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　越後高田の地では、頸城平野が白一面に染まり、そ
こから一望できる霊峰米山と妙高連山の冬景色に誰し
もが魅了される季節です。日々この地で暮らす多くの
者にとって、雪が害となるにしても、私には、常にそ
れが、好きな“モネの冬景色”を想い起こさせ、人間
に雪が与える“不思議なエネルギー”に感謝すること
があります。
　頸城平野北東諏訪の地に、上越地域の皆様の熱い要
望と、新潟県及び上越地域市町村の強い要請を受け、
前理事長 故・川室道隆の尽力により「社会福祉法人
上越老人福祉協会」が設立されたのは昭和 48 年（1973
年）11 月のことで、それより 45 年の時が刻まれて
きました。ここに 45 周年の記念の日を迎えることが
できましたのは、新潟県・上越市を始めとする行政か
らのご指導、ご援助、そして地域の皆様の温かなご支
援、職員のたゆまない勤勉努力、何よりもご利用者・
ご家族のご理解、ご協力のおかげと心より感謝申し上
げます。
　法人設立当時は、昭和 38 年（1963 年）老人福祉
法が制定されてから 10 年経ち、さらに昭和 45 年

（1970 年）には日本の高齢化率が 7％を超え、まさ
に高齢化社会に突入した時です。そうした中で昭和
49 年（1974 年）5 月、柏崎地域を含む上越地域では
初めての、そして新潟県下では 5 番目の施設として、
念願の「特別養護老人ホームいなほ園」が開設されま
した。設立当初の法人事業は、一つの事業所だけによ
るもので、職員もわずか 32 名でした。その後 45 年
経過した現在、特別養護老人ホームいなほ園、新光園、
老人保健施設高田の郷を始め、グループホームやデイ
サービスなど事業所は 24 を数え、職員は 450 名を超
えるまでに拡がり、その足跡に改めて感慨深いものが
あります。
　その過程で平成 12 年（2000 年）に施行された介
護保険制度は、高齢者福祉事業を一変させました。そ
れまでの行政措置という限られた対象であった介護

サービスを、誰もが必要な時に、保険というかたちで
利用できるよう制度改正し、一般化したことは、積極
的に評価されます。反面、介護サービス事業に営業利
益を目的とする民間企業が参入することにより、厳し
い利益主義、競争原理が持ち込まれました。社会福祉
法人もこの渦中にあります。当法人にも利益主義、競
争原理に対応できる安定した事業経営が求められてい
るところです。
　当法人は“老いることが輝く社会”を経営理念とし
ております。私はその実現のため、今後、次の 2 点
について力を入れ事業経営を進めていきたいと考えて
います。第 1 は「魅力ある組織づくり」です。20 世
紀型組織とは、縦軸の強いピラミッド型に構築された
組織でしたが、21 世紀型組織は、職員一人ひとりが
個々のモチベーションに基づき、考え、工夫し、互い
に連携し、それが全体として機能する弾力的、有機的
な組織が望まれます。当法人の組織もそのように職員
と共に変えていかなければなりません。第 2 は「福祉・
医療の連携」です。介護サービスは、福祉・医療の連
携なくして成り立ちません。しかし、日本の実態にお
いては問題が多く、結果としてご利用される皆様にご
迷惑をおかけしてしまうことになります。幸い当法人
には、同じ「和・道」医療福祉グループとして、医療
法人高田西城会、医療法人常心会、さらに社会福祉法
人上越つくしの里医療福祉協会、学校法人仁寿会があ
り、グループにおける福祉・医療の連携が取られてお
ります。これからの地域の皆様のニーズに有効に応え
るためには、これは大きな要であると考えます。
　私たちは 45 年の歴史の上に立ち、いよいよ身を引
き締め、地域の皆様より託された介護、高齢者福祉の
事業に、法人一丸となって邁進する所存でございます。
皆様からのより一層のご支援、ご協力をお願いいたし、
ご挨拶とさせて頂きます。
　　　平成 31 年 2 月
         越後・二貫寺の森の桜の花開く春を待ちながら　
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創立 45 周年の歴史に想うこと
～持続可能な介護高齢者事業をこの地に根ざすために～

