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ひまわり自販機

　爽やかな白南風が吹き、いよいよ本格的な夏を感じ
る今日この頃となりました。しかし、年明けから発生
した新型コロナウイルスが瞬く間に世界中に拡大し、
いまだ世界中の人々を深い苦しみ・悲しみの中に閉じ
込めています。歴史上、人類を脅かしてきた感染症の
パンデミックが幾つかありましたが、今回のコロナウ
イルス感染症は、ちょうど百年前に 4000 万の人が死
亡したスペインかぜに劣らない流行になっています。
大切な家族を亡くされた皆様に哀悼の意を表しますと
共に、早期に平静が迎えられるよう願うばかりです。
　また、この機会に感染拡大予防の生活スタイルとし
て、いわゆる「新しい生活様式」が示されました。介
護事業においては、万が一感染が発生した場合のリス
クが大きいことから、職員やご利用者に最大限の感染
予防措置をお願いしてきました。今後は予防措置を段
階的に緩和し、感染を予防しながらも日常が穏やかに
過ごせるようにしていかなければなりません。例えば、
今までご家族の面会が制限されておりましたが、徐々
に制限を緩和し、また私共はオンラインシステムでの
面会が可能になるようにしました。当協会では、職員

一同が一丸となり、よりよい施設ケアを目指してその
対策をしっかり進めてまいります。
　さて、今春法人では組織改編と人事異動をおこない、
新しい体制により事業を進めています。法人の副理事
長を廃止、新たに常務理事の選任により事業と経営管
理のサポートによる基盤強化を図りました。また、事
務局長を人事異動により新任者を配置し、事業の継続
性と共に新たな計画をもとに、これからを見据えた法
人経営を進めていくことになります。「新しい風」が
法人全体に流れ、さらに発展していくことを期待して
います。引き続き、皆様方よりご指導並びにご支援頂
きたく存じます。
　最後になりますが、この度、法人の介護施設等にお
いて法人ロゴマークと法人理念をプリントした自動販
売機を 7 台設置しました。なお、デザインは平成２
９年に和・道医療福祉グループが実施した【ひまわり
アート展】の小学生部門最優秀賞の受賞作品になりま
す。お近くに来られた際は、ぜひご覧頂き、また末永
く当協会活動に対しご協力賜りますようお願い申し上
げます。
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Ⅰ．法人本部
【重点事項】

１．安定的な事業経営

（経営改善計画の継続した取り組み）
①今後予定される大規模修繕を見据え、十分な収支差

額を確保するためにサービス活動収益対経常増減差
額比率10％以上を目標とする。目標達成のため、
中・重度者の利用を促進するとともに各事業の目標
利用率を設定する。要介護度は経営改善に伴って実
施した現状分析による地域平均値を参考とし、特養
4.0以上、地域密着特養4.2以上、老健2.9以上、グ
ループホーム2.3以上を目標とする。

②通所系事業における目標利用率確保の具体策は以下
の通りとする。

・デイサービスの事業所代表者会議（1回/月）に合わ
せて管理者を含むミーティングを開催し、課題の共
有と戦略を立て利用者確保と利用率向上、新たなメ
ニューを開発する。

・関係する居宅介護支援事業所と定期的に話し合いの
機会を設け、利用ニーズを探り出す。また、積極的
な訪問活動により連携を強化する。

③法人内にプロジェクトチームを編成して、次期介護
保険事業計画に対応する。

④さらなる経費削減を実行し、財務計画を継続立案す
るとともに、設備更新に対する法人資金計画を立て
る。

２．法人の基盤強化、サービスの質・量の評価、　　
改善及び新たな 事業の検討
① 法人の基盤強化
・法人経営の基盤安定と法人事務局の機能強化のた

め、令和4年度の法人本部再編成に向けた検討を進
める。

・入所、在宅、グループホーム、相談系等、事業所別
の管理体制を強化し、利用者の自立支援を推進す
る。

・法人課題に取り組むため、以下の課題別プロジェク
トチームを編成する。

ⅰ)次期介護保険事業計画検討プロジェクト
ⅱ)外国人就労者受け入れ検討プロジェクト
ⅲ)食事サービスのあり方検討プロジェクト
・近年多発している災害危機に対して、被害・損失を

