
　日を追って、爽やかな風を感じるようになりました。
ひと月前まで白い山肌を残していた越後富士の妙高山
に「跳ね馬」が見られるようになり、ようやくその秀
麗な姿を鮮明に現しております。同時に赤倉、池ノ平、
関、燕の温泉群も活気に溢れる頃となります。すべて
において高速化が求められる今も、懐古的な場所とし
て、これからも大切にしなければならない地域の財産
です。戦争中の他国の惨状を見ると、失ってしまって
からは取り戻せないことの重要さを痛感します。平和
と人の尊厳に代替がないことも同様です。
　今春４月、法人では１３名の職員を採用しました。
１年を通じて取り組んだ採用活動と、これまで法人が
真摯に老人福祉に向き合ってきた成果です。今後はこ
れまで貢献してきた仲間と共に、ご利用者並びに地域
の皆さんのために活躍していくことを大いに期待して
います。
　さて、７月より、経営基盤と組織安定、そしてサー
ビスの充実を図るため本部体制と組織再編、管理職員
の再配置を行いました。今、福祉事業を取り巻く環境
はとても厳しく、舵取りを１つ間違うと、事業の継続
に大きな影響を及ぼします。要因は様々ありますが、
国の財政逼迫による介護報酬の減額、世界情勢やコロ

ナ禍により先の見えない経費等の増加によるもので
す。併せて国の人口減少に伴う介護人材の慢性的な不
足などもその要因の１つでしょう。
　また、当法人においては、大規模施設が中心となっ
ていることから、今後の高齢者数の変動に合わせたダ
ウンサイジングや、老朽化に伴う費用増が課題となり
ます。その他、人員確保だけでなく、次世代管理者層
の育成が進んでいないことも懸念されるところです。
　これらいくつもある課題を解決するため、法人本部
体制を再編成することとなりました。具体的には、本
部事務局に新たな職責を設け、長期資金計画の作成と
確実な資金管理・運用を行える体制を整備しました。
さらには、施設マネジメントを強化するため、主幹事
業に副管理者を配置すると共に、次世代の育成も兼ね
て行います。
　次年度、法人は創立５０周年を迎えます。これに合
わせて、中長期ビジョンを策定することと致しました。
今後、さらに厳しさが増していく経営環境と複雑かつ
多様化するニーズに対応しながら、法人が安定かつ順
調に継続することが、私共の使命です。引き続き温か
いご支援を賜りますよう、お願い申し上げます。
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爽やかな風の中、爽やかな風の中、
　　法人の新たな出発に向けて　　法人の新たな出発に向けて 理事長　川室　優

社会福祉法人　上越老人福祉協会

５月１９日に行われた「にっこり米プ
ロジェクト」内の田植えの様子です。 
収穫されたお米は販売のほか、法人内
の施設において地産地消の予定です。
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【令和４年度　社会福祉法人　上越老人福祉協会　事業実施計画】

１．安定的な事業経営
　経営改善の成果により、平成３０年度以降は資金収支ベー
スにおいてプラス決算となり以降は黒字体質となる。今後は
不採算事業の黒字化に向けたリニューアルや今後の高齢者人
口の動態に合わせたダウンサイジング、統廃合等の事業見直
しが取組課題の中心となる。
　また、事業経営の安定化に必要となる資産管理及び資金活
用については適切に行うと共に早期に中長期資金計画を作成
する。
① 目標利用率（％）

※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。

※１　６月よりリニューアル
②確実な資金管理と活用

主幹事業のいずれも２０年が経過し、今後は老朽化や高
額備品等の入替・修繕等の資金が必要となる。法人全体で
年間３千万を目標とした資金積立の資産計画を策定（財務
部）すると共に確実な資金活用をする。

③制度の主旨と採算性を重視したリノベーション
高齢者数の動態と制度の変遷に合わせた事業のリニュー

アルとダウンサイジングの検討に取り掛かる。その際、採
算性や建物の老朽化などの現状を踏まえた上で計画作成を
する。（事業部）

２．法人ビジョンの策定と組織、機能の再編による強化
平成２０年に策定した法人ビジョンについては、１４年が

経過し当時の高齢者動態や政策・制度、そして福祉ニーズと
乖離する。ついては現状の課題を踏まえ、さらには法人の将
来の方向性を明らかにした新たなビジョンを策定する。

また、短期的には法人の機能強化を図るため法人管理体制
を再編成する。
① 法人ビジョンを策定する

令和５年度の法人創立５０周年に合わせて、今後の事業
展開、人材確保・教育、事業継続等に関する資金計画など
を鑑みた、法人中長期ビジョンを策定する。そのため、新
たに法人ビジョン策定委員会を設置し２か年のスケジュー
ルを基に検討に取り掛かる。

