
現況報告書様式（平成29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（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（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（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．前会計年度の評議員会の状況

信愛会
静岡県 沼津市 中瀬町17-11
055-931-8865 055-931-8484 2 無

22 静岡県 203 沼津市 22000 5080105000123 01 一般法人 01 運営中

静島　智賀子 H29.4.1 H32年度に終了する最終の会計年度の定時評議員会終了の時まで
2 無 2 無 3沼津市民生児童委員・第4地区民生委員会長

山本  悦子 H29.4.1 H32年度に終了する最終の会計年度の定時評議員会終了の時まで
2 無 2 無 3富士市民生児童委員

宇田 由紀子 H29.4.1 H32年度に終了する最終の会計年度の定時評議員会終了の時まで
2 無 1 有 4社会福祉法人栄和会　仁田マーガレット園長

(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.shinai-kai.jp/ (14)法人のﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ honbu@shinai-kai.jp
昭和49年3月1日 昭和49年3月23日

7 7 407,050

山下　順子 H29.4.1 H32年度に終了する最終の会計年度の定時評議員会終了の時まで
2 無 2 無 3元伊豆市民生児童委員・主任児童委員

伊藤　信夫 H29.4.1 H32年度に終了する最終の会計年度の定時評議員会終了の時まで
2 無 2 無 4公益財団法人復康会　本部事務部長

佐野　茂富 H29.4.1 H32年度に終了する最終の会計年度の定時評議員会終了の時まで
2 無 2 無 4社会福祉法人信愛会　元職員

服部　佳世子 H29.4.1 H32年度に終了する最終の会計年度の定時評議員会終了の時まで
2 無 2 無 4沼津市民生児童委員

2 無
H28.4.1 H29.6月定時評議員会終結の時まで 1 社会福祉事業の経営に関する識見を有する者 2 無 2 理事報酬のみ支給 5奥津　匡俊 1 理事長（会長等含む。） 平成24年4月1日 1 常勤 平成28年3月25日 社会福祉法人　信愛会　理事長

(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 6 25,325,485 2 特例無

(3-1)理事の氏名

(3-2)理事の役職 (3-3)理事長への就任
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

2 無
H28.4.1 H29.6月定時評議員会終結の時まで 2 事業区域における福祉に関する実情に通じている者 2 無 2 理事報酬のみ支給 5高橋　重利 3 その他理事 2 非常勤 平成28年3月25日 無

2 無
H28.4.1 H29.6月定時評議員会終結の時まで 2 事業区域における福祉に関する実情に通じている者 2 無 2 理事報酬のみ支給 5山田　雄之 3 その他理事 2 非常勤 平成28年3月25日 無

2 無
H28.4.1 H29.6月定時評議員会終結の時まで 3 施設の管理者 2 無 1 理事報酬及び職員給料ともに支給 5杉山　昌弘 2 業務執行理事（常務理事等含む。） 2 非常勤 平成28年3月25日 社会福祉法人　信愛会　特別養護老人ホーム天間荘　施設長

2 無
H28.4.1 H29.6月定時評議員会終結の時まで 3 施設の管理者 2 無 3 職員給与のみ支給 5土屋　ちか子 3 その他理事 2 非常勤 平成28年3月25日 社会福祉法人　信愛会　　認定こども園あゆのさと　園長

2 無
H28.4.1 H29.6月定時評議員会終結の時まで 2 事業区域における福祉に関する実情に通じている者 2 無 2 理事報酬のみ支給 5遠藤　收 3 その他理事 2 非常勤 平成28年3月25日 公益財団法人　復康会　常務理事

(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

渡邉　治平 介護保険アドバイザー 1 有 平成28年3月25日
H28.4.1 H29.6月定時評議員会終結の時まで

2 2 217,500

(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

3 社会福祉事業に識見を有する者（その他） 5

鈴木　素子 税理士 2 無 平成28年3月25日
H28.4.1 H29.6月定時評議員会終結の時まで 5 財務管理に識見を有する者（税理士） 4

(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）

2 無 山本　豊一

平成28年5月30日 13 1

（１）平成27年度事業報告（案）について
（２）平成27年度決算報告（案）について
（３）給与規程別表４　改正（案）について
（４）第3・第4地区地域包括支援センターへの応募について