最小限に留めるための法人体制を再整備する。

② サービスの質・量の評価、改善
・高齢者虐待、身体拘束、事故防止に対する職員教育

を徹底するとともにマニュアルを定期的に見直す。
改正された各種規程は法人Web上で管理して閲覧
可能にする。

・現行サービスの評価を確実に実施し、求められる
ニーズに適応したサービスを提供する。

③ 新たな事業の検討
・令和3年4月予定のいなほ園ショートステイ休止後

の認知症棟移転計画について具体的に検討する。
・法人資源を活用して、令和4年を目途にいなほ園専

用棟跡地にて新たな事業を開始する。
３．人材確保・定着の取り組み
① 人材確保・定着の取り組み
・新卒から中途採用まで、あらゆる方法を積極的に取

り入れ、人材確保に努める。
・法人の将来像を見据え、初任者から管理職に至るま

で、計画的な育成計画に基づいた人材教育及び教育
内容を検討する。新たな人事制度によりキャリア
アップを図る。

・職場環境改善を積極的に行い、現任者の定着・資質
向上に努める。

・介護ロボット、ICT、AIの進化に着目し、情報収　
集を基に積極的に取り入れ、業務省力化・効率化を
実現する。

・令和4年を目標に外国人就労者の受け入れに向けた
情報収集を行い、取り組みを進める。

② 新給与制度導入への取り組み
・新給与制度移行後の評価・課題の把握・改善を行っ

て制度の定着を図る。
・新人事制度移行とともに働き方改革関連の年次有給

休暇の取得、時間外労働の上限規制、労働時間の適
正把握など確実に実施する。

4．情報発信、情報収集
・SNSや就職サイトを活用し、法人の情報発信・情

報収集に努める。フォロワー数を確保するため、毎
月2回以上確実に情報を発信する。

・他事業所とのサービスの違いを評価し、やれている
こと、優れていることを外部に発信していくことに
より、法人職員の自信・誇りを高める。

・法人章のいなほシニアネットを広く市民へ浸透させ
るため、様々な事業で広報し、併せて法人が提供す
るサービスの質の高さをアピールする。

【令和２年度事業計画】
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【法人全体評価】
① 法人全体の状況
　　平成29年度から取組む「法人経営改善計画」の成

果により、当期資金収支差額45,599千円となり２期
連続でプラス決算になった。

　　事業活動計算書では法人全体の収益は2,303,889
千円（前年比+1.76％；但し、処遇改善加算の区
分変更、特定処遇改善加算算定による収益分を含
む）、また費用については2,231,369千円となり当
期活動増減差額78,585千円のプラス決算であった。
なお、主な要因は主幹事業がいずれも高利用率であ
り、安定した収入が確保できたことと、介護度上昇
や新たな加算算定により利用単価が上昇したこと、
水道光熱水費・燃料費の減少、電力会社や紙おむつ
納入業者の見直しによる経費削減のためである。

　※参考（資金収支決算額）
　　H28年度　△51,713千円　
　　H29年度　△35,065千円
　　H30年度      59,656千円
　　R 1 年度      45,599千円

② 各事業所経営改善状況 
　　特養、老健の平均利用率はいずれも高率を維持し

サービス活動増減差額は以下の通り順調に推移し
た。

　　通所、通リハは新光園が利用率、収益とも大きく
伸ばす。３事業ともに新たな加算算定や人員体制の
見直しなどによりいずれもサービス活動増減差額は
プラスとなった。

　　グループホームと小規模多機能居宅介護施設につ
いては一定の利用率は維持したが、小規模事業の収
益性の低さと小規模多機能型施設の報酬単価が低い
ことからサービス活動増減差額は少額もしくはマイ
ナスの結果となった。また、いずれの事業所におい
ても前年度からの職員の欠員補充をおこなったため
人件費が増加し、前年対比においてマイナスの状況
となった。その他、軽費老人ホームは順調に推移し
たが、居宅介護支援事業所は給付管理数が目標に届
かずマイナスの決算となった。（特養・老健・通所
事業のみを抜粋）

