
社会福祉法人　静和会

現況報告書（平成31年4⽉1⽇現在） 別紙１

１．法人基本情報

(1)都道府県区分 (2)市町村区分 (3)所轄庁区分 (4)法人番号 (5)法人区分 (6)活動状況

(7)法人の名称
(8)主たる事務所の住所
(9)主たる事務所の電話番号 (10)主たる事務所のＦＡＸ番号 (11)従たる事務所の有無
(12)従たる事務所の住所

(13)法人のﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞｱﾄﾞﾚｽ
(15)法人の設⽴認可年⽉⽇ (16)法人の設⽴登記年⽉⽇

２．当該会計年度の初⽇における評議員の状況

(1)評議員の定員 (2)評議員の現員 (3-6)評議員全員の報酬等の総額(前会計年度実績)（円）

〜

〜

〜

〜

〜

〜

〜

〜

３．当該会計年度の初⽇における理事の状況

(1)理事の定員 (2)理事の現員 (3-12)理事全員の報酬等の総額(前会計年度実績)（円）

〜

〜

〜

〜

〜

〜

〜

４．当該会計年度の初⽇における監事の状況

(1)監事の定員 (2)監事の現員 (3-6)監事全員の報酬等の総額(前会計年度実績)（円）

〜

〜

５．前会計年度・当会計年度における会計監査人の状況

６．当該会計年度の初⽇における職員の状況

(1)法人本部職員の人数
①常勤専従者の実数 ➁常勤兼務者の実数 ③非常勤者の実数

常勤換算数 常勤換算数
(2)施設・事業所職員の人数
①常勤専従者の実数 ➁常勤兼務者の実数 ③非常勤者の実数

常勤換算数 常勤換算数

７．前会計年度に実施した評議員会の状況

(1)評議員会ごとの評議
員会開催年⽉⽇

(2)評議員会ごとの評議員・理事・監事・
会計監査人別の出席者数 (3)評議員会ごとの決議事項

評議員 理事 監事 会計監査人

0.0 0.0

293 12 76
6.0 48.7

3 0 0

(1-1)前会計年度の会計監査人の⽒名（監査法人の場合は監査法人名）
(1-2)前会計年度
の会計監査人の監
査報酬額（円）

(1-3)前年度
決算にかかる
定時評議員
会への出席の
有無

(2-1)当会計年度の会計監査人の⽒名（監査法人の場合は監査法人名）
(2-2)当会計年度
の会計監査人の監
査報酬額（円）

3 社会福祉事業に識⾒を有する者（その他） 6

河村　万紀子 税理⼠ 2 無 平成29年6⽉13⽇
H29.6.13 R1.6.12 5 財務管理に識⾒を有する者（税理⼠） 4

(3-3)監事選任の評議
員会議決年⽉⽇

(3-4)監事の任期 (3-5)監事要件の区分別該当状況 (3-7)前会計年度におけ
る理事会への出席回数

高田　義明 当法人役員 2 無 平成29年6⽉13⽇
H29.6.13 R1.6.12

2 2 480,344

(3-1)監事の⽒名

(3-2)①監事の職業 (3-2)②監事の所轄庁からの再就職状況

(注)「(3-2)理事の役職」のうち、「理事⻑」とは、社会福祉法45条の13第3項で規定する理事⻑(会⻑等の他の役職名を使⽤している法人がある。)である。
　　　「業務執⾏理事」とは、社会福祉法45条の16第2項第2号で規定する業務執⾏理事(常務理事等の他の役職名を使⽤している法人がある。)である。

2 無
H29.6.13 R1.6.12 3 施設の管理者 2 無 3 職員給与のみ支給 6内海　育夫 2 業務執⾏理事 1 常勤 平成29年6⽉13⽇ 当法人事務局⻑

2 無
H29.6.13 R1.6.12 3 施設の管理者 2 無 3 職員給与のみ支給 6楢崎　博司 2 業務執⾏理事 1 常勤 平成29年6⽉13⽇ 当法人統括施設⻑

2 無
H29.6.13 R1.6.12 4 その他 2 無 2 理事報酬のみ支給 5平田　光章 3 その他理事 2 非常勤 平成29年6⽉13⽇ 会社顧問

2 無
H29.6.13 R1.6.12 4 その他 2 無 2 理事報酬のみ支給 5⽴⽯　克昭 3 その他理事 2 非常勤 平成29年6⽉13⽇ 会社代表取締役