(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 1.3

340 0 263
0.0 182.7

3 0 2



現況報告書様式（平成29年4月1日現在） 別紙１

(4)うち開催を省略した回数

８．前会計年度の理事会の状況

(4)うち開催を省略した回数

９．前会計年度の監事監査の状況

(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．前会計年度の会計監査の状況

(1)会計監査人による会計監査報告における意見の区分

(2)会計監査人による監査報告書

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

平成28年11月28日 14 2

（１）平成28年度　第1次補正予算（案）について
（２）定款変更（案）について（以下関連細則等）
　　　・定款細則改正（案）　・評議員選任・解任委員会細則（案）・会計監査人選定基準（案）・内部管理体制に関する基本方針（案）
（３）施設長及び管理職員の任免について
（４）諸規程・規則の改正（案）について
　　・就業規則・給与規程・育児・介護休業等に関する規程（案）

平成29年3月24日 14 2

（１）平成28年度　第2次補正予算（案）について
（２）平成29年度　事業計画（案）について
（３）平成29年度　予算（案）について
（４）経理規程の改正（案）について
（５）和みの郷認知症対応型通所介護事業廃止（案）について
（６）信愛会役員及び評議員候補者選考規程廃止（案）について

平成29年2月23日 15 2

（１）社会福祉法人制度改正に伴う諸規程の改定（案）について
　　・定款細則（案）・役員規程（案）・役員報酬規程（案）・苦情解決実施要綱（案）・職務分掌、職務権限規程（案）・給与規程（案）・就業規則
（案）・理事会運営規則（案）・評議員会運営規則（案）
（２）社会福祉法人制度改正に伴う現役員等の任期終了について
（３）評議員候補者推薦（案）及び評議員選任委員会開催（案）について
（４）第二基本給改定及び賞与出勤率控除廃止に伴う給与規程改定（案）について

平成29年3月24日 7 2

（１）平成28年度　第2次補正予算（案）について
（２）平成29年度　事業計画（案）について
（３）平成29年度　予算（案）について
（４）経理規程の改正（案）について
（５）和みの郷認知症対応型通所介護事業廃止（案）について
（６）信愛会役員及び評議員候補者選考規程廃止（案）について

平成28年11月28日 7 2

（１）平成28年度　第1次補正予算（案）について
（２）定款変更（案）について（以下関連細則等）
　　・定款細則改正（案）・評議員選任・解任委員会細則（案）・会計監査人選定基準（案）・内部管理体制に関する基本方針（案）
（３）施設長及び管理職員の任免について
（４）諸規程・規則の改正（案）について
　・就業規則・給与規程・育児・介護休業等に関する規程（案）

平成29年2月23日 7 2

（１）社会福祉法人制度改正に伴う諸規程の改定（案）について
　・定款細則（案）・役員規程（案）・役員報酬規程（案）・苦情解決実施要綱（案）・職務分掌、職務権限規程（案）・給与規程（案）・就業規則（案）・理事会
運営規則（案）・評議員会運営規則（案）
（２）社会福祉法人制度改正に伴う現役員等の任期終了について
（３）評議員候補者推薦（案）及び評議員選任委員会開催（案）について
（４）第二基本給改定及び賞与出勤率控除廃止に伴う給与規程改定（案）について

平成28年4月1日 7 2
（１）理事長選任の件について
（２）理事長の職務代理順位について

平成28年5月30日 6 2

（１）平成27年度事業報告（案）について
（２）平成27年度決算報告（案）について
（３）給与規程別表４　改正（案）について
（４）第3・第4地区地域包括支援センターへの応募について

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

特になし

0

渡邉治平
鈴木素子

特になし
特になし

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）

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

昭和49年3月1日 0 0
ア建設費 平成17年9月1日 420,498 0 34,000,000 34,420,498 155.530001 法人本部拠点

00000001 本部経理区分 法人本部
静岡県 沼津市 中瀬町17-11 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）