③ 職員研修計画のリニューアル設計と研修センターの
活動

　　職員研修及び（新潟県委託）認知症介護者研修、
（新潟県指定）喀痰吸引研修を予定通り実施した。ま
た、上越保健医療福祉専門学校長と協働し、より専
門性の向上につながる令和２年度の法人研修計画を
作成した。

④ 新人事制度の導入準備
　　1年を掛けて制度設計、内容の具体化、規程整理

を行い完了した。職員の理解については、9月に管
理監督職、10月に一般職を対象に制度全体の説明、

2月に全職員を対象に具体的な内容を説明した（計7
回）。その都度、アンケート等により意見交換を行
い丁寧な理解に努めた。

⑤ 情報発信・情報収集
　　Twitterの運用を開始した。職員向けのポスターを

作成したが投稿内容が乏しいためか登録数が伸び悩
んだ。

　　クックパッド【いなほSネットのキッチン】は在
宅の介護者より好評を得ており、アクセス数は週
2,000回を数えユーザーは定着している。

「詳細はホームページからご覧ください」

【令和元年度事業報告】

施設名 利用率 サービス増減差額 前年比

いなほ園 98.1 31,483 千円  1,089 千円

新光園 98.5 21,122 千円 △ 4,092 千円

みずほ園 98.5 9,279 千円 5,941 千円

高田の郷 97.2 26,406 千円 △ 19,709 千円

いなほ園通所 75.4 1,214 千円 1,414 千円

新光園通所 92.7 14,957 千円 6,212 千円

高田の郷通所リハ 81.2 9,085 千円 3,299 千円
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第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
(単位：円)

当年度決算 前年度決算 増　減
0056 介護保険事業収益 2,094,098,076 2,054,771,294 39,326,782
0065 老人福祉事業収益 176,563,027 176,646,572 -83,545
5522 受託事業収益 31,159,546 31,851,917 -692,371
5501 不動産事業収益 1,560,000 260,000 1,300,000
5541 経常経費寄附金収益 508,000 395,000 113,000
5551 その他の収益
    サービス活動収益計(1) 2,303,888,649 2,263,924,783 39,963,866
0015 人件費 1,550,819,941 1,510,238,995 40,580,946
0016 事業費 428,849,634 440,209,249 -11,359,615
0017 事務費 151,643,783 153,636,596 -1,992,813
4441 利用者負担軽減額 4,999,487 5,194,113 -194,626
4451 減価償却費 194,384,120 202,462,859 -8,078,739
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額 -99,496,000 -111,004,084 11,508,084
4471 徴収不能額 167,647 167,647
4481 徴収不能引当金繰入
4491 その他の費用
    サービス活動費用計(2) 2,231,368,612 2,200,737,728 30,630,884
    サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) 72,520,037 63,187,055 9,332,982
5811 借入金利息補助金収益 306,000 706,850 -400,850
5821 受取利息配当金収益 7,391 6,602 789
5831 有価証券評価益
5841 有価証券売却益
5851 投資有価証券評価益
5861 投資有価証券売却益
0098 その他のサービス活動外収益 12,715,571 14,639,328 -1,923,757
    サービス活動外収益計(4) 13,028,962 15,352,780 -2,323,818
4811 支払利息 6,845,548 8,029,543 -1,183,995
4821 有価証券評価損
4822 有価証券売却損
4831 投資有価証券評価損
4832 投資有価証券売却損
0038 その他のサービス活動外費用 301,644 31,778 269,866
    サービス活動外費用計(5) 7,147,192 8,061,321 -914,129
    サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) 5,881,770 7,291,459 -1,409,689
    経常増減差額(7)=(3)+(6) 78,401,807 70,478,514 7,923,293
0100 施設整備等補助金収益 10,292,000 25,348,000 -15,056,000
0101 施設整備等寄附金収益
5931 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益
5941 固定資産受贈額
0104 固定資産売却益 249,999 249,999
0111 その他の特別収益
    特別収益計(8) 10,541,999 25,348,000 -14,806,001
4911 基本金組入額
4921 資産評価損
0042 固定資産売却損・処分損 66,783 3 66,780
4941 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)
4951 国庫補助金等特別積立金積立額 10,292,000 25,348,000 -15,056,000
4956 災害損失
4981 その他の特別損失
    特別費用計(9) 10,358,783 25,348,003 -14,989,220
    特別増減差額(10)=(8)-(9) 183,216 -3 183,219
    当期活動増減差額(11)=(7)+(10) 78,585,023 70,478,511 8,106,512
    前期繰越活動増減差額(12) 1,710,481,804 1,640,003,293 70,478,511
    当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) 1,789,066,827 1,710,481,804 78,585,023
    基本金取崩額(14)
    その他の積立金取崩額(15)
    その他の積立金積立額(16) 12,500,000 12,500,000
    次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) 1,776,566,827 1,710,481,804 66,085,023
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法人単位事業活動計算書
(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日
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【法人単位事業活動計算書】
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【外国人雇用に向けた取り組み】発信：外国人就労受入れプロジェクトチーム
　昨今、日本では人口減少、少子高齢化により労働
者人口が減少し、様々な業界が人材不足となってい
ます。日本では多くの外国の方々が、人手不足の深
刻な分野・産業を支えており、介護業界でもその流
れは他人ごとではなく、国内及び新潟県内において
も優秀な外国人材が活躍されています。（EPA 経済
連携協定平成 31 年 1 月現在の国内雇用者数：3,165
人）
　上越老人福祉協会では、将来的に安定した人材を
確保するために、外国の方の就労を選択肢の一つと
して考えるために、令和２年度より、外国人就労受
け入れプロジェクトが始動しました。とはいえ、外
国の方の就労についてどのような制度があるのか、

