
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
                                                       
                    
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

地域と福祉のあんしん懸け橋 

【編集後記】  

梅雨のジメジメに負けそうな今日この頃。最近コンブチャの愛飲を始めました～♬ 

私には合っているのか、整腸作用に抜群の効果を発揮しております！（T） 
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シャローム若葉 各サービス空き情報 

訪問介護 （月）△ （火）〇 （水）〇 （木）〇 （金）〇 

ご希望に副える様対応させていただきます。 
虹の家 

現在、若干の空きがあります。本入居の為には入居受付が必

要となります。随時受け付けておりますので、ご連絡下さ

い。 

デイ 若干の空きがあります。ご利用希望の方は、曜日・入浴等ご相談下さい。随時、状況をお知らせ致します。また、見学希望につきまし

ては、発熱など風邪症状が無い方でしたら見学いただけますのでお問合せ下さい。 

 

２０２１年 

シャローム若葉 桜木本部 電話番号 FAX 番号 

 管理部門 043-234-5111 043-234-5119 

  児童デイサービス STEP+  043-312-6655 043-234-5119 

  第 2 居宅介護支援事業所  043-308-8588 043-234-5119 

シャローム若葉 若松事業所  電話番号 FAX 番号 

 デイサービスセンター 043-235-4866 043-235-4850 

 若葉放課後等デイサービス 043-235-4865 043-235-4850 

 グループホーム虹の家 043-235-4867 043-235-4868 

 居宅介護支援事業所 043-214-3450 043-234-8411 

 訪問介護事業所 043-214-5567 043-234-8411 

 福祉用具貸与事業所 043-309-8598 043-234-8412 

シャローム若葉 区役所前事業所 電話番号 FAX 番号 

 千葉市あんしんケアセンター桜木 043-214-1841 043-214-8787 

 

いのちを敬い いのちを愛し いのちに仕えることによって 神の愛の実現に奉仕する 

7 月号 
HP／http://www.shalomwakaba.com 令和 3 年 7 月 15 日発行 

シャローム若葉広報誌 「こんにちは」 2021 年 7 月号 編集・発行 広報委員会 

7 月に入り、今年の梅雨もいよいよ本番といった様

子になってきました。実は 2 年前の 6 月にも梅雨時の

天候についての記事をこの欄で皆様にお読みいただい

ています。その時の内容は「静かに降る雨で心地良

く、穏やかな気持ちになります。」といったことだっ

たのですが、今年の梅雨はだいぶ様相が違っているよ

うです。この原稿を書いている 7 月上旬には、静岡県

から関東南部に 2 日間で平年の 7 月 1 か月分を上回る

激しい雨が降り、熱海市では土石流が発生し多くの住

民の方々が被害に遭われてしまいました。 

災害に巻き込まれた方やご家族、関係者の方々には

さぞかしお辛いことと拝察いたしますが、お見舞いを

申し上げることしかできず、自然の猛威に対する人間

の無力さを感じさせられます。 

今回の豪雨災害の報道で、「線状降水帯」という言

葉を初めてご覧になった方もいらっしゃるのではない

でしょうか。私もその一人ですが、気象庁によるとこ

れは長さ 50 ㎞から 300 ㎞・幅 20 ㎞から 50 ㎞・高さ

15 ㎞程度の線状に延びる強い雨域と定義されてお

り、発生地域には長時間に渡って大雨が降り続くた

め、線状降水帯が発生した場合には警戒を呼び掛ける

緊急情報が発表されることになります。 

 

このような豪雨をはじめとする自然災害で自治体

から緊急情報が発信されたときには、たとえ空振

りになったとしても設置された避難所に避難する

など、身を守るための行動をとることがとても大

切ですが、私達ケアマネジャーが支援している要

介護・要支援の認定を受けた高齢者のなかには、

自力でまたは同居家族だけでは避難をすることが

難しいと思われる方もいらっしゃいます。所謂

「災害弱者」、防災行政上の言葉では「要配慮

者」と言われる方々です。 

いつ起こるかわからない自然災害に完全に備える

ことは難しいことかもしれませんが、「要配慮

者」に含まれる方がそのような時に危険を回避し

無事に過ごすことができるようにするためには、

本人家族だけでなく近隣の方々や担当ケアマネジ

ャー等とも、日頃から「誰が」本人の安否を確認

するのか、「どのように」必要な支援を行うのか

についてお互いに話し合い、確認しておくことが

大切なのではないでしょうか。 

 

