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　明けましておめでとうございます。
　皆様におかれましては、輝かしい新春をお迎えのこ
ととお喜び申し上げます。
　昨年は、１月に国内で第１例目の新型コロナウイル
ス陽性者が判明した以降、瞬く間に感染が拡大し、経
済や雇用に甚大な影響を及ぼしました。また感染拡大
予防の為、人の往来が制限され様々な行事が中止にな
り、最大の催しであった「東京オリンピック」が延期
になったことは、誰もが予想し得なかったことでしょ
う。１１月には第３波の感染拡大となり、未だ終息の
目途が立たないところですが、当法人としましても引
続き十分な警戒態勢により、この難局を乗り越えたい
と思います。
　さて、今年は介護報酬の改定がおこなわれます。今
改定は、前述した新型コロナウイルスが終息に至って
いないことと、昨今、社会的弱者に大きな被害をもた
らす災害対応などを共通の柱とした５項目になってい
ます。全体の方向性は「地域包括ケアシステム」の推
進に向けてとなりますが、その他には介護人材不足へ
の対応や重度化予防の為の科学的な視点を取入れた介

護システムの構築など、いずれも介護業界が充実した
発展を遂げる為には重要なことです。
　当法人においても、すでに災害対応の取組として、
法人職員向けの情報発信・管理システム（Ⅰネットメー
ルシステム）を構築し、訓練を行いました。また、万
が一の対応として、職員の居住地に応じて出動する災
害対応の仕組みを作りました。これにより、法人の人
材と機能を包括的に活用できる新たな安全対策システ
ムが構築されましたので、当法人はさらに地域住民と
利用者の安心に貢献していくこととなります。
　また、各施設では人材不足を補うと共に業務効率を
上げる為、ＩＣＴシステムの活用に向けたインフラの
整備をしました。今年は、その効果的な活用により、
利用者サービスの充実と職員の働きやすい環境作りを
行っていく所存です。
　本年も役職員一同、当法人理念の“老いることが輝
く社会に”の実現に向け、さらに努力していきます。
今後とも変わらずご支援賜りますようお願い申し上げ
ます。
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新年のごあいさつ
～丑年にさらなる発展を祈って～

理事長　川室　優

（福）上越老人福祉協会

令和 2年 11 月 17 日　新潟県知事表彰式
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　11 月 17 日に自治会館に於いて　山崎顧問
（前法人副理事長）がこれまでの新潟県及び
上越市における高齢者福祉事業の功績が認め
られ表彰状を授与されました。

　コロナ禍で揺れる 10 月末、令和 2 年度新潟県知事
表彰一般功労者（社会福祉）の対象に私がなったとの
知らせを受けました。その話を聞かされたときは嬉し
さより「何故私が？それは違うでしょう」と何か他人
事のようで、いささか驚きと困惑を感じたのです。そ
の気持ちは一カ月以上時を経た今もどこかに引きずっ
ています。
　去る 11 月 17 日、新潟県自治会館において花角知事
より一人一人に表彰状が授与されました。表彰式には
法人から中里氏、大島氏のお二人から同行して頂き恐
縮するばかりです。
　私が知事表彰の場に立つについて、長年にわたり温
かなお心配りや、大変なお力添えを頂いたお一人お一
人の皆様に、心より感謝申し上げます。
　思えば、私の 50年近いキャリアの中には様々なこと
がありました。今は亡き川室道隆先生に採用面接をし
て頂いたのは、昭和 48 年 7 月のことで 47 年も前のこ
とです。道隆先生からは父親が子に教えるように接し
ていただきました。いろいろな場で「山崎！」とかけ
て頂いたお声が今も耳底に残ります。
　道隆先生の後、間を置かず川室優先生の下で、次々
と矢継ぎ早に新たな仕事に参加しました。新光園の建

設・開設、介護福祉士養成学校の創設、いなほ園の全
面移転改築、高田の郷開設、介護保険への対応など枚
挙にいとまがありません。
　さらにキャンベル先生と前田ケイ先生によるグルー
プワークセミナーから始まり、次々と状況を先取りし
たセミナーを行いました。クライマックスは、3 年連
続で開催したコロンビア大学のコンロイ先生と渋沢先
生の実践的スーパービジョンセミナーです。
　その後も、新たな事業に多く携わりましたが、幸い
なことに、どの事業も意義深く創造的なもので面白く
ポジティブに仕事をすることができました。
　沢山の失敗や、誤りを繰り返し多くの人々にご迷惑
をおかけしましたし、落ち込み眠れぬ夜も何回もあり
ました。その都度、川室優先生や、今は亡き我が師匠
田辺さんから適切なご指導を頂き、仲間からは強い力
添えを頂いたのでした。ご利用者の皆さまからは温か
な励ましを頂き続けました。
　私の 50年近い歩みで得た経験には、失敗や誤りを含
め、思い出したくもない苦々しい事、後ろめたく逃げ
だしたくなるようなことなど一つも無いことが私の大
切な財産です。
　来年は喜寿を迎えます。道隆先生や田辺さんらがお
られたなら「お前はいつまでウロウロしているのだ！」
と叱責されるでしょう。
　この度のことは、自分を改めて考える良い機会を与
えて頂いたと思っております。
　本当にありがとうございました。
　