ご利用者に対するメリットや課題は何か、一から学
び、情報を集めることろからスタートしています。
　まずは、今年度プロジェクトチームを発足し、情
報収集及び勉強会、県内の外国人受け入れ施設にお
ける視察などを計画しています。
　外国人材の受け入れは、文化の違いや受け入れ態
勢の構築、日本語の問題などクリアしなければいけ
ない課題が多くあります。ですが、受け入れる外国
の方々はやる気に満ちており我々が見習うべく意識
の高い方が多いと評されています。また、継続的に
良いサービスを提供するために枯渇する人材を安定
的に確保するための選択肢としては、我々も前向き
に考え、準備を進めていきたいと思います。

【Ｗｅｂ会議実践報告】発信：情報部
　新型コロナウイルス関連で俄かにニーズが高まっ
た感のあるＷｅｂ会議について、当法人も複数の事
業所を有することから運用する段となりました。
　まずはＩＴ関連企業のＷ e ｂセミナーに参加する
など、情報担当者の理解促進を入り口として開始し
ました。しかし、いざ取り組もうにも備品が高騰し
手に入り難いという事態に直面。事務担当者が定期
的に相場を観察しタイミングをみて購入することで
すすめました。
　一方、実際に利用したことが無いため、現状でき
る範囲でのテストを重ねました。予測していたこと
で す が、 日 頃
から対面した
会議に順応し
て い る た め、
やり難さを体
感する機会と
なりました。
　その他課題
は、 資 料 の 事
前配布の徹底
により枚数が
多くなる、ディ
スカッション
に 不 向 き、 音
声が聞き取り

難い等が挙げられます。反面、期待できることとして、
使い勝手が改善してくれば動画を交える、重要なポ
イントをチャットで強調する、など可能性を秘めて
いることも理解できました。何より会議参加の移動
時間の有効活用を図ることは、今後もＷｅｂ会議を
継続する主要因であると思われます。
　当面の運用として緊急時の会議、所管する情報部
会の会議への活用を検討しています。さらに秋には
大規模災害に対する、連絡を主とする訓練を行う予
定であり、そこに向けて精度をあげて行きたいと考
えています。

