
令和元年度事業報告 

 

社会福祉法人日本原荘 

 

１．概要 

 「平成」から「令和」と改元され、新しい時代の幕が開き、１０月には軽減税率の

対象となる品目を除き、５年半ぶりに消費税が引き上げられ１０％となった。 

 増税に合わせた１０月の介護報酬改定では、介護人材の処遇改善が行われ、合わせ

て基本単位数等の引き上げや、区分支給限度基準額、補足給付に係る基準費用額が引

き上げられた。 

 このような背景のなか当法人においても、介護職員を中心にして全職員を対象に賃

金の改善を行い、令和２年度から施行される働き方改革法案等に対応できるよう、諸

規定を見直した。 

 介護・福祉サービスの提供については、各拠点の事業所が有する機能を発揮し、ご

利用者が安全で安心して過ごしていただけるように努めた。また、独居、高齢世帯等

には、生活支援サポーターと協働して日常生活に必要な支援や、集いの場を提供し、

配食サービスも実施した。 

 ご利用に際し、社会福祉法人の利用者負担軽減制度や、無料又は低額介護老人保健

施設利用事業を実施し、生活困窮者等の就労支援では２名の対象者で延べ５３日間の

就労体験の場を提供した。 

 

２．事業収支状況 

   収入面では、施設長会議等で安定収入確保に対する意識向上を図り、高稼働率の維

持、介護職員等特定処遇改善加算他、各種加算の算定による増収に努めた。拠点別で

は、日本原は特別養護老人ホーム日本原荘（従来型）及び（ユニット型）について稼

働率は前期対比微減で推移となるも、特別養護老人ホーム第３日本原荘について稼働

率は同対比増、在宅部門ではデイサービス利用者について入院、短期入所等により利

用者数減、津山ナーシングホームは年間通じて加算型維持するとともに稼働率は同対

比増、かつたは入院者増による一時的な影響があるも、年間通じて安定推移し稼働率

は同対比増などにより、法人単位事業活動収入計は同対比 27,074 千円増となった。 

支出面では、人件費は介護職員等特定処遇改善加算分支給等により前期対比 27,928

千円増、事業費は電力供給業者変更、節水装置導入等による水道光熱費削減、前年度

の第３日本原荘移転諸経費分減を主な要因として同対比 10,075 千円減、事務費は修

繕費同対比減少、前年度の第３日本原荘移転諸経費分減を主な要因として同対比

11,275 千円減などにより、法人単位事業活動支出計は同対比 5,067 千円増となるも、

事業活動資金収支差額は同対比 22,007 千円増となり、財務面において今年度も安定



した健全経営を達成した。 

 

３．実施事業内容 

① 入所施設 

（特養）日本原荘 ３８名（従来型）・短期１２名 

（特養）日本原荘 ８０名（ユニット型） 

（特養）第３日本原荘 ５０名 

（軽費）第２日本原荘 ５０名 

（老健）津山ナーシングホーム ９２名 

（特養）総合ケアサービスセンターかつた ２９名・短期１２名  

（特定・一般）ケアハウスかつた ２０名 

② 在宅サービス 

Ⅰ 通所介護 Ⅱ 短期入所事業 Ⅲ 訪問介護 

Ⅳ 居宅介護支援 Ⅴ 在宅介護支援センター 

③ 放課後学童保育事業（登録者数 37名  延人数 462名） 

④ 配食サービス事業（登録者数 63名  延配食数 11,115食） 

⑤ 低所得者に対する社会福祉法人利用者負担軽減制度事業・無料又は低額老人

保健施設利用料減免事業 

軽減金額  1,957千円 

⑥ 生活支援サポーター活動状況 

令和元年度（利用者数 14名 延利用数 282名） 

平成 30年度（利用者数 16名 延利用数 329回） 

 

４．地域における公益的な取組み実施状況 

  ①生活支援サポーターと協働による高齢者世帯への生活支援の実施 

  ②在宅高齢者向けの相談窓口を設置し、勝北圏域内の高齢者ニーズ把握の実施 

③独居高齢者、高齢世帯を対象とした配食サービスの実施 

  ④生活困窮者自立支援活動（令和元年度 27日間） 

⑤障害者の中間的就労支援（令和元年度 2名 延 53日間） 

  ⑥勝北集いの場「福ちゃん家」の設置運営 

（令和元年度 46回開催 計 940名参加） 

  ⑦中学校等の福祉教育活動における職員派遣 

（令和元年度 勝北中学校 2回派遣 津山中央看護専門学校 14回派遣） 

  ⑧災害時における各種支援活動の実施 

 

 