586.580
イ大規模修繕 平成27年3月31日 平成27年12月23日 平成28年2月29日 平成28年8月31日 平成28年12月31日

3 自己所有 昭和49年4月1日 60 860
ア建設費 平成13年6月13日 3,269,000 89,110,000 71,585,000 163,964,000002 かぬき保育園拠点

02091201 保育所 かぬき保育園
静岡県 沼津市 中瀬町25-11 2 民間からの賃借等

イ大規模修繕

3 自己所有 平成24年4月1日 170 3,497
ア建設費004

認定こども
園あゆのさと
拠点

02101801 幼保連携型認定こども園 認定こども園あゆのさと
静岡県 伊豆市 柏久保1309 1 行政からの賃借等

イ大規模修繕 平成24年9月20日 平成26年4月22日 平成27年2月18日 平成29年2月25日 平成29年3月31日

昭和51年4月1日 90 1,203
ア建設費 平成19年12月18日 37,711,703 96,988,500 107,900,000 242,600,203 1,047.110003 富士わかば保育園拠点

02091201 保育所 富士わかば保育園
静岡県 富士市 天間1598-1 2 民間からの賃借等 3 自己所有

平成24年2月23日 1,720.28038,259,848 265,904,000 76,000,000 380,163,848



現況報告書様式（平成29年4月1日現在） 別紙１

拠点

平成5年1月7日 2 344
ア建設費 0

平成23年4月1日 120 1,343
ア建設費 平成23年2月28日 52,600,500 151,399,500 96,000,000 300,000,000 1,194.890005 しんあい保育園拠点

02091201 保育所 しんあい保育園
静岡県 沼津市 下香貫宮原276-1 1 行政からの賃借等 3 自己所有

イ大規模修繕 平成24年10月31日 平成25年7月31日 平成27年2月28日 平成27年3月23日 平成29年3月31日

249.780
イ大規模修繕

3 自己所有 平成5年1月7日 20 5,540
ア建設費 平成28年4月1日 16,210,000 16,210,000006

重度障害者
施設ひかり
の丘拠点

02130106 障害福祉サービス事業（生活介護） 生活介護事業
静岡県 富士市 厚原672-2 2 民間からの賃借等

イ大規模修繕

006
重度障害者
施設ひかり
の丘拠点

06330301 （公益）富士市よりの委託事業 その他支援事業
静岡県 富士市 厚原672-2 2 民間からの賃借等 3 自己所有

平成59年4月1日 80 28,824
ア建設費 61,178,000 645,519,000 264,000,000 970,697,000 3,788.290007 天間荘拠点

01030202 特別養護老人ホーム（介護福祉サービス） 特別養護老人ホーム天間荘
静岡県 富士市 天間1602 3 自己所有 3 自己所有

イ大規模修繕

3 自己所有 平成26年7月1日 5 87
ア建設費 0

昭和59年3月28日

006
重度障害者
施設ひかり
の丘拠点

02130303 計画相談支援 特定相談支援事業
静岡県 富士市 厚原672-2 2 民間からの賃借等

イ大規模修繕

イ大規模修繕

3 自己所有 平成59年4月1日 20 5,449
ア建設費 0007 天間荘拠点

02120401 老人短期入所事業（短期入所生活介護） てんま短期入所生活介護事業
静岡県 富士市 天間1602 3 自己所有

イ大規模修繕 平成21年11月25日 平成28年1月28日平成22年9月1日 平成28年12月2日平成22年9月1日

007 天間荘拠点

06260301 （公益）居宅介護支援事業 てんま居宅介護支援事業所
静岡県 富士市 天間1602 3 自己所有

イ大規模修繕

平成59年4月1日 0 3,436
ア建設費 0007 天間荘拠点

02120101 老人居宅介護等事業（訪問介護） てんま訪問介護事業
静岡県 富士市 天間1602 3 自己所有 3 自己所有

平成24年4月1日 0 2,557
ア建設費 0007 天間荘拠点

06330201 （公益）地域包括支援センター 富士市鷹岡地域包括支援センター
静岡県 富士市 久沢475-1 2 民間からの賃借等 2 民間からの賃借等

イ大規模修繕

3 自己所有 平成12年4月1日 0 1,543
ア建設費 0

1,082.490
イ大規模修繕 平成25年8月30日 平成26年3月31日 平成26年3月31日 平成26年6月27日 平成29年2月18日

3 自己所有 平成19年9月1日 20 7,279
ア建設費 平成19年7月31日 38,348,065 46,660,000 173,000,000 258,008,065008 丘ホーム拠点

