
社会福祉法人　雄勝福祉会

別紙1

現況報告書様式（平成29年4月1日現在）

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

http://ogachi-nagomi.net/ (14)法人のﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ heiseien@yutopia.or.jp

社会福祉法人　雄勝福祉会

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

0

後藤紳一 H29.4.1 Ｈ33.6
4

(3-2)評議員の職業

寺門敏子 H29.4.1 Ｈ33.6

昭和56年5月27日 平成56年6月12日

9 9 430,000

(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

中川英明 H29.4.1 Ｈ33.6
0

藤田順一 H29.4.1 Ｈ33.6
6

髙橋忠治 H29.4.1 Ｈ33.6
2

内藤ユミ H29.4.1 Ｈ33.6
6

宮原保夫 H29.4.1 Ｈ33.6
0

高橋永吉 H29.4.1 Ｈ33.6
0

8 8 2,165,000 1 特例有

(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

會田一男 H29.4.1 Ｈ33.6
5

H27.6.12 Ｈ29.6.16 1 社会福祉事業の経営に関する識見を有する者 2 無 9
西村信一

1 理事長（会長等含む。） 平成27年6月12日 2 非常勤 平成27年5月26日

(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

H27.6.12 Ｈ29.6.16 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 9
首藤悠太郎

3 その他理事 2 非常勤 平成27年5月26日

H27.6.12 Ｈ29.6.16 3 施設の管理者 2 無 9
栗林孝得

2 業務執行理事（常務理事等含む。） 1 常勤 平成27年5月26日

H27.6.12 Ｈ29.6.16 1 社会福祉事業の経営に関する識見を有する者 2 無 7
髙橋徳蔵

3 その他理事 2 非常勤

H27.6.12 Ｈ29.6.16 1 社会福祉事業の経営に関する識見を有する者 2 無 9
寺沢順郎

3 その他理事 2 非常勤

H27.6.12 Ｈ29.6.16 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 8
菅まつ子

3 その他理事 2 非常勤

H27.6.12 Ｈ29.6.16 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 9
小西徳彌

3 その他理事 2 非常勤

2 2 280,000

(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

H27.6.12 Ｈ29.6.16 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 6
菅義雄

3 その他理事 2 非常勤

3 社会福祉事業に識見を有する者（その他） 6

鈴木大悟
平成27年5月26日

H27.6.12 Ｈ29.6.16 6 財務管理に識見を有する者（その他） 2

(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
平成27年5月26日

H27.6.12 Ｈ29.6.16

(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）
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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

(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

(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

335 56 71

55.3 40.9

4 3 0

平成28年12月13日 15 2

○定款の一部改正

○育児・介護休業等に関する規程の一部改正

○平成２８年度第３次補正予算

平成28年8月10日 13 2

○定款の一部改正

○定款施行細則の一部改正（案）の一部改正

○平成２８年度第２次補正予算

平成28年5月27日 13 2

○平成２７年度第３次補正予算

○平成２７年度各事業報告

○平成２７年度決算

○平成２８年度第１次補正予算

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29年3月27日 16 2

○平成２８年度第４次補正予算

○定款施行細則の一部改正○公印取扱規程の一部改正○管理規程の一部改正

○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

○経理規程の一部改正○経理規程細則の制定○業務管理体制整備規程の一部改正

○平成２９年度各事業計画○平成２９年度資金収支予算

平成29年2月23日 12 2 ○定款の変更

平成29年1月17日 8 0

○評議員選定委員会に提案する評議員候補者（案）の選任

○評議員選定委員会委員（案）の選任

○社会福祉法人雄勝福祉会　役員等の報酬に関する規程の一部改正（案）

平成29年2月9日 8 1 ○評議員選定委員会の報告

平成28年8月10日 8 2

○定款の一部改正

○定款施行細則の一部改正

○理事長の職務代理者の指名

○平成２８年度第２次補正予算

平成28年12月13日 8 1

○定款の一部改正（案）

○評議員選定委員会運営規則の制定

○育児・介護休業等に関する規程の一部改正

○平成２８年度第３次補正予算

平成28年5月27日 7 1

○平成２７年度資金収支第３次補正予算

○平成２７年度各事業報告

○平成２７年度決算

○平成２８年度第１次補正予算

平成28年6月9日 6 1 ○評議員の任期満了に伴う改選

平成29年2月23日 8 1 ○定款の変更
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(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

