
社会福祉法人　緑星の里

現況報告書（令和4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

01 北海道 213 苫小牧市 01213 2430005008852 01 一般法人 01 運営中

社会福祉法人　緑星の⾥
北海道 苫小牧市 字植苗１２１-７
0144-58-2321 0144-58-2030 2 無

(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://ryokusei.or.jp (14)法人のﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ ryokuseinosato@ryokusei.or.jp
昭和45年1⽉20⽇ 昭和45年2⽉27⽇

7 7 80,000

(福)百合愛会評議員

對馬　勝成 R3.6.28 令和6年度会計に関する定時評議員会の終結時 1 有 2 無 1無職

令和6年度会計に関する定時評議員会の終結時 2 無 1 有 1(福)せらぴ監事

澤田憲生 R3.6.28 令和6年度会計に関する定時評議員会の終結時 2 無 1 有 0無職

後藤　邦昭 R3.6.28 令和6年度会計に関する定時評議員会の終結時 2 無 2 無 1無職

大泉　名智子 R3.6.28 令和6年度会計に関する定時評議員会の終結時 2 無 2 無 1無職

鈴⽊　健司 R3.6.28

南　功 R3.6.28 令和6年度会計に関する定時評議員会の終結時 1 有 2 無 1無職

林　光仁 R3.6.28 令和6年度会計に関する定時評議員会の終結時 2 無 1 有 1

2 無
R3.6.28 令和4年度会計に関する定時評議員会の終結時 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 6大塚　登志樹 2 業務執⾏理事 1 常勤 令和3年6⽉28⽇ 法人専務理事

2 無
R3.6.28 令和4年度会計に関する定時評議員会の終結時 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 6尾野　聖一 1 理事⻑ 平成24年7⽉1⽇ 1 常勤 令和3年6⽉28⽇ 法人理事⻑

(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

6 6 2 特例無

(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

41,406,890

2 無
R3.6.28 令和4年度会計に関する定時評議員会の終結時 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矢嶋　翼 3 その他理事 2 非常勤 令和3年6⽉28⽇ 苫小牧市議会議員

2 無
R3.6.28 令和4年度会計に関する定時評議員会の終結時 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 6鈴⽊　敏昭 3 その他理事 2 非常勤 令和3年6⽉28⽇ 法人理事

2 無
R3.6.28 令和4年度会計に関する定時評議員会の終結時 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 6沼山　文久 3 その他理事 1 常勤 令和3年6⽉28⽇ 法人⽀援事業部⻑

2 無
R3.6.28 令和4年度会計に関する定時評議員会の終結時 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 6尾野　清一 3 その他理事 1 常勤 令和3年6⽉28⽇ 法人介護事業部部⻑

6 財務管理に識⾒を有する者（その他） 6

本波裕樹 無職 1 有 令和3年6⽉28⽇
R3.6.28 令和4年度会計に関する定時評議員会の終結時 3 社会福祉事業に識⾒を有する者（その他） 6

(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

和田邦夫 無職 1 有 令和3年6⽉28⽇
R3.6.28 令和4年度会計に関する定時評議員会の終結時

2 2 234,000

(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

(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。

(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）

あすの監査法人 3,850,000 2 無 あすの監査法人 3,850,000
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社会福祉法人　緑星の里

現況報告書（令和4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

(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

2 0 0

令和3年6⽉28⽇ 7 4 2
１、任期満了に伴う理事・監事専任の件　2、定款の一部変更の件 ３、令和2年度事業報告　４、会計監査人監査報告　５、会計監査人の報酬の件　６、社会
福祉充実残額の報告　７、評議員選任・解任委員会の審議結果の報告　８、令和元年10⽉3⽇に発生した業務災害について　9、令和3年度組織機構図につい
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 0.0

358 0 133
0.0 96.4

令和3年6⽉10⽇ 6 2
1、令和2年度事業報告の承認の件　2、令和2年度計算書類・監査報告並びに財産目録の承認の件　3、社会福祉充実残額承認の件　4、令和3年度第1次補正予算の
件　　5、会計監査人の報酬の件　6、任期満了に伴う理事・監事候補者の選定の件　7、任期満了に伴う評議員候補者の選定の件　8、任期満了に伴う評議員選任・解任
委員候補者の選定の件　９、定時評議員会の招集の⽇時及び議案等の件　10、評議員選任・解任委員会の開催の件

令和3年6⽉28⽇ 5 2 1、理事⻑及び専務理事を選定する件

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

令和4年2⽉14⽇ 6 2 １、業務管理体制の整備に関する勧告の件　２、令和4年度管理職人事の件　3、デイサービスセンター陽明園　4、永光多機能型事業の事業変更の件