② 新たな法人本部体制の実施
法人本部の事務部門を強化するため新たな機能を設け、

確実な資産管理と資金運用、そして長期見込を策定するこ
とにより経営基盤の安定化を図る。また、主幹事業に新た
に副管理者を配置しサービス・人事・建物等の施設マネジ
メントの強化をする。

③ 基幹事業３グループによる施設管理の再編
これまでの３グループ内の施設管理の体制を施設・機能

種別及びキャパシティ管理などの面から再編成し、母体に

よる支援体制の強化とグループの連帯を強める。併せて研修
機関を独立させ事業にとらわれない多様な職員育成を行う。

３．高品質かつ安定的なサービスの提供
事業継続と利用者サービスに大きな影響を及ぼす新型コロ

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・ＩＣＴの活用
により組織全体のＤＸ化を進める。なお、介護サービスにつ
いては介護保険制度が変遷する中、制度の主旨に合わせて事
業のリニューアルによりニーズに対応する。
① コロナウイルス対策の徹底

感染予防対策については法人が主体的に方向付けを行い、
その上で全事業に指示、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）
法人が有する災害発生時の自動通報システム（Ⅰネット

メール）の活用訓練や発生後の行動計画 ( ＢＣＰ ) 等のシ
ミュレーションを行い対応力を強化する。また、各施設に
おいても火災や自然災害、感染症等様々なリスクの対応に
ついて、安全管理部門に特化した委員会を設置し適切なリ
スク管理をする。

③ 介護負担の軽減と組織のＤＸ化の推進
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 通所リハビリテーション事業のリニューアル
制度の主旨と高齢者特有の疾病、認知症状への対応、退

院後の機能回復などのニーズに対し、専門的な機能訓練及
び在宅での自立生活に必要となる訓練を兼ねて行えるよう
事業を全面的にリニューアルする。

4．人材確保・定着の取り組み
介護業界全体が人材難ではあるが、これまでの実績や教育

機関との連携を基に積極的な採用活動を進める。さらにはソ
ーシャルネットワークなどの媒体を活用し幅広い広報活動と
法人（総務部）主体の情報発信の機会を設ける。

なお、外国人採用については雇用に関するビジョンを明確
にした上で具体的な採用計画を作成しスケジュールを以て進
める。

また、人材育成については法人管理部から研修機関を独立
させ、事業にとらわれない多角的な視点を持った教育を行う。
① 総務部による求人活動

学校訪問や学校関係者との情報交換のほか、人材紹介シ
ステムとの連携を基に情報発信と共有を行い、人材情報の
全体と個々のニーズを把握する。また、法人独自に情報発
信の機会を設け、就職活動者に積極的なアピールを行って
いく。

② 職員に対する重層的な研修
法人研修（センター長）は職員に対して倫理観や福祉職

員としての価値観などについて多角的な視点からの教育を
行い、人間力の向上を目指した人材育成を行う。そのほか
職制及び職種とキャリアに応じた研修を行い職員の個々の
スキルアップを図る。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。

いなほ園 なかよし寿の家
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みずほ園 百寿の家
高田の郷 敬　　寿

いなほ園ＤＳ 本町楽寿の家
新光園ＤＳ 光寿の家

高田の郷ＤＣ

ケアプランいなほ園千寿園
ケアハウス上越

みのりの家

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）

98.2
98.5
98.5
97.3

90.0
90.0

80.0 ※１

100
100
100

99.0
99.0
99.0
99.0

95.0
90.0

155

Ⅰ．法人本部Ⅰ．法人本部（重点目標）（重点目標）

老いることが輝く社会に いなほ シニア ネット2



【令和３年度　社会福祉法人　上越老人福祉協会　事業実施報告】

１．収支状況（前年比）の状況
① 法人全体の状況

事業計画の確実な実施と資金の適正管理により当期資金
収支差額 46,005 千円（積立金 37,384 千円計上）となり、
４期連続プラス決算の良好な経営結果となった。

事業活動計算書では、収益は 2,426,919 千円（前年比
1.9％増）、また費用は 2,342,623 千円（前年比 0.2％増）
となり当期活動収支差額 86,585 千円のプラス決算となり
堅調な結果であった。

要因はいなほ園デイサービスセンターと小規模多機能型
居宅介護本町楽寿の家の経営改善による収入増の他、主幹
事業の２特養及び老健においての高利用率の維持といなほ
園認知症棟の移設計画の効果による介護度上昇による増加
等が影響した。なお、報酬改定（0.70％増）による収益
は改定幅が少なかったこともあり微増に留まった。

