
夏の兆しが感じられる清々しい季節を迎え、爽やか
な風を感じるようになりました。年明けには豪雪が高
田の町を埋め尽くし、９年ぶりに一斉雪下ろしとなり
ました。その間、仕事や暮らしのみならず、様々な場
面において「不便」を感じましたが、思い起こせば子
供の頃は当たり前だったように思います。デジタル時
代の到来とともに、情緒ある高田の雪をいつの間にか

「不便」とする私たちは、少しずつ大切なものを失っ
てきたのかもしれません。

さて、今年は特別養護老人ホーム新光園が創立２５
周年を迎えました。平成８年５月２７日、法人の２つ
目の特養であり、併せてデイサービス、ショートステ
イ、在宅介護支援センターを兼ね備えた複合型施設と
して開所しました。施設名はその地番「新光町」をそ
のまま使用したものです。当時は、未だ介護保険制度
が施行されていなかったので、「措置制度」により施
設やサービスの利用が決められていていました。今で
は考えられませんが、利用したい施設やサービスを自
ら決めることができず、すべては行政が判断していま
した。介護保険制度は財源の逼迫や保険料の上昇など

幾つもの課題もありますが、主体者が生活の場所と
サービスを選択することができる、いわゆる「自己決
定の尊重」については他に代え難いものです。介護保
険制度の導入によって与えられた、大切な権利です。
今後、制度がどのように変わろうとも失ってはならな
いものであり、福祉に携わる者として、これからも大
切にしていきたいと思います。

最後になりますが、新型コロナウイル感染症が世界
中に蔓延して、早１年と数カ月が経ちました。ここま
で長引くこと、また人々を苦しめ続けることを果たし
て誰が予想したでしょう。この間、多数の方が感染、
後遺症に悩まされ、また亡くなられた方もいらっしゃ
います。この消えることのない悲しみに、改めて哀悼
の意を表します。当法人においても、６月になり、よ
うやくワクチンの予防接種が始まり、利用者が順次接
種を受けています。この効果が終息につながり、少し
でも早く、以前のような暮らしを取り戻せるように一
陽来復を願っています。皆様の未来が明るくなること
をお互いに信じましょう。　
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コロナ禍の中で一陽来復を願って
理事長　川室　優

（福）上越老人福祉協会

ワクチン予防接種
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Ⅰ．法人本部（重点目標）
１．安定的な事業経営

平成２９年度から取り組む経営改善推進の４年が終わ
り、これまでのところ一定の成果を上げた。資金収支ベー
スにおいても平成３０年度以降は黒字決算となり、その状
態が３年間継続している。

５年目を迎える今年度についても、これまでの取り組み
を継続し資金収支ベースにおいて年間 30,000 千円の収支
差額を確保することを目標とする。
① 利用率目標（％）

※目標利用率は前年度実績、過去の実績と地域性を分析
したうえで設定。

② 介護報酬改定への対応
法人として取りまとめた、制度改正の内容と基準変更

に沿った体制整備をおこない介護報酬のプラス改定が
増収につながるようにする。

③ 利用率改善チームの編成
前年度の実績において利用率が伸び悩む事業につい

ては、事業部と当該事業管理者による改善チームを編
成、実施計画を作成のうえ改善に取り組む。

２．法人組織、機能の強化と管理部等の推進
法人組織体制が変更され２年目を迎える中、今後の安定

的かつ強固な法人組織を構築するため、令和４年度を鑑み
た新たな法人本部体制の組織検討と再編成に取り掛かる。
また、法人が抱える課題の対応と機能強化を図るため各管
理部の一層の取り組みとプロジェクトを推進させる。
① 新たな法人本部体制の検討

