
１．法人 
（１）法人役員名簿（令和２年３月３１日現在） 

 職 務 氏 名 任 期 等 

 

 職 務 氏 名  
１ 理事長 古賀 敏朗 令和２年度会計に関する定時評議員会終結まで １ 評議員 水谷 敏朗 平成３２年度会計に関する定時評議員会終結まで 

２ 理 事 佐藤 嘉晃 令和２年度会計に関する定時評議員会終結まで ２ 評議員 山崎 順造 平成３２年度会計に関する定時評議員会終結まで 

３ 理 事 古賀 俊子 令和２年度会計に関する定時評議員会終結まで ３ 評議員 工藤 英治 平成３２年度会計に関する定時評議員会終結まで 

４ 理 事 後藤田 明彦 令和２年度会計に関する定時評議員会終結まで ４ 評議員 佐々木 昇 平成３２年度会計に関する定時評議員会終結まで 

５ 理 事 多田 吾郎 令和２年度会計に関する定時評議員会終結まで ５ 評議員 古谷 重雄 平成３２年度会計に関する定時評議員会終結まで 

６ 理 事 銀田 聡 令和２年度会計に関する定時評議員会終結まで ６ 評議員 黒田 幸市 平成３２年度会計に関する定時評議員会終結まで 

７ 監 事 中原 章博 令和２年度会計に関する定時評議員会終結まで ７ 評議員 佐々木 英明 平成３２年度会計に関する定時評議員会終結まで 

８ 監 事  益村 公人 令和２年度会計に関する定時評議員会終結まで 

 
 

（２）理事会の開催状況 

 １）第１回理事会（令和元年５月２３日） 

議案 
    議案第１号：社会福祉法人 網走福祉協会 平成３０年度 第４四半期の運営状況に関する件 
    議案第２号：社会福祉法人 網走福祉協会 平成３０年度 事業報告（案）に関する件 

  議案第３号：社会福祉法人 網走福祉協会 平成３０年度 収支決算報告（案）に関する件 
    議案第４号：社会福祉法人 網走福祉協会 平成３１年（令和元）度 第１次補正予算（案）に 
          関する件 
    議案第５号：社会福祉法人 網走福祉協会 給与規程の改正について 

議案第６号：任期満了に伴う理事並びに監事について 
議案第７号：社会福祉法人 網走福祉協会 
      平成３１（令和元）年度 第１回評議員会の開催に関する件 

報告 
    報告第１号：社会福祉法人 網走福祉協会 

第４四半期 法人監事監査 事業並びに決算に関する報告 
    報告第２号：平成３０年度社会福祉施設に係る指導監査結果について、並びに 

平成３０年度「介護保険施設等指導監査要綱」等に基づく実施指導の結果について 
 

  ２）第２回理事会（令和元年６月８日） 

   議案 

    議案第１号：社会福祉法人 網走福祉協会 理事長の互選に関する件 
   報告 
    報告第１号：養護老人ホーム ふれあい館 感染性胃腸炎の発生に関する報告 
 

３）第３回理事会（令和元年７月２９日） 

議案 

議案第１号：特別養護老人ホーム レインボーハイツ移転改築に係る投資・資金計画、建設等資 

金借入及び建設工事等の入札執行に関して 

議案第２号：特別養護老人ホーム レインボーハイツ移転改築敷地の取得について  

 
４）第４回理事会（令和元年８月２０日） 

   議案 
    議案第１号：特別養護老人ホーム レインボーハイツ移転改築に係る投資・資金計画に関して 

議案第２号：特別養護老人ホーム レインボーハイツ移転改築入札参加業者に関して 
 



５）第５回理事会（令和元年８月３０日） 
   議案 
    議案第１号：特別養護老人ホーム レインボーハイツ移転改築に係る入札結果に関して 
          建築工事 ナカノフドー建設・北斗建設特定建設工事共同企業体 
          監理業務 株式会社 建築工房 
    議案第２号：特別養護老人ホーム レインボーハイツ移転改築に係る土地取得及びこのとに係る 
          定款変更に関して  
    議案第３号：社会福祉法人 網走福祉協会 第２回 評議員会の開催について 
 
