
社会福祉法人　雄勝なごみ会

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）

(3-7)理事の
所轄庁からの

６名以上８名以内 7 2 特例無

(3-2)理事の役職(注) (3-3)理事長への就任 (3-4)理事の (3-5)理事選任の評議 (3-6)理事の職業

15,728,725

會田一男 H29.4.1 Ｈ33.6 2 無 2 無 4社会保険労務士

内藤ユミ H29.4.1 Ｈ33.6 2 無 2 無 4無職

宮原保夫 H29.4.1 Ｈ33.6 2 無 2 無 3無職

高橋永吉 H29.4.1 Ｈ33.6 2 無 2 無 4農業

中川英明 H29.4.1 Ｈ33.6 2 無 2 無 2幼稚園園長

Ｈ33.6 2 無 2 無 4無職

髙橋忠治 H29.4.1 Ｈ33.6 2 無 2 無 2会社役員

後藤紳一 H29.4.1 Ｈ33.6 2 無 2 無 4会社役員

寺門敏子 H29.4.1 Ｈ33.6 2 無 2 無 4ＮＰＯ法人理事長

藤田順一 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://ogachi-nagomi.net/ (14)法人のﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ heiseien@yutopia.or.jp
昭和56年5月27日 昭和56年6月12日

７名以上９名以内 9 0

社会福祉法人　雄勝なごみ会
秋田県 湯沢市 小野字大沢田221番地
0183-52-5210 0183-52-5211 2 無

05 秋田県 207 湯沢市 05000 8410005002612 01 一般法人 01 運営中
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社会福祉法人　雄勝なごみ会

現況報告書（平成31年4月1日現在） 別紙１

～

～

～

～

～

～

～

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

(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） 5

武石玄 代表社員 2 無 平成29年6月16日
H29.6.16 Ｈ31.6 6 財務管理に識見を有する者（その他） 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

髙階豊太 無職 2 無 平成29年6月16日
H29.6.16 Ｈ31.6

2 2 0

(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、「理事長」とは、社会福祉法45条の13第3項で規定する理事長(会長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
H29.6.16 Ｈ31.6 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 4 いずれも支給なし 5京野學 3 その他理事 2 非常勤 平成29年6月16日 会社役員

2 無
H29.6.16 Ｈ31.6 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 4 いずれも支給なし 5菅まつ子 3 その他理事 2 非常勤 平成29年6月16日 無職

2 無
H29.6.16 Ｈ31.6 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 4 いずれも支給なし 4首藤悠太郎 3 その他理事 2 非常勤 平成29年6月16日 無職

2 無
H29.6.16 Ｈ31.6 3 施設の管理者 2 無 3 職員給与のみ支給 5赤平京子 3 その他理事 1 常勤 平成29年6月16日 施設長

2 無
H29.6.16 Ｈ31.6 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 3 職員給与のみ支給 5佐藤博 2 業務執行理事 1 常勤 平成29年6月16日 事務局長兼人材育成部部長

2 無
H29.6.16 Ｈ31.6 3 施設の管理者 2 無 3 職員給与のみ支給 5今俊幸 2 業務執行理事 1 常勤 平成29年6月16日 施設長

2 無
H29.6.16 Ｈ31.6 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栗林孝得 1 理事長 平成30年11月27日 2 非常勤 平成29年6月16日 無職

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

(3-1)理事の氏名

(3-2)理事の役職(注) (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
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社会福祉法人　雄勝なごみ会