令和4年3⽉23⽇ 6 2 1、令和3年度第4次補正予算案の件　2、令和4年度事業計画案の件　3、令和4年度当初予算案の件　4，⻘雲・永光・ハーフタイムの利⽤定員の変更の件　5、諸規程の
一部改正の件　6，役員等賠償責任保険更新の件

令和3年8⽉4⽇ 6 2 1、施設屋上防⽔改修⼯事の実施の件　２、令和3年度第２次補正予算案の件

令和3年12⽉28⽇ 6 2 １、グループホームハーモニーの⾏政処分の件　２、令和3年度第3次補正予算案の件

0

和田邦夫
本波裕樹

無し

無し

01 無限定適正意⾒
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社会福祉法人　緑星の里

現況報告書（令和4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　－　(1)社会福祉事業の実施状況

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

90,352,400

101 光陽荘

01040402 障害者⽀援施設（生活介護） 光陽荘
北海道 苫小牧市 字植苗121-8 1 ⾏政からの賃借等

イ大規模修繕 平成21年11⽉30⽇ 平成24年2⽉8⽇ 令和2年3⽉31⽇

昭和46年4⽉1⽇ 60 18,099
ア建設費 平成11年1⽉20⽇ 93,590,600 720,285,000 38,000,000 851,875,600 1,935.970101 光陽荘

01040401 障害者⽀援施設（施設⼊所⽀援） 光陽荘
北海道 苫小牧市 字植苗121-8 1 ⾏政からの賃借等 3 ⾃⼰所有

平成18年10⽉1⽇ 0 0
ア建設費 0101 光陽荘

02130107 障害福祉サービス事業（短期⼊所） 光陽荘
北海道 苫小牧市 字植苗121-8 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23年4⽉1⽇ 60 15,384
ア建設費 0

1,475.190
イ大規模修繕 平成19年8⽉31⽇ 平成29年3⽉30⽇ 33,272,670

3 ⾃⼰所有 昭和50年4⽉1⽇ 40 13,834
ア建設費 平成6年2⽉7⽇ 18,408,130 516,708,000 50,100,000 585,216,130102 ⻘雲

01040401 障害者⽀援施設（施設⼊所⽀援） ⻘雲
北海道 苫小牧市 字植苗121-8 1 ⾏政からの賃借等

イ大規模修繕

102 ⻘雲

02130107 障害福祉サービス事業（短期⼊所） ⻘雲
北海道 苫小牧市 字植苗121-8 1 ⾏政からの賃借等

イ大規模修繕

平成23年4⽉1⽇ 40 15,278
ア建設費 0102 ⻘雲

01040402 障害者⽀援施設（生活介護） ⻘雲
北海道 苫小牧市 字植苗121-8 1 ⾏政からの賃借等 3 ⾃⼰所有

昭和58年4⽉1⽇ 40 14,307
ア建設費 平成8年1⽉23⽇ 87,334,400 589,903,000 32,000,000 709,237,400 1,673.320103 やまぶき

01040401 障害者⽀援施設（施設⼊所⽀援） やまぶき
北海道 苫小牧市 字植苗121-8 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 21
ア建設費 0

イ大規模修繕

3 ⾃⼰所有 平成23年4⽉1⽇ 60 14,427
ア建設費 0

60,476,628

103 やまぶき

01040402 障害者⽀援施設（生活介護） やまぶき
北海道 苫小牧市 字植苗121-8 1 ⾏政からの賃借等

イ大規模修繕 平成19年8⽉31⽇ 平成25年9⽉30⽇ 平成30年11⽉29⽇

イ大規模修繕

3 ⾃⼰所有 平成18年10⽉1⽇ 0 55
ア建設費 0

6,743,100

103 やまぶき

02130107 障害福祉サービス事業（短期⼊所） やまぶき
北海道 苫小牧市 字植苗121-8 1 ⾏政からの賃借等

イ大規模修繕 平成21年11⽉30⽇

平成11年4⽉1⽇ 40 8,812
ア建設費 昭和62年2⽉16⽇ 18,667,500 76,100,000 25,300,000 120,067,500 503.030104 ワークランド

のぞみ

02130106 障害福祉サービス事業（生活介護） ワークランドのぞみ
北海道 苫小牧市 字植苗121-7 1 ⾏政からの賃借等 3 ⾃⼰所有

105 永光

01040401 障害者⽀援施設（施設⼊所⽀援） 永光
北海道 苫小牧市 北栄町3丁目11番3 1 ⾏政からの賃借等

イ大規模修繕

平成25年4⽉1⽇ 10 1,555
ア建設費 0104 ワークランド

のぞみ

02130113 障害福祉サービス事業（就労継続⽀援Ｂ型） ワークランドのぞみ
北海道 苫小牧市 字植苗121-7 1 ⾏政からの賃借等 3 ⾃⼰所有

平成23年4⽉1⽇ 0 8
ア建設費 0105 永光

02130107 障害福祉サービス事業（短期⼊所） 永光
北海道 苫小牧市 北栄町3丁目11番3 1 ⾏政からの賃借等 3 ⾃⼰所有

831.420
イ大規模修繕 平成20年10⽉22⽇ 平成24年1⽉6⽇ 平成28年3⽉30⽇ 45,472,500

3 ⾃⼰所有 昭和45年4⽉1⽇ 30 7,572
ア建設費 昭和62年2⽉16⽇ 9,704,330 195,239,000 22,000,000 226,943,330