  ６）第６回理事会（令和元年１２月２１日） 

議案 
議案第１号：社会福祉法人 網走福祉協会  

平成３１（令和元）年度 上半期の運営状況に関する件 
    議案第２号：社会福祉法人 網走福祉協会  

平成３１（令和元）年度 下期支給 職員賞与に関する件 
  議案第３号：社会福祉法人 網走福祉協会 評議員選任委員の選任に関する件 
報告 

    報告第１号：理事長の職務執行状況の報告 
    報告第２号：社会福祉法人 網走福祉協会 第１四半期、第２四半期 法人監事監査報告 
    報告第３号：特別養護老人ホーム レインボーハイツ移転改築工事に係る工事 
          進捗状況及び建設委員からの報告事項等 
    報告第４号：平成３１年度 網走市地域密着型サービス事業者等実地指導の結果（口頭指導）に 
          関する報告 
          みなとレインボーハイツ（地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護事業所） 
    報告第５号：レインボーハイツ あいむデイサービスセンターにおける事故報告 
   その他 
    みなとレインボーハイツにおける改築工事について 
 

７）第７回理事会（令和２年２月２５日） 
   議案 
    議案第１号：網走レインボーハイツ デイサービスセンター移転に係る小規模多機能型居宅介護 
          事業所 みなとレインボーハイツ改修工事に関して 
 

８）第８回理事会（令和２年３月１３日） 
 議案 
  議案第１号：社会福祉法人 網走福祉協会 第３四半期の運営状況について 
  議案第２号：社会福祉法人 網走福祉協会  

平成３１（令和元）年度 第二次補正予算（案）について 
    議案第３号：社会福祉法人 網走福祉協会の運営する 
          網走市東部・呼人・南部地区地域包括支援センター事業廃止について 
    議案第４号：社会福祉法人 網走福祉協会の運営する 
          みなとレインボーハイツ 小規模多機能型居宅介護事業所の廃止について 
          みなとレインボーハイツ改修工事に係る入札の結果と契約について 
    議案第５号：社会福祉法人 網走福祉協会の呼人で運営する 
          通所介護・いきいき教室、訪問介護、居宅介護支援事務所移転について 
          並びに移転に伴う居宅サービス拠点区分の創設について 
    議案第６号：社会福祉法人 網走福祉協会 令和２年度 事業計画（案）について 
    議案第７号：社会福祉法人 網走福祉協会 令和２年度 収支予算（案）について 
 



    議案第８号：社会福祉法人 網走福祉協会 
          平成３１（令和元）年度 介護職員処遇改善加算一時金支給について 
    議案第９号：社会福祉法人 網走福祉協会 定款変更（案）について 
    議案第10号：社会福祉法人 網走福祉協会  就業規則の変更について 
                         就業規則に関する施行細則の変更について 
                         給与規定の変更について 
                         経理規程の変更について 
                         旅費規程の変更について 
                         処務規程の変更について 
                         慶弔規程の変更について 
    議案第11号：社会福祉法人 網走福祉協会 第３回評議員会の開催について 
   報告 
    報告第１号：理事長の職務執行状況の報告 
    報告第２号：社会福祉法人 網走福祉協会 第３四半期監査報告について 
    報告第３号：特別養護老人ホーム レインボーハイツ（呼人本体施設）の移転改築工事に係る工 
          事に係る工事進捗状況及び建設委員からの報告事項等 
    報告第４号：令和元年度社会福祉法人に係る指導監査（書面審査）の実施について 
    報告第５号：令和元年度 養護老人ホーム ふれあい館における実地指導結果について 
 
 
（３）評議員会の開催状況 
  １）第１回評議員会（令和元年６月８日） 

議案 
    議案第１号：社会福祉法人 網走福祉協会 平成３０年度 事業報告（案）に関する件 
    議案第２号：社会福祉法人 網走福祉協会 平成３０年度 収支決算報告（案）に関する件 
    議案第３号：社会福祉法人 網走福祉協会 平成３１（令和元）年度 第１次補正予算（案）に

関する件 
    議案第４号：任期満了に伴う、社会福祉法人 網走福祉協会 理事並びに監事の選任に関する件 
    議案第５号：特別養護老人ホーム レインボーハイツ他、呼人本部施設の改修工事に関する件 
   報告 
    報告第１号：社会福祉法人 網走福祉協会 