現況報告書（平成31年4月1日現在） 別紙１

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

(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

0

平成31年3月27日 7 5 1

○平成30年度　資金収支第３次補正予算の承認
○平成31年度　各事業計画の報告
○平成３１年度　資金収支予算の承認
○役員等の報酬に関する規程の一部改正

平成30年12月20日 9 5 2 〇平成30年度　資金収支第２次補正予算の承認
〇定款の一部改正

平成30年9月27日 8 5 1 ○平成30年度　資金収支第1次補正予算の承認
○定款の一部改正

平成30年6月22日 7 5 1 ○平成２９年度　計算書類（貸借対照表及び収支計算書並びに財産目録）の承認
○平成２９年度　事業報告書の報告

(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

0.7 0.0

333 53 85
52.3 47.4

5 3 0
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社会福祉法人　雄勝なごみ会

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

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 なし

0

髙階豊太
武石玄

平成31年3月15日 6 1

〇平成30年度　資金収支第３次補正予算　の承認
○管理規程の一部改正　○就業規則の一部改正　○職員給与規程の全部改正　○定数外職員（臨時職員等）雇用規程の一部改正
○セクシュアルハラスメントの防止に関する規程の一部改正　○パワーハラスメントの防止に関する規程の制定
○役員等の報酬に関する規程の一部改正　○施設長の選任及び解任
〇平成31年度　各事業計画書の承認　〇平成31年度　資金収支予算書の承認
〇評議員会の開催

平成30年11月27日 7 2 〇定款の一部改正
〇理事長の選定

平成30年11月27日 7 2
○平成30年度　資金収支第２次補正予算の承認
○旅費規程の一部改正
○評議員会の開催

平成30年6月6日 8 2

〇平成29年度　事業報告の承認　〇平成29年度　資金収支決算の承認
〇公印取扱規程の一部改正　〇管理規程の全部改正　〇経理規程の一部改正
〇文書管理規程の制定　○事務処理決済規程の制定
〇評議員選定委員会の外部委員の選任
〇定時評議員会の開催

平成30年9月19日 8 2

○平成30年度　資金収支第１次補正予算の承認
○定款の一部改正　○定款施行細則の一部改正
○給与規程の一部改正　○定数外職員（臨時職員等）雇用規程の一部改正
○旅費規程の一部改正　○職員私用車管理要綱の一部改正
○役員等の報酬に関する規程の一部改正　○事務決裁規程の一部改正
○評議員会の開催

(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
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社会福祉法人　雄勝なごみ会

現況報告書（平成31年4月1日現在） 別紙１

(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

5,662.130
イ大規模修繕 平成24年3月31日 平成25年7月30日 平成28年6月14日 平成29年5月26日 平成30年5月19日 208,937,982

3 自己所有 平成2年4月1日 60 20,658
ア建設費 平成2年3月19日 165,597,338 1,082,255,530 1,249,980,068003 平成園

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　平成園
秋田県 湯沢市 小野字大沢田221番地 1 行政からの賃借等

イ大規模修繕

平成24年4月1日 0 239
ア建設費 0002 愛光園

02130303 計画相談支援 愛光園相談支援事業所
秋田県 湯沢市 寺沢字段ノ上4番地５ 2 民間からの賃借等 3 自己所有

イ大規模修繕

3 自己所有 平成20年4月1日 3 236
ア建設費 0002 愛光園

02130107 障害福祉サービス事業（短期入所） 短期入所事業　愛光園
秋田県 湯沢市 寺沢字段ノ上4番地５ 2 民間からの賃借等

イ大規模修繕

昭和57年2月1日 50 17,958
ア建設費 0002 愛光園

01040401 障害者支援施設（施設入所支援） 障がい者支援施設　愛光園
秋田県 湯沢市 寺沢字段ノ上4番地５ 2 民間からの賃借等 3 自己所有

2,055.420
イ大規模修繕 平成7年5月29日 平成14年10月30日 平成20年3月31日 平成22年12月28日 平成28年6月27日 206,442,480

3 自己所有 平成20年4月1日 54 19,610
ア建設費 昭和56年1月26日 84,312,350 351,898,500 436,210,850002 愛光園

01040402 障害者支援施設（生活介護） 生活介護事業　愛光園
秋田県 湯沢市 寺沢字段ノ上4番地５ 2 民間からの賃借等

イ大規模修繕

昭和56年6月12日 0 0
ア建設費 0001 法人本部

00000001 本部経理区分 法人本部
秋田県 湯沢市 小野字大沢田221番地 1 行政からの賃借等 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）

