
社会福祉法人 なごみの社

特別養護老人ホーム菜の花館
A special nursing home for the aged  NANOHANAKAN



【菜の花館 理念】

【その人らしく いきいきと】

〇地域の中で暮らす
〇その人らしく普通に暮らす
〇在宅から継続した生活を続ける

【基本方針】

ニーズに合わせたサービスの提供を目指します
地域に開かれた透明性のある事業所を目指します
すべての職員がいきいきと働ける事業所を目指します



【ポイント】

全室個室対応となっており、個人の生活スタイルを尊重すること
ができます。また１０人の少人数グループを一つのユニットとし
て分けることでよりきめ細やかな介護ケアを行うことができます。

１ ユニット型指定介護老人福祉施設

当施設では特別養護老人ホームのほかにデイサービスセンター、
ショートステイ、ケアマネ事業所が併設されており、さまざまな
状態の利用者様のケアマネジメントから通所、入居といったサー
ビスを提供することができます。

２ 充実した併設サービス

新人教育から一般スタッフまでの職員教育が充実しており、定期
的に勉強会を実施し、知識・技術の向上に努めています。

３ 充実した教育プログラム

同一グループの施設に沼田脳神経外科循環器科病院と沼田クリ
ニックがあるため状態の急変時や体調不良時にも迅速な対応が行
えます。

４ 医療機関のバックアップ



【教育】

【スキルアップ】

新入職員に関しては、４日間の入職時オリエンテーションを実施しています。
また、リーダー研修や現任者教育も年間教育計画に沿って積極的に実施してい
ます。

介護職として知識や技術の質を高め
充実した教育体制を提供します

より質の高い介護サービスの提供を目標に
各種認定資格の取得にも力を入れています

在籍職員資格取得 一覧
（菜の花館本町通り・菜の花館園原・みんなんち園原含む）

人数

介護福祉士 ７６名
群馬県認定介護福祉士 １名
認知症介護実践者研修修了者 ４８名
認知症介護リーダー研修修了者 １３名
認知症対応型サービス事業管理者研修修了者 ７名
認定特定行為業務従事者（喀痰吸引行為研修 ５０時間修了者） ６３名
認定特定行為業務従事者（喀痰吸引行為研修 １４時間修了者） ８名
介護福祉士実習指導者研修修了者 ２０名
初任者研修修了者（旧ヘルパー２級取得者） ９名
ユニットケアリーダー研修修了者 １１名
認知症ケア専門士 ２名
社会福祉士 ２名
社会福祉主事 ２名
看護師 ７名
准看護師 ９名
喀痰吸引指導者 ４名
管理栄養士 ３名
歯科衛生士 ３名
介護支援専門員（ケアマネジャー） １４名
理学療法士 ４名
作業療法士 1名
言語聴覚士 １名
心臓リハビリテーション指導士 ２名
呼吸療法認定士 ３名
認定理学療法士 (呼吸) １名

実務者研修やリーダー研修などは出張扱いとなるよう優先的に勤務調整を行います。また、
研修費用の援助を行うなど職員の資格取得やキャリアアップを施設として支援しています。職
員の「どうすれば給料が上がる？」「どうすれば偉くなれる？」に応えるべく、キャリアパス
の整備にも力を入れ、昇格・昇給の明確化を行っています。



【勉強会】 全職員対象に知識・技術の向上に努めています

4月 新人オリエンテーション（３日間）
法令遵守・介護保険制度
処遇改善加算&キャリアパスの説明

5月 認知症ケアについて

6月 食中毒について

7月 リーダー対象 リーダー研修
プリセプター制度（リーダー推薦者対象）

8月 身体拘束（伝達講習）
リスクマネジメント

9月 感染について

口腔ケアについて

事故・ヒヤリについて
10月 褥瘡について
11月 介護福祉士対策講座

看取り
ノロウィルスシミュレーション
喀痰吸引実技確認（資格保持者）

12月 接遇マナー

身体拘束・虐待について

医療知識

「内部研修」

「外部研修」

実習指導者講習会
ユニットリーダー研修
喀痰吸引等研修
認知介護実践リーダー研修
認知介護実践者研修
雇用管理改善ミニセミナー
ターミナルケア研修
介護チャレンジ
BLS研修

認知症ケアに関する研修会（リスクマネジメント）

魅力ある職場づくりのための経験交流介
介護過程の展開力を培う研修
褥瘡ケアの基本とスキンケアの実際
福祉施設中堅職員研修Ⅰ･Ⅱ

チームリーダーキャリアアップ研修

3月 事例発表



【福利厚生】 質の良いサービスを提供するために職員の
ワークライフバランス推進に力を入れています

定期的にサークル活動や食事会など行っています。サークル活動では、バスケ
やバレー、インディアカなどのスポーツを通して共に汗を流し、チームワークを
高めています。また、夏にはバーベキューを開いたり、呑み会などをして交流を
深めています。

サークル活動や職員交流の場も充実

なごみの杜では、職員が自由に使えるジムが設置されております。休みの日や
空いた時間を自由に使って利用することができます。同系列病院のリハビリ職
員も利用しているため、分からないことなどあれば気軽に運動方法など相談に
ものってくれます。