法人事業　新たな取り組み
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　１．職種及び人員　　　事　務　員　　　　　　　　　　　１名
　　　　　　　　　　　　生活相談員　　　　　　　　　　若干名
　　　　　　　　　　　　看 護 職 員　　　　　　　 　  １～２名
　　　　　　　　　　　　介 護 職 員　　　　　　　　　　　５名
　　　　　　　　　　　　調　理　員　　　　　　　　　　若干名
　　　　　　　　　　　　
　２．応 募 資 格　 　

職　種 学　歴 年　齢 性　別 資　格
事務員 大学卒業以上 不問 不問 不問

生活相談員 大学卒業以上 不問 不問 社会福祉士
精神保健福祉士

看護職員 専門学校卒業
以上 不問 不問 看護師、准看護師

介護職員 高校卒業以上 不問 不問 介護福祉士
調理員 高校卒業以上 不問 不問 栄養士、調理師

　３．応 募 期 間
　　　（第１回）令和２年　５月１２日（火）～ 令和２年　７月１７日（金）
　　　（第２回）令和２年　８月　１日（土）～ 令和２年１０月　９日（金）

　　※第１回目に採用人数に達した場合は、２回目を実施しないこともあります。

　４．応 募 手 続 き　　　所定の応募用紙に所要事項を記入し、下記の添付書類を添えて
　　　　　　　　　　　　法人本部事務局（いなほ園内）へ提出して下さい。
　　　　　　　　　　【添付書類】

　①履歴書Ａ３サイズ（法人所定の履歴書）
　※所定の応募用紙並びに履歴書は、法人各事業所・ハローワークに置いてあります。 
　　また上越老人福祉協会のホームページからダウンロードすることが出来ます。
　②最終学校の卒業証明書または卒業見込証明書（卒業証書の写し可）
　③最終学校の成績証明書
　④必要資格の（写し）または証明
　※添付書類が間に合わない場合は、後日提出可能です。

　５．採 用 試 験 日　　　（第１回）令和２年　７月２５日（土）
　　　　　　　　　　　　（第２回）令和２年１０月１７日（土）
　　　　　　　　　　　　・作文試験　　テーマに沿った作文（１時間）
　　　　　　　　　　　　・面接試験　　個別面接
　　　　　　　　　　　　・試験会場　　いなほ園

　６．試 験 内 容　　　（１）作　　文
　　　　　　　　　　　　（２）面　　接

　７．結 果 通 知　　　試験後、随時合否について文書で通知する。

　８．採 用 年 月 日　　　令和３年　４月　１日

　９．就業場所・給与等　法人の何れかの施設
　　　　　　　　　　　　法人就業規則・給与規程による。　　　

１０．申込書提出先　　　上越老人福祉協会法人本部事務局
　　　　　　　　　　　　上越市大字上真砂２１９

１１．問 合 せ 先　　　　ホームページ http://www.inaho-s-net.com お問合わせフォームから、又は下記
　　　　　　　　　　　　連絡先へ。
　　　　　　　　　　　　　　　ＴＥＬ ０２５－５２０－２１２１
                        　　　　　　　ＦＡＸ ０２５－５２０－２１２２                       
                       　　　　　　　 担当者　大島事務局次長

令和３年度　社会福祉法人上越老人福祉協会職員募集要項
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〈入所サービス〉
・特別養護老人ホームいなほ園　
・地域密着型介護老人福祉施設みずほ園　
・特別養護老人ホーム新光園
・軽費老人ホーム千寿園　
・ケアハウス上越　
・ケアハウスみのりの家　
・介護老人保健施設高田の郷

〈在宅サービス〉
・いなほ園デイサービスセンター
・デイサービスセンター新光園
・ケアプランいなほ園

＜地域密着型サービス＞
・グループホーム敬寿
・グループホームなかよし寿の家
・グループホーム宝寿の家
・グループホーム百寿の家
・小規模多機能型居宅介護　本町楽寿の家
・小規模多機能型居宅介護　光寿の家
・地域包括支援センター