01030201 特別養護老人ホーム（地域密着型） 小規模特別養護老人ホーム丘ホーム
静岡県 富士市 厚原672-1 2 民間からの賃借等

イ大規模修繕

008 丘ホーム拠点

02120301 老人デイサービス事業（認知症対応型） 丘通所介護事業（認知症型）
静岡県 富士市 厚原672-1 2 民間からの賃借等

イ大規模修繕

平成59年4月1日 25 6,259
ア建設費 0008 丘ホーム拠点

02120201 老人デイサービス事業（通所介護） 丘通所介護事業（一般型）
静岡県 富士市 厚原672-1 2 民間からの賃借等 3 自己所有

平成1年4月1日 70 25,460
ア建設費 平成1年3月25日 153,397,000 921,583,000 260,000,000 1,334,980,000 2,578.070009 ぬまづホーム拠点

01030202 特別養護老人ホーム（介護福祉サービス） 特別養護老人ホームぬまづホーム
静岡県 沼津市 下香貫猪沼981-2 3 自己所有 3 自己所有

イ大規模修繕

3 自己所有 平成19年9月1日 12 1,285
ア建設費 0

イ大規模修繕

3 自己所有 平成1年4月1日 20 6,316
ア建設費 0009 ぬまづホーム拠点

02120401 老人短期入所事業（短期入所生活介護） かぬき短期入所生活介護事業
静岡県 沼津市 下香貫猪沼981-2 3 自己所有

イ大規模修繕 平成22年8月31日 平成24年9月20日 平成25年3月31日 平成26年4月1日 平成27年3月31日

009 ぬまづホーム拠点

02120301 老人デイサービス事業（認知症対応型） かぬき通所介護事業（認知症型）
静岡県 沼津市 下香貫猪沼981-2 3 自己所有

イ大規模修繕

平成1年10月1日 25 6,608
ア建設費 0009 ぬまづホーム拠点

02120201 老人デイサービス事業（通所介護） かぬき通所介護事業（一般型）
静岡県 沼津市 下香貫猪沼981-2 3 自己所有 3 自己所有

平成1年10月1日 0 9,377
ア建設費 0009 ぬまづホーム拠点

02120101 老人居宅介護等事業（訪問介護） かぬき訪問介護事業
静岡県 沼津市 下香貫猪沼981-2 3 自己所有 3 自己所有

イ大規模修繕

3 自己所有 平成5年4月1日 12 2,380
ア建設費 0

イ大規模修繕

3 自己所有 平成12年4月1日 0 3,209
ア建設費 0009 ぬまづホーム拠点

06260301 （公益）居宅介護支援事業 かぬき居宅介護支援事業所
静岡県 沼津市 下香貫猪沼981-2 3 自己所有

イ大規模修繕

010 土肥ホーム拠点

01030202 特別養護老人ホーム（介護福祉サービス） 特別養護老人ホーム土肥ホーム
静岡県 伊豆市 小土肥787-2 3 自己所有

イ大規模修繕

平成18年4月1日 0 5,285
ア建設費 0009 ぬまづホーム拠点

06330201 （公益）地域包括支援センター 沼津市中央地区かぬき地域包括支援センター
静岡県 沼津市 下香貫猪沼981-2 3 自己所有 3 自己所有

平成5年4月1日 11 4,346
ア建設費 0010 土肥ホーム拠点

02120401 老人短期入所事業（短期入所生活介護） 土肥短期入所生活介護事業
静岡県 伊豆市 小土肥787-2 3 自己所有 3 自己所有

3,093.170
イ大規模修繕 平成27年7月31日 平成27年3月31日 平成27年3月31日 平成28年7月29日 平成28年8月30日

3 自己所有 平成5年4月1日 50 17,805
ア建設費 平成5年3月18日 2,414,000 832,600,738 375,000,000 1,210,014,738