イ大規模修繕

3 ⾃⼰所有 平成23年4⽉1⽇ 36 9,482
ア建設費 0105 永光

01040402 障害者⽀援施設（生活介護） 永光
北海道 苫小牧市 北栄町3丁目11番3 1 ⾏政からの賃借等

イ大規模修繕

105 永光

01040403 障害者⽀援施設（⾃⽴訓練（機能訓練）） 永光
北海道 苫小牧市 北栄町3丁目11番4 3 ⾃⼰所有

イ大規模修繕

平成26年4⽉1⽇ 14 246
ア建設費 0105 永光

01040406 障害者⽀援施設（就労継続⽀援Ｂ型） 永光
北海道 苫小牧市 北栄町3丁目11番3 1 ⾏政からの賃借等 3 ⾃⼰所有

平成23年4⽉1⽇ 30 10,677
ア建設費 平成12年11⽉24⽇ 13,357,000 98,783,000 112,140,000 248.240106 グリーンホー

ム

02130114 障害福祉サービス事業（共同生活援助） グリーンホーム
北海道 苫小牧市 字植苗121-8 1 ⾏政からの賃借等 3 ⾃⼰所有

385.730
イ大規模修繕

3 ⾃⼰所有 平成23年4⽉1⽇ 20 0
ア建設費 昭和59年12⽉21⽇ 5,964,000 42,020,000 15,700,000 63,684,000

306.180
イ大規模修繕

3 ⾃⼰所有 平成23年4⽉1⽇ 73 25,164
ア建設費 平成15年3⽉10⽇ 35,213,415 35,213,415107 ハーフタイム

02130114 障害福祉サービス事業（共同生活援助） ハーフタイム
北海道 苫小牧市 北栄町3丁目11番13号 3 ⾃⼰所有

イ大規模修繕

108 ライフウィング

01040402 障害者⽀援施設（生活介護） ライフウィング
北海道 苫小牧市 字植苗51番地172 3 ⾃⼰所有

イ大規模修繕

平成15年4⽉1⽇ 21 7,807
ア建設費 平成15年3⽉6⽇ 11,866,000 277,689,000 125,300,000 414,855,000 1,746.470108 ライフウィング

01040401 障害者⽀援施設（施設⼊所⽀援） ライフウィング
北海道 苫小牧市 字植苗51番地172 3 ⾃⼰所有 3 ⾃⼰所有

イ大規模修繕

3 ⾃⼰所有 平成23年4⽉1⽇ 40 8,325
ア建設費 0
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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

平成23年4⽉1⽇ 5 976
ア建設費 0108 ライフウィング

02130107 障害福祉サービス事業（短期⼊所） ライフウィング
北海道 苫小牧市 字植苗51番地172 3 ⾃⼰所有 3 ⾃⼰所有

588.110
イ大規模修繕

3 ⾃⼰所有 平成18年12⽉15⽇ 0 1,502
ア建設費 平成28年12⽉10⽇ 205,200,000 205,200,000109

相談⽀援事
業所サポー
ト

02130303 計画相談⽀援 相談⽀援事業所サポート
北海道 苫小牧市 双葉町3丁目22番8号 3 ⾃⼰所有

イ大規模修繕

110
特別養護⽼
人ホーム陽
明園

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陽明園
北海道 苫小牧市 字植苗51番地177 3 ⾃⼰所有

イ大規模修繕

平成18年12⽉15⽇ 0 1
ア建設費 0109

相談⽀援事
業所サポー
ト

02130116 障害福祉サービス事業（⾃⽴生活援助） 相談⽀援事業所サポート
北海道 苫小牧市 3 ⾃⼰所有 3 ⾃⼰所有

平成14年4⽉1⽇ 20 6,644
ア建設費 0110

特別養護⽼
人ホーム陽
明園

02120402 ⽼人短期⼊所施設（短期⼊所生活介護） 特別養護⽼人ホーム陽明園
北海道 苫小牧市 字植苗51番地177 3 ⾃⼰所有 3 ⾃⼰所有

4,114.360
イ大規模修繕

3 ⾃⼰所有 昭和53年2⽉1⽇ 80 27,847
ア建設費 平成21年3⽉26⽇ 20,786,000 628,228,000 647,400,000 1,296,414,000

