
令和２年度事業報告 

 

社会福祉法人日本原荘 

 

１．概要 

 今年度は、第８期介護保険事業計画を策定する年であり、社会保障審議会介護保険

部会では、団塊の世代が７５歳以上となる２０２５年と、その先の現役世代が減少し、

団塊ジュニア世代が高齢者になり、高齢者人口がピークを迎える２０４０年も見据え、

必要な制度の整備や強化する取り組みがまとめられ、その方向性が示された 

 当法人においても、総人口減少と生産年齢人口の減少に直面するなか、多方面から

人材を確保し事業推進の安定に努め、地域包括ケアシステムの推進の一翼を担いなが

ら、適正で良質な介護・福祉サービスを提供した。 

 また、法人の責務でもある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、２名の生活困窮者には延べ３７日間の就労体験の場を提供するとと

もに、他法人と連携して生活困窮者支援事業を行い、発災時の備えとして災害派遣福

祉チーム員の養成にも取り組んだ。 

 従業者についても、働きやすい環境を整え、生活との調和を保ちつつ、意欲と能力

等に応じた多様で柔軟な働き方ができるように努めた。 

 

２．事業収支状況 

   収入面では、高稼働率維持等による安定収入確保への意識向上を図り、更に介護職

員等特定処遇改善加算等各種加算の算定による増収に努めた。拠点別では、日本原荘

拠点、同ユニット拠点、第２日本原荘拠点、第３日本原荘拠点、ケアハウスかつた拠

点については目標稼働率をほぼ達成したことにより前年度対比増収となる。一方、介

護老人保健施設（公益）拠点では今年度において栄養ケアマネジメント加算の未算定

による前年度対比減収、かつた拠点では通所の稼働率が大幅に低迷したことを主な要

因として同減収となるも、法人単位事業活動収入計は同対比 24,871 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に係る手当が前年度対比 16,352

千円増、昇給による費用増、これに伴う法定福利費増などを要因として人件費同対比

50,191 千円増、事業費については新型コロナウイルス感染対策等衛生物品の買増し

により消耗器具備品費前年度対比大幅増となるも、電力供給業者変更等による水道光

熱費削減などにより事業費同対比 11,705 千円増となる。事務費は修繕費前年度対比

増、新型コロナウイルス感染対策等衛生物品買増し等により事務消耗品費同対比増と

なるも、事務費計上のリース料について処理科目を賃借料（業）へ変更したことによ

り事務費同対比 4,576 千円減となり、法人単位事業活動支出計は同対比 59,460 千円

増、事業活動資金収支差額は同対比 34,589 千円減と収益を圧迫するものとなった。



職員確保が困難な状況下での人件費の大幅増（前期対比 4.33％増）、及び人件費比率

71.97％（前期対比 1.67ポイント増）について課題はあるも当期資金収支差額合計は

22,612千円計上となり、財務面において今年度も健全な運営に徹したと評価できる。 

 

 

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 29名  延人数 350名） 

④ 配食サービス事業（登録者数 77名  延配食数 11,697 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  1,870千円 

⑥ 生活支援サポーター活動（利用者数 8名 延利用数 99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 

⑤障害者の中間的就労支援（令和 2年度 2名 延 16日間） 

  ⑥勝北集いの場「福ちゃん家」の設置運営 

  ⑦中学校等の福祉教育活動における職員派遣 

（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） 

  簡易陰圧装置設置、ホールトイレ改修、スプリンクラー設備修理、浴室漏水修

理、クロス張替改修、ボイラー修理、他 

・特別養護老人ホーム日本原荘（ユニット型） 

  エレベーター保護装置設置、エアコン洗浄、床洗浄、チェアインバス修理、食

器乾燥機修理、他 

・軽費老人ホーム第２日本原荘 

  浴室及び給湯設備改修、雨漏り修理、厨房網戸設置、エアコン修理、他 

・デイサービスセンター日本原荘 

  浴室設備改修（旧デイサービス） 

・津山ナーシングホーム 

   エアコン設置及び改修、療養室床改修、自動ドア装置一式取替改修、スチーム

コンベクション購入、チェアインバス購入、電気温水器設置、他 

 ・総合ケアサービスセンターかつた 

   フェンス工事、手洗い器自動水栓取替改修、ホール照明更新（LED）、施設内

給排管修理、エレベーター機能維持修理、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 

美作高等学校 普通科福祉コース 2年 9/7～9/11 4 介護実習 

美作大学 生活科学部 児童学科 2年 9/7～9/11 2 介護等体験 

美作大学 生活科学部 社会福祉学科 4 年 25日間 2 社会福祉士相談援助実習 

合計 8名 延人数 80名 

○津山ナーシングホーム 

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 

実習受入未実施  0  

 

 