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

なし
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社会福祉法人　雄勝なごみ会

現況報告書（平成31年4月1日現在） 別紙１

02130106 障害福祉サービス事業（生活介護） 生活介護事業　ぱあとなあ
イ大規模修繕

平成26年7月1日 10 105
ア建設費 0004 ぱあとなあ

02130111 障害福祉サービス事業（就労移行支援） 就労移行支援事業　ぱあとなあ
秋田県 湯沢市 両神１５番地１ 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4月1日 20 411
ア建設費 0004 ぱあとなあ

02130113 障害福祉サービス事業（就労継続支援Ｂ型） 就労継続支援Ｂ型事業　ぱあとなあ
秋田県 湯沢市 両神１５番地１ 1 行政からの賃借等

イ大規模修繕

平成17年4月1日 10 119
ア建設費 0004 ぱあとなあ

02130601 福祉ホーム＞自立 福祉ホーム　ぱあとなあ
秋田県 湯沢市 両神１５番地１ 1 行政からの賃借等 3 自己所有

イ大規模修繕

3 自己所有 平成6年1月1日 0 142
ア建設費 0003 平成園

02120901 老人介護支援センター 雄勝在宅介護支援センター
秋田県 湯沢市 小野字大沢田221番地 1 行政からの賃借等

イ大規模修繕

平成24年4月1日 15 4,950
ア建設費 0003 平成園

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所　ぬくもりの里たてやま
秋田県 湯沢市 上院内字小沢116番地１ 1 行政からの賃借等 3 自己所有

イ大規模修繕

3 自己所有 平成24年3月2日 20 6,916
ア建設費 0003 平成園

01030201 特別養護老人ホーム（地域密着型） 平成園サテライト型特別養護老人ホーム　ぬくもりの里たてやま
秋田県 湯沢市 上院内字小沢116番地１ 1 行政からの賃借等

イ大規模修繕

平成18年10月1日 0 24
ア建設費 0003 平成園

06320401 （公益）日常生活支障状態の軽減・悪化防止事業 福祉有償運送
秋田県 湯沢市 小野字大沢田221番地 1 行政からの賃借等 3 自己所有

イ大規模修繕

3 自己所有 平成12年4月1日 0 2,234
ア建設費 0003 平成園

06260301 （公益）居宅介護支援事業 平成園居宅介護支援事業所
秋田県 湯沢市 小野字大沢田221番地 1 行政からの賃借等

イ大規模修繕

平成11年9月13日 0 4,632
ア建設費 0003 平成園

06320401 （公益）日常生活支障状態の軽減・悪化防止事業 配食サービス事業　平成園
秋田県 湯沢市 小野字大沢田221番地 1 行政からの賃借等 3 自己所有

イ大規模修繕

3 自己所有 平成3年1月1日 25 5,088
ア建設費 0003 平成園

02120201 老人デイサービス事業（通所介護） 老人デイサービス事業　平成園
秋田県 湯沢市 小野字大沢田221番地 1 行政からの賃借等

イ大規模修繕

平成2年4月1日 15 4,571
ア建設費 0003 平成園

02120401 老人短期入所事業（短期入所生活介護） 老人短期入所事業　平成園
秋田県 湯沢市 小野字大沢田221番地 1 行政からの賃借等 3 自己所有
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社会福祉法人　雄勝なごみ会

現況報告書（平成31年4月1日現在） 別紙１

平成26年7月1日 10 120005 かざぐるま

02130114 障害福祉サービス事業（共同生活援助） グループホーム（共同生活援助）　かざぐるま
秋田県 湯沢市 両神１７番地１ 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 10 84
ア建設費 0005 かざぐるま

02130110 障害福祉サービス事業（生活訓練） 生活訓練事業　かざぐるま
秋田県 湯沢市 両神１７番地１ 3 自己所有

イ大規模修繕

平成26年7月1日 5 502
ア建設費 0005 かざぐるま

02130107 障害福祉サービス事業（短期入所） 短期入所事業　かざぐるま
秋田県 湯沢市 両神１７番地１ 3 自己所有 3 自己所有

1,238.150
イ大規模修繕

3 自己所有 平成26年7月1日 30 428
ア建設費 平成26年6月6日 66,367,000 153,390,000 170,000,000 739,377,604005 かざぐるま