②ぱあとなあ・かざぐるまの施設整備費等の借入金については、法人規模を活用した相互補完にあるが、

障がい福祉サービスと介護保険サービス全般で、長期的な収支差額の減少傾向の中、稼働率も低下

傾向にあり、負担増を推察する。非採算部門の要因分析をしっかりと行い、事業所定員管理や職員

配置、受入利用者の適正化を図るなど、収支バランスの改善を望む。ただし、これによって利用者の

不利益を招かないように考え、関係機関との調整を図るなどして、丁寧な対応をすること。

③愛光園の収益は堅調だが、建物設備の老朽化が懸念される。修理等は、将来的展望を描きながら、

0

髙階豊太

鈴木大悟

①介護サービスでの事故について、利用者や家族、地域の信頼につながる事なので、緊張感をもって、

同様な事案が発生しないように注意すること。職員間の検討協議に加え、第三者委員や理事会等での

情報共有を図り、その報告過程からの意見・助言を大切にし、事故防止に努めること。

平成29年2月23日 8 1 ○定款の変更

平成29年3月27日 8 0

○平成２８年第４次補正予算

○定款施行細則の一部改正○公印取扱規程の一部改正○管理規程の一部改正

○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

○経理規程の一部改正○経理規程細則の制定○業務管理体制整備規程の一部改正

○特別養護老人ホーム　いさみが岡　施設長、法人事務局長の承認

○平成２９年度各事業計画○平成２９年度収支予算

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

④法人合併を福祉・介護ニーズに合った適正規模を考慮した、法人の安定した事業継続に繋げることが、

ご利用者はもちろん、地域に暮らす方々や従事者である職員も含めた安心を支える基盤づくりをする。

経営の透明性向上をはじめ、経営組織のガバナンス強化や財務規律の整備による内部統制等を図るとともに、

人材の育成とその確保及び資金並びに事業規模の適性化と地域貢献などに取り組む。

①事故・苦情対応委員会を毎月開催し、ヒヤリハットの事例を振り返り、事故防止、改善点について検討。

第三者委員を含む苦情解決委員会での意見・助言を職員・事業所間で共有し、理事会等に報告する

ことを念頭に入れながら、事故の予防対策、サービスの質の向上に努める。

②人口減少と地域状況を適切に判断し、法人内事業所の調整等による適正化や経営の安定を見据えた

体制作りに努める。

③施設整備のための積立金を積み立てるとともに、中長期計画を立て、修繕を実施する。

実施すること。

④なごみ会と合併し、譲渡施設に加えて法人規模が更に拡大する。今後は、法人全体としての事業の

方向性を一層明確に示し、共有していくことが大切となり、そのもとに職員教育・人材育成に努めること。

利用者の取り巻く状況の変化等の要因により安定した決算とはなりにくいことは理解できるものの、時代を

見据えては、求められる公益性のもとに安定した経営を期待する。事業譲渡や合併が、地域や利用者、

職員にとって、将来良かったと言われるような経営基盤となるようにすること。

（イ）修繕費合計額

（円）

001 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

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

湯沢市 寺沢字段の上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 昭和56年6月12日 0 0

ア建設費

002 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 寺沢字段の上4番地５ 2 民間からの賃借等

イ大規模修繕

平成20年4月1日 54 20,407

ア建設費
002 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 寺沢字段の上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 昭和57年2月1日 50 18,690

ア建設費

002 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 寺沢字段の上4番地５ 2 民間からの賃借等

イ大規模修繕

平成20年4月1日 3 167

ア建設費
002 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 寺沢字段の上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24年4月1日 0 211

ア建設費

003 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18年5月1日 0 221

ア建設費
002 愛光園

06260301 （公益）居宅介護支援事業 愛光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 3 自己所有

イ大規模修繕

3 自己所有 平成2年4月1日 60 21,486

ア建設費

003 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 5,242

ア建設費
003 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

3 自己所有 平成3年1月1日 25 6,299
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003 平成園

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

ア建設費

003 平成園

02120101 老人居宅介護等事業（訪問介護） ホームヘルプサービス事業　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12年4月1日 0 1,872

ア建設費
003 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 3 自己所有

イ大規模修繕

3 自己所有 平成10年4月1日 0 269

ア建設費

003 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

イ大規模修繕

平成11年9月13日 0 5,636

ア建設費
003 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 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18年10月1日 0 28

ア建設費

003 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

イ大規模修繕

平成24年3月2日 20 6,989

ア建設費
003 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 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24年4月1日 0 5,287

