
　１．法人の経営理念
（１）佛教的理念に基づく「和顔・愛語」を実践します。
（２）地域福祉事業の核としての組織づくりをします。
（３）権利擁護の絶対遵守を図ります。
（４）良質なサービス提供のための人材確保に努めます。
（５）情報開示と安全確保の徹底を期します。

　２．法人の経営方針
（１）法人の組織統括（ガバナンス）の確立と法令遵守（コンプライアンス）の徹底
（２）業務管理及び会計監視体制強化による経営性の向上
（３）キャリアパス制度による人材の育成と定着化の促進
（４）地域福祉の中心的リーダーとしての役割と、地域福祉ニーズへの即応体制強化

　３．理事・評議員会等の開催

平成３０年度事業報告及び決算監査
平成３０年度事業報告及び決算審議、
監査報告、理事及び監事の候補者について
平成３０年度事業報告及び決算審議、
監査報告、理事及び監事の選任について
理事長の選定について

定款変更、諸規程改正、補正予算案審議
事業進捗及び予算実績進捗状況報告等
定款変更、補正予算案審議
事業進捗及び予算実績進捗状況報告、
令和元年度補正予算案審議、諸規程改正、
慈光苑の改築に要する土地の取得について、
令和２年度事業計画及び当初予算案審議他
令和元年度第3回評議員会の開催の中止と決議
の省略について

令和元年度補正予算案審議、諸規程改正、
令和２年度事業計画及び当初予算案審議、　
慈光の改築に伴う土地の取得について

 

　４．監事監査
（１）５月２９日 平成３０年度事業及び決算について
（２）監査結果 　 事業報告は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示して

いると認めます。
　 理事の職務の遂行に関する不正の行為又は法令若しくは定款
に違反する重大な事実は認められません。
　 計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、収支
及び純資産の増減の状況を全ての重要な点において適正に表示
しているものと認めます。

３月１９日
決議の省略（みなし決議）

をもって実施
第３回評議員会

開催日
５月２９日 監事監査

中期経営計画等１０月８日

６月２４日

６月７日 第１回理事会

３月１7日
決議の省略（みなし決議）

をもって実施
第5回理事会

　

第１回評議員会

３月１２日

運営協議会

１１月６日 第３回理事会

第２回評議員会１１月１８日

第２回理事会

社会福祉法人　山陰家庭学院

第４回理事会

令和元年度　事業報告書

議　　　題委員会等名
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　５．内部監査
（１）実施方針
　　①運営監査室による法人内全事業所について計画的に実施する。
　　②監事の同行による指導を実施する。
（２）実施施設・事業所スケジュール
　　①各施設・事業所の運営状況及び経理状況について監査した。
　　②スケジュール

ゆうなぎ訪問（障がい）

　６．県・市指導監査、実地指導
県実地指導監査
　・松江学園（令和元年１１月２０日）
市実地指導監査
　・ゆうなぎ訪問（障がい）、ひまわりの家（令和元年１０月１７日）
　・通所はばたき（令和元年１０月２１日）
　・ゆうなぎ訪問（介護）、ゆうなぎホーム（令和元年１１月１３日）
　・うみ通所、なぎさ居宅（令和元年１１月１４日）

　７．その他事業予定
（１）辞令交付式 　４月　１日（月）
（２）法人感謝の集い 　６月２４日（月）
（３）ふれあい祭 　８月２４日（土）
（４）新規採用職員試験 　年３回実施（７～１１月）

　　１回目　７月１２日（金）
          受験者なし

　 　　２回目　８月９日（金）
          受験者なし
　　 以降　随時募集・試験
　　　　　１０月１１日（金）受験１名（採用）
　　　　　１０月２５日（金）受験１名（採用）

　８．主要事業
（１）山陰家庭学院「法人史」編纂事業
（２）経営の視点に基づいた各施設・事業所中期計画の策定（５年間）

・運営協議会で素案報告（１０月８日）
（３）業務管理及び会計監視体制の推進
　　①監査専任体制（運営監査室設置）の推進
　　②公認会計士による財務会計に関する内部統制の向上及び事務処理体制の向上
　　　に対する支援の実施
　　③事務統括者、会計統括者による各部門管理の推進
　　④副施設長会による業務管理・横断的連携の推進及び法規等の周知徹底
（４）各種専門家への業務委託
　　①弁護士、公認会計士、社会保険労務士による助言・相談体制の確立