イ大規模修繕

3 自己所有 平成5年4月1日 35 6,719
ア建設費 0010 土肥ホーム拠点

02120201 老人デイサービス事業（通所介護） 土肥通所介護事業（一般型）
静岡県 伊豆市 小土肥787-2 3 自己所有

イ大規模修繕

010 土肥ホーム拠点

06260301 （公益）居宅介護支援事業 土肥居宅介護支援事業所
静岡県 伊豆市 小土肥787-2 3 自己所有

イ大規模修繕

平成5年4月1日 0 6,184
ア建設費 0010 土肥ホーム拠点

02120101 老人居宅介護等事業（訪問介護） 土肥訪問介護事業
静岡県 伊豆市 小土肥787-2 3 自己所有 3 自己所有

平成20年4月1日 0 1,256
ア建設費 0010 土肥ホーム拠点

06330201 （公益）地域包括支援センター 伊豆市土肥地区地域包括支援センター
静岡県 伊豆市 土肥670-2 1 行政からの賃借等 1 行政からの賃借等

イ大規模修繕

3 自己所有 平成18年4月1日 0 1,641
ア建設費 0

538.240
イ大規模修繕

3 自己所有 平成23年4月1日 18 6,462
ア建設費 平成23年2月28日 1,200,965 33,070,000 105,550,000 139,820,965010 土肥ホーム拠点

02120601 認知症対応型老人共同生活援助事業 グループホーム菜の花ホーム
静岡県 伊豆市 小土肥787-2 3 自己所有

イ大規模修繕

戸田デイ 02120201 老人デイサービス事業（通所介護） 戸田通所介護事業（一般型）



現況報告書様式（平成29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．うち地域における公益的な取組（地域公益事業含む）（再掲）

011
戸田デイ
サービス拠
点

06330201 （公益）地域包括支援センター 沼津市南部地区戸田地域包括支援センター
静岡県 沼津市 戸田1575-1 1 行政からの賃借等

イ大規模修繕

平成12年4月1日 34 5,799
ア建設費 0 673.550011

戸田デイ
サービス拠
点

静岡県 沼津市 戸田1575-1 1 行政からの賃借等 1 行政からの賃借等

平成14年4月1日 80 28,683
ア建設費 平成14年3月7日 21,362,000 965,383,000 326,600,000 1,313,345,000 6,831.410012 和みの郷拠点