費用については、前年度決算から新たに計上した処遇改
善引当金の取崩の影響で人件費は微増、事業費は単価の上
昇により水道光熱費、燃料費が増加したが、事務費の修繕
費の減少等で費用の増加は小幅に留まった。

　※参考　資金収支決算状況（括弧内は積立金の計上額）
　　　　Ｈ２９年度　△ 35,065 千円（0）
　　　　Ｈ３０年度　　 59,656 千円（0）
　　　　Ｒ　１年度　　 45,599 千円（12,500 千円）
　　　　Ｒ　２年度　　 80,590 千円（14,000 千円）
　　　　Ｒ　３年度　　 46,005 千円（37,384 千円）

②各事業の状況
２特養及び老健については高利用率を維持、いなほ園は

利用率の低下がみられるが認知症棟移転による介護度の増
加により一定の収入を確保した。

なお、介護度については新光園、みずほ園共に上昇、維
持し目標を達成した。

いなほ園デイサービスは、２か年にわたる経営改善の成
果により利用率、収益共に飛躍的に改善した。また高田の
郷通所リハビリについては、令和４年６月からの事業リニ
ューアルのための利用調整が影響した。

敬寿は高利用率を維持したが、入退所及び入退院が影響
した他グループホームの収益は減少した。

２つの小規模多機能型居宅介護については新たな加算サ
ービスの提供によりサービスの充実と収益増につながった。

２．法人組織の強化への取組とサービス体制の見直しについて
① 法人本部事務局体制の見直し

令和４年度に計画する法人の組織基盤の強化に向けた再
編の準備については、新組織や業務分掌等の具体的な内容
を整理、理事長及び理事会の指示を基に検討を重ね作成を
完了した。今後は７月の移行に向けた職員周知と準備を進

める。
② 災害時や感染症に対応する事業継続計画の作成

災害及び感染症発生の際、安心かつ安定的な事業継続が
行えるよう災害編・感染症編の２つの事業継続計画（ＢＣ
Ｐ）を作成した。

内容は、万が一の際の対応組織や連絡系統、行動計画な
どの詳細を具体的なものとし、次年度はこれに合わせた各
事業所のマニュアル等の整備と想定訓練を行う。

③ 高田の郷通所リハビリのリニューアル
令和４年６月の事業リニューアルに合わせて、サービス

内容や人員配置等について検討、新たなサービス体制を編
成した。今後は関係機関及び利用希望者に対する説明と周
知により利用者確保を進める。

④ 職員採用について
採用計画に基づく取組により介護職員（５名）、看護職

員（３名）、介護支援専門員（１名）、管理栄養士（３名）、
調理員（１名）の計１３名を採用した。なお、介護職員４
名の内訳は新規学卒２名、切替２名であり、学卒者につい
ては実習や採用活動を通じて信頼関係を構築した成果であ
る。看護師は職員紹介 1 件と紹介会社２件、HP からの応
募が 1 件であった。

３．新型コロナウイルス感染対策及び対応状況
① 感染予防のための面会対応について

施設内に立ち入る直接面会については、前年度からの中
止を継続している。代替として、非接触による面会やオン
ラインによる面会を周辺の感染状況や国、県の通知を参考
に適時実施した。なお、高田の郷においては長期的な視点
から非接触により面会が行える面会設備を整備した。

② 感染予防対策の検討と感染状況について
管理者、看護師長により構成する法人対策会議を１２回

実施、各施設へ具体的な対応について指示した。また、第
７波の流行に合わせ利用者・職員の感染状況（濃厚接触者）
等の把握を行った。この間、職員感染２名、職員及び利用
者の濃厚接触者は７４名となったが、施設内や利用者への
２次感染は防いだ。初動やゾーニング対応が適切に行えた
成果と考えている。

③ コロナワクチン予防接種の実施
５月より医療的な禁忌者を除くほとんどの利用者、職員

等約 900 名に対し実施した。さらに２月以降、追加接種
を上越市及び主治医の協力を得ながら終えた。今後の感染
予防と重症化リスクの軽減につながると考えている。

4．課題別プロジェクトの進捗状況
① 外国人採用プロジェクト

委員を中心に３つの外国人就労に関する制度についての
情報収集と説明会等に関する映像を視聴、勉強会により理
解を深めた。

また、県内で先進的に外国人就労者の受入を行っている
施設（特別養護老人ホーム恵福園）を訪問し、特定技能制
度及び技能実習生の受入体制、就労状況等についての情報
収集をした。なお、今後は受入の仕組みだけでなく、理念
や方針を明確にすることと生活支援を含め環境整備の重要
性を感じた。