2 無
H29.6.13 R1.6.12 4 その他 2 無 2 理事報酬のみ支給 4松坂　晃太郎 3 その他理事 2 非常勤 平成29年6⽉13⽇ 会社代表取締役兼CEO

2 無
H29.6.13 R1.6.12 4 その他 2 無 2 理事報酬のみ支給 5井上　博昭 3 その他理事 2 非常勤 平成29年6⽉13⽇ 会社代表取締役会⻑

2 無
H29.6.13 R1.6.12 1 社会福祉事業の経営に関する識⾒を有する者 2 無 3 職員給与のみ支給 6今川　智⺒ 1 理事⻑ 平成29年6⽉13⽇ 1 常勤 平成29年6⽉13⽇ 当法人理事

(3-7)理事の
所轄庁からの
再就職状況

(3-8)理事の任期 (3-9)理事要件の区分別該当状況

(3-10)各理
事と親族等特
殊関係にある
者の有無

(3-11)理事報酬等の支給形態

(3-13)前会
計年度におけ
る理事会への
出席回数

7 7 1 特例有

(3-1)理事の⽒名

(3-2)理事の役職(注) (3-3)理事⻑への就任
年⽉⽇

(3-4)理事の
常勤・非常勤

(3-5)理事選任の評議
員会議決年⽉⽇ (3-6)理事の職業

22,033,507

山崎　武志 H29.4.1 R3.3.31 2 無 2 無 3⻘少年育成府中市⺠会議事務局⻑

森下　喜代美 H29.4.1 R3.3.31 2 無 2 無 2法人役員

永井　達⼠ H29.4.1 R3.3.31 2 無 2 無 3当法人役員

⾦光　和子 H29.4.1 R3.3.31 2 無 2 無 0会社取締役

R3.3.31 2 無 2 無 3住職

小野　公子 H29.4.1 R3.3.31 2 無 2 無 3法人役員

奥野　府夫 H29.4.1 R3.3.31 2 無 2 無 3医師

高尾　芳文 H29.4.1 R3.3.31 2 無 2 無 3当法人役員

別所　照之 H29.4.1

(3-1)評議員の⽒名 (3-3)評議員の任期 (3-4)評議員の所
轄庁からの再就職
状況

(3-5）他の社会福祉法人の評
議員・役員・職員との兼務状況

(3-7)前会計年度における評
議員会への出席回数(3-2)評議員の職業

http://www.seiwakai-hiroshima.jp (14)法人のﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ honbu@houjin-seiwakai.jp
昭和27年5⽉17⽇ 昭和27年5⽉28⽇

8 8 443,560

社会福祉法人　静和会
広島県 府中市 広谷町959-1
0847-44-6678 0847-44-6658 1 有

34 広島県 208 府中市 34208 9240005009517 01 一般法人 01 運営中

広島県 府中市 土生町1636-1
広島県 府中市 篠根町100
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社会福祉法人　静和会

現況報告書（平成31年4⽉1⽇現在） 別紙１

(4)うち開催を省略した回数

８．前会計年度に実施した理事会の状況

(4)うち開催を省略した回数

９．前会計年度に実施した監事監査の状況

(1)監事監査を実施した監事の⽒名

(2)監査報告により求められた改善すべき事項

(3)監査報告により求められた改善すべき
　　　事項に対する対応

１０．前会計年度に実施した会計監査(会計監査人による監査に準ずる監査を含む)の状況

(1)会計監査人による会計監査報告における意⾒の区分

１１．前会計年度における事業等の概要　－　(1)社会福祉事業の実施状況

3 自己所有 平成6年4⽉1⽇ 18 4,720

5,774,026

003

介護⽼人福
祉施設府中
静和寮拠点

02120202 ⽼人デイサービスセンター（通所介護） 通所介護事業所府中静和寮
広島県 府中市 土生町1636-1 3 自己所有

イ大規模修繕 平成6年4⽉1⽇ 平成23年4⽉1⽇

昭和52年2⽉1⽇ 50 15,723
ア建設費 昭和53年11⽉1⽇ 5,038,340 155,776,000 62,000,000 222,814,340 2,159.360003