５．施設整備・各所修繕 

・特別養護老人ホーム日本原荘（従来型） 

  旧厨房ホール化改修、ホール中庭デッキ設置、ブロック塀改修、スプリンクラ

ー補助加圧ポンプ設置、床暖房用ヒーター修繕、給水管漏水修繕 他 

・特別養護老人ホーム日本原荘（ユニット型） 

  非常用自家発電設備整備、全自動洗濯機修理、入浴設備修理、流し台混合栓修

繕、食器乾燥機修繕、他 

・軽費老人ホーム第２日本原荘 

  ２階トイレ改修、居室トイレ改修、浴室漏水修繕、屋外排水桝取替 他 

 ・日本原荘学童保育事業 

   ハーフウェイハウス屋外整備、トイレ換気扇設置 他 

・津山ナーシングホーム 

   空調設備更新、給湯設備更新、厨房小型昇降機修繕、天井裏漏水修繕、トイレ

修繕、合併処理施設補修 他 

 ・総合ケアサービスセンターかつた 

   法面復旧工事、アスファルト整備、入浴設備更新、給湯加圧給水ポンプ交換、

給湯チラー送風機部品交換、温水循環ポンプ交換、ポンプ室熱源盤制御修繕 

他 

 

６．施設実習・施設見学実習・視察研修 

○日本原荘 

学校等名称 実習期間 人数 内容 

勝間田高等学校 総合学科 2年 7/9～7/11 1 インターンシップ体験 

岡山県立誕生寺支援学校 弓削校地 6/3～6/14 1 産業現場等実習 

岡山県立北部高等技術専門校ケアサービス科 5/8 3 介護実習 

          〃 8/22～8/23 2 〃 

          〃 9/3～9/4 2 〃 

美作大学 生活科学部児童学科 2 年 8/5～8/9 2 介護等体験 

〃 9/9～9/13 1 〃 

佛教大学 文学部日本文学科 2年 11/11～11/15 1 〃 

美作大学 生活科学部食物学科 3 年 6/17～6/21 4 管理栄養士養成臨地実習 

朝日医療大学校 理学療法学科 8/19～9/7 1 臨床実習（地域実習） 

〃 2/24～3/2 1 臨床実習（介助実習） 

津山市立勝北中学校 2年 6/4～6/6 4 職場体験 

津山市立勝北中学校 3年 7/30～8/1 3 夏のボランティア 

津山市立勝北中学校 1年 11/12 58 施設訪問 



美作大学 生活科学部社会福祉学科 2年 8/8 23 施設見学 

津山中央看護専門学校 2 年 10/8 41 施設見学 

雲南地区福祉施設協議会 11/27 12 視察研修 

合計 160名 延人数 255名 

 

○津山ナーシングホーム 

学校等名称 実習期間 人数 内容 

美作高等学校 普通科福祉コース 6/17～1/25 1 介護実習 

〃 6/17～12/9 1   〃 

岡山県立北部高等技術専門校ケアサービス科 8/22～8/29 2 介護実習 

〃 8/30～9/10 2   〃 

〃 2/21～2/28 2   〃 

美作大学 生活科学部食物学科 4 年 6/3～6/14 1 管理栄養士養成臨地実習 

美作高等学校 7/22～8/20 8 夏のボランティア 

合計 17名 延人数 119名 

 

〇総合ケアサービスセンターかつた  

学校等名称 実習期間 人数 内容 

美作市立勝田中学校 7/3～7/6 2 職場体験 

美作市立勝田中学校 7/24～8/9 10 夏のボランティア 

合計 12名 延人数 24名 

 

７．外部監査 

   令和元年度においては、宮崎公認会計士事務所による「財務会計に関する事務

処理体制の向上に対する支援」、「財務会計に関する内部統制の向上に対する支

援」を定期的（年６回）に実施し、事務処理、内部統制に関し改善に努めた。 

 

８．職員の福利厚生 

健康管理 血圧・体重測定・胸部レントゲン撮影・成人病検診・腰痛検査・ 

メンタルヘルス調査 

福利厚生 職員研修旅行（１泊２日 伊勢方面） 

 

９．職員の研修助成 

   県内外研修会、セミナー参加費・旅費の助成 

   介護福祉士実務者研修費用の半額助成 

   喀痰吸引等研修受講費用の半額助成 

 



１０．借入金の償還 

令和元年度は元利金合計 86,468 千円を償還した。（内訳 元金 78,683 千円  

利息 7,785千円） 

事業別内訳                           （単位：千円） 

施設名 償還元金 支払利息 計 

（特養）日本原荘（ユニット型） 27,318 4,746 32,064 

（特養）第３日本原荘 10,753 1,527 12,280 

デイサービスセンター日本原荘 3,422 486 3,908 

（老健）津山ナーシングホーム 24,678 733 25,411 

総合ケアサービスセンターかつた 12,512 293 12,805 

計 78,683 7,785 86,468 

 