（福）上越老人福祉協会

理事長　川室　優
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法人設立 40 年以降、平成 26 年度から法人は様々な
事業を展開してきました。法人設立 40 周年記念事業
に位置付け進められた「いなほ園サテライト施設　米
岡の郷」建設工事は、平成 26 年 8 月に着工し、翌
27 年 3 月に竣工しました。平成 28 年 10 月には、楽・
らく寿の里を移転し、本町楽寿の家を開設しました。
　その他に、ケアプランいなほ園の高田の郷への移転、
喀痰吸引研修事業の開始、新光園ショート床の特養へ
の転換、地域包括支援センターの再配置に伴い、新光
園包括支援センターを廃止し、高田の郷地域包括支援
センターを圏域７で受託、千寿園・ケアハウス上越給
食業務の外部委託化、法人ロゴマーク作成など、この
5 年間に実施してきました。
　介護報酬改定の改定率は、平成 15 年△ 2.3％、平
成 18 年 △ 2．7 ％、 平 成 21 年　3 ％、 平 成 24 年
0.63％、平成 27 年△ 2.27％、平成 30 年 0.54％と
推移してきた。
　影響が大きかったのは平成 27 年度の報酬引き下げ
とともに、人材不足が深刻化したことであります。競

争力をつけることが急務となり、平成 26 年度から本
部組織再編による機能強化が図られました。
　組織再編のポイントは次の４点であります。

○法人本部の機能強化のため、本部職員を専任とし、
経営資源である事業・情報・総務・財務の４部門
の専門部会を設置し法人経営にあたる。

○法人内同種事業、事業種別毎の情報を一括管理する
とともに情報の共有化を図り、効果的な事業運営
につなげるため、事業所代表者会議を開催する。

○法人事業を３グループに編成し、グループ内事業の
目標管理、法人の意思決定を指示、統一するため
グループ長を中心にグループ会議を開催する。

○職種別連絡会議において職種毎の専門性を高める研
修事業等を計画実施する。

　さらに、経営改善・強化を図るため、平成２８年度
からは経営分析に基づいた経営改善計画に取り組んで
います。

　平成 27 年度介護報酬改定で報酬単価は大幅な引き
下げとなりました。
　平成 25 年、27 年と続けて建物建設を含む新規事
業の立ち上げを行い、介護サービス事業所の増加によ
る競合で計画通りに収入の確保が進まず財務的な体
力が低下していたところに、それは大きなダメージと
なりました。
　経営の立て直しのために業務の体制・手順の見直し、
不採算事業の事業形態の見直しなどの取り組みに着手
し、平成 28 年度にはその効果が表れ始めました。
　しかし、収支のバランスを取り戻すまでには至らず、
更なる改善により赤字の状況から脱するため、２か年
の経営改善計画を平成 29 年に作成しました。
　経営意識の改革と課題の共有、適正な収入確保の
ための営業活動の見直しや支出項目の洗い出しを行う

とともに、経営コンサルタントによる現状分析、課題
の抽出を行いました。第三者による客観的な分析結果
を改善計画に反映させる事でこれまでと違う視点から
の取り組みにつながりました。
　取り組み１年目の 29 年度決算は前年度を大きく上
回ったものの赤字決算となりましたが、改善の取り組
みがより進捗した 2 年目の 30 年度は介護報酬改定が
プラスだった影響もあり、当初の目的を達成しプラス
の決算となる見込みであります。
　創立 40 年からの 5 年間はある意味、法人の大きな
岐路にあたっていたと思われますが、後から振り返っ
た際、この時からの取り組みが法人が更に発展してい
くターニングポイントだったという事になるよう、より
一層努めてまいります。