 第４四半期 法人監事監査 事業並びに決算に関する報告 
    報告第２号：平成３０年度社会福祉施設に係る指導監査結果について、並びに平成３０年度「介

護保険施設等指導監査要綱」等に基づく実地指導の結果に関する報告 
    報告第３号：養護老人ホーム ふれあい館 感染性胃腸炎の発生に関する報告 
   

２）第２回評議員会（令和元年８月３０日） 
 議案 
  議案第１号：特別養護老人ホーム レインボーハイツ移転改築に係る入札結果に関して 
        建築工事 ナカノフドー建設・北斗建設特定建設工事共同企業体 
        監理業務 株式会社 建築工房 
  議案第２号：特別養護老人ホーム レインボーハイツ移転改築に係る土地取得及びこのとに係る 
        定款変更に関して 
 

 ３）第３回評議員会（令和２年３月２６日） 

議案 
    議案第１号：社会福祉法人 網走福祉協会  

平成３１（令和元）年度 第二次補正予算（案）について 
 



    議案第２号：社会福祉法人 網走福祉協会の運営する 
          網走市東部・呼人・南部地区地域包括支援センター事業廃止について 
    議案第３号：社会福祉法人 網走福祉協会の運営する 
          みなとレインボーハイツ 小規模多機能型居宅介護事業所の廃止について 
          みなとレインボーハイツ改修工事に係る入札の結果と契約について 
    議案第４号：社会福祉法人 網走福祉協会の 呼人で運営する 
          通所介護・いきいき教室、訪問介護、居宅介護支援事業所移転について 
          並びに移転に伴う居宅サービス拠点区分の創設について 
    議案第５号：社会福祉法人 網走福祉協会 令和２年度 事業計画（案）について 
    議案第６号：社会福祉法人 網走福祉協会 令和２年度 収支予算（案）について 
    議案第７号：社会福祉法人 網走福祉協会 定款変更（案）について 
   報告 
    報告第１号：社会福祉法人 網走福祉協会 第３四半期の運営状況及び 
                        第３四半期 法人監事監査に関する報告 
    報告第２号：特別養護老人ホーム レインボーハイツ（呼人本体施設）の移転改築工事に係る 
          工事進捗状況及び建設委員からの報告事項 
    報告第３号：令和元年度社会福祉法人に係る指導監査（書面審査）の実施について 
    報告第４号：令和元年度 養護老人ホーム ふれあい館における実地指導結果について 
  
