
○美幌町老人福祉寮条例施行規則 

(昭和 48年 12月 24日美幌町規則第 21号) 

改正  昭和 49年 4月 1日美幌町規則第 5号 昭和 50年 10月 1日美幌町規則第 21号 

平成 12年 12月 22日美幌町規則第 35号 平成 14年 3月 22日美幌町規則第 1号 

平成 19年 12月 12日美幌町規則第 30号 平成 22年 3月 31日美幌町規則第 16号 
 

(趣旨) 

第 1条 この規則は、美幌町老人福祉寮条例(昭和 48年美幌町条例第 29号。以下「条例」

という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。  

(運営の方針) 

第 2条 美英福祉寮（以下「福祉寮」という。）の運営については、入所者の適応性の発

見に努め、無差別、平等に処遇し、豊かな愛情ある介護によって快適な生活を楽しむ

よう運営し、入所者の福祉の万全を期するよう配意する。  

(職員) 

第 3条 福祉寮に次の職員を置く。  

(1) 寮長 1名  

(2) 医師(嘱託) 1名  

(3) 看護師(嘱託) 1名  

(4) 管理人 1名  

(職務) 

第 4条 寮長は、町長の命を受けて寮務を掌理し、所属職員を指揮監督して寮の運営管理

に当たる。  

2 医師、看護師及び管理人は、寮長の指示により寮務に従事する。  

(職員の心得) 

第 5条 職員は、福祉寮の設置目的及び運営方針に従い、入所者の取扱いについて深い愛

情と理解をもって接しなければならない。  

2 職員は、相互に親和協力を深め、自らの知識の啓発に努め、入所者の心身の状況に応

じ規律ある快適な生活に親しませ、明るい環境を醸成するようにしなければならない。 

3 職員は、職務に創意と工夫を怠ることなく、相互に協力しなければならない。  

(入寮) 

第 6条 入寮を希望する者は、美英福祉寮入寮願(様式第 1号)を、町長に提出しなければ

ならない。  

2 町長は、入寮しようとする者が、現に感染者又は保菌者若しくは精神障害者である者

を除き、条例第 3条の規定に該当する者について、措置を要する順位に従い居室数を

限度として入寮を承認するものとする。  

3 前項の入寮承認は、美英福祉寮入所対象者調査表(様式第 2号)に基づくものとし、必

要に応じ入所しようとする者の健康診断書、身上調書及び身元引受書を徴することが

できる。  

(通知) 

第 7条 町長は、前条第 2項の規定により入寮を承認した者に対しその旨を通知しなけれ

ばならない。  



2 入寮を承認された者は、入寮の際に誓約書(様式第 3号)を町長に提出しなければなら

ない。  

(費用の負担) 

第 8条 条例第 5条第 1号の規定により、町長が別に定める額は次の各号の合計額とする。

  

(1) 生活保護法による保護の基準(昭和 38年厚生省告示第 158号。以下「基準」という。)

別表第 1生活扶助基準 第 1章基準生活費 1居宅(1)基準生活費の額(月額) ウ 3級

地  

第 1類に掲げる額及び介護施設入所者基本生活費の設定による費用のうち冬季加算の額  

(2) 基準別表第 3住宅扶助基準に定める額を参考とし定める額  

第 9条 条例第 5条第 2号の規定によるその他特別な措置に要する費用は、直接経費のう

ち、現金支出を要する額とする。  

(入所の取消し) 

第 10条 町長は、条例第 6条の規定に基づき入所を取り消す場合は、当該取消しを受け

た者の取消し後の生活が、確実に保証されるよう適切な措置を講じなければならない。

  

(処遇の基本原則) 

第 11条 入所者の処遇については、心身の状態に応じ規律ある快適な生活に親しませ、

明るい環境のもとに生活させるものとする。  

(生活指導) 

第 12条 職員は、入所者に対し深い理解と関心をもって接し、常に相談の機会を与える

よう配慮するものとし、指導に当たっては、次の事項を守らなければならない。  

(1) 個人の尊厳を認識すること。  

(2) 公平であって偏見をもたないこと。  

(3) 入所者の立場及び性格を理解すること。  

(4) 計画的な指導を行うこと。  

(入所者に講ずる措置) 

第 13条 町長は、入所者に対し集団生活上必要と認めたときは、次の各号の措置を講ず

る。  

(1) 保健衛生上必要な衣類及び所持品を検査し、かつ、健康診断を行うこと。  

(2) 福祉寮の運営方針、日課その他参考となる事項を説示すること。  

(3) 心身の状況、個性、境遇、経歴、教育程度及び身上調査に関すること。  

(給食) 

