

評価調査院の資質向上を図る。
受審事業所へのＰＲ拡大を図る。
評価調査員の養成を図る。

相談センターまつなみ
【居宅介護支援事業所】

１

介護給付及び介護予防・総合事業ケア
プランの充実を図る。
２ 介護支援専門員としての研鑽を図る。
３ 介護保険事業の理解を深める。
４ 積極的に利用者の増加を図る。
５ サービス提供のための情報の伝達、共
有を目的とした会議を定期的に開催し
サービスの質の向上につなげる。
６ ２４時間常時連絡がつく体制を整え
（オンコール電話対応）必要に応じて利
用者等の相談を受け、迅速で細やかな
支援を行う。
７ 地域の方々や他職種との連携により、
個々の利用者の望む暮らしの実現と
地域福祉の向上を図る。

デイサービスまつなみ
【地域密着型通所介護事業】

１
２
３
４
５
６
７

通所介護計画策定についての研鑽を深
める。
機能訓練・アクティビティー技術の習
熟を深める。
介護保険外サービスの充実を深める。
記録の取り方・分析の仕方の研鑚を深
める。
個別対応の充実を図る。
職員の介護技術の向上を図る。
サービスプログラムの充実を図る。

まつなみクラブ

松浪地区地域包括支援センターさざなみ

【地域密着型通所介護事業所・総合事業第１号通
所介護（国基準）
】

１
２
３
４
５
６
７

通所介護計画策定についての研鑽を深
める。
機能訓練・アクティビティー技術の習熟
を深める。
介護保険外サービスの実施を図る。
記録の取り方・分析の仕方の研鑚を深め
る。
個別機能訓練の充実を図る。
職員の介護技術の向上を図る。
要介護利用者の増員を図る。

松浪地区地域福祉総合相談室さざなみ
【茅ケ崎市委託事業】

１
２
３
４
５
６
７
８
９

地域の行事や各種団体開催の会議へ出
席していく。
広報紙さざなみを発行し松浪地区全戸
に回覧していく（包括と共同）。
関係機関との意見交換や施設見学によ
るネットワークの構築を図る。
研修等参加による自己研鑽を深める。
福祉相談室の広報・周知活動を深める。
社会資源の把握・情報の整備をする。
民生委員や関係機関との情報交換等に
よる顔の見える関係づくりをする。
サロン等へ出向き福祉相談室の周知・理
解に努力する。
地域包括支援センターと協働で広報紙
を発行する。

２０１８年度

【茅ケ崎市委託事業】

１
２
３
４
５
６
７
８

地域の行事や各種団体開催の会議へ出
席していく。
広報紙さざなみを発行し松浪地区全戸
に回覧していく。
地域ケア会議を開催する。
家族介護教室を開催する。
介護予防教室を奨励する。
認知症に対する啓蒙活動を活発化する。
各種関係機関との連携強化に努める。
地域における社会資源の情報把握と課
題分析を行っていく。

日中一時支援事業所 げんきっき
１ 障害児及障害者の特性に合った活動プ
ログラムの開発をしていく。
２ マニュアルの作成をしていく。
３ 障害児及び障害者の心身状況把握に努
める。
４ 障害児及び障害者の自立支援を促す援
助を心がける。
５ 障害児及び障害者の権利擁護に努め
る。
６ 情操感覚を育てる援助に心がける。

援助の基本理念
１

パーソナルケア（個別ケア）を基本に
個人の自立の促しと意欲の引き出しを目
的とし、人間らしい生活への援助をいた
します。
２ 安心安全（危機管理）を基本に
安全配慮義務をきちんと果たせる援助を
めざし、リスクマネジメントを行っていき
ます。
３ 優しく,温かく,穏やかな援助を基本に
します。

サービス・援助の考え方

福祉・介護とは
人間らしい生活

侵される

取り戻す

身体的・精神的

援助（福祉・介護）
克服

法
役

職

人

の

概

要

員 数

本

部
役員等（任期～２０１８年５月２４日）
理 事

８名

監

事

２名

法人運営相談員

１名

苦情解決第三者委員（任期：～２０１９年３月３１日）

２名

第三者評価決定委員

５名

（任期：～２０１９年９月３０日）

各種責任者等
法令遵守責任者・衛生管理者・防火管理者・安全運転管理者・安全衛生委員会議長
事故防止対策委員会委員長・特定個人情報取扱責任者・特定個人情報取扱事務取扱者
苦情解決責任者・統括会計責任者・会計責任者・文書管理者・副文書管理者・文書責任
者
本部事務局
事務長１名（浜野長和）