介護⽼人福
祉施設府中
静和寮拠点
区分

01030202 特別養護⽼人ホーム（介護福祉サービス） 介護⽼人福祉施設府中静和寮
広島県 府中市 土生町1636-1 3 自己所有 3 自己所有

453.840
イ大規模修繕 0

3 自己所有 昭和14年2⽉1⽇ 50 25,109
ア建設費 昭和49年2⽉1⽇ 9,190,087 30,766,813 0 39,956,900

20,144,823

002

養護⽼人
ホーム府中
静和寮拠点
区分

01030101 養護⽼人ホーム 養護⽼人ホーム府中静和寮
広島県 府中市 土生町1636-1 3 自己所有

イ大規模修繕 平成24年4⽉1⽇ 平成27年4⽉1⽇

昭和27年5⽉17⽇ 1 1
ア建設費 平成6年3⽉1⽇ 32,304,820 109,036,000 129,000,000 270,340,820 1,027.560001 法人本部拠

点区分

00000001 本部経理区分 法人本部
広島県 府中市 広谷町959-1 3 自己所有 3 自己所有

ウ　延べ床面積

イ　大規模修繕 （ア）－１修繕年⽉⽇
（１回目）

（ア）－２修繕年⽉⽇
（２回目）

（ア）－３修繕年⽉⽇
（３回目）

（ア）－４修繕年⽉⽇
（４回目）

（ア）－5修繕年⽉⽇
（５回目） （イ）修繕費合計額（円）

ア　建設費 （ア）建設年⽉⽇ （イ）自己資⾦額（円） （ウ）補助⾦額（円） （エ）借⼊⾦額（円） （オ）建設費合計額（円）

④事業所の土
地の保有状況

⑤事業所の建
物の保有状況

⑥事業所単位での事業開
始年⽉⽇

⑦事業所単
位での定員

⑧年間(4⽉〜3
⽉）利⽤者延べ総
数（人／年）

⑨社会福祉施設等の建設等の状況（当該拠点区分における主たる事業（前年度の年間収益が最も多い事業）に計上）

01 無限定適正意⾒

①-1拠点区
分コード分
類

①-2拠点区
分名称

①-3事業類型コー
ド分類 ①-4実施事業名称 ➁事業所の名称

③事業所の所在地

特になし

特になし

0

高田　義明
河村　万紀子

平成31年3⽉27⽇ 7 2 施設⻑の交替について、評議員の辞任に伴う⽋員に係る評議員候補者の推薦について、評議員選任・解任委員会招集の承認について

平成30年11⽉12⽇ 6 2 H30年度各拠点区分上半期決算書について、静和会事業創設80周年記念⾏事について、グループホームスプリンクラー設備設置について、H30年度各拠点区分補正予算に
ついて、法人合併の承認ついて、第6回臨時評議員会招集について

平成31年3⽉8⽇ 7 2
H30年度積⽴⾦積⽴について、H30年度各拠点区分補正予算について、H31年度静和会資⾦運⽤計画（案）の承認について、訪問介護・看護事業を創設することの承認
について、グループホームの土地建物購⼊の承認について、H31年度各拠点区分事業計画および当初予算の承認について、法人合併の承認について、第7回定例評議員会の
招集について

平成30年5⽉30⽇ 6 2 平成29年度補正予算、積⽴⾦の積⽴について、H29年度各拠点区分事業報告及び計算書類等の承認について、H30年3⽉31⽇現在の純資産の決定と登記することの承
認について、第5回定例評議員会の招集について

平成30年8⽉7⽇ 7 2 資⾦運⽤計画（案）について、会計監査人候補者の選定について

0

(1)理事会ごとの理事会
開催年⽉⽇

(2)理事会ごとの理事・監事
別の出席者数 (3)理事会ごとの決議事項

理事 監事

平成31年3⽉27⽇ 6 3 2 0 平成30年度各拠点区分補正予算書、平成31年度各拠点区分当初予算、法人合併について

平成30年11⽉28⽇ 7 3 2 0 平成30年度各拠点区分上半期決算、平成30年度各拠点区分補正予算、静和会事業創設80周年記念⾏事、グループホームのスプリンクラー設備設置、法人合
併について