ゆうなぎホーム、ゆうなぎ訪問

令和２年１月１６日 相談みのりの家

事業所
ひまわりの家
通所はばたき
センターはばたき

松江学園
みのりの家・第２みのりの家

うみ通所、なぎさ居宅

はばたき、はばたき短期
慈光苑

ゆうなぎ苑、ゆうなぎ短期

令和元年１０月２４日

令和元年１０月３１日

令和元年１２月６日
令和元年１２月５日　

令和元年１２月１８日

令和元年１０月２８日

実施日
令和元年９月１９日  
令和元年９月２６日  
令和元年１０月１０日

令和元年１０月１６日
令和元年１０月１１日
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（５）労働・安全衛生管理体制等リスクマネジメント体制の強化
　　①総括安全衛生管理者による職員の相談窓口設置等労働環境改善の推進

・メンタルヘルスケア電話相談「心のホットライン」（１０月２３日から開設）　通年６回
令和元年度３回実施 相談員…精神科看護学看護師（日本精神科看護協会会員）

　　②苦情処理、虐待防止等リスクマネジメント対策の推進及び人権擁護体制の強化
　　　（ア）高齢者虐待防止委員会（６月２０日実施）

・虐待防止体制及び身体拘束廃止の取組検討
・高齢者虐待防止研修会（９月２６日開催）

　　　（イ）障がい者虐待防止委員会（６月１３日実施）
・虐待防止体制及び身体拘束廃止の取組検討
・障害者虐待防止研修会（９月５日開催）

　　③施設・ＧＨ等退所者、一般就労者等地域自立支援のためのアフターケア体制の強化
　　　及び地域協力員の推進
　　　（ア）アフターケア体制整備会議（４月９日,５月１３日,７月５日

　 ９月１２日、１１月２２日、２月２５日開催）
・アフターケア対象者の現況報告及び支援調整

　　④職員のメンタルヘルスケア対策の推進

（６）人材の育成と定着化の推進及び人材の確保
　　①キャリアパス制度の理解促進と職員のモチベーション向上
　　②キャリアパス制度に基づく各種研修機会の充実

・各施設、事業所において研修計画を策定
　　③職員育成のためのメンター制度の確立
　　④「職員確保・離職防止ＰＴ」による職員確保対策の推進

・リクルートパンフレット作成（３月）
・就職フェアへの参加（６月１日６人に説明）
・松江市専門学校協議会合同企業・法人ガイダンス参加
（７月１８日３名参加）
・介護・看護就職デイ参加（１１月１日、３名参加）　
・合同企業説明会参加（１１月２７日、２名参加）
・ハローワークミニ面接会（１２月１８日、１名参加）
・福祉・医療・保育の事業所面談会（２月１９日、２名参加）

　　⑤人材確保に伴う採用活動のための定期的な学校訪問等の実施
　  ⑥専門職を確保するための養成制度の検討

・自発的教育訓練プログラム支援事業の実施（准看護師養成）
　　令和２年度から３年間予定

　　⑦有料職業紹介会社との契約を締結
　　⑧職員紹介制度の検討
　　⑨福祉・介護職員等特定処遇改善加算取得による処遇の更なる改善

（７）社会福祉法人としての地域貢献
　　①地域生活定着支援事業への協力

（地域生活定着支援センター運営委員会出席 ７月２５日）
　　②住まいの場の確保支援・自立支援対策への協力

・自立準備ホーム登録更新（慈光苑、障害者支援施設はばたき）
　　③地域ニーズの把握と地域貢献事業の実施

・松江市社会福祉法人連絡会参加
　幹事会（８月２２～２３日、９月２４日,１２月２６日）

  総会（１１月１７日）
　市民公開シンポジウム（２月２１日、松江市総合福祉センター）
・曹洞宗島根県第二宗務所研修会「終活フェア」相談コーナー協力
　（１１月２３日）