事務局長、次長を中心に本部機構検討会議を設置、事
業・人事（採用、労務）・財務の管理と権限、命令系統
についての再検討により本部機能の再編を具体的にす
すめる。

② ２プロジェクト（外国人採用、食事のあり方検討）
令和４年度の新採用に併せて、外国人採用を視野に入

れた具体策を明らかにするとともに定着のための職員
理解と環境の整備をする。

今後の長期的視点に立った入所事業の食事方法につ
いては、効率かつ効果的な視野から新しい提供スタイル
を検討する。

３．高品質かつ安定的なサービスの提供
昨今、大きな脅威である新型コロナウイルス感染症への

対応と自然災害から高齢者・社会的弱者を護るため法人機
能（人材、建物・設備、ノウハウ）を活用する。

また、人口減少に伴う介護人材の不足を補うことと、サ
ービスの効率化を図るためテクノロジーの導入やＩＣＴ
の整備、活用について取り組む。

なお、介護保険制度改正に伴うサービス基準や運営基
準、人員配置等については遺漏なく対応し、制度のねらい
や利用者の期待に応える。
① コロナウイルス対策の対応

法人が主体的に感染予防対策について検討、方向性を
明らかにした上で全事業に指示、徹底をする。また、事
業所内において万が一の発生がみられた場合は、速やか
に対策室を設置し事業所との協力のうえ早期解決を図
る。

② 自然災害への対応（情報部）
前年度に構築したⅠネットメールの活用訓練をおこ

ない緊急災害時に的確な情報発信と管理が可能となる
備えをする。また、新たな災害対応職員システムについ
ては、引き続き課題の検討により年度内に実行可能なも
のにする。

③ 科学的介護の実践と介護負担の軽減
現在活用している介護ロボットについては、評価に基

づき品目や活用の幅をさらに広げ、直接処遇職員の負担
軽減と効率的な介護につなげる。また前年度に整備した
ICT 環境の活用により、テクノロジー機器を運用した効
率的な介護環境を整えていく。

④ 介護サービスの充実
各事業所は制度のねらいと利用者のニーズに合わせ

てサービスの見直しをする。また、法人を横断的に支え
る専門サービスの導入・活用により法人事業全体のサー
ビスの高品質化に取り組む。

4．人材確保と育成への取組
介護業界全体が人材難ではあるが、法人の人事管理制度

の特徴である「多様な働き方のできる雇用形態」を前面に
掲げ、新規卒業者及び中途採用者の確保に努める。

また、育成についてはこれまで培った研修プログラムを
活用してスキルの向上を図っていく。なお研修は、集合・
リモート研修等の実施により効率と効果の両面から企画
し研修効果を高めるようにする。
① 総務部による学校との連携

法人の強みである「多様な雇用形態」と「重層的な教
育体制」を広く周知し教職員及び求職学生に積極的なア
ピールをする。また、法人事業所の魅力を直に感じるこ
とができるように各事業所へ訪れる機会を企画する。

② 情報部による情報発信
求職学生等が様々な電子媒体を通じて雇用状況や求

職情報を得られるよう情報発信をする。また、中途求職
者に対しても雇用情報を発信し、入職に関するきっかけ
となるようにする。

③ 職員に対する重層的な研修
法人研修センター長を中心とした法人研修委員会を

設置し、職制及び職種とキャリアに応じた研修をおこな
い職員のスキルアップをする。また、実施後の個々の実
績管理と法人としての研修効果を測定し、次年度以降に
活かす。

【令和３年度　社会福祉法人　上越老人福祉協会　事業実施計画】

いなほ園 98.2 なかよし寿の家 99.0
新光園 98.5 宝寿の家 99.0
みずほ園 98.5 百寿の家 99.0
高田の郷 97.3 敬　　寿 99.0

いなほ園ＤＳ 82.0 本町楽寿の家 97.0
新光園ＤＳ 90.0 光寿の家 90.0
高田の郷ＤＣ 82.0

ケアプランいなほ園 120
千寿園 100

ケアハウス上越 100
みのりの家 100

特養・老健

デイサービス（ＤＳ）・デイケア（ＤＣ）

軽費・ケアハウス

地域密着型事業（グループホーム）

地域密着型事業（小規模多機能型居宅介護）

居宅介護支援（件数）/月
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Ⅰ．全体評価
１．収支状況（前年比）の状況
① 法人全体の状況

法人経営改善計画の成果により、当期資金収支差額 
80,590 千円となり３期連続のプラス決算となった。

事業活動計算書では、収益は 2,381,310 千円、前年
比 3.36％増（処遇改善加算の区分変更、特定処遇改善
加算の算定による収益を含む）、また費用は 2,336,913
千円となりサービス活動収支差額 44,397 千円のプラス
決算であった。

主な要因は、主幹事業の３特養と前年度に苦戦した小
規模事業がいずれも高利用率により収入が確保できた
ことと、多くの事業所において平均要介護度が上昇した
ことにより利用単価が上がったため。