584.590
イ大規模修繕 平成19年8⽉31⽇ 3,264,450

3 ⾃⼰所有 平成2年1⽉1⽇ 17 2,965
ア建設費 平成1年3⽉29⽇ 3,525,000 60,000,000 63,525,000110

特別養護⽼
人ホーム陽
明園

02120204 ⽼人デイサービスセンター（地域密着型通所介護） デイサービスセンター陽明園
北海道 苫小牧市 字植苗51番地177 3 ⾃⼰所有

イ大規模修繕

114 東胆振ケア
センター

02180101 生計困難者に対する無料低額⽼健利⽤事業 東胆振ケアセンター
北海道 苫小牧市 字植苗51番地156 3 ⾃⼰所有

イ大規模修繕

平成15年4⽉1⽇ 0 1,342
ア建設費 0110

特別養護⽼
人ホーム陽
明園

06260301 （公益）居宅介護⽀援事業 居宅介護⽀援センター陽明園
北海道 苫小牧市 双葉町3丁目22番8号 3 ⾃⼰所有 3 ⾃⼰所有

平成10年9⽉1⽇ 0 887
ア建設費 0114 東胆振ケア

センター

06260109 （公益）居宅サービス事業（短期⼊所療養介護） 東胆振ケアセンター
北海道 苫小牧市 字植苗51番地156 3 ⾃⼰所有 3 ⾃⼰所有

4,224.480
イ大規模修繕 平成23年3⽉12⽇ 平成30年10⽉31⽇ 120,693,600

3 ⾃⼰所有 平成10年9⽉1⽇ 100 33,763
ア建設費 平成10年7⽉27⽇ 36,690,900 75,870,000 780,000,000 892,560,900

イ大規模修繕

3 ⾃⼰所有 平成10年9⽉1⽇ 40 6,548
ア建設費 0114 東胆振ケア

センター

06260107 （公益）居宅サービス事業（通所リハ） デイケアセンター東胆振ケアセンター
北海道 苫小牧市 字植苗51番地156 3 ⾃⼰所有

イ大規模修繕

54,108,000

115 ナイスデイや
なぎ

02120203 ⽼人デイサービス事業（地域密着型通所介護） デイサービスセンターやなぎ
北海道 苫小牧市 柳町4丁目11番36号 3 ⾃⼰所有

イ大規模修繕 平成30年11⽉30⽇

平成10年10⽉1⽇ 50 18,250
ア建設費 平成10年9⽉10⽇ 5,004,483 360,545,000 297,770,000 663,319,483 2,688.990115 ナイスデイや

なぎ

01030301 軽費⽼人ホーム ナイスデイやなぎ
北海道 苫小牧市 柳町4丁目11番36号 3 ⾃⼰所有 3 ⾃⼰所有

平成14年4⽉1⽇ 18 6,528
ア建設費 平成14年3⽉26⽇ 43,027,500 63,000,000 72,000,000 178,027,500 678.740116 グループホー

ムハーモニー

02120601 認知症対応型⽼人共同生活援助事業 グループホームハーモニー
北海道 苫小牧市 字植苗51番地156 3 ⾃⼰所有 3 ⾃⼰所有

イ大規模修繕

3 ⾃⼰所有 平成10年10⽉1⽇ 18 4,524
ア建設費 0

758.150
イ大規模修繕 平成30年11⽉29⽇ 10,068,192

3 ⾃⼰所有 昭和45年1⽉20⽇ 0 0
ア建設費 平成10年10⽉26⽇ 19,594,000 262,296,000 35,000,000 316,890,000

8,678,880

117 本部

00000001 本部経理区分 本部
北海道 苫小牧市 字植苗121番地7 3 ⾃⼰所有

イ大規模修繕 平成30年11⽉29⽇

（イ）修繕費合計額（円）

201
苫小牧市東
地域包括⽀
援センター

03260401 介護予防⽀援事業 苫小牧市東地域包括⽀援センター
北海道 苫小牧市 沼ノ端中央4-14-24 2 ⺠間からの賃借等

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

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

2 ⺠間からの賃借等 平成18年4⽉1⽇ 0 2,224
ア建設費 0

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）
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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）

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

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

0

0
0
0
0

0

ハーフタイム 27年度
ライフウィング 27年度
陽明園 27年度

ワークランドのぞみ 27年度
グリーンホーム 27年度
永光 27年度

光陽荘 27年度
⻘雲 27年度
やまぶき 27年度

2 無

2,515,176,741
2,535,000

2,437,275,899

施設名 直近の受審年度

1 有
1 有
2 無
2 無
2 無
1 有

0
0
0

ナイスディやなぎ 28年度

2 無
2 無

1 有
2 無
2 無

1 有
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