法人本部組織再編及び機能強化

経営改善への取り組み

法人本部事務局長　中里　雅之

法人本部事務局次長　大島　篤史

● ● ●　法人5年間の取組み　● ● ●

いなほ園周辺（春から冬にかけて）
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　昭和 49 年５月、県内５番目の特別養護老人ホーム
として、この地（上越市上真砂）に開所しました。昭
和 38 年に老人福祉法が制定されて僅か 11 年後のこ
とであり、制度が未成熟のなか開設に当たられた先人
の皆様のご苦労は推し量れません。その後、平成の大
合併や介護保険制度の導入により、生活拠点ごとに特
別養護老人ホームが整備されましたが、旗頭としての
役目はその後も続きました。
　特に、開設の翌年からは利用者のリハビリ訓練への
取組み、それと同時に在宅者の老人機能訓練事業を始
めました。当時、高齢者に特化したリハビリ訓練は他
になく先見的な取り組みは、昭和 53 年からの「おむ
つはずし」や「寝食分離」などに続く、高齢者介護の
礎となりました。
また、平成３年には（当時）痴呆性老人専用棟を併設

し、認知症ケアに対する実践と研究を積み重ね、その
ことが今の「新潟県認知症介護研修」につながりまし
た。この研修では県内の認知症介護にかかわる多くの
スペシャリストを輩出すると共に、県の全体の認知症
ケアの質の向上に貢献したことは言うまでもありませ
ん。
　そして、このリハビリ訓練の実施と認知症ケアの実
践が私たちの財産そして、ご利用者への質の高いサー
ビスの提供の基となり今もなお続いています。
　しかし現在では、国の財政逼迫による介護報酬の減
額や人口減少に伴う介護人材の不足、認知症高齢者の
急増など私たちを取り巻く環境は悪化の一途です。
　だから今こそ、これまでの歩みを振り返り、蓄積し
たスキル発揮しながら難局を乗り越える時です。
　皆様からのご理解とご支援を宜しくお願い致します。

　新光園の 5 年間をまとめると事業規模の変化が挙げ
られます。
　短期入所事業においては平成 27 年度及び平成 30 年
度に段階的にベッド数を減じ特養ベッドへ転換しまし
た。80 床特養、短期入所は空床利用型として新たな道
を歩み始めました。いずれも上越市の介護保険政策に
則ってのことでありますが、施設入所ニーズが高い事
が伺え知れ、待機者は 400 名を数えます。
　同じく平成 30 年度には、地域包括支援センターの
区割り再編成によって、平成 18 年から委託を受けて
いた新光園地域包括支援センターを閉じました。長年
近隣地域の相談窓口として果たしてきた使命を終える
ことになりました。
　新たな取組では、平成 30 年度に特養新光園で介護

ロボットを導入しました。実践を重ね介護サービスの
効果的な運用に取組むと共に、職員が気持ちよく働け
る職場環境整備につなげることが目標です。
　その他事業について、通所では総合事業の利用枠を
拡大させ、幅広い地域ニーズに対応できる事業を継続
しています。ケアハウス上越では、課題が多様化する
利用者及び待機者への生活支援に応えられるよう、給
食事業の委託化を行い、さらに独自サービスの提供を
検討し始めました。グループホーム百寿は八千浦地区
に根を張り、地域の仲間として利用者が過ごせるよう
になって参りました。
　今後もグループ内各事業との連携を図り、利用者や
地域にとって相乗効果が発揮できるよう努めて参りま
す。

　高田の郷の 5 年間は、「経営改善」を始め、とても
大きな意味を持つ 5 年間でありました。
老健の在宅復帰支援回帰へのシフトは全国的に主流の
流れであり、高田の郷においても老健本来の目的を模
索しながら、試行錯誤のうえ、在宅復帰支援に舵を切
っていました。一方で回転率の要諦となる入所の補充
が叶わず、利用率そして収入の確保が難しくなってい
ました。
　そこで、管理者が先頭に立ち、①申込者・待機者の
管理方法　②職員の役割分担と責任の所在　③質の高
いケアサービスを提供するための組織作り　そして、
職員間でその進捗状況を定期的に共有することで、利