02130106 障害福祉サービス事業（生活介護） 生活介護事業　かざぐるま
秋田県 湯沢市 両神１７番地１ 3 自己所有

イ大規模修繕

平成28年4月11日 0 808
ア建設費 0004 ぱあとなあ

06320101 （公益）行政・サービス事業者等との連絡調整事業 湯沢市基幹相談支援センター
秋田県 湯沢市 両神１５番地１ 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4月1日 0 244
ア建設費 0004 ぱあとなあ

06320201 （公益）生活に関する調整等を支援する事業 障害者就業・生活支援センター
秋田県 湯沢市 両神１５番地１ 3 自己所有

イ大規模修繕

平成20年4月1日 0 70
ア建設費 0004 ぱあとなあ

06260301 （公益）居宅介護支援事業 ぱあとなあ居宅介護支援事業所
秋田県 湯沢市 両神１５番地１ 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4月1日 0 582
ア建設費 0004 ぱあとなあ

02130303 計画相談支援 障害者相談支援事業所　ぱあとなあ
秋田県 湯沢市 両神１５番地１ 3 自己所有

イ大規模修繕

平成17年4月1日 0 91
ア建設費 0004 ぱあとなあ

06320401 （公益）日常生活支障状態の軽減・悪化防止事業 配食サービス　ぱあとなあ
秋田県 湯沢市 両神１５番地１ 3 自己所有 3 自己所有

1,700.740
イ大規模修繕 平成21年12月28日 平成30年11月9日 7,528,600

3 自己所有 平成17年4月1日 0 190
ア建設費 平成17年3月9日 31,858,485 212,284,000 150,000,000 394,142,485004 ぱあとなあ

02130101 障害福祉サービス事業（居宅介護） ホームヘルプサービス事業　ぱあとなあ
秋田県 湯沢市 両神１５番地１ 3 自己所有

イ大規模修繕

平成17年4月1日 10 83
ア建設費 0004 ぱあとなあ

02120203 老人デイサービス事業（地域密着型通所介護） 老人デイサービス事業　ぱあとなあ
秋田県 湯沢市 両神１５番地１ 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4月1日 10 163
ア建設費 0004 ぱあとなあ 秋田県 湯沢市 両神１５番地１ 3 自己所有
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3 自己所有 平成28年5月1日 5 1,021
ア建設費 平成24年4月1日 666,019,260007 サン・グリーン

ゆざわ

02160101 生計困難者に対する無料低額宿泊利用事業 互助ハウス　桜おかだ
秋田県 湯沢市 岡田町１４番２８号 3 自己所有

イ大規模修繕

平成30年6月1日 0 1,356
ア建設費 0007 サン・グリーン

ゆざわ

06260301 （公益）居宅介護支援事業 桜おかだ居宅介護支援事業所
秋田県 湯沢市 岡田町１４番２８号 1 行政からの賃借等 1 行政からの賃借等

イ大規模修繕

1 行政からの賃借等 平成28年5月1日 20 7,244
ア建設費007 サン・グリーン

ゆざわ

01030201 特別養護老人ホーム（地域密着型） サン・グリーンゆざわサテライト型特別養護老人ホーム　桜おかだ
秋田県 湯沢市 裏門１丁目２番１９号 1 行政からの賃借等

イ大規模修繕

平成30年4月1日 6 1,845
ア建設費 0007 サン・グリーン

ゆざわ

02160101 生計困難者に対する無料低額宿泊利用事業 互助ハウス　サン・グリーンゆざわ
秋田県 湯沢市 裏門１丁目２番１９号 1 行政からの賃借等 1 行政からの賃借等

イ大規模修繕

1 行政からの賃借等 平成28年4月1日 10 1,792
ア建設費 0

116,238,980

007 サン・グリーン
ゆざわ

02120401 老人短期入所事業（短期入所生活介護） 老人短期入所事業　サン・グリーンゆざわ
秋田県 湯沢市 裏門１丁目２番１９号 1 行政からの賃借等

イ大規模修繕 平成23年12月31日 平成30年2月20日

平成28年4月1日 40 14,111
ア建設費 平成20年2月29日 389,452,835 99,924,769 250,000,000 739,377,604 4,253.850007 サン・グリーン