１１．苦情受付 

   施設長会議で苦情内容を報告し、迅速に対応することで早期解決に努めた。ま

た、７月に苦情解決第三者委員会を開催し、第三者委員の助言を頂き、再発防止

策等審議した。令和元年度はケアの内容に関する苦情２件、職員の言動及び態度

に関する苦情６件、その他に関する苦情１件であった。 

日本原 ６件（ケア２件、職員の言動・態度４件） 

津山  ０件 

かつた ３件（職員の言動・態度２件、その他１件） 

 

１２．理事会・評議員会 

〇理事会 

令和元年５月２４日（金） 

・平成３０年度事業報告（案）について 

・平成３０年度収支決算報告（案）について 

・監査報告について 

   ・就業規則変更（案）について 

   ・嘱託職員就業規則変更（案）について 

   ・臨時職員等就業規則変更（案）について 

   ・給与規程変更（案）について 

   ・理事及び監事選任（案）について 

   ・第三者委員選任（案）について 

   ・総合ケアサービスセンターかつた法面復旧に関する工事について 

・定時評議員会の招集について 

・その他報告事項 



令和元年６月１３日（木） 

   ・理事長の選定について 

令和元年９月１８日（水） 

   ・報酬改定等に係る各事業所運営規程変更（案）について 

   ・就業規則変更（案）について 

   ・給与規程変更（案）について 

   ・津山ナーシングホームにおける空調設備改修及び給湯設備改修工事について 

   ・特別養護老人ホーム日本原荘（従来型）厨房改修工事について 

   ・令和１年度資金収支第１次補正予算（案）について 

   ・評議員会の招集について 

   ・その他報告事項 

令和元年１２月１０日（火） 

   ・令和１年度資金収支第２次補正予算（案）について 

   ・特別養護老人ホーム日本原荘敷地北面フェンス改修工事について 

   ・特別養護老人ホーム日本原荘（ユニット型）非常用自家発電設備整備工事に

ついて 

   ・評議員会の招集について 

   ・その他報告事項 

令和２年３月１０日（火） 

     ・令和元年度資金収支第３次補正予算（案）について 

     ・令和２年度事業計画（案）について 

     ・令和２年度収支予算（案）について 

     ・就業規則変更（案）について 

     ・定年後嘱託者再雇用規程変更（案）について 

     ・嘱託職員就業規則変更（案）について 

     ・臨時職員等就業規則変更（案）について 

     ・給与規程変更（案）について 

     ・デイサービスセンター日本原荘指定通所介護事業運営規程変更（案）につ

いて 

     ・デイサービスセンター日本原荘介護予防・日常生活支援総合事業第１号運

営規程変更（案）について 

     ・人事案件について 

     ・評議員の招集について 

     ・その他報告事項 

 

 



〇評議員会 

   令和元年６月１３日（木） 

・平成３０年度事業報告（案）について 

・平成３０年度収支決算報告（案）について 

・監査報告について 

   ・就業規則変更について 

   ・嘱託職員就業規則変更について 

   ・臨時職員等就業規則変更について 

   ・給与規程変更について 

   ・理事及び監事選任（案）について 

   ・第三者委員選任について 

   ・総合ケアサービスセンターかつた法面復旧に関する工事について 

・その他報告事項 

   令和元年１０月１日（火） 

・報酬改定等に係る各事業所運営規程変更について 

   ・就業規則変更について 

   ・給与規程変更について 

   ・津山ナーシングホームにおける空調設備改修及び給湯設備改修工事について 

   ・特別養護老人ホーム日本原荘（従来型）厨房改修工事について 

   ・令和１年度資金収支第１次補正予算（案）について 

   ・その他報告事項 

 令和２年１月１９日（木） 

・令和１年度資金収支第２次補正予算（案）について 

   ・特別養護老人ホーム日本原荘敷地北面フェンス改修工事について 

   ・特別養護老人ホーム日本原荘（ユニット型）非常用自家発電設備整備工事に

ついて 

   ・その他報告事項 

   令和２年３月２７日（金） 

・令和元年度資金収支第３次補正予算（案）について 

     ・令和２年度事業計画（案）について 

     ・令和２年度収支予算（案）について 

     ・就業規則変更について 

     ・定年後嘱託者再雇用規程変更について 

     ・嘱託職員就業規則変更について 

     ・臨時職員等就業規則変更について 

     ・給与規程変更について 



     ・デイサービスセンター日本原荘指定通所介護事業運営規程変更について 

     ・デイサービスセンター日本原荘介護予防・日常生活支援総合事業第１号運

営規程変更について 

     ・人事案件について 

     ・その他報告事項 

 

１３．事業報告の附属明細書 

   事業報告の内容を補足する重要な事項がないため、事業報告の附属明細書は 

   作成していない。 