半面マイナス要因としては、コロナウイルス関連によ
り通所事業利用者の利用制限による減収 3,662 千円と
雪害によって１週間程度の休業を余儀なくされたこと
による減収 5,136 千円が大きな影響を与えた。

費用については、処遇改善・特定処遇改善加算の収入
額の増加及び支給方法の変更により、人件費は大幅に増
加した。

また、事業費、事務費も電気料・ガス料の減少の他、
コロナウィルス感染予防のため研修・研究費、保守料の
減少等あった一方、コロナ対策支援金による消耗品備品
の整備、修繕費等によって費用は増加した。

結果、当期活動増減差額は 45,365 千円となり前年比
33,219 千円の減少となった。

※参考（資金収支決算状況） 
Ｈ２９年度　△35,065 千円
Ｈ３０年度　　59,656 千円

　　Ｒ　１年度　　45,599 千円
Ｒ　２年度　　80,590 千円

② 各事業の状況
３特養はいずれも高利用率を維持し、サービス活動増

減差額は以下の通り好結果となった。老健は利用率が目
標比△ 0.7％と介護度の低下はあったが、加算算定によ
り一定の収入は確保した。しかし修繕費や除雪費などの
費用増が影響し収益は前年より大きく下がった。

いなほ園通所は経営改善の成果により利用率及び収
益を伸ばした。また、新光園通所、高田の郷通リハにお
いては終了者が新規利用者を上回り、利用率と収益を下
げることとなった。さらに 1 月の雪害により３事業と
も 1 週間程度休業したため、収支差額にマイナスの影
響を与えた。なお、高田の郷通リハはコロナ偽陽性によ
る風評被害の影響も併せて影響した。

前年度に苦戦した小規模事業のうち、４ＧＨは高利用
率の維持と食材費用の見直しにより収益を大きく伸ば
すも、敬寿は人件費の増加によりサービス活動増減差額
は大きくマイナスとなった。

小規模多機能型居宅介護は２事業とも高利用率を維
持し収益は増加した。本町楽寿はサービス活動差額にお
いて前年比 4,410 千円改善、光寿は４月に契約定員を
４名増やしたが、早い段階で満床となりでサービス活動
差額は前年比 4,201 千円改善、大きく収益を伸ばした。

その他、居宅介護支援事業所は職員の増員に伴い管理
給付件数を 500 件増加、予防件数も 150 件増となり収
支差額（前年比 4,496 千円）は大きく改善した。

２．法人本部の新たな取組の状況とサービス体制の見直し
① 新人事制度の導入による雇用への好影響

新たな雇用区分の導入に伴い、３３名の臨時職員を正
規職員へ切替え「働き方改革関連法」による同一労働
同一賃金につなげた。また、年度内の退職者９名に対し、
新採用は介護職員（６名）、調理員（４名）、看護職員（２
名）、歯科衛生士（１名）の計１３名となり採用計画は
ほぼ達成した。

② 法人事務局員の異動と新たな取組み
法人の組織基盤を強化するため、新たに業務執行理事

と事業管理者の合同ミーテイングを開催、法人の収支状
況や法人課題を共有した。（３回／年）

また、理事長と業務執行理事のヒヤリングの機会（１
回／３か月）を設け、法人状況の共有と事業全体に関す
る意思疎通を図った。

③ 特別養護老人ホームいなほ園の移転、改修事業の終了
１１月末に旧ショートステイ跡地の改修を終え、３月

末には備品の再配置と利用者の移動をおこなった。これ
に併せて、介護保険制度のねらいに合わせた重度化の対
応と効率的なケアが提供できる体制を整備した。

④ ３プロジェクトの進捗状況
介護保険制度の改正、人材不足と外国人採用、大規模

施設の食事提供方法等の法人課題を解決するため法人
内にプロジェクトを組織し検討する。

介護保険制度改正については、報酬改定自体に大きな
改正はなかったが、施設運営基準等の見直しが必要とな
り具体案の検討と各事業担当者へ指示をした。

外国人採用及び食事サービスの検討については、コロ
ナ禍により限られた情報収集となったが現状課題の抽
出をおこなうなど今後につながる機会となった。

３．新型コロナウイルス感染対策及び対応状況
① 法人主導の感染予防対応について

法人管理者及び看護師長による感染対策会議（計２０
回）により職員や利用者の感染予防策を検討、その後各
事業所へ指示することで施設への流入を予防した。

また、８月末に高田の郷利用者１名が偽陽性の診断を
受け、その３日後に診断の取り下げとなったが、通所事
業所の休止や消毒作業、その後長期化する風評被害への
対応など様々な対応が求められ職員一同苦慮した。