　　④島根町高齢者団体等との連携促進と活動への参加
・なごやか寄り合い事業参加、
・島根地域文化祭（健康コーナー）への参加（１１月３日）
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　　⑤地域交流事業の実施
・「ふれあい祭」（島根地区社協との合同事業）の開催（８月２４日）
・ゆうなぎカフェの開催（５月２２日、７月１３日、９月７日）
・ゆうなぎホーム拠点交流文化祭の開催（１１月１０日）

（８）防災・防犯対策の推進
　　①「防火・防災安全管理規程」に基づき全施設・事業所の防火・防
　　　災意識の向上
　　②「非常災害対策計画」「消防計画」「避難確保計画」に基づく
　　各施設・事業所の「具体的計画」の策定及び避難・消火訓練等の実施
　　③各施設・事業所毎の防犯対策推進

（９）ＡＩを活用したサービスの向上、業務省力化の推進
　　①腰痛予防機器等及びＡＩ機器等の導入の検討
（10）各施設・設備の整備検討、実施

・はばたき自活棟スプリンクラー整備
・ゆうなぎ苑空調整備　等

　９．本部業務・各委員会・各ＰＴ等組織
（１）本部業務
　　①総務部・・理事会、評議員会等各委員会担当
　　②サービス管理部・・行政監査・内部監査の対応、実施
　　③人事部・・職員配置、組織管理
　　④研修部・・法人研修の実施
　　⑤専門部・・各種部会の実施（ケアマネ部会、栄養士部会、会計部会、
　　　　　　　　看護師部会）
　　⑥施設長会、副施設長会の実施

・施設長会（４月２４日、６月３日、６月２０日、８月２９日
　　　　　　１０月２９日、１２月２０日、３月９日）
・副施設長会（毎月実施）

　　⑦運営監査室・・監査実施・対応・危機管理
　　⑧業務管理・・事務、会計統括
　　⑨統括安全衛生推進者・・リスクマネジメント
　　⑩アフターケア対策推進室・・施設等退所者、一般就労者地域自立支援
　　⑪高齢者、障害各連絡会

毎月実施（座長　障害：山崎施設長、高齢：堀江施設長）
・障がい福祉事業所シンポジウム（１１月２９日）

（２）各委員会
　　①苦情解決委員会

第三者委員（虐待防止委員会、懲戒委員会委員を兼ねる）
岸田委員（弁護士）　
今岡委員（学識経験者）

苦情解決委員会（２月２０日）
　　②感染症委員会：各拠点、各施設から委員を選出

毎月実施
　　③安全運転管理者委員会：各拠点、各施設から委員を選出

・毎月実施
・松江市交通安全モデル事業所に指定（２年間）
・安全運転ドライブコンテスト実施（１０月１日～３月３１日）
・法人安全運転講習会（１２月１７日　２回開催）

　　④防災担当者委員会：各拠点、事業所から委員を選出
毎月実施

　　⑤栄養士会：各拠点、事業所から委員を選出
毎月実施

　　⑥看護師会：各拠点、事業所から委員を選出
隔月実施
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    ⑦広報委員会（令和元年９月設置）
ホームページを活用した効果的な情報発信等検討
(９月４日、１０月３日、１２月４日)

（３）各ＰＴ
　　①ゆうなぎホーム拠点運営推進ＰＴ：経営・運営体制の検討

・ワーキング会議（８月７日）
　　②慈光苑整備ＰＴ：改築計画策定

・プロジェクト会議（５月１日、８月２７日、９月２日、１２月２０日）
・ワーキング会議（随時）、先進施設視察（６月１２日岡山
、６月２６日市内玉湯町、８月１，２日小野田市、益田市）