第 14条 給食は、入所者の健康の維持増進を図るため、次に掲げる事項を守らなければ

ならない。  

(1) 変化に富み、健康を維持するに十分な熱量、たんぱく質、脂肪分等を確保し、かつ、

味覚の点も配意して、栄養の向上に努めること。  

(2) 計画的給食の実施を図るため、週間の予定献立表を作成すること。  

(3) 病弱者については、医師の食餌箋により給食すること。  

(4) 炊事を担当する職員の健康診断を、年 1回以上行うこと。  

(5) 食品を貯蔵する設備は、清潔安全に管理すること。  



(保健衛生) 

第 15条 入所者の保健衛生については、常に次のことに留意して健康管理に努めなけれ

ばならない。  

(1) 必要な健康診断、予防接種及び結核検診を行うこと。  

(2) 衣類は常に清潔を保ち、必要な補修をするよう指導すること。  

(3) 健康に異状あるものの発見に努めること。  

(日課) 

第 16条 入所者は、日常生活について別表に定める日課表に従い起居するものとする。 

2 入所者は、常に心身の鍛練に配意し、進んで団体生活の秩序を保ち、相互の親和に努

めなければならない。  

(規律) 

第 17条 入所者は、次の事項を守り秩序ある生活ができるよう努めなければならない。 

(1) 職員の指導に従うこと。  

(2) 相互の親和を図り紛争を避けること。  

(3) 身の回りの清潔整頓その他環境衛生の保持のため、その能力に応じて自発的に協力

すること。  

(4) 相互に金銭及び物品の貸借をしないこと。  

(5) 常に備付品の取扱いを丁寧にすること。  

(6) 揮発油、その他発火の恐れがある物品を持ち込まないこと。  

(7) みだりに炊事室、ボイラー室等に立ち入らないこと。  

(8) けんか、口論をし、又は人声、器物、楽器等の音を異常に大きく出して他人に迷惑

を及ぼさないこと。  

(9) 腐敗性飲食物を保存して飲食しないこと。  

(10) 寮内の秩序、風紀を乱し、又は安全若しくは衛生を害さないこと。  

(11) その他定められた規則を守ること。  

(災害対策) 

第 18条 町長は、災害防止と入所者の安全を期するため、次の事項に配意しなければな

らない。  

(1) 消火器、消火栓、非常口その他警報防災に関する設備を点検し、常に完備しておく

こと。  

(2) 非常災害に対処する具体的計画を立て、消防機関と連絡し、避難、救出及び消火に

関する訓練を随時行うこと。  

(慰問金品の処理) 

第 19条 入所者に寄贈された金品については、すべてその目的に沿い処理されなければ

ならない。  

(寮長への委任) 

第 20条 この規則に定めるもののほか、福祉寮の管理に必要な事項は、寮長が町長の承

認を得て別に定める。  

附 則  

この規則は、公布の日から施行する。  

附 則(昭和 49年 4月 1日美幌町規則第 5号)  



この規則は、昭和 49年 4月 1日から施行する。  

附 則(昭和 50年 10月 1日美幌町規則第 21号)  

この規則は、公布の日から施行する。  

附 則(平成 12年 12月 22日美幌町規則第 35号)  

この規則は、公布の日から施行する。  

附 則(平成 14年 3月 22日美幌町規則第 1号)  

この規則は、平成 14年 4月 1日から施行する。  

附 則(平成 19年 12月 12日美幌町規則第 30号)  

この規則は、平成 20年 4月 1日から施行する。  

附 則(平成 22年 3月 31日美幌町規則第 16号)  

この規則は、平成 22年 4月 1日から施行する。  

 

別表(第 16条関係)  

美英福祉寮日課表  

日課 
夏  

(4月～10月)  

冬  

(11 月～3月)  
備考 

起床 6:30 7:30 女子入浴時間

は、男子入浴

の状況により

適宜繰上げ

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

洗面 6:30～7:00 7:00～7:30 

掃除 7:00～8:00 7:30～8:00 

朝食 8:00～8:30 8:00～8:30 

自由時間(クラブ活動作業) 8:30～12:00 8:30～12:00 

昼食 12:00～13:00 12:00～13:00 

自由時間(クラブ活動作業) 13:00～14:00 13:00～14:00 

男子入浴(毎週月水金のみ) 14:00～15:30 14:00～15:30 

女子入浴(毎週月水金のみ) 15:30～17:00 15:30～17:00 

夕食 17:00～17:30 17:00～17:30 

自由時間 17:30～21:00 17:30～21:00 

消灯就寝 21:00 21:00 

 

 

 