この間、法人としては本部事務局が中心となって高田
の郷内に対策室を設置、理事長の指示を仰ぎながら連携
して対応した。

② 利用者の面会等の対応
利用者家族の面会は、発生後より間もなく国通知およ

びその後の県通知を受け制限をした。この間に新たな面
会方法として、オンラインによる面会などを開始、現在
も好評のため継続している。

③ コロナウイルス感染症に伴う収益への影響
高田の郷利用者の偽陽性の発生に伴う損失額は 1,700

千円、その他の事業においての損失額は 1,000 千円程
度となり、さらには新潟県からの委託事業の中止により
5,100 千円の減収となった。

半面、コロナウイルス関連の支給金額は設備や備品へ
の支援金として総額で 22,570 千円あり、感染予防の徹
底に活かした。

職員への慰労金支給は 23,690 千円となった。

【令和２年度　社会福祉法人　上越老人福祉協会　事業実施報告】
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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 2,171,499,902 2,094,098,076 77,401,826
0065 老人福祉事業収益 175,688,767 176,563,027 -874,260
5522 受託事業収益 32,279,236 31,159,546 1,119,690
5501 不動産事業収益 1,505,484 1,560,000 -54,516
5541 経常経費寄附金収益 336,600 508,000 -171,400
5551 その他の収益
    サービス活動収益計(1) 2,381,309,989 2,303,888,649 77,421,340
0015 人件費 1,642,982,879 1,550,819,941 92,162,938
0016 事業費 432,576,963 428,849,634 3,727,329
0017 事務費 157,897,034 151,643,783 6,253,251
4441 利用者負担軽減額 5,296,592 4,999,487 297,105
4451 減価償却費 195,356,944 194,384,120 972,824
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額 -97,206,012 -99,496,000 2,289,988
4471 徴収不能額 8,899 167,647 -158,748
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) 2,336,913,299 2,231,368,612 105,544,687
    サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) 44,396,690 72,520,037 -28,123,347
5811 借入金利息補助金収益 153,000 306,000 -153,000
5821 受取利息配当金収益 7,341 7,391 -50
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 6,760,668 12,715,571 -5,954,903
    サービス活動外収益計(4) 6,921,009 13,028,962 -6,107,953
4811 支払利息 6,023,035 6,845,548 -822,513
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 24,000 301,644 -277,644
    サービス活動外費用計(5) 6,047,035 7,147,192 -1,100,157
    サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) 873,974 5,881,770 -5,007,796
    経常増減差額(7)=(3)+(6) 45,270,664 78,401,807 -33,131,143
0100 施設整備等補助金収益 26,123,932 10,292,000 15,831,932
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 179,999 249,999 -70,000
0111 その他の特別収益
    特別収益計(8) 26,303,931 10,541,999 15,761,932
4911 基本金組入額
4921 資産評価損
0042 固定資産売却損・処分損 85,419 66,783 18,636
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 26,123,932 10,292,000 15,831,932
4956 災害損失
4981 その他の特別損失
    特別費用計(9) 26,209,351 10,358,783 15,850,568
    特別増減差額(10)=(8)-(9) 94,580 183,216 -88,636
    当期活動増減差額(11)=(7)+(10) 45,365,244 78,585,023 -33,219,779
    前期繰越活動増減差額(12) 1,776,566,827 1,710,481,804 66,085,023
    当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) 1,821,932,071 1,789,066,827 32,865,244
    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) 14,000,000 12,500,000 1,500,000
    次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) 1,807,932,071 1,776,566,827 31,365,244
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【法人単位事業活動計算書】
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上越市の人口が減少している現状について
は、第１回目にもお話ししましたが、若い世
代の人口が減少しているということは今後、
社会保障費の負担の増加、介護の担い手不足
が心配されます。
介護の現場では、介護人材の確保のための
取組に加え、業務の効率化に向け、介護ロボッ
トの導入やＩＣＴの活用を勧めています。移
動を支援するロボットの中にも、介護職員が
装着し腰への負担を軽減するもの、介護用ベッ
ドと車いすが合体したベッド一体型など様々
です。病院のカルテの電子化が進んでいるよ
うに、介護の現場でも紙の記録から、介護の
記録ソフトの導入、タブレットの活用などが
進められています。