 
（４）法人監事による内部監査状況 

１）平成３０年度 第４四半期監事監査（令和１年５月８日） 

 〔監査の概要〕 

令和１年５月８日午前１０時００分から午後１２時、午後１時～午後３時まで、養護老人ホー

ム ふれあい館の理事長室及び応接室で竹田理事（施設長）、和田総務課長、茂木総務係長立ち

会いの上、実施しました。 

担当者、施設長から平成３０年度第４四半期の事業の状況を聴取し、併せて、事業計画の進捗

について諸記録、各事業の利用実績を確認し、監査を行った。監査に関しては関連する法令及び

通知、社会福祉法人監事監査要綱に従った。 

 〔監査の項目〕 

   法人運営 

    平成３０年度各事業計画の進捗状況について 

    平成３０年度入居利用実績の確認 

法人会計 

    本部会計、各事業会計、入居者預かり金の確認 

    貸借対照表、資金収支計算書、事業活動計算書 

 〔監査結果〕 

  法人運営 

  （１）稼働率についてはインフルエンザの流行もあり法人全体で１月分９３．４％、 

２月９２．８％、３月９６．８％と入院の増加で若干低下しているが平成３０年度全体 
では９４．５％の稼働率であった。 

  （２）事業計画の進捗に関しては各事業体とも計画に沿った施設サービスが実施されているが、

呼人特養の増改築へ向けた努力を求めたい。 

  法人会計 

（１）サービス活動収益 ８０９，８４６千円（予算対比）  ９９．６％ 

   サービス活動費用 ７８３，２３３千円（予算対比） １０１．７％ 

   人件費比率（収入：人件費）             ６５．４％ 

（２）昨年対比では本年度の収支差益が増加し、堅調に推移している。 

（３）法人総括、各事業体の会計処理に関しては適正に処理されている。 



 ２）令和１年度 第１四半期監事監査（令和１年７月２９日） 

〔監査の概要〕 

   令和１年７月２９日 午前９時３０分～午後１２時３０分、午後１３時３０分～午後１７時ま

で、養護老人ホーム ふれあい館 理事長室において、竹田施設長、和田総務課長、茂木総務係

長立会いの上、実施しました。 

担当者、施設長から令和１年度第１四半期の状況を聴取し、併せて、令和１年度の事業計画と

各事業の利用実績を確認し、諸記録の監査を行った。監査に際しては、関連する法令及び通知、

社会福祉法人監事監査要綱に従った。 

 〔監査の項目〕 

   法人運営 

    令和１年度事業計画の概要と進捗状況 

    令和１年度事業実績 

  法人会計 

    本部会計、各事業会計、入居者預かり金の確認 

   貸借対照表、資金収支計算書、事業活動計算書 

〔監査結果〕 

 法人運営 

 （１）各事業所の事業計画を確認し、法人の理念、方針と整合していることを確認した。 

 （２）入居稼働率については各事業所とも４月分９４．７％、５月分９６．８％、 

６月分９６．１％と推移し第一四半期の累計では９５．９％となっている。 

    通所介護では呼人、あいむとも２５名定員のところ、ほぼ毎日が２０名以上の利用になっ

ている。 

 法人会計 

 （１）サービス活動収益 ２０５，０９０千円 

     サービス活動費用 １８５，３３３千円 

     サービス活動差益   １９，７５７千円 

     以上のように堅調に推移している 

  （２）法人総括、各事業体の会計処理に関しては適正に処理されている。 

 

３）令和１年度 第２四半期監事監査（令和１年１０月２９日、１１月２日） 

〔監査の概要〕 

令和１年１０月２９日 午前９時３０分から午後１２時３０分まで養護老人ホーム ふれあ

い館 理事長室において、竹田施設長、和田総務課長立会いの上、実施しました。 
担当者、施設長から令和１年度第２四半期の事業の状況を聴取し、各種帳簿の監査を行った。

また、各財務諸表を確認した。監査に際しては関連する法令及び通知、社会福祉法人監事監査要

綱に従った。 
〔監査の項目〕 

法人会計 

    本部会計、各事業会計、入居者預かり金の確認 

   貸借対照表、資金収支計算書、事業活動計算書 

〔監査結果〕 

法人会計 

  （１）資金収支差額について予算との差の大きいものについて確認した。主なものとして 

    ・呼人が－５８．８２％～予算－８，１０２，６００円に対し＋４，７６６，３１５円 
の実績であったため 

    ・大曲が１８４．０９％であり収入が５３．６９％に対し支出が３．８５％削減されて 
いるため 

  （２）事業活動収支計算においては 
・法人全体の人件費は１０，４４３，２６６円の増加であり、次年度は見越した予算編



成が求められる。 
        ・法人全体の事業費の増加額３，９４５，６７９円は消費税対策で当面の購入である。 

    ・建設関連費用の確認支持を行う 

〔監査の概要〕 

令和１年１１月２日 午前９時３０分から午後１時まで養護老人ホーム ふれあい館 理事

長室において、竹田施設長、茂木総務係長立会いの上、実施しました。 
担当者、施設長から令和１年度第２四半期の事業の状況を聴取し、併せて、令和１年度の事業

計画と各事業の利用実績を確認し、諸記録の監査を行った。監査に際しては関連する法令及び通

知、社会福祉法人監事監査要綱に従った。 
 〔監査の項目〕 

   法人運営 

    令和１年度事業計画の概要と進捗状況 

    令和１年度事業実績 

〔監査結果〕 

 法人運営 

（１）各事業所の事業計画と預かり金の取り扱いについて適切に処理されていることを確認し

た。 

（２）入居稼働率については法人全体で各月とも９５％以上を確保している。 

   通所介護では、呼人、あいむとも２５名定員に対し、 

   呼 人～２２．１名（８８．４％） 

   あいむ～２３．５名（９４．０％） 

（３）防災の観点から、各種データの保存方法について今後の検討が必要と指摘した。 

 

