
社会福祉法人　慈悲庵

現況報告書（令和3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

22 静岡県 130 浜松市 22130 7080405000135 01 一般法人 01 運営中

社会福祉法人　慈悲庵
静岡県 浜松市 中区鴨江3丁目6-10
053-453-0167 053-452-5428 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://www.jihian.or.jp/ (14)法人のﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ info@jihian.or.jp
昭和29年2⽉1⽇ 昭和29年3⽉16⽇

7 7 0

無職（⺠⽣委員・児童委員）

佐原　徹朗 H29.4.1 R3.6 2 無 2 無 0無職

R3.6 1 有 2 無 0静岡県議会議員

氏原　章博 H29.4.1 R3.6 2 無 2 無 0氏原㈱ 代表取締役

石津　陽子 H29.4.1 R3.6 2 無 2 無 0無職

池田　俊晴 H29.4.1 R3.6 2 無 2 無 0無職

大石　哲司 H29.4.1

中谷　忠司 H29.11.1 R3.6 2 無 2 無 0無職（⾃治会⻑）

豊田　ゆみ子 H29.4.1 R3.6 2 無 2 無 0

2 無
R1.6.13 R3.6 3 施設の管理者 2 無 3 職員給与のみ支給 3影山　浩二 2 業務執⾏理事 2 非常勤 令和1年6⽉13⽇ 社会福祉法人慈悲庵 施設⻑

2 無
R1.6.13 R3.6 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 3寺田　昌弘 1 理事⻑ 平成19年6⽉1⽇ 1 常勤 令和1年6⽉13⽇ 社会福祉法人慈悲庵 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

37,252,676

2 無
R1.6.13 R3.6 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 3⾼林　四郎 3 その他理事 2 非常勤 令和1年6⽉13⽇ 社会福祉法人慈悲庵 職員

2 無
R1.6.13 R3.6 3 施設の管理者 2 無 3 職員給与のみ支給 3沢田　好孝 3 その他理事 2 非常勤 令和1年6⽉13⽇ 社会福祉法人慈悲庵 施設⻑

2 無
R1.6.13 R3.6 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 3神谷　賴延 3 その他理事 2 非常勤 令和1年6⽉13⽇ 社会福祉法人慈悲庵 所⻑

2 無
R2.11.5 R3.6 3 施設の管理者 2 無 3 職員給与のみ支給 2松井　健 3 その他理事 2 非常勤 令和2年11⽉5⽇ 社会福祉法人慈悲庵 所⻑

6 財務管理に識⾒を有する者（その他） 3

佐藤　克治 無職 2 無 令和1年6⽉13⽇
R1.6.13 R3.6 3 社会福祉事業に識⾒を有する者（その他） 3

(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

藤田　孝男 無職 1 有 令和1年6⽉13⽇
R1.6.13 R3.6

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）

0 1 1

令和2年6⽉11⽇ 7 2 ①令和元年度事業報告案②令和元度決算案③役員の報酬

(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

0.5 0.5

196 35 161
22.7 94.0
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社会福祉法人　慈悲庵

現況報告書（令和3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

令和3年3⽉25⽇ 7 0

①令和２年度第３次補正予算案②外国人留学⽣（指定介護福祉⼠養成校）介護福祉⼠奨学⾦貸与規程の制定③外国人留学⽣の静岡県介護福祉⼠修
学資⾦活⽤に伴う連帯保証④外国人留学⽣（指定介護福祉⼠養成校）介護福祉⼠修学資⾦⼊学準備⾦貸与規程の制定⑤クレジットカード取扱規程の制定
⑥経理規程の一部改正⑦令和３年度における契約⑧令和３年度会計における九重荘の前期末支払資⾦残⾼の取崩し⑨令和３年度会計における浜松希望寮
の前期末支払資⾦残⾼の取崩し⑩複合施設旭⽩萩（Ｕタワー）大規模修繕⼯事⑪令和３年度事業計画案⑫令和３年度当初予算案