用率では 10％を超える改善が図られました。その間
の職員の努力は相当のものでした。
　グループ内事業所においては、小規模多機能居宅介
護施設本町楽寿の家がリニューアルされ、グループホ
ーム敬寿、軽費老人ホーム千寿園は業務効率化に取り
組んで参りました。居宅介護支援事業所と包括支援セ
ンターはそれぞれ再編成が行われ、法人全体における
役割が益々期待されています。
　開設より二十年を超え、今後も老健の魅力を内外に
発信するとともに、多様なサービスが有機的に連携し、
職員が自信と誇り、そして喜びを感じながら働ける職
場を目指します。

振り返ると～今こそスキルを活かすとき～

新たなニーズに応えるために

変わることで多くを得ることができる

特別養護老人ホームいなほ園　園長　金子　美朗

特別養護老人ホーム新光園　園長　村松　勝弘

介護老人保健施設高田の郷　事務長　市村　学

● ● ●　各グループの5年を振り返る　● ● ●
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法人

新光園グループ

色分けの詳細
いなほ園グループ

高田の郷グループ

2014 年（平成 26年）2014 年（平成 26年）
  ４月　喀痰吸引事業開始
  ６月　前年度の東日本大震災の復興支援への職員派遣に際し、

老施協より感謝状の授与
  ７月　いなほ園サテライト施設

米岡の郷の入札、８月に
着工

10月　居宅介護支援事業所がい
なほ園在宅複合施設から
高田の郷内へ移転

  9 月　いなほ園特養　第三者評価受審

  1 月　デイサービスセンタ―新光園　第三者評価受審
10月　ケアハウス上越
　　　 新光町 3丁目子供会と共同作成し花ロードへ出展
　　　 グループホーム百寿の家　やちほ保育園との交流

活動

  7 月　東日本大震災の復興に際し、岩手県大船渡市へ職員を派遣

2016 年（平成 28年）2016 年（平成 28年）

  4 月　ロゴマークをもとに法人徽章作成
  7 月　いなほ園認知症対応型デイを廃止
  9 月　ＤＳ本町およびＳＳ本町の事業廃

止、楽・らく寿の里の事業休止
10月　本町楽寿の家開所

いなほ園蛍光灯のＬＥＤ化開始

  7 月　デイサービスセンター新光園　新光町
長生会との交流で介護予防運動開始

　　    介護予防運動実施。以降毎月 1回開催。
10月　ケアハウス上越　花ロード出品しフラ

ワー賞受賞
11月　新光園 20周年記念式典　記念誌作成

  6 月　特殊浴槽を入替設置
10月　本町楽寿の家　第１回　運営推進会議
  2 月　千寿園　公益社団法人 24時間テレビチャリ

ティー委員会より福祉車両贈呈

2015 年（平成 27年）2015 年（平成 27年）
  ４月　介護保険制度改正、介護報酬改定△2.27％
  ４月　米岡の郷開設
　　　  ロゴマーク作成
　　　  法人愛称「いなほシニアネット」に決定
  7 月　新光園特養定員変更　特養 76床、短期 4床に
  8 月　介護保険制度改正　料金表改定（居室代）

  4 月　米岡の郷開設に伴い、給食配送業務開始
  6 月　第 1回　米岡の郷

運営推進会議
  8 月　米岡の郷　第 1回

米フェス（お祭り）
11月　米岡の郷　総合防

災訓練実施

【年表】

▲ロゴマーク

▲災害派遣感謝状

▲喀痰吸引基本演習の様子

▲米岡の郷
▲米岡配送出発式

▲徽章

▲本町楽寿開所式

▲棒体操

子供会との共同作品作り

▲

▲記念誌

▲

千
寿
園
公
用
車

2014 年～ 2018 年の
主な出来事
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法人

新光園グループ
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いなほ園グループ

高田の郷グループ

2014 年（平成 26年）2014 年（平成 26年）
  ４月　喀痰吸引事業開始
  ６月　前年度の東日本大震災の復興支援への職員派遣に際し、

老施協より感謝状の授与
  ７月　いなほ園サテライト施設

米岡の郷の入札、８月に
着工

10月　居宅介護支援事業所がい
なほ園在宅複合施設から
高田の郷内へ移転

  9 月　いなほ園特養　第三者評価受審

  1 月　デイサービスセンタ―新光園　第三者評価受審
10月　ケアハウス上越
　　　 新光町 3丁目子供会と共同作成し花ロードへ出展
　　　 グループホーム百寿の家　やちほ保育園との交流