〈その他のサービス〉
・生活援助員（LSA）派遣事業
・はさ木研修センター

上越老人福祉協会運営施設
上越老人福祉協会は、永きにわたり上越地域において老人福祉に取り組んできました。
各種事業の総利用者数は 680 名を数え、事業の特性に応じた高齢者サービスを提供し
ています。

沢山の施設があるため、キャリ
アアップに最適です。資格取得
に対する支援制度もあるため、
やる気があればどんどんチャレ
ンジ！

全職員の平均年齢は４１歳。
個性豊かな職員がたくさんいま
す！仕事以外でも趣味を通じて
共通の仲間ができました。

上越老人福祉協会の
ちょっとした
自慢をご紹介♪

今年度より新人事制度を導入！
ライフスタイル（出産や育児など）
に合わせて働き方が選べます！資格
がなくても正職員への登用の機会が
あります！
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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

　令和 2年 3月 31日付で事務局長を退任しこの度、
５月の理事会におきまして、常務理事に選任されま
した。重責を担うことに身の引き締まる思いですが、
微力ながら今までの経験と知識を生かし誠心誠意努
力してまいりたいと存じます。
　高齢者介護福祉を取り巻く環境は、少子高齢化の
影響を受けて様々な課題が山積しております。福祉
人材の確保は年々厳しさを増しております。当協会
関連法人である上越地方唯一の介護福祉士養成校
「上越保健医療福祉専門学校」も少子化の波にあら
がえず、非常に残念ですが今年度募集停止となりま
した。介護職員充足のため、処遇改善施策や外国人

　認知症の人やその家族への総合支援策として「上
越市版オレンジプラン」が平成３１年２月に策定さ
れました。
　上越市においても急速な高齢化に伴い、認知症高
齢者の増加が著明で、２０２５年には、１万人を超
える見込みになっています。このような状況を踏ま
えて、国や県の計画を拠りどころとしながら様々な
取り組みを展開しています。
　４つの柱、①認知症の正しい理解と認知症予防の取
組の充実②認知症の状態に応じた医療・介護等の適
切なサービス利用の推進③認知症の人と家族への支
援の推進④認知症の人にとその家族にやさしい地域
づくりの推進を掲げています。主な取り組みとして、
認知症を正しく理解していただくために認知症サ
ポーター養成講座や市民啓発講座を開催し、認知症

毎年 8月に開催する越後ひまわり祭は新型
コロナウイルスの関係で中止としました。
次年度は再び盛大に開催できることを願う
ばかりです。

の本人や家族の思いを共有したり、認知症予防や重
症化予防の取組を推進していきます。認知症高齢者の
見守り支援、見守り体制の構築を進め、認知症になっ
ても不安なく地域で生活することができ、地域住民が
認知症を理解し、地域ぐるみで見守り、支え合いを行っ
ている状態を目標にしてます。
　また当法人の取組として、新潟県より事業委託を受
け、認知症介護に関わる職員等を対象に認知症介護研
修を行っています。この研修は、認知症により介護を
受けることになっても、「人としての尊厳」が護られ、
安心して暮らし続けることが出来るよう適切な介護に
ついて学ぶ場です。認知症の方一人ひとりの介護がよ
り良いものになるよう充実した研修を行っていきま
す。

高田の郷地域包括支援センター　平野由香上越市の認知症施策と法人の取組上越市の認知症施策と法人の取組

地域ケアの課題❷〈地域ケアの課題と法人の取り組みを3回にわたり報告します〉

就任ご挨拶

あとがき

常務理事　中里雅之

就労者受入等、国も対策を進めておりますが、まだ
まだ十分とは言えません。
　皆さまご承知のとおり３年毎に見直される介護報
酬改定は社会福祉法人経営を大きく左右します。平
成２７年度のマイナス２．２７％改定では、経営基
盤を脅かされ、３０年度のプラス０．５４％改定で
は多くの事業所が救われました。次回はどうなるの
か、さらに新型コロナウイルスの影響は反映される
のか不安も残ります。
　このような中、理事長はじめ役職員の皆様のご指
導ご支援をいただき、成果を出せるよう職務にあた
りますので、どうぞ、よろしくお願いいたします。
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