② 食事の在り方プロジェクト
調理員の働き方改革については、作業工程などの業務見

直しと食事メニュー構成の見直しにより早出の出勤時間が
３０分繰り下げられた。このことについてはほとんどの職
員より高評価であった。

委託業者のサービス提供については意見交換会の機会を
設け、事業所側の要望と委託側の互いの考えを整理し契約
内容に反映した。

Ⅰ．全体評価Ⅰ．全体評価

施設名 利用率 介護度の差異（前年） サービス活動差額

いなほ園 98.0％ 4.2（4.1） 17,579千円
新光園 98.8％ 4.1（4.0） 14,652千円
みずほ園 99.0％ 4.2（4.2） 9,359千円
高田の郷 97.4％ 2.7（2.8） 13,724千円

施設名 利用率 介護度の差異（前年） サービス活動差額

いなほ園通所 89.4％ 2.0（2.1） 21,732千円
新光園通所 88.3％ 1.8（1.9） 10,400千円
高田の郷 73.1％ 1.7（1.8） △ 255千円

施設名 利用率 介護度の差異（前年） サービス活動差額
敬 寿 99.8％ 3.0（2.8） △ 7,113千円

なかよし寿の家 97.5％ 2.4（2.4） 484千円
宝寿の家 95.6％ 2.3（2.2） △379千円
百寿の家 97.3％ 2.5（2.3） 3,398千円

本町楽寿の家 98.2％ 2.1（2.2） 11,724千円
光寿の家 88.5％ 2.7（2.2） 603千円
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【法人単位事業活動計算書】
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 2,212,862,314 2,171,499,902 41,362,412
0065 老人福祉事業収益 177,272,394 175,688,767 1,583,627
5522 受託事業収益 34,317,622 32,279,236 2,038,386
5501 不動産事業収益 1,560,000 1,505,484 54,516
5541 経常経費寄附金収益 907,000 336,600 570,400
5551 その他の収益
    サービス活動収益計(1) 2,426,919,330 2,381,309,989 45,609,341
0015 人件費 1,645,752,628 1,642,982,879 2,769,749
0016 事業費 441,587,196 432,576,963 9,010,233
0017 事務費 150,231,545 157,897,034 -7,665,489
4441 利用者負担軽減額 5,505,079 5,296,592 208,487
4451 減価償却費 198,253,762 195,356,944 2,896,818
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額 -98,707,093 -97,206,012 -1,501,081
4471 徴収不能額 8,899 -8,899
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) 2,342,623,117 2,336,913,299 5,709,818
    サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) 84,296,213 44,396,690 39,899,523
5811 借入金利息補助金収益 153,000 -153,000
5821 受取利息配当金収益 7,163 7,341 -178
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 7,639,874 6,760,668 879,206
    サービス活動外収益計(4) 7,647,037 6,921,009 726,028
4811 支払利息 5,269,894 6,023,035 -753,141
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 87,959 24,000 63,959
    サービス活動外費用計(5) 5,357,853 6,047,035 -689,182
    サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) 2,289,184 873,974 1,415,210
    経常増減差額(7)=(3)+(6) 86,585,397 45,270,664 41,314,733
0100 施設整備等補助金収益 4,437,000 26,123,932 -21,686,932
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 -179,999
0111 その他の特別収益
    特別収益計(8) 4,437,000 26,303,931 -21,866,931
4911 基本金組入額
4921 資産評価損
0042 固定資産売却損・処分損 13 85,419 -85,406
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 4,437,000 26,123,932 -21,686,932
4956 災害損失
4981 その他の特別損失
    特別費用計(9) 4,437,013 26,209,351 -21,772,338
    特別増減差額(10)=(8)-(9) -13 94,580 -94,593
    当期活動増減差額(11)=(7)+(10) 86,585,384 45,365,244 41,220,140
    前期繰越活動増減差額(12) 1,807,932,071 1,776,566,827 31,365,244
    当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) 1,894,517,455 1,821,932,071 72,585,384
    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) 37,384,000 14,000,000 23,384,000
    次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) 1,857,133,455 1,807,932,071 49,201,384

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

勘　定　科　目
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食事サービス検討プロジェクト
担当責任者　村松　勝弘