ゆざわ

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　サン・グリーンゆざわ
秋田県 湯沢市 裏門１丁目２番１９号 1 行政からの賃借等 1 行政からの賃借等

イ大規模修繕

1 行政からの賃借等 平成21年4月1日 15 3,690
ア建設費 0006 幸寿苑

02120204 老人デイサービスセンター（地域密着型通所介護） 東成瀬村デイサービスセンター　なるせ
秋田県 雄勝郡東成瀬村 岩井川字東村72番地 1 行政からの賃借等

イ大規模修繕

平成23年7月1日 0 1,886
ア建設費 0006 幸寿苑

02120101 老人居宅介護等事業（訪問介護） 東成瀬村訪問介護事業所　仙人の杜
秋田県 雄勝郡東成瀬村 田子内字二階野２０６番地 1 行政からの賃借等 1 行政からの賃借等

イ大規模修繕

1 行政からの賃借等 平成12年4月1日 16 3,514
ア建設費 0006 幸寿苑

02120401 老人短期入所事業（短期入所生活介護） 東成瀬村短期入所生活介護事業所　幸寿苑
秋田県 雄勝郡東成瀬村 田子内字二階野２０６番地 1 行政からの賃借等

イ大規模修繕

昭和63年4月1日 50 17,850
ア建設費 0006 幸寿苑

01030202 特別養護老人ホーム（介護福祉サービス） 東成瀬村特別養護老人ホーム　幸寿苑
秋田県 雄勝郡東成瀬村 田子内字二階野２０６番地 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28年4月1日 10 288
ア建設費 0005 かざぐるま

02090103 障害児通所支援事業（放課後デイサービス） 放課後等デイサービス事業　かざぐるま
秋田県 湯沢市 両神１７番地１ 3 自己所有

イ大規模修繕
ア建設費 0005 かざぐるま
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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

（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）

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

イ大規模修繕

平成18年9月1日 0 153
ア建設費 0008 いさみが岡

06260301 （公益）居宅介護支援事業 いさみが岡居宅介護支援事業所
秋田県 雄勝郡羽後町 字西馬音内276番地2 2 民間からの賃借等 2 民間からの賃借等

イ大規模修繕

2 民間からの賃借等 平成23年10月1日 0 912
ア建設費008 いさみが岡

02120101 老人居宅介護等事業（訪問介護） いさみが岡訪問介護事業所
秋田県 雄勝郡羽後町 字西馬音内276番地2 2 民間からの賃借等

イ大規模修繕

平成17年11月1日 15 4,726
ア建設費 0008 いさみが岡

01030301 軽費老人ホーム ケアハウスいさみが岡
秋田県 湯沢市 山田字勇ヶ岡50番地 2 民間からの賃借等 2 民間からの賃借等

イ大規模修繕

2 民間からの賃借等 平成17年11月1日 16 3,438
ア建設費 0008 いさみが岡

02120201 老人デイサービス事業（通所介護） デイサービスセンターいさみが岡
秋田県 湯沢市 山田字勇ヶ岡50番地 2 民間からの賃借等

イ大規模修繕

平成17年11月1日 10 2,227
ア建設費 0008 いさみが岡

02120401 老人短期入所事業（短期入所生活介護） 短期入所生活介護事業所いさみが岡
秋田県 湯沢市 山田字勇ヶ岡50番地 1 行政からの賃借等 3 自己所有

5,681.900
イ大規模修繕

3 自己所有 平成17年11月1日 70 24,105
ア建設費 平成24年4月1日 666,019,260 666,019,260008 いさみが岡

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　いさみが岡
秋田県 湯沢市 山田字勇ヶ岡50番地 1 行政からの賃借等

イ大規模修繕

平成20年4月1日 25 5,705
ア建設費 0007 サン・グリーン

ゆざわ

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所　桜おかだ
秋田県 湯沢市 岡田町１４番２０号 3 自己所有 3 自己所有

イ大規模修繕
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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①（地域の要支援者
に対する相談支援）