平成30年6⽉18⽇ 7 3 2 0 平成29年度各拠点区分補正予算、平成29年度各拠点区分事業報告及び計算書類等、平成29年度社会福祉法人静和会財産目録等
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社会福祉法人　静和会

現況報告書（平成31年4⽉1⽇現在） 別紙１

9,303,000イ大規模修繕 平成23年4⽉1⽇

平成29年5⽉1⽇ 10 120
ア建設費 平成20年10⽉1⽇ 22,575,000 0 0 22,575,000 649.320012 就労支援拠

点区分

02130112 障害福祉サービス事業（就労継続支援Ａ型） やわらか食工房
広島県 府中市 篠根町550 3 自己所有 3 自己所有

145.270
イ大規模修繕

3 自己所有 平成26年5⽉1⽇ 10 132
ア建設費 平成18年9⽉1⽇ 3,700,000 0 0 3,700,000012 就労支援拠

点区分

02130112 障害福祉サービス事業（就労継続支援Ａ型） ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ･なび
広島県 府中市 篠根町82 3 自己所有

イ大規模修繕

平成23年6⽉1⽇ 20 167
ア建設費 平成9年2⽉1⽇ 5,107,800 0 0 5,107,800 80.730012 就労支援拠

点区分

02130111 障害福祉サービス事業（就労移⾏支援） ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ･ｺﾝﾊﾟｽ
広島県 府中市 広谷町959-5 3 自己所有 3 自己所有

241.460
イ大規模修繕 平成25年4⽉1⽇ 平成25年4⽉1⽇ 23,835,000

3 自己所有 平成25年11⽉1⽇ 20 4,719
ア建設費 平成25年10⽉1⽇ 1,112,198 0 0 1,112,198

30,303,000

012 就労支援拠
点区分

02130113 障害福祉サービス事業（就労継続支援Ｂ型） 大きなかぶ東町作業所
広島県 府中市 府中町565 3 自己所有

イ大規模修繕 平成22年4⽉1⽇

平成17年4⽉1⽇ 20 5,674
ア建設費 平成22年7⽉1⽇ 0 8,792,343 0 8,792,343 718.890011 生活支援拠

点区分

02130106 障害福祉サービス事業（生活介護） 障害福祉サービス事業大きなかぶ
広島県 府中市 鵜飼町555-31 1 ⾏政からの賃借等 1 ⾏政からの賃借等

493.500
イ大規模修繕 平成23年4⽉1⽇ 平成25年4⽉1⽇ 23,467,000

3 自己所有 平成25年11⽉1⽇ 15 27
ア建設費 平成23年6⽉1⽇ 14,300,000 0 0 14,300,000

6,373,500

011 生活支援拠
点区分

02130303 計画相談支援 特定相談支援事業所イーゼル
広島県 府中市 元町320 2 ⺠間からの賃借等

イ大規模修繕 平成24年4⽉1⽇ 平成25年4⽉1⽇

平成21年4⽉1⽇ 20 5,581
ア建設費 平成24年4⽉1⽇ 66,885,000 0 0 66,885,000 377.920011 生活支援拠

点区分

02130106 障害福祉サービス事業（生活介護） ぽぽろ元町
広島県 府中市 元町320 2 ⺠間からの賃借等 3 自己所有

128.070
イ大規模修繕 平成27年4⽉1⽇ 平成27年4⽉1⽇ 1,971,000

3 自己所有 平成23年6⽉1⽇ 15 3,830
ア建設費 平成27年4⽉1⽇ 1,149,197 0 0 1,149,197

362,030,523

010 多機能型支
援拠点区分

02090101 障害児通所支援事業（児童発達支援） 障害児通所支援事業所未来図
広島県 府中市 広谷町959-1 3 自己所有

イ大規模修繕 平成23年4⽉1⽇ 平成23年4⽉1⽇

平成22年8⽉1⽇ 30 7,741
ア建設費 平成23年5⽉1⽇ 136,690,000 0 0 136,690,000 3,057.600010 多機能型支

援拠点区分

02130106 障害福祉サービス事業（生活介護） 発達障害者サポートセンター未来図
広島県 府中市 広谷町959-1 3 自己所有 3 自己所有

476.630
イ大規模修繕

3 自己所有 平成16年2⽉1⽇ 40 9,047
ア建設費 平成16年2⽉1⽇ 13,508,273 89,348,000 13,508,273 116,364,546