01030202 特別養護老人ホーム（介護福祉サービス） 特別養護老人ホーム和みの郷
静岡県 沼津市 大平1538-1 3 自己所有 3 自己所有

イ大規模修繕

1 行政からの賃借等 平成18年4月1日 0 541
ア建設費 0

イ大規模修繕

3 自己所有 平成14年4月1日 20 5,605
ア建設費 0012 和みの郷拠点

02120401 老人短期入所事業（短期入所生活介護） 和み短期入所生活介護事業
静岡県 沼津市 大平1538-1 3 自己所有

イ大規模修繕 平成26年5月20日 平成26年8月29日 平成26年12月29日 平成27年5月30日 平成29年3月21日

012 和みの郷拠点

02120301 老人デイサービス事業（認知症対応型） 和み通所介護事業（認知症型）
静岡県 沼津市 大平1538-1 3 自己所有

イ大規模修繕

平成14年4月1日 18 3,676
ア建設費 0012 和みの郷拠点

02120203 老人デイサービス事業（地域密着型通所介護） 和み通所介護事業（一般型）
静岡県 沼津市 大平1538-1 3 自己所有 3 自己所有

平成14年4月1日 0 0
ア建設費 0012 和みの郷拠点

02120101 老人居宅介護等事業（訪問介護） 和み訪問介護事業
静岡県 沼津市 大平1538-1 3 自己所有 3 自己所有

イ大規模修繕

3 自己所有 平成14年4月1日 12 0
ア建設費 0

イ大規模修繕

3 自己所有 平成14年4月1日 0 0
ア建設費 0012 和みの郷拠点

02120901 老人介護支援センター 和み在宅介護支援事業所
静岡県 沼津市 大平1538-1 3 自己所有

イ大規模修繕

012 和みの郷拠点

02120501 小規模多機能型居宅介護事業 小規模多機能型居宅介護事業和みの家
静岡県 沼津市 大平1538-1 3 自己所有

イ大規模修繕

平成14年4月1日 9 3,244
ア建設費 0012 和みの郷拠点

02120601 認知症対応型老人共同生活援助事業 認知対応型老人共同生活援助事業ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ
静岡県 沼津市 大平1538-1 3 自己所有 3 自己所有

平成14年4月1日 30 10,775
ア建設費 平成14年3月7日 8,463,000 271,580,000 73,400,000 353,443,000013 ケアハウス和み苑拠点

01030301 軽費老人ホーム ケアハウス和み苑
静岡県 沼津市 大平1538-1 3 自己所有 3 自己所有

523.350
イ大規模修繕

3 自己所有 平成26年4月1日 25 267
ア建設費 平成26年2月28日 13,918,000 30,000,000 89,500,000 133,418,000

イ大規模修繕

（イ）修繕費合計額（円）

015
介護員養成
研修事業拠
点

03320901 社会福祉の増進に資する人材育成・確保事業 介護員養成研修事業
静岡県 沼津市 中瀬町17-11 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

平成26年7月1日 0 1,126
ア建設費 0016 訪問看護事業拠点

03260103 居宅サービス事業（訪問看護） 訪問看護事業
静岡県 沼津市 大平1538-1 3 自己所有 3 自己所有

イ大規模修繕

3 自己所有 平成22年8月5日 12 12
ア建設費 0

イ大規模修繕

3 自己所有 平成24年4月1日 0 0
ア建設費 0014

認定こども
園あゆのさと
幼稚園部拠
点

03321401 その他所轄庁が認めた事業 認定こども園あゆのさと幼稚園部
静岡県 伊豆市 伊豆市柏久保1309 3 自己所有

イ大規模修繕

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）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）

地域包括支援センター 地域包括支援センター受託 富士市天間・鷹岡地区・沼津市南部地区・伊豆市土肥地区
各地域における介護予防・相談支援・権利擁護事業等

子育て支援に関する事業 地域子育て支援・病後児保育・一時預り事業 沼津市　伊豆市　富士市
地域子育て支援センター　病後児保育　一時預かり保育

11-（1）⑨　イの（イ）について、空欄は不明
11-（2）014　認定こども園あゆのさと幼稚園部拠点の平成28年度の実績はないが、計算書類において平成28年度実績が必要なため掲載

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

その他所轄庁が認めた事
業

社会福祉法人等による利用者負担軽減 天間荘・和みの郷・戸田デイ・丘、ぬまづ、土肥各ホーム
低所得者に対して利用料の減免

日常生活支障状態の軽
減・悪化防止事業

みなちゃん体操 丘ホーム



現況報告書様式（平成29年4月1日現在） 別紙１

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民間社会福祉事業職員共済会等が行う民間の社会福祉事業･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

地域における公益的な取
組

配食サービス 土肥ホーム（伊豆市土肥地区）
地域に住む一人暮らし、高齢世帯の方で、食の確保が困難な方へ安価にて夕食の配達

減・悪化防止事業 地域に住む高齢者に対して、月2回介護予防体操の実施

-835,470,000

0
0
0
0

0

和みの家 Ｈ27年度
グループホーム菜の花ホーム Ｈ27年度

2 無

2,396,477,000
22,337,320
2,807,678,588

施設名 直近の受審年度

1 有
2 無
2 無
1 有
1 有
2 無

0
0
0

経理規程のサービス区分と、決算書における財務諸表の注記・拠点区分別事業活動明細書が一致していない。

経理規程に合わせ、和みの郷拠点区分の決算書における財務諸表注記・拠点区分別事業活動明細書を修正する。

2 無
2 無

1 有
2 無
2 無

1 有