居宅介護支援事業所 

主任 栗山 哲次 
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紀 『木立を染めて』 

撮影場所：八千代市 

『いにしえの面影』 

撮影場所：木更津市 

『田んぼの水鏡』 

撮影場所：市原市 

『錦秋のダム湖』 

撮影場所：君津市 

福祉用具貸与事業  8 月号にて在庫処分セール！ 

一部をご紹介 ・靴 ・オムツ ・杖 その他特別価格にて販売いたします。 

毎月制作しているデイ

サービスの共同作品。 

7 月は七夕をイメージ

して作りました。 

真ん中の天の川は紙

テープを使用し立体

的な★を 400 個以上

作り貼り付けました。 



 
 
 
  
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                       

 

   
  
 
 
 

  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

三育ライフ介護３原則 １．知識に基づく「正確」な介護 ２．愛の心からの「誠実」な介護 ３．健康な精神で「清潔」な介護 いつでも見学できます。いつでもご相談下さい。 シャローム（shalom）とはヘブライ語で平和、平安を意味します。 

今月はシャローム若葉管理部門の紹介です！ 

 
こんにちは。 

いつも、シャローム若葉のサービスをご利用頂きまして有難うございます。今月号では、管理部門の紹

介をさせていただきます。読者の皆さんは、デイサービスや訪問介護、福祉用具、グループホームなどに

ついては、どんな事業でどんなサービスが受けられるのか？と、ある程度のイメージは湧くと思います。  

3 年前からは、デイサービスの隣で障害児を対象とした放課後等デイサービスも始めました。毎日、元

気な子供達の姿を見かける機会も多くなり、デイサービスにちょっとしたアクセントを与えてくれている

のではないかと思います。 

では、管理部門って、具体的に何をしているところなのか？イメージが湧きますでしょうか。職員の中

でもあまり理解していない方もいらっしゃいますので、この誌面をお借りして紹介させていただきます。 

 

組織図で示すと右図のようになりま

す。現在、高幣、山本、小川の 3 名が 

桜木本部事業所 1F で、仕事をしていま

す。3 人で職員 110 名の管理、ご利用

者への請求管理、その他各事業にて処

理出来ない事案に対応しています。 

小川恵子さん（出納長） 
 

 出納長の仕事は大きく分けて、①ご利用料の請求書関連②電話応対③放課後等デイサービスへの応援

などがあります。 

①請求書関連業務の中には、月初、月中、月を通しての各種業務があります 

月初では、約 500 件の郵便局や銀行からの自動引き落としの入金確認をし、 

領収書を作成、発送します。月中では、請求委員会へ出席し、各サービス 

事業所と請求して良いか確認を行います。請求委員会を組織し、毎月確認し 

ている事業所は他にあまり聞いた事が無く、複数サービスを利用されている方 

の利便性を考え、請求書をまとめている事業所も少ないようです。又、行 

き違いや何等かの理由により支払いがなされていないご利用者への連絡もさせて頂きます。請求書と一

緒に「こんにちは」も同封させて頂き、毎月 15 日前後に発送致しますので、ご利用料に関しての問合せ

もこの時期に集中します。シャローム若葉のケアマネジャーが作成したサービス提供表を発送するお手

伝いもしています。月を通して、会計帳簿書類として仕訳伝票の作成が枚数にして約 1000 枚程ありま

す。以前は、全て手書きでしたが、現在はパソコンへの入力に変わっていますので、この量でも対応が

可能となりました。預金通帳の出金記録データをパソコンに取り込むことで、入力の手間を省く事が出

来るようになりましたが、その代わり、少額であっても銀行での取引が必須となりますので、銀行窓口

へ出向く回数が増えました。その他、事業運営していくための仕入れ業者への支払い、振込が平均 60 件

ほどあります。又、各事業所には日々必要な小口現金を置いていますので、補充も含めた管理をしてい

ます。職員立替金精算や、厨房職員の検便検査の為に保健所へ出向く事も担当しています。 

②電話応対について気を付けている事は、ご利用者、業者からの問い合わせには、

疑問、質問を出来るだけわかりやすく、且つスムーズに解決できるよう答えること

を心掛けています。 

③桜木本部 2F には、児童発達支援デイサービス「Step+」がありますので、職員

がお休みの時や、送迎で人手が足らない時などは、出納長から児童指導員の小川先

生になり子供達の支援をします。学校が終わり、当事業所へ通ってくる（帰ってく

る）子供達に「おかえり」「ただいま」と会話することが、毎日のちょっとした楽

しみです。 

 