ア建設費

004 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 3 自己所有

イ大規模修繕

平成6年1月1日 0 146

ア建設費
003 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 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17年4月1日 10 119

ア建設費

004 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

イ大規模修繕

平成19年4月1日 20 5,506

ア建設費
004 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 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 1,171

ア建設費

004 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

イ大規模修繕

平成19年4月1日 10 2,754

ア建設費
004 ぱあとなあ

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

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17年4月1日 10 1,471

ア建設費

004 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

イ大規模修繕

平成17年4月1日 0 11,164

ア建設費
004 ぱあとなあ

02120101 老人居宅介護等事業（訪問介護） 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 3 自己所有

イ大規模修繕

3 自己所有 平成17年4月1日 0 4,332

ア建設費

004 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

イ大規模修繕

平成19年4月1日 0 6,888

ア建設費
004 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 3 自己所有

イ大規模修繕

3 自己所有 平成20年4月1日 0 924

ア建設費

004 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

イ大規模修繕

平成26年4月1日 0 5,056

ア建設費
004 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28年4月11日 0 907

ア建設費

005 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

イ大規模修繕

平成26年7月1日 30 5,782

ア建設費
005 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 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 2,241

ア建設費

005 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

イ大規模修繕

平成26年7月1日 10 2,298

ア建設費
005 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 3 自己所有

イ大規模修繕

3 自己所有 平成26年7月1日 10 117

ア建設費

006 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

イ大規模修繕

平成28年4月1日 10 2,184

ア建設費
005 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

1 行政からの賃借等 昭和63年4月1日 50 17,805
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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

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）

006 幸寿苑

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

ア建設費

006 幸寿苑

06260301 （公益）居宅介護支援事業 東成瀬村ケアサポート　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

イ大規模修繕

平成12年4月1日 16 3,523

ア建設費
006 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 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23年7月1日 0 820

ア建設費

006 幸寿苑

02120202 老人デイサービスセンター（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 3,282

ア建設費
006 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

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 4,117

ア建設費

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28年4月1日 40 14,747

ア建設費
007

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 岡田町１４番２８号 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28年4月1日 10 2,686

ア建設費

007
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

イ大規模修繕

平成28年5月1日 20 6,001

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

イ大規模修繕

3 自己所有 平成20年4月1日 25 8,865

ア建設費

平成28年5月1日 5 779

ア建設費
007

サン・グリー

ンゆざわ

06330201 （公益）法人固有の公益事業サービス互助ハウス 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 3 自己所有

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

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

（イ）修繕費合計額

（円）

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
（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）

法人固有の公益事業

サービス地域公開研修

法人地域公開研修会 湯沢市（区域を問わず）

地域の福祉、介護事情等について地域の方々と共有し、共に考える場面を提供。
法人固有の公益事業

サービス健康サポート教

健康サポート教室 湯沢市

介護保険サービス非該当者や軽度要介護者の自立支援や悪化防止のために運動などの介護予防活動を実施。

法人固有の公益事業

サービス互助ハウス

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

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

（イ）修繕費合計額

（円）

愛光園居宅介護支援事業所　７月３１日廃止

平成園　訪問介護事業　５月３１日廃止

サン・グリーンゆざわ　特養定員５０人（４～７月）、８月～４０人に変更

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　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）

法人固有の公益事業

サービス思いやりメッセー

思いやりメッセージ 湯沢市（区域を問わず）

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

法人固有の公益事業

サービス会食サービス

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、食事指導や孤立感の解消のため、共に食事を作り会食する場を設けた。
法人固有の公益事業

サービス通所入浴

通所入浴 湯沢市

入浴困難で在宅介護サービスを希望しない方の入浴ニーズに応えるため、施設の入浴環境を提供。
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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

法人固有の公益事業

サービスＦＭ活用広報

ＦＭ活用広報 湯沢雄勝区域

コミュニティＦＭを使い、介護・福祉に関する情報等を提供。

0

0

法人固有の公益事業

サービス認知症劇団

認知症劇団 秋田市

認知症の理解を広めるため、認知症劇を創作し、大学、病院で公演活動を行う。

1 有

2 無

1 有

1 有

1,614,661,744

6,688,630

0

1 有

1 有

1 有

0

0

0

0

0

0

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。

01 公認会計士

菅喜代美

ウ　財務会計に関する内部統制の向上に対する支援

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。

1,030,952,864

施設名 直近の受審年度

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