事務員（パート）１名

相談センターまつなみ（居宅介護支援事業所）
管理者１名（川原博美） 主任介護支援専門員１名
事務員（パート） １名

介護支援専門員２名

事務長１名

訪問介護センターまつなみ（訪問介護事業及び総合事業第１号訪問事業並びに
介護保険外訪問介護・障害者ホームヘルプサービス）
管理者１名（高橋広行） サービス提供責任者３名 常勤ホームヘルパー１名
登録ホームヘルパー１０名 事務長１名 事務員（パート）１名

デイサービスまつなみ（地域密着型通所介護事業所）
管理者１名（布施有紀） 介護職員等（パート）７名
事務長１名 事務員（パート）１名
まつなみクラブ（地域密着型通所介護事業所・総合事業第１号通所介護）
管理者１名（荒井頼子） 介護職員等（パート）７名
事務長１名 事務員（パート）１名
評価事業部
部長１名（浜野長和）

事務員（パート）１名

登録調査員７名

松浪地区地域包括支援センターさざなみ
管理責任者１名（赤坂真生） 管理者１名（森 森恵）
主任介護支援専門員１名 社会福祉士１名
看護師１名
介護支援専門員１名 介護支援専門員（パート）１名
事務長 １名 事務員（パート）１名
松浪地区地域福祉総合相談室さざなみ
管理者 １名（丸本真弓） 地域福祉総合相談員１名
日中一時支援事業所 げんきっき
管理者１名（林賀久美子） ケアワーカー（パート）５名
事務長１名 事務員（パート）１名
内部会議
会 議

名

頻

度

内

容

運営会議

1 ヶ月に２回

法人全体の運営・経営に関すること

管理者会議

１ヶ月に１回

各事業の運営に関すること

全体職員会議・研修

４カ月に１回

就業規則等の改正や３６協定の説明
「職員倫理・法令遵守・個人情報保護」
「認知症」の研修

事業所毎職員会議

１ヶ月に１回

事業所の運営について

安全衛生委員会

２ヶ月に１回

衛生管理の徹底

事故防止対策委員会

２ヶ月に１回

事故防止に対する啓蒙・教育について

第８６回理事会開催！

平成２９年度職員健康診断終了！

平成３０年３月１９日（月）に第８６回
理事会を開催、２０１８年度事業計画
案・予算案が審議され、承認されました。
また法令遵守規程・給与規程の一部改正
も承認されました。

平成２９年１０月～３月に職員健康診断
を実施し、職員の健康診断が終了しまし
た。
おかげさまで健康診断の結果、問題のあ
る職員は一人もいませんでした。

法人の活動状況

月 日

会議名等

３月１５日
３月１５日

茅ヶ崎市地域ケア会議

３月１５日

主任介護支援専門員更新研修

３月１６日

介護支援専門員第２ブロック会議

３月１７日

まつなみクラブ運営推進会議

３月１９日

主任介護支援専門員部会

３月１９日

茅ケ崎市社会福祉協議会理事会

３月１９日

法人第８６回理事会

３月２０日
３月２２日
３月２３日
３月２３日
３月２４日
３月２５日
３月２８日

福祉相談室連絡会議

介護老人保健施設ふれあいの百合竣工
式典・内覧会
認知症初期集中研修
看護小規模多機能型施設
結の家 りあん 落成式
全体職員研修会

参加者名
森管理者
赤坂福祉相談員
川原主任介護支援専門員
川原・平國・丸本主任介護支援専
門員、大畑・遠藤介護支援専門員
三堀看護師
荒井管理者・古見ケアワーカー
川原・平國主任介護支援専門員
島村理事長
理事８名・監事１名・法人運営委
員１名・浜野事務長
赤坂福祉相談員
平國主任介護支援専門員
川原副理事長・森管理者

全職員
川原主任介護支援専門員
デイサービスまつなみ運営推進会議
布施管理者
柳島スポーツ公園オープンセレモニー 島村理事長
茅ヶ崎市社会福祉協議会
島村理事長
発展・強化計画推進委員会

日本福祉介護情報学会学習会！

看護小規模多機能型居宅介護支援事業

結の家
３月１８日（日）池袋の立教大学にお
いて日本福祉介護情報学会学習会が厚
生労働省大臣官房審議会（医療介護連
携担当）伊原和人氏より「これからの
医療・介護・福祉について」のテーマで
開催、当法人より島村理事長・川原副
理事長が出席いたしました。今後は担
い手不足がより真剣となり、地域包括
ケアから市民自身が主体となって地域
を支えて行く「地域共生社会」への実
現がポイントであるとのことでした。