4,276,800

010 多機能型支
援拠点区分

02130106 障害福祉サービス事業（生活介護） おおむらさき
広島県 府中市 広谷町919-1 3 自己所有

イ大規模修繕 平成27年4⽉1⽇

平成23年4⽉1⽇ 38 425
ア建設費 平成26年5⽉1⽇ 8,865,954 0 0 8,865,954 288.320009 ⻄部地域生

活拠点区分

02130114 障害福祉サービス事業（共同生活援助） ライフサポート大⽇
広島県 府中市 篠根町61 3 自己所有 3 自己所有

314.790
イ大規模修繕 平成24年4⽉1⽇ 平成24年12⽉1⽇ 13,018,000

3 自己所有 平成22年12⽉1⽇ 20 3,691
ア建設費 平成22年12⽉1⽇ 905,000 0 0 905,000

0

009 ⻄部地域生
活拠点区分

02130106 障害福祉サービス事業（生活介護） あすなろ作業所
広島県 府中市 上下町水永69-2 3 自己所有

イ大規模修繕

平成25年11⽉1⽇ 5 60
ア建設費 平成26年3⽉1⽇ 4,846,917 0 0 4,846,917 156.990008 東部地域生

活拠点区分

02130303 計画相談支援 特定相談支援事業所パレット
広島県 府中市 広谷町959-1 3 自己所有 3 自己所有

311.380
イ大規模修繕 0

3 自己所有 平成18年10⽉1⽇ 5 60
ア建設費 平成24年3⽉1⽇ 283,343,047 20,550,000 0 303,893,047

0

008 東部地域生
活拠点区分

02130403 移動支援事業 大⽇学園移動支援事業
広島県 府中市 篠根町100 3 自己所有

イ大規模修繕

平成18年10⽉1⽇ 5 60
ア建設費 平成25年11⽉1⽇ 65,555,000 27,580,000 0 93,135,000 445.040008 東部地域生

活拠点区分

02130101 障害福祉サービス事業（居宅介護） 大⽇学園ﾎｰﾑﾍﾙﾌﾟ事業
広島県 府中市 広谷町919-1 3 自己所有 3 自己所有

472.780
イ大規模修繕

4 その他 平成18年10⽉1⽇ 85 26,280
ア建設費 昭和47年5⽉1⽇ 5,494,480 7,019,000 4,800,000 17,313,480

126,720,000

008 東部地域生
活拠点区分

02130114 障害福祉サービス事業（共同生活援助） ライフサポート川辺
広島県 府中市 篠根町673-1 4 その他

イ大規模修繕 平成15年4⽉1⽇ 平成20年4⽉1⽇ 平成21年4⽉1⽇ 平成22年4⽉1⽇

平成15年11⽉1⽇ 30 10,341
ア建設費 昭和55年5⽉1⽇ 6,931,000 61,669,000 12,100,000 80,700,000 1,123.580007

障害者支援
施設梅の木
園拠点区分

01040401 障害者支援施設（施設⼊所支援） 梅の木園
広島県 府中市 篠根町71 3 自己所有 3 自己所有

210.000
イ大規模修繕 0

3 自己所有 平成25年11⽉1⽇ 5 30
ア建設費 昭和49年6⽉1⽇ 230,003 6,866,597 3,500,000 10,596,600

81,383,184

006
障害者支援
施設大⽇学
園拠点区分

02130303 計画相談支援 特定相談支援事業所キャンバス
広島県 府中市 篠根町100 3 自己所有

イ大規模修繕 平成28年4⽉1⽇

平成28年2⽉1⽇ 20 150
ア建設費 平成28年2⽉1⽇ 0 10,743,775 0 10,743,775 451.670006

障害者支援
施設大⽇学
園拠点区分

02130106 障害福祉サービス事業（生活介護） 障害福祉サービス事業羽高「湖畔の家」
広島県 府中市 諸毛町12944-1 3 自己所有 3 自己所有

97.320
イ大規模修繕 平成13年4⽉1⽇ 4,006,000

3 自己所有 平成20年4⽉1⽇ 10 75
ア建設費 昭和52年11⽉1⽇ 1,844,139 3,150,000 0 4,994,139

64,995,000

006
障害者支援
施設大⽇学
園拠点区分

02130107 障害福祉サービス事業（短期⼊所） 地域生活支援事業大⽇学園ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ
広島県 府中市 篠根町100 3 自己所有