その他に、正確な書類作成と、ご利用者の要望に対し、よりホスピタリティを意識した対応を心掛け

ています。父親の介護をしながらですが、限られた時間の中でも効率よく仕事を続けられるよう、これ

からも頑張っていきます！ 

山本一さん（財務課長） 
 

           山本課長は、桜木本部の要で、開所時からの事を知っている数少ない職員で

す。建物維持管理を含めて対応出来る唯一無二の頼れる存在です。財務課長

の仕事は、会計管理業務のみならず庶務の仕事も兼務しています。朝は 6 時

に出社し、お掃除の職員の為に事務所を開錠するところから 1 日がスタート

します。 

毎日の仕事として、①銀行通帳の記帳、入出金伝票の作成があります。ま

た、毎月の仕事としての流れは、1 日～10 日までが、②銀行通帳と会計システムとの金額相違のチ

ェック。③職員源泉税・住民税の代理納税。職員互助会会費を代理受領し、活動費として役員に手

渡し。11 日～20 日の間には、④国民健康保険団体連合会（国保連）への事業別の請求書、ご利用者

負担分の事業別請求書をもとに未収金の伝票を作成します。⑤毎月 25 日に支給出来るよう給与の計

算を行い、振込日から逆算してデータの入力を行います。職員へは、給与明細書を交付し、併せて

未払金の伝票作成を行います。21 日～30 日の間は、⑥会計事務所への会計データを送るために月締

めの処理を行います。このデータは毎月の経営分析や、毎年の決算作業に用いられます。⑦会計事

務所による会計報告では、事業の妥当性や経営状況の見通しなどを指導頂いています。 

その他に、財務課長の大きな仕事として⑧職員の年末調整による源泉税の税務署・市役所への書

類提出があり、⑨毎年 2 月～3 月時は、補正予算検討と、次年度へ向けての予算作成があります。年

度が変わるとすぐに、⑩毎年 4 月～5 月に前年度の決算書の作成が待っています。 

  兼務している庶務の仕事としては、次のようなものがあります。  

（1）入退職者の社会保険・退職共済等の事務手続き。 

（2）毎年 10 月の職員健康診断の調整。 

（3）毎年 11 月のインフルエンザ予防接種の調整などです。 

 その他の業務として、現在、デイサービスの送迎を週 3 

回お手伝いしています。皆、原点は介護職から始まってい 

ますので、昔を思い出し、ご利用者と楽しく会話させて頂 

いています。 

 

高幣義嗣さん（施設長） 
 
 シャローム若葉の施設長職というと、皆さんはどんなイメージを思い 

浮かべられるでしょうか。事業所の責任者であるということは、全ての 

事において、責任を負うということになります。事業運営においてもそ 

うですし、その事業の継続妥当性や、新規事業の立ち上げなど、所内の 

各事業主任からの意見を参考にして、本部経営委員会に諮問し、最終決 

定をします。人事も雇用、退職も含めて決定しなければなりませんし、 

時には辛い決断もしなければなりません。その他対外的な会議に出席しなければならないだろう事 

は、他の事業所の施設長と比べても何ら変わりはありません。 

 シャローム若葉の施設長職が他と違うところは、総務と営繕を兼ねているところです。若松町の

植栽管理に関しては、ボランティアさんに来て頂いていますので、十分ではないものの、何とか美

化を保っています。しかしながら、56 台あるパソコンの管理や老朽化した機器備品、建物の維持管

理に精通したオールマイティな職員を雇用する余裕がない為、施設長が兼務して対応しなければな

りません。ある時は、パソコンの修理をしたり、日曜大工や、雨漏り修理、時には草刈りやペンキ

塗りなども仕事の範疇になります。最近は、ネット検索で色々な物が検索でき、業者さんに頼んだ

場合の見積と比較することも容易になりました。皆様から頂く貴重な利用料を無駄遣いしない為の

工夫です。  現在、介護職員がどこの施設でも不足していますので、時には介護員として皆さんの

お手伝いをすることもあります。その時は、優しく声をかけて下さいね。   

以上、管理部門の簡単な紹介をさせて頂きましたが、管理部門で働く職員は基本的に自己完結で

仕事をしています。自分で責務の目標を立て、遂行に必要な時間を計算して、遅滞なく効率的に

時間を使うように自己管理しています。とは言え、他事業への応援業務など、突発的な事案に対

しても対応が求められますので、日頃から時間をどのように管理するか訓練しておくことが管理

部門で働く必須条件となります。 