介護や生活に支援が必要な人が、介護サー
ビスや高齢者福祉を利用するだけでは支えら
れません。安心して地域で暮らし続けるため
には、自らが健康に留意し、積極的に人との
つながりを持ち続けるための行動をしたり、
近隣同士の助け合いや地域の活動、ボランティ
ア活動に参加したりと互いに補い合っていく
ことが必要です。
上越市が目指す地域包括ケアシステムは、
高齢者だけではなく、子どもから障害のある
人など「誰もが居場所と出番を持って、共に
支え合いながら、安心してすこやかに自分ら
しく暮らせる地域社会の実現」です。一人一
人ができる事から取り組んでいきましょう。

高田の郷地域包括支援センター　平野由香地域包括ケアシステムと介護現場の取組地域包括ケアシステムと介護現場の取組

地域ケアの課題❸〈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〉

インフォメーションインフォメーション

令和 4年 1月発行予定の広報誌では法人内全 22事業所の取組を紹介する予定です。
各種事業のご理解と今後のご利用などに反映していただきたいと存じます。

法人広報誌のリニューアルについて

第10回 越後ひまわり祭 について
　新型コロナウイルス感染防止に配慮した新た
な方法で開催します。
　インターネットを通じひまわりの開花をお知
らせします。またひまわりに関する写真、絵など
の作品募集と審査、更にはひまわりのレシピを
募集します。
　詳細情報は「越後ひまわり祭」で
検索もしくは専用 QR コードから
ご覧ください。

　ホームページアドレス
　　https://sites.google.com/view/
　　　　　　　etigo-himawari-festival/
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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

ご報告ご報告ご報告ご報告

グループホーム宝寿の家（平成町）
1 月 8 日から降り続いた雪は瞬く間に宝

寿の家を飲み込んでいきました。職員は早出
で、除雪作業をし、ご近所の方も心配して除
雪を手伝って下さいましたが、それらを遥か
に超える雪が降り続きました。木造、平屋の
建物が崩壊することが頭をよぎり、最悪な事
態だけは何としても回避せねばと思っていた
矢先、１本の救いの電話が鳴りました。市役
所より自衛隊の災害派遣隊が除雪に向かうと
の連絡で、その時、「これで崩壊しなくて済む」
と安堵の気持ちになったことを覚えていま
す。その後すぐに自衛隊の方が 10 名程お見
えになり、１時間程であっという間に屋根の雪を降ろしてくださいました。本当に神様に思え
ました。それから半年が過ぎ、改めて自衛隊の方をはじめ、地域、色々な方達より協力、支え
られている事に感謝しています。今後何らかの形で宝寿の家として恩返しが出来たらと思って
います。

グループホーム百寿の家（下荒浜）
比較的降雪量の少ないはずの八千浦地区

での豪雪。施設の駐車場の除雪はおろか、施
設周辺の道も寸断され、車での出入りができ
なくなっていた 1 月 10 日に連絡が入り、翌
11 日自衛隊による災害活動の支援を受ける
ことになりました。当日、自衛隊の方は道具
を背負い、国道 8 号線から雪道を歩いて百
寿の家に来て下さいました。朝から夕方まで
丸 1 日をかけ、屋根の雪下ろしと埋もれて
いた社用車を掘り出していただきました。
日々鍛えられた自衛隊員 15 名でも１日かか
る程の豪雪。自分たちの力だけではどうにも
ならなかったでしょう。感謝、感謝でした。

　現在ワクチンの予防接種は一大イベントとして法人内
各事業で取り組んでいます。特養いなほ園、特養新光園、
老健高田の郷を主な接種会場としています。7月末日まで
に入所者及び職員総勢約 950 名の完了を予定しています。

あとがき

　1 月 8 日からの豪雪により、法人内のグループホームは自衛隊に
よる災害活動の支援を受けました。当時の状況について報告します。
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