４）令和１年度 第３四半期監事監査（令和２年２月１２日、１３日） 

〔監査の概要〕 

令和２年２月１２日 午前９時３０分から午後１２時３０分時まで養護老人ホーム ふれあ

い館 理事長室において、竹田施設長、和田総務課長立会いの上、実施しました。 
担当者、施設長から令和１年度第３四半期の事業の状況を聴取し、各種帳簿の監査を行った。

また、各財務諸表を確認した。監査に際しては関連する法令及び通知、社会福祉法人監事監査要

綱に従った。 
 〔監査の項目〕 

   法人会計 

    本部会計、各事業会計、入居者預かり金の確認 

   貸借対照表、資金収支計算書、事業活動計算書 

〔監査結果〕 

 法人会計 

  （１）windows10 対応に対するパソコンの購入について、計上科目に誤りがあったため、訂正

を指導する。 

  （２）事業活動収支差額は当初予算より２０，０４８千円少なく、原因として向陽ヶ丘は 
１８，８１６千円の減少がある。 

  （３）サービス活動増減差額は前年比９，８４５千円の減少で、１０月、１１月と向陽ヶ丘の

入院者の増加によるものである。 
  （４）特別養護老人ホームの増改築に関する資金の流れ、会計の状況を確認し的確に執行され

ていることを確認した。 
〔監査の概要〕 

令和２年２月１３日 午後１時３０分から午後５時まで養護老人ホーム ふれあい館 理事

長室において、竹田施設長、茂木総務係長立会いの上、実施しました。 
担当者、施設長から令和１年度第３四半期の事業の状況を聴取し、併せて、令和１年度の事業

計画と各事業の利用実績を確認し、諸記録の監査を行った。監査に際しては関連する法令及び通



知、社会福祉法人監事監査要綱に従った。 
 〔監査の項目〕 

   法人運営 

    令和１年度事業計画の概要と進捗状況 

    令和１年度事業実績 

〔監査結果〕 

 法人運営 

（１）各事業所の実績報告書と預かり金の取り扱いについて適切に処理されていることを確認

した。 

（２）入居稼働率について、呼人レインボーハイツ９３％、大曲レインボーハイツ９６％に対

し向陽ヶ丘レインボーハイツが入院患者の増加で８２．６％と低下している。 

（３）特別養護老人ホームの増改築工事については順調に進捗している。 

 

 

（５）北海道等による運営指導 

１）令和元年度 社会福祉施設に係る指導監査 

  令和２年１月８日（水曜日）午前１０時から養護老人ホーム ふれあい館において行われ、北海 

道オホーツク総合振興局 事業指導係から以下の指導を受けました。 

≪養護老人ホーム ふれあい館≫ 

【口頭指導】 １件 

①処遇の方針について、養護老人ホームは、身体的拘束等の適正化を図るため、身体的拘束等の

適正化のための指針を整備する必要があるが、貴施設で策定している指針について、「身体的拘束

適正化検討委員会等の組織に関する事項」や「職員研修に関する基本的方針」が、指針の内容と

実態が異なってきているので、改善すること。 

 

２）令和元年度「介護保険施設等指導監査要綱」等に基づく実地指導 

令和２年１月８日（水曜日）午前１０時から養護老人ホーム ふれあい館において行われ、北

海道オホーツク総合振興局 事業指導係から以下の指導を受けました。 

  ≪養護老人ホーム ふれあい館≫ 

   【口頭指導】 ３件 

①その他の日常生活費について、特定施設入居者生活介護は、特定施設に入居している要介護

者について、特定施設サービス計画に基づき行われる入浴、排せつ、食事等の介護その他の日

常生活上の世話、機能訓練及び療養上の世話を行うサービスである。 

入居者の誤嚥等防止として、特定施設サービス計画に使用を位置づけ、食事介助の一環として

使用するとろみ剤については、「通所介護等における日常生活に要する費用の取り扱いについ

て」による「その他の日常生活費」に該当しないが、利用者負担としている案件を確認したの

で、改善すること。 

②身体的拘束等の適正化について、特定施設入居者生活介護事業者は、身体的拘束等の適正化

のための対策を検討する委員会の開催や指針を整備しなければならない。 

貴施設では、身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会について、指針通りに開催

されていないことを確認したので、改善すること。 

③質の評価について、事業者は自らその提供する指定特定施設入居者生活介護の質の評価を行

い、常にその改善を図ることとされている。従業員が自己評価し、職員会議で質の改善につい

て話し合っているとのことだが、議事録で改善の取組に関する記録が確認されなかったので改

善すること。 

 