自治会館正面にて
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山崎　隆昌
私の大切な財産

山崎顧問　　　　　　中里常務
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介護事業における情報共有の課題として、職員の勤
務が複雑であるため、正確迅速に伝わらないことがあ
ります。
　当法人の情報伝達手段は全職員が個人 ID を持ち業
務開始前後や業務中に閲覧・入力できる介護システム
が最たるツールです。ここから事務連絡を把握するほ
か、職場内連絡ノート、文書回覧、責任者の口頭伝達
など職場責任者による原始的な方法も健在です。
　昨年度末に当部会が実施した調査では、情報共有で
きている（概ね満足）と答えた職員は約 60％にとど
まりました。そのうちの職員のコメントでは、同僚か
らの報告で知り得たケースが多いことがわかりまし

た。情報がまた聞きになり正確性に欠けることが明ら
かであり、改善の方策を探りこの度の I ネットメール
システムの導入に至りました。
　以前より法人内の一部事業所で採用していたシステ
ムで、これに全事業が加わり、一斉で適切な情報を公
休の職員にも届けることがメリットです。さらに効果
的運用に繋げるため情報の種類を A から D までの 4
段階のランクに分けることとしました。A は法人事務
局長が発信する全職員向けの緊急情報や法人事業情報
で、ごく短期間での周知が目的です。詳しくは以下の
表をご覧ください。
　これまで 10 月の法人全職員対象の一斉防災訓練を
皮切りに、各ランクの情報発信テストを繰り返し行っ
ています。課題は SNS 隆盛のご時世にありメールを
みる習慣が薄くなっていることです。まずは満足度
80％を目標に取り組みを進めています。

レベル
A

B

C

D

発信元
事務局長
法人本部
グループ長

事業管理者

職域

対象者
全職員

グループ内職員

事業所職員

フロア職員

情報の種類
・大規模自然災害、法人事業建物火災
・その他法人本部からの緊急伝達事項（イベント開催にあたる動員要請）
・法人事業建物火災（非常通報の直後）※レベルA相当
・行方不明者発生
・火災、地震、水害による一般職員の施設参集について
　（色別案内表示　赤…火災　緑…地震　青…水害）
・感染症発生　・各事業所周辺情報（道路工事、河川情報）
・給与支給と明細の受取、イベント時の駐車場確保など　・防災訓練
・セクションの提出物の提出期限　・利用者緊急時の周知事項

【情報レベル】

謝　辞
　永年勤続表彰によせて
　令和2年11月6日創立記念の日に永年勤続の表
彰式を催していただき、心より光栄に存じます。
　私が40年の長きに渡り当法人に勤務できま
したのも、理事長先生始め、諸先輩方や同僚
の皆さまのご指導、ご助言のお陰と、感謝の
気持ちで一杯です。
　振り返ってみれば40年前、新たに設立され
たばかりの軽費老人ホーム千寿園に新採用で
配属されました。
　その後20年以上、千寿園に勤務いたしまし
たが、ある時期には毎年8月の誕生会に、前理
事長の川室道隆先生をお招きし、お祝いをさ
せて頂きました。その際に、道隆先生より入
居者の皆さまや職員へ温かい様々なお言葉を
頂きましたことが、有難く、懐かしく思い出
されます。
　その後、居宅介護支援事業所やグループホー
ムでも勤務して参りましたが、果たして利用
者様やご家族様にお役に立てているのか、自

問自答する日々を重ねたこともありました。
　そして今は、こうした多くの経験を糧に、これまで
以上に心のこもった介護支援を行っていくよう、自ら
を高めていきたいと考えています。
　最後に、これからの超高齢化社会に当法人の果たす
役割は、益々大きくなるものと思います。
　私も40年という大きな節目を終えて還暦を迎えま
したが、微力ながら今後もお役に立てるよう、一層努
力して参りますので、変わらぬご指導とご鞭撻をお願
い申し上げ、お礼の言葉とさせていただきます。
　

グループホームなかよし寿の家
施設長　富 永 孝 子

なお、この様子は法人HPのお知らせから動画でご覧いただくことができます。

新たな取組み新たな取組み
 Iネットメールシステムを運用しています Iネットメールシステムを運用しています
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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

法人の各事業所では
LINE 等を利用したオ
ンラインによる面会を
整備、実施しておりま
す。ご活用ください。

あとがき

【いなほ園作品展】
R2.10.12 ～ 16開催

【諏訪の里御膳】
　・押し寿司
　・めぎすのつみれ入り粕汁
　・かきのもとの柚香和え
　・ぶどう酒ゼリー

利用者の力作
「鶴の羽ばたき」

利用者作品

１９６４年
東京五輪
パネル展示

例年とは違った趣向を凝らして
作品展やお祭りを催しました。

【新光園じょんのび祭】
R2.11.6 開催

【高田の郷GoGo祭】
R2.10.17 開催

上越老人福祉協会
　創立記念特別献立

足湯で
気持ちいい

お神輿

よくあたります！
占い主任

共通メニューで各施設が提供しました。
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