障害者就業・生活支援センター 湯沢雄勝圏域

障がい者の就業及び生活における一体的な相談等支援

地域における公益的な取
組①（地域の要支援者

湯沢市基幹相談支援センター 湯沢市

地域における公益的な取
組①（地域の要支援者
に対する相談支援）

居宅介護支援事業 湯沢市

居宅介護サービスの相談、計画作成、サービス利用の連絡、調整等

地域における公益的な取
組①（地域の要支援者
に対する相談支援）

介護予防支援事業 湯沢市

介護予防プランの作成

4月1日　互助ハウス　サン・グリーンゆざわ　開始
5月31日　老人デイサービス事業　ぱあとなあ　廃止
5月31日　いさみが岡　訪問介護事業　廃止
5月31日　居宅介護支援事業所いさみが岡　廃止
5月31日　ぱあとなあ居宅介護支援事業所　終了
6月1日　桜おかだ居宅介護支援事業所へ　開始（ぱあとなあ居宅　名称・住所変更、拠点区分移動）
9月30日　ぱあとなあ配食サービス終了

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
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地域における公益的な取
組⑨（その他）

会食サービス 湯沢市

高齢独居者や日中独居者の方を対象に、食事指導や孤立感解消のため、共に食事を作り会食する場を設けた。

地域における公益的な取
組⑨（その他）

思いやりメッセージ 区域を問わず

短文メッセージを募集し、機関紙等で発表。思いやる気持ちを育み、福祉の土壌づくりに取り組む。

地域における公益的な取
組⑨（その他）

健康サポート教室 湯沢市

介護保険サービス非該当者等へ運動などの介護予防活動を実施

地域における公益的な取
組⑨（その他）

認知症劇団 区域を問わず

認知症の理解を広めるため、認知症劇を創作し公演活動を行う。

地域における公益的な取
組⑨（その他）

互助ハウス 湯沢市

雪害・火災・虐待等で、一時的に住まいの問題を抱える方に、低額で住環境を提供

地域における公益的な取
組⑨（その他）

法人地域公開研修会 湯沢市

地域の福祉、介護事情について地域の方々と共感し、共に考える場面を提供

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）

障害児者日中一時支援事業 湯沢市

障害児者の日中における活動の場づくり、介護している家族の一時的な休息を支援

地域における公益的な取
組⑤（既存事業の利用
料の減額・免除）

社会福祉法人等による利用者負担軽減 湯沢市

介護保険サービスに係る利用者負担軽減

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）

配食サービス 湯沢市

在宅虚弱高齢者の栄養改善や低栄養予防など食生活の安定を図ることと、見守りを目的に配食を実施

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）

福祉有償運送 湯沢市

在宅の車いす利用者、寝たきり者の受診時等における計画的送迎支援

組①（地域の要支援者
に対する相談支援） 湯沢市内における相談支援の中核として、総合的・専門的な相談対応を実施
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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 01 公認会計士

小規模多機能型居宅介護事業所　桜おかだ 平成２６年度
小規模多機能型居宅介護事業所　ぬくもりの里たてやま 平成２６年度

1 有

1,934,330,012
1,247,210

1,395,229,867

施設名 直近の受審年度

1 有
1 有
1 有
1 有
2 無
1 有

0
0
0

0

0
0
0
0

0

地域における公益的な取
組⑨（その他）

新しい地域包括支援体制構築モデル事業 湯沢市

多機関協働による支援体制の構築
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社会福祉法人　雄勝なごみ会

現況報告書（平成31年4月1日現在） 別紙１

　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

2 無
2 無

1 有
2 無
2 無

1 有

規則を遵守し、万全を心掛けて臨む。
基本財産を担保とする場合は、評議員会へ諮問し、理事会に議案提出し、議決を得て業務執行する。

基本財産を担保に供しようとするときは、定款第２２条に基づき、事前に秋田県知事の承認を得ること。
基本財産を担保とする場合は、評議員会への諮問及び理事会承認を得た上で行うこと。

ウ　財務会計に関する内部統制の向上に対する支援
378,000

菅希代美
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