３）平成３１年度 網走市地域密着型サービス事業者等実地指導 

    令和元年１０月１６日（水曜日）午前１０時～午後１６時に、みなとレインボーハイツにおい

て行われ、網走市 介護保険係から以下の指導を受けました。 



  ≪みなとレインボーハイツ≫ 

   【口頭指導】 １件 

    ①平成２９年１１月７日付でヒヤリハットとして処理されているケースについては、誤薬と判

断されるため、事故報告書を提出すること。 

 

４）令和元年度 社会福祉法人に係る指導監査の実施 

 令和元年度の社会福祉法人に係る指導監査は、新型コロナウィルス感染拡大抑制のため、令和 

２年３月３０日（月曜日）に網走市役所社会福祉課事務室における書面審査にて行われ、網走 

市社会福祉課から以下の指導を受けました。 

【口頭指導】 １件 

①変更登記について、代表権を有するもの氏名、住所及び資格の変更登記が２週間以内にされ 

ていないので改善を要望する。 

 

  【現況報告書】 

・北海道に対し、５月１日に現況報告書を提出しました。 

特別養護老人ホーム レインボーハイツ、レインボーハイツ指定短期入所生活介護事業所、網走

レインボーハイツ デイサービスセンター、網走レインボーハイツ ホームヘルパー派遣センタ

ー、レインボーハイツ あいむデイサービスセンター、特定入所者生活介護施設 養護老人ホー

ム ふれあい館 

・網走市に対し、現況報告書を５月３０日に提出しました。 

網走レインボーハイツ 在宅介護支援センター、地域密着型介護老人福祉施設 大曲レインボー

ハイツ、同施設 向陽ヶ丘レインボーハイツ、同施設 みなとレインボーハイツ、小規模多機能

型居宅介護事業所 大曲レインボーハイツ、同施設 向陽ヶ丘レインボーハイツ 

・平成３１年度 社会福祉法人 現況報告書を６月２１日に独立行政法人 福祉医療機構による社

会福祉法人の財務諸表電子開示システムにより所轄庁の網走市へ提出し、提出した内容を、当法人

ホームページhttp://www.rainbow-heghts.comに掲載しました。 

 

 

（６）北海道による特定給食施設等の調査指導 

令和元年１２月１９日（木曜日）に養護老人ホーム ふれあい館へ網走保健所から給食施設の

立入検査等の実施が行われました。 

【指導事項】 

指導事項はありませんでした。 

【助言事項】 

 ①施設の栄養給付目標量に対し、実施栄養給付量が全体的に低下の傾向が見受けられたので、特 

にタンパク質の低下は気を付け目標栄養量を充足する食事提供に努めること。 

②小野食品衛生監視員より指導 トイレの清掃時間（調理作業後が望ましい）、カーテンレールの

埃、食品庫の段ボールの持ち込み 

③災害食の食事提供について、備蓄食品、使い捨て食器等の保管場所、一覧、対応方法などを整

理し職員間で共有を図っておくことが望ましい。 

 

    令和２年１月２３日（木曜日）に特別養護老人ホーム レインボーハイツへ北海道網走保健所

から給食施設の立入検査等の実施が行われました。この検査による指導事項・助言事項はありま

せんでした。 

  

 

（７）介護サービス情報公表制度 

平成３１年度は、現地調査の実施は、ありませんでした。 

調査票のみを、北海道介護サービス情報公表センターへ１０月２３日に提出しました。 



提出した事業所は、特別養護老人ホーム レインボーハイツ、レインボーハイツ指定短期入所

生活介護事業所、網走レインボーハイツ ホームヘルパー派遣センター、網走レインボーハイツ 

在宅介護支援センター、網走レインボーハイツ デイサービスセンター、レインボーハイツ あ

いむデイサービスセンター、地域密着型介護老人福祉施設 大曲レインボーハイツ、同施設 向

陽ヶ丘レインボーハイツ、同施設 みなとレインボーハイツ、小規模多機能型居宅介護事業所 

大曲レインボーハイツ、同施設 向陽ヶ丘レインボーハイツ 

提出した内容は、http://www.kaigojyoho-hokkaido.jpで公表されており、閲覧ができます。 

 