７．外部監査 

   令和２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 職員研修旅行は新型コロナウイルス感染症流行の為中止とした。 

 

 

９．職員の研修助成 

  ・県内研修会、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 

・新型コロナウイルス感染拡大に伴い、オンライン研修の受講機会が増加した為、 

特別養護老人ホーム日本原荘ユニット型１階において無線 LAN（Wi-Fi）環境

を整備した。 

 

 

１０．借入金の償還 

令和２年度は元利金合計 84,608千円を償還した。 

（内訳 元金 77,624千円  利息 6,984千円） 

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） 28,024 4,304 32,328 

（特養）第３日本原荘 14,338 1,462 15,800 

デイサービスセンター日本原荘 4,562 465 5,027 

（老健）津山ナーシングホーム 22,828 606 23,434 

総合ケアサービスセンターかつた 7,872 147 8,019 

計 77,624 6,984 84,608 

 

 

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２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３件、その他に関する苦情１件であった。 

日本原 ０件 

津山  １件（その他１件） 

かつた ５件（ケア２件、職員の言動・態度３件） 

 



１２．理事会・評議員会 

〇理事会 

令和２年５月２１日（木） 

・令和元年度事業報告（案）について 

・令和元年度収支決算報告（案）について 

・監査報告について 

・就業規則変更（案）について 

・給与規程変更（案）について 

・経理規程変更（案）について 

・資金運用規程変更（案）について 

・資金運用計画（案）について 

・津山ナーシングホーム管理者変更について 

・津山ナーシングホーム及び（介護予防）短期入所療養介護運営規程変更（案）

について 

・津山ナーシングホーム（介護予防）通所リハビリテーション運営規程変更（案）

について 

・評議員選任・解任委員会の招集について 

・定時評議員会の招集について 

・その他報告事項 

令和３年１月１５日（金） 

・令和２年度資金収支第１次補正予算（案）について 

・定款細則変更（案）について 

・規程等管理規程（案）について 

・リスク管理規程（案）について 

・内部監査規程（案）について 

・個人情報保護規程（案）について 

・コンプライアンス規程（案）について 

・監事監査規程（案）について 

・津山ナーシングホーム管理者変更（案）について 

・津山ナーシングホーム及び（介護予防）短期入所療養介護運営規程変更（案）

について 

・津山ナーシングホーム（介護予防）通所リハビリテーション運営規程変更（案）

について 

・評議員選任・解任委員会の招集について 

・評議員会の招集について 

・その他報告事項 



令和３年３月１２日（金） 

・令和２年度資金収支第２次補正予算（案）について 

・令和３年度事業計画（案）について 

・令和３年度収支予算（案）について 

   ・各事業所運営規程変更（案）について 

   ・給与規程変更（案）について 

   ・パワーハラスメント防止規程変更（案）について 

   ・育児休業・介護休業等に関する規則変更（案）について 

   ・職務権限規程制定（案）について 

   ・業務分掌規程制定（案）について 

   ・稟議規程制定（案）について 

・人事案件について 

・評議員選任・解任委員の選任について 

・評議員会の招集について 

・その他報告事項 

〇評議員会 

 令和２年６月１２日（月） 

・令和元年度事業報告（案）について 

・令和元年度収支決算報告（案）について 

・監査報告について 

・就業規則変更について 

・給与規程変更について 

・経理規程変更について 

・資金運用規程変更について 

・資金運用計画について 

・津山ナーシングホーム管理者変更について 

・津山ナーシングホーム及び（介護予防）短期入所療養介護運営規程変更につ 

いて 

・津山ナーシングホーム（介護予防）通所リハビリテーション運営規程変更に 

ついて 

・評議員選任・解任委員会の招集について 

・その他報告事項 

令和３年１月２９日（金） 

・令和２年度資金収支第１次補正予算（案）について 

・定款細則変更について 

・規程等管理規程について 



・リスク管理規程について 

・内部監査規程について 

・個人情報保護規程について 

・コンプライアンス規程について 

・監事監査規程について 

・津山ナーシングホーム管理者変更について 

・津山ナーシングホーム及び（介護予防）短期入所療養介護運営規程変更につ 

いて 

・津山ナーシングホーム（介護予防）通所リハビリテーション運営規程変更に 

ついて 

・評議員選任・解任委員会の招集について 

・その他報告事項 

   令和３年３月２４日（水） 

・令和２年度資金収支第２次補正予算（案）について 

・令和３年度事業計画（案）について 

・令和３年度収支予算（案）について 

   ・各事業所運営規程変更について 

   ・給与規程変更について 

   ・パワーハラスメント防止規程変更について 

   ・育児休業・介護休業等に関する規則変更について 

   ・職務権限規程制定について 

   ・業務分掌規程制定（案）について 

   ・稟議規程制定（案）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。 