柳島スポーツ公園が」開設！
オープンセレモニー参加
３月２５日（日）柳島スポーツ公園オー
プンセレモニーに島村理事長が茅ケ崎
市社協理事として出席いたしました。

りあん

開設！

当法人役員の小野田理事が代表の「株式
会社 結」が看護小規模多機能施設「結
いの家りあん」を茅ケ崎市香川に開設し
ました。落成式・内覧会が３月２３日
（金）にあり、当法人から川原副理事長・
森管理者が出席いたしました。
「結いの家りあん」は、介護や医療が
必要な方が、訪問介護・訪問看護・デ
イサービス(通所介護）･ショートステ
ィ（短期入所生活介護・短期入所療養
介護）のサービスをご利用者と家族の
状態・状況に合わせてプランを立てて
提供し、在宅での生活が継続出来るよ
うにサポートします。
ご利用可能な方：要介護認定で要介護
１～５の方かつ茅ヶ崎市に居住の方
所在地：茅ヶ崎市香川５－４－２０
℡ ０４６７－８６－６６５０

全体職員研修会
３月２３日（金）に全体職員研修会を
開催、２０１８年度事業計画・予算に
ついて、全員で共有し、３６条協定の
時間外勤務についても、職員に説明を
行いました。
また平成２９年度
自己研鑽研修助成として、常勤１名・
パート職員４名 合計５名に 合計
２２９，３００円の助成がされました

福

祉

の

思

い

出
理事長 島村俊夫

私は、高校時代に青少年赤十字団に入り、福祉施設でのボランティア活動・売
血撲滅運動の啓蒙等の活動をいたしました。大学時代は児童文化研究部で人形
へきちこう

げんとうき

劇・影絵劇等で、僻地校への慰問活動や病院小児科病棟での幻灯機を使用しての
口演童話活動などをしていました。その病院での活動は水曜日夜（幻灯機を使用
するので暗くならないとだめなので）（幻灯機：今でいうならスライド紙芝居で
すかね）に活動、毎週訪問をしていました。

ある時、理由は忘れましたが、1 日だけ休んでしまった事があります。前の週
に子ども達とさよならするときに「来週も来るからね」と約束していたのですが、
1 週休み、その次の週に訪問した時、いつも挨拶するベッドの子どもが見当たり
ません。どうしたのかと思っているとナースの方からその子は「お亡くなりまし
た」とお聞きしました。私は大変なショックを受けました。
「来週も来るからね」
と約束したのに休んでしまい、「もし休まないで来ていたなら、子どもが元気に
なったかもしれない」
「亡くなる前に楽しい思いを感じてもらえたかもしれない」
しょくざい

と後悔の念でいっぱいになりました。この子への 贖 罪 の気持ちが、私が社会福
祉の道に入った一番の理由だと思います。４０年以上社会福祉・介護の仕事に携
しょくざい

わってきましたが、いまだに 贖 罪 ができたとは思いませんが、自分自身が体の
続く限りこの道を歩んで行く事と思います。

ご利用の皆様へ！
○訪問時・通所時等での茶菓の接待、金品の頂き物は、当法人の理念・運営方
針からお受け取り致しかねますので、職員がお断りすることがあると思いま
すので、ご了承ください。
○ご寄付については、寄付申込書によりお受けいたしております。
○事業計画書・予算書・事業報告書・決算書は各事業所に備えてありますので、
ご自由に閲覧ください。またホームページにも掲載しております。
○苦情やご意見は、いつでもお申し出ください。
○ご連絡いただければ、各事業所の見学ができます。

法人の事業所一覧

（ホームページ

http://www.matsunami-k.com/）

法人本部

E-mail：houjin@matsunami-k.com

訪問介護センターまつなみ
（訪問介護事業）

相談センターまつなみ
（居宅介護支援事業）

〒253-0022
茅ヶ崎市松浪 1-1-12
TEL：0467-57-5272

評価事業部

デイサービスまつなみ
（通所介護事業）
げんきっき
（日中一時支援事業）

松浪地区地域包括支援セン
ターさざなみ
福祉相談室さざなみ

E-mail：soudan@matsunami-k.com
E-mail：houjin@matsunami-k.com

(福祉ｻｰﾋﾞｽ第三者評価事業）
まつなみクラブ
（通所介護事業）

E-mail：houmon@matsunami-k.com

〒253-0022
茅ヶ崎市松浪 1-10-33

〒253-0031
茅ケ崎市富士見町 7-3

〒253-0032
茅ケ崎市常盤町 2‐2
松浪コミュニティセン
ター内

TEL：0467-58-3839
E-mail:matsu-club@mbr.sphere.ne.jp

TEL：0467-84-4858
E-mail: care@matsunami-k.com
TEL：0467-84-4859
E-mail: genki@matsunami-k.com
TEL：0467-39-5901
E-ail:sazanami@mbr.sphere.ne.jp
TEL：0467-39-5935
E-mail:soudan@mbr.sphere.ne.jp