イ大規模修繕 平成22年4⽉1⽇

昭和40年8⽉1⽇ 60 19,737
ア建設費 平成8年11⽉1⽇ 0 514,265,000 142,772,000 657,037,000 1,945.690006

障害者支援
施設大⽇学
園拠点区分

01040401 障害者支援施設（施設⼊所支援） 大⽇学園
広島県 府中市 篠根町100 3 自己所有 3 自己所有

20,328,000イ大規模修繕 平成15年4⽉1⽇

昭和26年8⽉1⽇ 20 468
ア建設費 昭和59年3⽉1⽇ 8,096,000 100,304,000 34,000,000 142,400,000 1,106.720005

⺟子生活支
援施設府中
むつみ園拠
点区分

01020201 ⺟子生活支援施設 府中むつみ園
広島県 府中市 土生町1519-1 2 ⺠間からの賃借等 3 自己所有

393.910
イ大規模修繕 0

3 自己所有 平成23年7⽉1⽇ 12 709
ア建設費 平成28年3⽉1⽇ 31,064,072 59,045,000 0 90,109,072

0

004
デイサービス
プラザ結拠
点区分

02120302 ⽼人デイサービスセンター（認知症対応型） 地域密着型認知症対応型ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽﾌﾟﾗｻﾞ花
広島県 府中市 広谷町959-1 3 自己所有

イ大規模修繕

平成23年7⽉1⽇ 59 14,206
ア建設費 平成25年11⽉1⽇ 791,190 0 0 791,190 153.330004

デイサービス
プラザ結拠
点区分

02120202 ⽼人デイサービスセンター（通所介護） 通所介護事業所デイサービスプラザ結
広島県 府中市 広谷町959-1 3 自己所有 3 自己所有

2,171.530
イ大規模修繕

3 自己所有 平成25年4⽉1⽇ 29 13,800
ア建設費 平成25年4⽉1⽇ 78,342,000 116,000,000 200,000,000 394,342,000

0

003

介護⽼人福
祉施設府中
静和寮拠点
区分

01030201 特別養護⽼人ホーム（地域密着型） 地域密着型介護⽼人福祉施設府中静和寮
広島県 府中市 土生町1636-1 3 自己所有

イ大規模修繕

平成11年10⽉1⽇ 60 1,447
ア建設費 平成12年11⽉1⽇ 4,288,211 0 0 4,288,211 23.040003

介護⽼人福
祉施設府中
静和寮拠点
区分

02120901 ⽼人介護支援センター 居宅介護支援事業所（含⽼人介護支援ｾﾝﾀｰ）
広島県 府中市 土生町1636-1 3 自己所有 3 自己所有

250.000
イ大規模修繕 昭和54年4⽉1⽇ 1,470,461
ア建設費 昭和41年3⽉1⽇ 2,974,284 5,799,416 0 8,773,700003 静和寮拠点

