
計

本部（按分） パソコン144台 17,815,140 リコージャパン

高
額
備
品
購
入
・
修
繕

本部（按分） 自動車任意保険 1,302,720 ㈱ほけんりんく（日新火災海上）

本部（按分） 定期健康診断 3,501,996 京都城南診療所

本部 消費税確定申告分 1,891,500 -
本部 消費税中間納付分 2,124,900 -

特養 人材紹介料(NS） 1,004,805 ㈱TS工建医療ワーカー

特養 人材紹介料(DR） 3,484,800 ㈱メディウェル

ショート 浴槽他 4,536,000 ㈱三笑堂
新大宮ナイト 緊急通報端末 1,012,000 扶桑電通株式会社

ショート 汚水管改修工事 1,533,600 都市建設㈱
ショート エレベータ改修工事 2,440,000 三精テクノロジーズ㈱

２０１９年度事業報告　資料   

＜第三者評価受診＞ 原谷こぶしの里デイサービス、姉小路デイサービス・居宅介護支援・ヘルパーステーション

＜職員の動向＞
正職員 契約職員 社保加入非常勤 その他 合計 新

卒
採
用

就職セミナー参加 36名
採用 27 8 5 56 28名
退職 19 5 12 40 76 うち入職者 12名

30 95 181 570

前年度

休
業
等

採用試験受験者

内定辞退率

96

前年度末在籍数 258 105 170 564

うち休業
労
災

３月末在籍数 264

46

54%
33

2019年度 前年度
介護福祉士 251 236 病気休業 29

2019年度 前年度

8

業務災害 11 6
社会福祉士 41 46 出産休業 10 14

0

0 2
ケアマネジャー 98 97 育児休業 16 13 通勤災害 3
実務者研修 2回・29名修了 2回・26名修了 介護休業 2 1 うち休業 2

GH姉小路

　　25名 　　18名 短時間勤務 7 9資格取得補助

※2020年4月30日現在

＜高額備品・修繕＞ ＜利用者負担軽減制度＞
事業所 品目・工事 価格 契約先 社会福祉法人　利用料軽減

資
格
取
得

2019年度

非常用自家発電設置 8,503,000 影近メンテ 2019年度 前年度
姉小路 厨房系統給水、給湯改修工事 1,120,000 ㈱影近メンテ 特養　軽減額 454千円

㈱SMSキャリア 2019年度

436千円
きぬかけ 薬剤処方箋業務委託 1,200,000 日本調剤㈱ 在宅　軽減額 669千円 553千円

11.58% 14.30%

きぬかけ 人材紹介料(NS） 1,074,276 ㈱TS工建医療ワーカー 老健　無料低額療養制度・独自軽減
きぬかけ 人材紹介料(OT） 1,111,793

1,925,000 ティーエスケー 無低減免金額 622千円

前年度
きぬかけ 人材紹介料(NS） 1,090,088 SMSキャリア 無低利用率

681千円
きぬかけ 分包機 2,365,000 ㈱三笑堂 室料独自軽減延べ 92 33名
きぬかけ 樹木伐採工事

きぬかけデイ LED化 2,570,508 ㈱大塚商会 配食制度外利用料減額
きぬかけ LED化 9,795,492 ㈱大塚商会 室料独自軽減額

シャワーキャリー 2,389,000 ㈱三笑堂 2019年度 前年度

1,080千円2,485千円

延べ参加数

延べ食数 2001食 3941食
減額総額 200,100円 394,100円

こぶしカフェ（原谷３施設） 11回 916名

＜指導監査、実地指導、行政監査・調査等＞ ＜カフェやサロンの実施回数と参加人数＞
実施日 対象事業所 名称 開催数

原谷こどもカフェ 10回 323名
こぶしの里サテライト今宮デイサービスセンター はつね　ふれあいサロン 9回 67名

聚楽・堀川　ほっこりヨガサロン 11回 147名
法人 姉カフェ（姉小路・認知症カフェ） 11回 216名

金閣こぶしの里（小規模、ヘルパー）

北山杉「喫茶いっぷく」 8回 465名

部会　１２回
ストレスチェック  8月　358名

ボランティア茶論 11回 116名
71回 2250名

安
全
衛
生

深夜業健診

広報誌ななの　　　うち通勤時　0件
年4回発行

　　　他　 5名・延   日

職員健診 　9月　358名
ケアマネ 0名・延   0日

ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞ予防接種補助　264名

看護師 18名・延  82日
　2.3月　96名

　　　計   38名・延 340日

実務者研修2名・延4日

安
全
運
転

管理者講習の受講　3名

車両事故報告　28件

ボ
ラ
ン

テ
ィ
ア 実

習
受
入

管理栄養士 0名・延0日

＜専門部の概要＞

介護保険法実地指導
特養こぶしの里サテライト今宮

感謝の集い　11月27日31名

業務ボラ 　延べ108人
訪問ボラ　149件 延べ243人 介福士  0名・延    0日

採
用
・
退
職

社福士 13名・延 254日

7月30日

10月24日
税務調査 1月28、29日

老人福祉法指導監査 7月30日 特養こぶしの里サテライト今宮

ショート