令和3年2⽉4⽇ 7 0 ①浜松希望寮における前期末支払資⾦残⾼の取崩し②令和２年度第２次補正予算案③外国人留学⽣（指定⽇本語学校）介護福祉⼠奨学⾦貸与規程の
一部改正

令和2年11⽉5⽇ 7 0 ①令和２年度第１次補正予算案②新任理事の選任

令和2年5⽉26⽇ 6 2 ①令和元年度事業報告案②令和元度決算案③定時評議員会の開催

令和2年10⽉27⽇ 6 2 ①令和２年度第１次補正予算案②新任理事候補者の選定③令和２年度社会福祉施設等の指導監査の実施結果及び報告④令和２年度第２回評議員会の開催⽇程
及び議案⑤社会福祉法人慈悲庵職員貸付⾦制度に関する内規の改正

4

(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3年1⽉26⽇ 6 2 ①浜松希望寮における前期末支払資⾦残⾼の取崩し②令和２年度第２次補正予算案③外国人留学⽣（指定⽇本語学校）介護福祉⼠奨学⾦貸与規程の一部改正
④令和２年度第３回評議員会の開催⽇程及び議案

令和3年3⽉16⽇ 6 2

①令和２年度第３次補正予算案②外国人留学⽣（指定介護福祉⼠養成校）介護福祉⼠奨学⾦貸与規程の制定③外国人留学⽣の静岡県介護福祉⼠修学資⾦活
⽤に伴う連帯保証④外国人留学⽣（指定介護福祉⼠養成校）介護福祉⼠修学資⾦⼊学準備⾦貸与規程の制定⑤クレジットカード取扱規程の制定⑥経理規程の一部
改正⑦令和３年度における契約⑧令和３年度会計における九重荘の前期末支払資⾦残⾼の取崩し⑨令和３年度会計における浜松希望寮の前期末支払資⾦残⾼の取
崩し⑩複合施設旭⽩萩（Ｕタワー）大規模修繕⼯事⑪令和３年度事業計画案⑫令和３年度当初予算案⑬令和２年度第４回評議員会の開催⽇程及び議案⑭任期
満了に伴う次期評議員候補者の選定⑮評議員選任・解任委員会の開催⽇程及び議案⑯任期満了に伴う次期理事及び監事候補者の選定

1

藤田　孝男
佐藤　克治

なし

なし

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

102 浜松希望寮
拠点区分

01010303 ⽣活保護施設事業（宿所提供施設） 宿所提供施設浜松希望寮
静岡県 浜松市中区 鴨江3-6-10 1 ⾏政からの賃借等

イ大規模修繕

昭和29年2⽉1⽇ 0 0
ア建設費 0101 法人本部拠

点区分

00000001 本部経理区分 法人本部
静岡県 浜松市中区 鴨江3-6-10 1 ⾏政からの賃借等 3 ⾃⼰所有

昭和45年4⽉8⽇ 50 17,702
ア建設費 平成25年3⽉24⽇ 210,900,000 156,303,496 367,203,496 1,715.000103 九重荘拠点

区分

01030101 養護⽼人ホーム 養護⽼人ホーム九重荘
静岡県 浜松市北区 都田町17-4 3 ⾃⼰所有 3 ⾃⼰所有

737.910
イ大規模修繕

3 ⾃⼰所有 昭和29年2⽉1⽇ 50 8,638
ア建設費 平成16年2⽉23⽇ 113,333,000 14,662,000 127,995,000

2,238.640
イ大規模修繕

3 ⾃⼰所有 昭和62年9⽉19⽇ 50 18,004
ア建設費 昭和62年9⽉7⽇ 55,815,000 337,312,500 56,622,500 449,750,000104 ⽩萩荘拠点

区分

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⽩萩荘
静岡県 浜松市中区 鴨江3-6-12 1 ⾏政からの賃借等