区分
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現況報告書（平成31年4⽉1⽇現在） 別紙１

１１．前会計年度における事業等の概要　－　(2)公益事業

１１．前会計年度における事業等の概要　－　(3)収益事業

１１．前会計年度における事業等の概要　－　(4)備考

11-2．地域における公益的な取組（地域公益事業(再掲)含む）

地域における公益的な取
組⑧（地域の関係者との
ネットワークづくり）

地域に向けた事業展開 府中市土生町1519-1

オープンカフェを通して、地域の子供たちとの交流の場所を提供した。

地域における公益的な取
組⑦（地域住⺠に対する
福祉教育）

福祉教育活動 府中市土生町1636-1

実習生や研修生の受け⼊れを通して、人材育成や関係機関とのネットワークづくりに取り組んだ。

地域における公益的な取
組⑥（地域の福祉ニーズ
等を把握するためのサロン
活動）

地域活性化の取り組み 府中市府中町

地域の空きスペースを活⽤し、事業を展開した。

地域における公益的な取
組⑧（地域の関係者との
ネットワークづくり）

地域に向けた事業展開 府中市篠根町100・府中市篠根町550他

災害時に備えた地域のコミュニティづくりに取り組んだ。

地域における公益的な取
組⑥（地域の福祉ニーズ
等を把握するためのサロン
活動）

地域活性化の取り組み 府中市鵜飼町555-3

地域の空きスペースを活⽤し、事業を展開した。

地域における公益的な取
組⑥（地域の福祉ニーズ
等を把握するためのサロン
活動）

地域活性化の取り組み 府中市出口町250

地域の空きスペースを活⽤し、事業を展開した。

地域における公益的な取
組②（地域の要支援者
に対する配食、⾒守り、移
動等の生活支援）

地域に向けた事業展開 府中市広谷町959-1

地域の高齢者等を対象とした配食サービスを⾏った。

地域における公益的な取
組⑧（地域の関係者との
ネットワークづくり）

地域の他機関とのネットワーク活動 府中市篠根町100

地域のイベントへの参加を通して、ネットワーク構築に取り組んだ。

地域における公益的な取
組⑥（地域の福祉ニーズ
等を把握するためのサロン
活動）

地域に向けた事業展開 府中市土生町1636-1

サロン活動を通して、地域住⺠の居場所づくりに取り組んだ。

地域における公益的な取
組⑨（その他）

生活困窮者支援 府中市広谷町959-5

認定就労訓練事業所として、就労支援に取り組んだ。

①取組類型コード分類
➁取組の名称 ③取組の実施場所(区域)