　　③職員確保・離職防止推進ＰＴ：法人ＰＲ、各就職フエア参加、
　　　　　　　　　　　　　　　　　新規職員等育成計画

・プロジェクト会議（５月３１日、１０月１１日）

　　④法人感謝の集いＰＴ：実行委員会組織
・６月２４日開催

　　⑤ふれあい祭ＰＴ：実行委員会組織
・８月２４日開催
　

　１０．法人役職員研修
（１）法人役職員に積極的な研修参加の呼びかけを行う
　　①全国社会福祉協議会、全国社会福祉法人経営者協議会主催研修

ア　社会福祉法人経営者大会（９月１２～１３日　１名参加）
イ　監事専門講座
（１０月２～３日職員１名、１０月７～８日監事２名参加）

　　②島根県社会福祉協議会、島根県社会福祉法人経営者経営者協議会
　　　主催研修

ア　社会福祉法人経営者セミナー（７月８日　３名参加）
イ　高齢者福祉サービス経営セミナー（９月３０日　２名参加）
ウ　地域福祉推進セミナー（１０月７日　２名参加）
エ　社会福祉法人連携セミナー（１１月２７日　１名参加）
オ　罪を犯した人の支援に携わる福祉関係者研修会
　　　（１２月９日　３名参加）

　　③松江市企業等同和問題研修推進連絡協議会主催研修
ア　総会・研修会（７月１６日　１名参加）
イ　企同協研修（１０月２９日　２名参加）
ウ　企同協視察研修（１１月６～７日　京都　１名参加）

（２）職員研修の実施
　　①クラス別研修の実施

ア　新規採用職員研修
　４月１６日実施　於：福祉支援センター３階会議室
 （反省会）２月１３日
　　　　　　　　　於：福祉支援センター３階会議室
イ　初任者職員研修
　５月１５日実施　於：福祉支援センター３階会議室
ウ　中堅職員研修
　６月１２日実施　於：福祉支援センター３階会議室
エ　指導的職員研修
オ　管理職研修
　７月１１日実施　於：福祉支援センター３階会議室

同時開催
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　　②危機管理研修（感染症予防、安全運転研修等）
ア　感染症予防対策（食中毒予防）研修会　
　 ７月４日（木）　於：慈光苑ホール

　　③各種テーマ・課題別研修（介護技術、マナー、医療、虐待防止、
　　　人権擁護等）

ア　リスクマネジメント研修会
　７月１１日実施　　於：福祉支援センター３階会議室
イ　医療研修会
　８月１日実施　　　於：福祉支援センター３階会議室
ウ　障害者虐待防止研修会
　９月５日実施　　  於：福祉支援センター３階会議室
エ　高齢者虐待防止研修会
　９月２６日実施　　 於：福祉支援センター３階会議室
オ　メンタルヘルス研修、人権研修会
　１１月１２日実施　於：支援センター３階会議室

　　④職場内テーマ別研究、ＯＪＴ）

（３）キャリアパス制度に基づく研修
　　①目標実践活動研修

各施設・事業所において通年で取組

　　②職位毎生涯研修（島根県社会福祉協議会人材センター主催）
参加者数

２名

２名

９名

２名

６名
７名

１名

６名

１名

７名
３名
２名

リスクマネジメント研修Ⅰ ３名
指導的職員研修Ⅱ ５名
リスクマネジメント研修Ⅱ ５名

３名
２名

中堅職員スキルアップ研修Ⅱ ２名

1名

６名

４名

11月20日採用担当者研修

10月16日
10月23日
10月30日
10月31日メンタルヘルス研修Ⅱ

10月2日
10月9日
10月10日

メンタルヘルス研修Ⅰ
人事管理研修Ⅱ
中堅職員スキルアップ研修Ⅰ

人権・権利擁護研修
【児童】

2月26日

11月21日

社会福祉法人会計実務研修
【上級コース】

12月11日

人権・権利擁護研修
【高齢・障がい】

2月14日

8月8日

９月１８日～１９日

10月21日

人事管理研修１
福祉職員キャリアパス対応生涯研修
【管理職員コース】

社会福祉法人会計実務研修
【初級コース】

指導的職員研修１ 9月25日

７月２４日～２５日

７月３０日～３１日

8月2日

福祉職員キャリアパス対応生涯研修
【中堅職員コース】

福祉職員キャリアパス対応生涯研修
【初任者コース】

労務管理研修

新任職員マナー研修
福祉職員キャリアパス対応生涯研修
【チームリーダーコース】

研修名 期日
4月24日

５月２２日～２３日

6/6