イ大規模修繕

104 ⽩萩荘拠点
区分

02120101 ⽼人居宅介護等事業（訪問介護） ヘルパーステーション⽩萩
静岡県 浜松市中区 鴨江3-6-12 1 ⾏政からの賃借等

イ大規模修繕

平成15年4⽉1⽇ 12 3,536
ア建設費 0104 ⽩萩荘拠点

区分

02120401 ⽼人短期⼊所事業（短期⼊所⽣活介護） ショートステイ⽩萩
静岡県 浜松市中区 鴨江3-6-12 1 ⾏政からの賃借等 3 ⾃⼰所有

昭和62年10⽉31⽇ 50 11,952
ア建設費 0105 デイ⽩萩拠

点区分

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⽩萩荘
静岡県 浜松市中区 鴨江3-70-27 2 ⺠間からの賃借等 2 ⺠間からの賃借等

イ大規模修繕

3 ⾃⼰所有 平成5年4⽉1⽇ 120 6,247
ア建設費 0
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社会福祉法人　慈悲庵

現況報告書（令和3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

1,495.820
イ大規模修繕

3 ⾃⼰所有 昭和54年4⽉14⽇ 35 12,692
ア建設費 昭和54年3⽉31⽇ 56,125,000 168,375,000 224,500,000106 第二九重荘

拠点区分

01030202 特別養護⽼人ホーム（介護福祉サービス） 介護⽼人福祉施設第二九重荘
静岡県 浜松市北区 都田町16-5 3 ⾃⼰所有

イ大規模修繕

3,459.780
イ大規模修繕

3 ⾃⼰所有 平成25年4⽉1⽇ 60 21,369
ア建設費 平成25年3⽉24⽇ 181,534,000 374,822,152 556,356,152106 第二九重荘

拠点区分

01030202 特別養護⽼人ホーム（介護福祉サービス） 第二九重荘（ユニット型）
静岡県 浜松市北区 都田町16-5 3 ⾃⼰所有

イ大規模修繕

平成9年4⽉15⽇ 15 248
ア建設費 0106 第二九重荘

拠点区分

02120401 ⽼人短期⼊所事業（短期⼊所⽣活介護） ショートステイ第二九重荘
静岡県 浜松市北区 都田町16-5 3 ⾃⼰所有 3 ⾃⼰所有

107 旭⽩萩拠点
区分

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旭⽩萩
静岡県 浜松市中区 板屋町697 2 ⺠間からの賃借等

イ大規模修繕

平成9年4⽉1⽇ 35 6,575
ア建設費 平成9年3⽉10⽇ 236,771,252 78,923,748 315,695,000 970.070106 第二九重荘

拠点区分

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第二九重荘
静岡県 浜松市北区 都田町16-5 3 ⾃⼰所有 3 ⾃⼰所有

令和1年7⽉1⽇ 0 0
ア建設費 0107 旭⽩萩拠点

区分

02120203 ⽼人デイサービス事業（地域密着型通所介護） デイＩＴＡＹＡ⽩萩
静岡県 浜松市中区 板屋町697 2 ⺠間からの賃借等 2 ⺠間からの賃借等

747.500
イ大規模修繕

3 ⾃⼰所有 平成16年3⽉1⽇ 35 8,757
ア建設費 170,000,000 170,000,000

イ大規模修繕

2 ⺠間からの賃借等 平成18年4⽉1⽇ 25 6,517
ア建設費 0108 半田山九重

拠点区分

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半田山九重
静岡県 浜松市東区 半田山5-16-13 2 ⺠間からの賃借等