④取組内容

（イ）修繕費合計額（円）イ　大規模修繕 （ア）－１修繕年⽉⽇
（１回目）

（ア）－２修繕年⽉⽇
（２回目）

（ア）－３修繕年⽉⽇
（３回目）

（ア）－４修繕年⽉⽇
（４回目）

（ア）－5修繕年⽉⽇
（５回目）

⑦事業所単
位での定員

⑧年間(4⽉〜3
⽉）利⽤者延べ総
数（人／年）

⑨社会福祉施設等の建設等の状況（当該拠点区分における主たる事業（前年度の年間収益が最も多い事業）に計上）

ア　建設費 （ア）建設年⽉⽇ （イ）自己資⾦額（円） （ウ）補助⾦額（円） （エ）借⼊⾦額（円） （オ）建設費合計額（円） ウ　延べ床面積

①-1拠点区
分コード分
類

①-2拠点区
分名称

①-3事業類型コー
ド分類 ①-4実施事業名称 ➁事業所の名称

③事業所の所在地 ④事業所の土
地の保有状況

⑤事業所の建
物の保有状況

⑥事業所単位での事業開
始年⽉⽇

イ大規模修繕

平成27年10⽉1⽇ 5 80
ア建設費 0015

小規模型事
業所内保育
事業ゆりかご
園拠点区

04330101 独自定義の公益事業 ゆりかご園
広島県 府中市 土生町1636-1 3 自己所有 3 自己所有

131.150
イ大規模修繕

3 自己所有 平成16年4⽉1⽇ 5 1,167
ア建設費 平成29年3⽉1⽇ 4,768,500 8,166,000 0 12,934,500

（イ）修繕費合計額（円）

014

東部地域障
害者就業･
生活支援ｾﾝ
ﾀｰ拠点区分

04330101 独自定義の公益事業 東部地域障害者就業･生活支援センター
広島県 府中市 広谷町959-1 3 自己所有

イ　大規模修繕 （ア）－１修繕年⽉⽇
（１回目）

（ア）－２修繕年⽉⽇
（２回目）

（ア）－３修繕年⽉⽇
（３回目）

（ア）－４修繕年⽉⽇
（４回目）

（ア）－5修繕年⽉⽇
（５回目）

⑧年間(4⽉〜3
⽉）利⽤者延べ総
数（人／年）

⑨社会福祉施設等の建設等の状況（当該拠点区分における主たる事業（前年度の年間収益が最も多い事業）に計上）

ア　建設費 （ア）建設年⽉⽇ （イ）自己資⾦額（円） （ウ）補助⾦額（円） （エ）借⼊⾦額（円） （オ）建設費合計額（円） ウ　延べ床面積

①-1拠点区
分コード分
類

①-2拠点区
分名称

①-3事業類型コー
ド分類 ①-4実施事業名称 ➁事業所の名称

③事業所の所在地 ④事業所の土
地の保有状況

⑤事業所の建
物の保有状況

⑥事業所単位での事業開
始年⽉⽇

⑦事業所単
位での定員

406.240
イ大規模修繕 平成21年4⽉1⽇ 平成28年4⽉1⽇ 31,657,500

3 自己所有 平成24年4⽉1⽇ 0 50
ア建設費 平成21年4⽉1⽇ 0 18,133,086 0 18,133,086

3,401,164

013

府中地域障
害者生活支
援事業拠点
区分

02130303 計画相談支援 障害者相談支援事業
広島県 府中市 広谷町959-1 3 自己所有

イ大規模修繕 平成27年4⽉1⽇

平成18年10⽉1⽇ 0 50
ア建設費 平成27年3⽉1⽇ 420,097 0 0 420,097 92.600013

府中地域障
害者生活支
援事業拠点
区分

01070201 生活に関する相談に応じる事業 府中地域障害者生活支援事業
広島県 府中市 広谷町919-3 3 自己所有 3 自己所有

119.130
イ大規模修繕

3 自己所有 平成16年4⽉1⽇ 9 80
ア建設費 平成25年5⽉1⽇ 2,140,770 0 0 2,140,770012 就労支援拠

点区分

06330101 （公益）独自定義の公益事業 おおぞら
広島県 府中市 篠根町550 3 自己所有
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１２．社会福祉充実残額及び社会福祉充実計画の策定の状況  （社会福祉充実残額算定シートを作成するまで編集することはできません）

（1）社会福祉充実残額等の総額（円）
（2）社会福祉充実計画における計画額（計画期間中の総額）
　　①社会福祉事業又は公益事業（社会福祉事業に類する小規模事業）（円）
　　②地域公益事業（円）
　　③公益事業（円）
　　④合計額（①＋②＋③）（円）
（3）社会福祉充実残額の前年度の投資実績額
　　①社会福祉事業又は公益事業（社会福祉事業に類する小規模事業）（円）
　　②地域公益事業（円）
　　③公益事業（円）
　　④合計額（①＋②＋③）（円）
（4）社会福祉充実計画の実施期間 〜

１３．透明性の確保に向けた取組状況

(1)積極的な情報公表への取組
　①任意事項の公表の有無
　　㋐事業報告
　　㋑財産目録
　　㋒事業計画書
　　㋓第三者評価結果
　　㋔苦情処理結果
　　㋕監事監査結果
　　㋖附属明細書
(2)前会計年度の報酬・補助⾦等の公費の状況
　①事業運営に係る公費（円）
　➁施設・設備に係る公費（円）
　③国庫補助⾦等特別積⽴⾦取崩累計額（円）
(3)福祉サービスの第三者評価の受審施設・事業所について

１４．ガバナンスの強化・財務規律の確⽴に向けた取組状況

(1)会計監査人非設置法人における会計に関する専門家の活⽤状況
　①実施者の区分
　➁実施者の⽒名（法人の場合は法人名）
　③業務内容
　④費⽤［年額］（円）
(2)法人所轄庁からの報告徴収・検査への対応状況
　①所轄庁から求められた改善事項

　➁実施した改善内容

１５．その他

退職⼿当制度の加⼊状況等（複数回答可）
① 社会福祉施設職員等退職⼿当共済制度（(独)福祉医療機構）に加⼊
② 中小企業退職⾦共済制度（(独)勤労者退職⾦共済機構）に加⼊
③ 特定退職⾦共済制度（商工会議所）に加⼊
④ 都道府県社会福祉協議会や都道府県⺠間社会福祉事業職員共済会等が⾏う⺠間の社会福祉事業･施設の職員を対象とした退職⼿当制度に加⼊
⑤ その他の退職⼿当制度に加⼊（具体的に：●●●　　）
⑥ 法人独自で退職⼿当制度を整備
⑦ 退職⼿当制度には加⼊せず、退職給付引当⾦の積⽴も⾏っていない

2 無
2 無

1 有
2 無
2 無

1 有

1 有

1,902,931,008
300,000

879,930,165

施設名 直近の受審年度

1 有
1 有
2 無
2 無
2 無
2 無

0
0
0

0

0
0
0
0

0

地域における公益的な取
組⑧（地域の関係者との
ネットワークづくり）

地域と他機関のネットワーク活動 府中市篠根町100・府中市土生町1636-1他

地域の方のイベントへの参加を通して、ネットワーク構築に取り組んだ。

5/5