活動

  7 月　東日本大震災の復興に際し、岩手県大船渡市へ職員を派遣
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  4 月　ロゴマークをもとに法人徽章作成
  7 月　いなほ園認知症対応型デイを廃止
  9 月　ＤＳ本町およびＳＳ本町の事業廃

止、楽・らく寿の里の事業休止
10月　本町楽寿の家開所

いなほ園蛍光灯のＬＥＤ化開始

  7 月　デイサービスセンター新光園　新光町
長生会との交流で介護予防運動開始

　　    介護予防運動実施。以降毎月 1回開催。
10月　ケアハウス上越　花ロード出品しフラ

ワー賞受賞
11月　新光園 20周年記念式典　記念誌作成

  6 月　特殊浴槽を入替設置
10月　本町楽寿の家　第１回　運営推進会議
  2 月　千寿園　公益社団法人 24時間テレビチャリ

ティー委員会より福祉車両贈呈

2015 年（平成 27年）2015 年（平成 27年）
  ４月　介護保険制度改正、介護報酬改定△2.27％
  ４月　米岡の郷開設
　　　  ロゴマーク作成
　　　  法人愛称「いなほシニアネット」に決定
  7 月　新光園特養定員変更　特養 76床、短期 4床に
  8 月　介護保険制度改正　料金表改定（居室代）

  4 月　米岡の郷開設に伴い、給食配送業務開始
  6 月　第 1回　米岡の郷

運営推進会議
  8 月　米岡の郷　第 1回

米フェス（お祭り）
11月　米岡の郷　総合防

災訓練実施

【年表】

▲ロゴマーク

▲災害派遣感謝状

▲喀痰吸引基本演習の様子

▲米岡の郷
▲米岡配送出発式

▲徽章

▲本町楽寿開所式

▲棒体操

子供会との共同作品作り

▲

▲記念誌

▲

千
寿
園
公
用
車

2014 年～ 2018 年の
主な出来事
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2017 年（平成 29年）2017 年（平成 29年）

  4 月　社会福祉法改正に伴う法人制度見直し
 　　　経営改善計画（2か年計画）作成、（株）

日本経営により現状調査及び現状分析
  5 月　法人内グループホーム（なかよし寿の

家  宝寿の家　百寿の家　敬寿）　
          稲作プロジェクト参加
  3 月　上越市の新しい区割りにより新光園地域包

括支援センター業務終了（3/31）

  4 月～ 3月　いなほ園上越市介護
相談員受入

  6 月　ふれあいほっとコンサート
  8 月　いなほ園デイサービスセン

ター　第三者評価受審
10月　北諏訪地区公民館の依頼に

より出前講座　健康体操
  2 月　みずほ園　第三者評価受審

10月　福祉避難所訓練実施
11月　じょんのび祭で、新光町の地場産野菜の即

売会を実施
12月　新光園特養・ケアハウス上越　第三者評価 2

回目を受審

  4 月　高田の郷　給食業務委託業者変更
  9 月　新潟県・上越市

合同総合防災訓
練に参加

10月　台風の浸水のた
め避難所開設

11月　高田の郷創立
20周年式典

2018 年（平成 30年）2018 年（平成 30年）

  4 月　軽費老人ホーム千寿園、ケアハウス上越の給食業務委託開始
  4 月　介護保険制度改正により利用料金の改定介護報酬改定 0.54％
  4 月　監督職以上のワーク