働き方の改善（報告）

食事サービスの在り方プロジェクトについて

いなほ園、新光園２つの特別養護老人ホームにおい
て近年採用困難な調理スタッフを確保し職場に定着さ
せるため本プロジェクトを立ち上げました。取り組み
を進める過程で一定の成果を上げた職場環境の改善（勤
務時間と厨房内環境）について紹介します。
はじめに朝昼夕３食を提供する病院、福祉施設等の
集団調理現場では出勤時刻が早朝になります。当法人
の２つの事業所では 5 時もしくは５時半出勤をしてい
ました。冬季では自宅出発時刻が４時頃の職員もいま
す。前日に遅番で帰宅してから翌日の早番となると、
自宅で過ごす余暇の時間が十分でなくストレスを受け
る環境下におかれます。令和 2 年度、調理スタッフに
働き方について現況調査を行ったところ、早番がきつ
いと回答した職員は 27 名中
9 名（33％）でした。改善策

として現行から 30 分繰り下げた出勤時間を目標に掲げ、食事メ
ニュー構成の変更と関する作業ダイヤルの見直しに着手しまし
た。ご飯、みそ汁、副食2品のメニュー構成がほぼ固定概念となっ
ていることを見直し介護現場の協力を得て実践しました。出勤
時間の繰り下げが実現できたほか、副産物として食事介助時間
の削減、介護業務の負担も軽減しました。令和 3 年度の現況調
査では早番がきついと回答した職員は 28 名中 4 名（14％）
に減少し、調理スタッフの負担軽減に反映できたことが実証
されました。
また、高温多湿な厨房環境にあるため安全衛生管理も課題
であります。新光園では調理機器の経年劣化が進み一部機器の入れ替えの
必要性が生じました。その際 HACCP の概念に基づく衛生管理を実現するため、加熱され
た食品を短時間で安全な温度帯まで冷却することができる機器 ( 写真のブラストチラー ) を

導入しました。食品の衛生管理だけにと
どまらず調理室のドライ化が進展しまし
た。このほか前日の盛付作業が行えるよ
うになり早朝の業務削減につながったこ
とは大きな成果でした。
以上が職員が自らの職場環境を改善す
るために意欲的に取り組んだ成果であり
ます。このことを内外に PR し、スタッ
フの確保と定着に結び付けられるよう取
り組みを継続していきます。

老いることが輝く社会に いなほ シニア ネット 5



高田の郷通所リハビリテーションは、利用者の在宅生活に直結・即効性のある
リハビリテーションの提供を目指し、令和 4年 6月 1 日よりリニューアルオープ
ンをいたしました。
具体的なリニューアル内容は以下のとおりです。　

ここで特徴的なサービス内容についてご説明します。高田の郷通所リハビリ
テーションでは「生活行為」に主眼を置いた活動プログラムを展開しています。
生活行為とは人が生きていくうえで営まれる生活全般の行為を示し、食事やトイ
レなどの日常生活活動（ADL）、買い物や家事などの手段的日常生活活動（IADL）、
仕事や趣味、余暇活動などの行為すべてが含まれます。一時的にできなくなった、
また難しくなった生活行為をプログラムに取り入れ、その方法の再獲得や自分ら
しく生活できる意欲向上、介護予防が促進するよう支援いたします。さらに管理
栄養士の関わり強化により栄養改善、言語聴覚士によるコミュニケーションはも
ちろん、口腔機能の向上が図られるなど、通所介護と差別化したサービスを提供

しています。
定員に若干の空きがございます。不明な点等につ
いては担当相談員までご連絡ください。

インフォメーションインフォメーション

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：https://www.inaho-s-net.com

あとがき
　入所系のご利用者に対し新型コロナウィルスの予防接種
（4 回目）が 8 月より予定されています。新型コロナウィル
スの終息が見えない状況が続き、ご利用者にはご不便をお
かけしていますが、正しい情報を確認しながら適切なサー
ビスの提供が行えるよう努めていきます。

高田の郷通所リハビリテーション
支援相談員　青木（TEL）526-2558

高田の郷DCリニューアルについて

①利用定員を30名から21名に変更し、手厚くきめ細やかなサービスを提供
します。
②営業日は祝祭日を含む月～金曜日とし、切れ目のないサービスを提供します。
③3療法士（PT.OT.ST）の配置に加え、介護福祉士や看護師、管理栄養士が多
方面からサービスを支えます。
④多くの方のニーズにお応えできるようマシンの導入、魅力的な活動プログラ
ムを提供します。
⑤定期的なリハビリテーション会議の開催により、情報を共有し、効果を促進
する中で心身や生活機能を随時評価しながら目標の達成に向かいリハビリ
テーションを提供します。
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