 

（８）サービスの自己評価 

    法人傘下の全事業所においては、各々年度内に「自己点検シート」（介護保険･自立支援法）に基   

づき、法人傘下各事業所では、令和１年１２月と令和２年１月に運営基準に則した運営をしている

かについて、自己点検を行いました。 

 

 

（９）地域密着型サービスの外部評価 

   平成２７年度から、各事業所にて自己評価を行い、運営推進会議にて自己評価結果を説明しま

した。運営推進会議で出された意見等を集約し、外部評価を作成。次に行われた運営推進会議の

席上で、報告し、評価を確定した内容を、当法人ホームページに、「事業所自己評価」と「小規模

多機能型居宅介護『サービス評価』総括表」を掲載し公表しました。 

   平成３１（令和元）年度についても、ホームページにて公表しました。 

 

 

（10）介護保険事業者免許の更新 
   平成３１年度は、介護保険法に基づき、 
   令和２年２月に網走市へ網走レインボーハイツ デイサービスセンター（総合事業）、網走レイン

ボーハイツ ホームヘルパー派遣センター（総合事業）、網走レインボーハイツ在宅介護支援センタ

ーの事業所の指定更新手続きを済ませています。 
令和２年２月に北海道へ特別養護老人ホーム レインボーハイツ、レインボーハイツ指定短期入

所生活介護事業所、網走レインボーハイツ デイサービスセンター、網走レインボーハイツ ホー

ムヘルパー派遣センターの指定更新手続きを済ませています。 
 
 
（11）事業休止 

    平成２８年１０月１日から、小規模多機能型居宅介護事業所 みなとレインボーハイツの 

事業を休止しています。 

 

 

（12）事業廃止 

    令和２年３月３１日付にて、網走市東部・呼人・南部地区地域包括支援センターにおける介護予

防マネジメント事業、地域包括支援センター、介護予防支援事業所の廃止に係る届出書を、令和２

年３月２３日に網走市へ提出いたしました。 
 

 

 

 

 

 

 



（13）職員配置                        （令和２年３月３１日現在） 

 

職  名 人数 平均年齢 平均勤続年数 備  考 

施設長（レインボーハイツ） 1 66.0 5.7 施設長 

特別養護 

老人ホーム 

レインボー

ハイツ 

総務課（事務員、管理員） 12 54.5 9.7 事務員､管理員 

業務課 介護支援専門員 2 45.6 16.8 介護支援専門員 

業務課 生活相談員 1 45.0 23.0 生活相談員 

業務課 介護員 24 38.5 9.7 介護員 

業務課 看護職員 4 59.6 9.10 看護職員、機能訓練指導員 

給食課（栄養士、調理員） 10 50.6 6.7 栄養士、調理員 

在宅課 

デイサービスセンター（呼人） 11 49.7 6.6 生活相談員、介護員、看護職員 他 

在宅介護支援センター 6 47.3 7.7 介護支援専門員､生活援助員 

ホームヘルパー派遣センター 8 60.6 13.5 サービス提供責任者、訪問介護員 

いきいき教室 2 54.10 14.4 介護員 

あいむデイサービスセンター 20 56.6 3.6 生活相談員、介護員、看護職員 他 

地域包括支援センター 3 67.5 2.5 看護師、主任介護支援専門員、社会福祉士、保健師 

大曲レインボーハイツ 24 51.5 8.6 生活相談員、介護員、看護職員 他 

向陽ヶ丘レインボーハイツ 21 46.6 6.7 生活相談員、介護員、看護職員 他 

みなとレインボーハイツ 11 47.3 8.6 生活相談員、介護員、看護職員 他 

養護老人ホーム 

ふれあい館 

施設長、栄養士、事務員、管理員 4 42.5 13.5 施設長、栄養士、事務職員、管理員 

計画作成担当者、支援員、看護職員 23 49.5 4.6 介護支援専門員、支援員、看護職員 他 

医師 2 46.5 1.7 こが医院 派遣医師 

法人全職員 189 49.5 7.6  