ショップ開催し、法
人課題の共有と今後
のあり方検討

  7 月　新光園短期入所 4床
を特養に転換し 

　　    80 床特養に
10月　トリプルアップ宣言

作成
11月　創立 45周年記念式
12月　介護事業所動画作成開始

10月　いなほ園移乗支援ロボット
　　　 「ＨＵＧ」導入
12月　いなほ園ショートステイ休止

  4 月　ケアハウス上越　町内の畑を借用し野菜栽培開始
  8 月　ＧＨ百寿　運営推進委員、地域住民を招いての昼食

会開催
11月　新光園特養　離床支援ロボット「リショーネ」2台

導入
12月～ 1月　全館の照明交換

  7 月　本町楽寿の家　第 1回地域公
開講座「認知症サポーター養
成講座」

10月　run伴ゴールとして協力
11月　本町楽寿　ipad および「ケア

パレット」導入

▲▲

稲作風景

▲ふれあいほっとコンサート

▲北諏訪地区　出前講座

▲

新
鮮
野
菜
の
数
々

▲県・市
　合同防災訓練

▲福祉避難所訓練▲高田の郷20周年式典

▲45周年記念式典

移乗支援ロボット　
「ＨＵＧ」導入

▲

リショーネ町内説明

▲

ケアパレットの実践

▲
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いなほシニアネット

943-0101
上越市上真砂 219 番地
TEL　025-520-2121（代表）
FAX  025-520-2122
ホームページ：http://www.inaho-s-net.com

《編集後記》
　この度、来たる法人創立 50 周年にむけ、40 周年記念
事業以降の 5 年間の実績の再確認とまとめを目的とした
45 周年記念誌を発刊しました。様々な事業に法人が取り
組んできたことを今後に活かして参ります。今後も法人
事業に対するご指導・ご鞭撻を賜りますようお願い申し
あげます。

45
周
年

記
念
号

　45 年前も介護職員（当時は寮母）の確保が難しか
ったのです。開所予定のいなほ園職員募集中、ある人
から「自分の親の世話をすることさえ嫌なのに、他人
の尻の世話などできないよ。あれは普通の人の仕事じ
ゃない」と言われました。それほど老人ホームは特別
なものだったのでしょう。応募する人が少なく二次、
三次募集をするほどでした。
　そして現在も、介護現場は深刻な人手不足にあえぎ、
新たな人員確保も大変難しい状況にあります。このこ
とは今後さらに拡がり深まる事でしょう。2025 年、
2030 年を迎える時は、さらに厳しい状況となること
が予想されます。
　古代ギリシャの詩人ソポクレスは、その作品の中で
次のような言葉を残しています。『内に人なく、共に
住む同胞なくして、城の櫓も軍船も、いったい何にな
りましょうぞ』［優れた人材がなく、共に働く高い意
識の仲間がなければ、立派な建物や設備も、備品も、

いったい介護・福祉事業の何になるのでしょう］と言
うのです。
　これから法人に求められることは人づくりです。介
護の仕事場では、記録のデジタル化、介護ロボットの
導入等、介護技術、介護用具に著しい進歩がみられま
す。しかし介護を支える基本は人です。「内に人なく、
共に住む同胞なくして」はいけません。
　人づくりは法人の将来に向けた最も大きな課題の一
つで、法人組織の中にその機能をしっかり作り上げね
ばなりません。機能とは育成カリキュラムと現場にお
ける実行組織です。
　私たちは、10 年前に密度濃い話合いの中で「法人
職員行動規範」を創りあげました。今法人に求められ
る人づくりは、この行動規範を職員のモラールとして
定着することにあり、その意味で法人職員行動規範は、
法人に求められる人づくりの指針と言えるでしょう。

法人に求められる人づくり　－職員行動規範ー
 　（福）上越老人福祉協会　副理事長　山崎　隆昌

● ● ●　創立50周年に向けて期待すること　● ● ●

【上越老人福祉協会職員行動規範　Action Guide】
⑴私たちは、ご利用者の皆様がその人らしく安心・安全に生活されることを支援

します。
⑵私たちは、ご利用者の皆様がその有する能力に応じて自立した生活をされるこ

とを支援します。
⑶私たちは、ご利用者の皆様の人間性を尊重し、やさしい言葉と行動をとります。
⑷私たちは、ご利用者の皆様に対して、身体拘束や行動制限はしません。
⑸私たちは、ご利用者の皆様と悲しみや喜びを共にし、仕事に夢と誇りを持って

自己研鑽に励みます。