職員専用フィットネスジム(菜の花館本町通り１階スペース)

職員だって体力づくりや健康管理が大切

ワークライフバランスの取組み
ワークライフバランス：ワーク(仕事)とライフ(生活)のバランスをとること

保育施設完備
法人内に保育園があるため

産後も安心して働くことが出来ます

家族手当
配偶者やお子さんのいる方を

対象に支給します

夏季特別休暇
プライベートの充実を目的とし

３日間のリフレッシュ休暇を支給します

処遇改善加算の取得
介護職員のキャリアアップに準じた
賃金の改善に努めています

育児休暇・子の看護休暇
短時間勤務制度

育児支援体制が充実しています



新入職員や先輩職員の声！

美味しい食事や行事もたくさん！

福祉系の高校を卒業し菜の花館に入職しました。まだ、分からないこ
ともありますが、先輩職員の方が優しくサポートしてくれるので楽しく仕
事をしています。

木暮 羽純
（入職 １年目）

菜の花館は処遇改善にも力をいれており、給与面において優遇されて
いると思います。また、内部研修や外部研修も充実しており、多くの研修
会に参加出来ています。その他にも、個々のスキルアップとして事業所
の協力もあり、働きながら社会福祉士の資格を取ることもできました。大嶋 良太

（入職 １０年目）

高校卒業後に菜の花館で実務経験を積み、無事に介護福祉士の資格
を取得できました。実務者研修も出張扱いで行かせてもらい仕事と休
みのバランスがきちんと取れる環境です。委員会活動などでは行事を
行い楽しく仕事が出来ています。

林 秀俊
（入職 ８年目）



入居者様の安心・安全を第一に高いリスク管理のもと、介護サービスを提供しています。介護
福祉士をはじめ看護師、管理栄養士、理学療法士、言語聴覚士、ケアマネジャーといった様々な
専門職種を配置し多職種共同のケアプランのもとユニットケアを行っています。またグループ内
医療機関のバックアップもあるため入居者様の体調不良時や急変時にも迅速な対応が行えます。

菜の花館の特徴 （入居定員７０床）

◆ 充実した専門スタッフによるユニットケア

特別養護老人ホーム菜の花館

沼田脳神経外科循環器科病院 沼田クリニック

◆ 連携医療機関



事業所概要
利用定員：4３名
対 象 者 ：介護保険で要支援・要介護に認定された方
利 用 日 ：月～土曜日（祝日も営業） 年末年始も営業します
利用時間：午前９時００分～午後３時４０分
営業地域：沼田市・昭和村・川場村・みなかみ町、渋川市
職員配置：介護職員 １４名（うち介護福祉士 11名）

看護職員 １名
理学療法士 ２名
言語聴覚士 １名
運転手 ５名

利用者様のご要望に応えるため、入浴・長時間利用・リハビリ
テーション・外出行事等を充実させたサービスを提供しています。
介護職員以外にも看護職員・理学療法士・言語聴覚士といった専門
職種の配置やリハビリテーションマシンの設置も特色の一つです。
ショートステイサービスも併設されているため宿泊対応も可能です。

菜の花デイサービスセンター

メドマー レッグプレス エルゴメーター
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事業所概要
利用定員：１０名
対 象 者 ：介護保険で要支援・要介護に認定された方
利 用 日 ：年中無休（ただし日曜日の送迎は制限有り）
利用時間：午前９時００分～午後３時４０分
営業地域：沼田市・昭和村・川場村・みなかみ町・渋川市
職員配置：介護職員 看護職員 管理栄養士

理学療法士 言語聴覚士

ショートステイとは、在宅介護中の高齢者の心身の状況や病状に
合わせて、介護する方の介護負担軽減や一時的に介護ができない場
合の介護をする目的で、短期間施設に入所し、日常生活全般の介護
を受けることができるサービスのことです。看護職員や管理栄養
士・理学療法士の配置もあるため医療機関退院直後の利用（リハビ
リテーション含む）にも対応します。

ショートステイ菜の花館



【他事業所の紹介】

１

菜の花館園原

地域密着型特別養護老人ホーム
ショートステイ

地域密着型特別養護老人ホーム
看護小規模多機能型居宅介護

菜の花館本町通り
ナーシングケア本町通り

みんなんち園原

グループホーム（認知症対応型共同生活介護）

デイサービス（認知症対応型通所介護）

沼田地域や園原地域にも
同法人の介護施設があります

<介護サービス>

<介護サービス>

<介護サービス>



特別養護老人ホーム菜の花館 施設長 志摩 耕平
電 話 ０２７８－３０－３３３１

お問い合わせフォームよりお問い合わせ下さい

社会福祉法人なごみの杜
特別養護老人ホーム菜の花館

住 所 〒379-1203
群馬県利根郡昭和村糸井1757-311

電 話 ０２７８－３０－３３３１
ＦＡＸ ０２７８－３０－３３３２

ＵＲＬ https://kijokai.or.jp/nanohanakan/

菜の花館に関するご意見・ご質問は下記までお願いします。

https://kijokai.or.jp/nanohanakan/
https://kijokai.or.jp/nanohanakan/