イ大規模修繕

109 湖⻄⽩萩拠
点区分

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湖⻄⽩萩
静岡県 湖⻄市 太田450-1 3 ⾃⼰所有

イ大規模修繕

平成21年8⽉1⽇ 40 2,983
ア建設費 0108 半田山九重

拠点区分

02120101 ⽼人居宅介護等事業（訪問介護） ヘルパーステーション九重
静岡県 浜松市中区 半田山5-16-13 2 ⺠間からの賃借等 2 ⺠間からの賃借等

平成19年4⽉1⽇ 20 4,068
ア建設費 0109 湖⻄⽩萩拠

点区分

02120401 ⽼人短期⼊所事業（短期⼊所⽣活介護） ショートステイ湖⻄⽩萩
静岡県 湖⻄市 太田450-1 3 ⾃⼰所有 3 ⾃⼰所有

5,349.230
イ大規模修繕

3 ⾃⼰所有 平成19年4⽉1⽇ 80 27,818
ア建設費 平成19年2⽉20⽇ 302,050,451 674,330,753 976,381,204

イ大規模修繕

3 ⾃⼰所有 平成19年4⽉1⽇ 46 10,702
ア建設費 0109 湖⻄⽩萩拠

点区分

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湖⻄⽩萩
静岡県 湖⻄市 太田450-1 3 ⾃⼰所有

イ大規模修繕

105 デイ⽩萩拠
点区分

06280002 （公益）地域包括支援センター 地域包括支援センター鴨江
静岡県 浜松市中区 鴨江3-70-27 2 ⺠間からの賃借等

イ大規模修繕

平成11年8⽉1⽇ 0 2,646
ア建設費 平成19年2⽉20⽇ 0105 デイ⽩萩拠

点区分

06260301 （公益）居宅介護支援事業 ⾼齢者ケアプランセンターしらはぎ
静岡県 浜松市中区 鴨江3-70-27 2 ⺠間からの賃借等 2 ⺠間からの賃借等

平成11年8⽉1⽇ 0 2,881
ア建設費 0106 第二九重荘

拠点区分

06260301 （公益）居宅介護支援事業 ケアプランセンター九重
静岡県 浜松市北区 都田町16-5 3 ⾃⼰所有 3 ⾃⼰所有

イ大規模修繕

2 ⺠間からの賃借等 平成19年4⽉1⽇ 0 2,640
ア建設費 0

イ大規模修繕

3 ⾃⼰所有 平成30年4⽉1⽇ 0 134,335
ア建設費 0106 第二九重荘

拠点区分

06260111 （公益）居宅サービス事業（福祉⽤具貸与） ホームケアいおり福祉⽤具貸与
静岡県 浜松市北区 都田町16-5 3 ⾃⼰所有

イ大規模修繕

107 旭⽩萩拠点
区分

06260301 （公益）居宅介護支援事業 ケアプランセンター旭⽩萩
静岡県 浜松市中区 板屋町697 2 ⺠間からの賃借等

イ大規模修繕

平成30年4⽉1⽇ 0 868
ア建設費 0106 第二九重荘

拠点区分

06260112 （公益）居宅サービス事業（特定福祉⽤具販売） ホームケアいおり福祉⽤具販売
静岡県 浜松市北区 都田町16-5 3 ⾃⼰所有 3 ⾃⼰所有

平成24年10⽉1⽇ 0 1,327
ア建設費 0107 旭⽩萩拠点

区分

06280002 （公益）地域包括支援センター 地域包括支援センター板屋
静岡県 浜松市中区 板屋町697 2 ⺠間からの賃借等 2 ⺠間からの賃借等

イ大規模修繕

2 ⺠間からの賃借等 平成16年9⽉1⽇ 0 1,583
ア建設費 0

イ大規模修繕

2 ⺠間からの賃借等 平成18年4⽉1⽇ 0 0
ア建設費 0108 半田山九重

拠点区分

06260301 （公益）居宅介護支援事業 ケアプランセンター半田山九重
静岡県 浜松市東区 半田山5-16-13 2 ⺠間からの賃借等

イ大規模修繕

109 湖⻄⽩萩拠
点区分

06280002 （公益）地域包括支援センター 地域包括支援センター湖⻄⽩萩
静岡県 湖⻄市 太田450-1 3 ⾃⼰所有

イ大規模修繕

平成19年4⽉1⽇ 0 1,457
ア建設費 0109 湖⻄⽩萩拠

点区分

06260301 （公益）居宅介護支援事業 ケアプランセンター湖⻄⽩萩
静岡県 湖⻄市 太田450-1 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 1,975
ア建設費 0

（イ）修繕費合計額（円）

201
旭⽩萩拠点
区分（公
益）

04330201 ⾼齢者向け優良賃貸住宅の管理業務事業 ⾼齢者向け優良賃貸住宅(旭⽩萩)
静岡県 浜松市中区 板屋町697 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

平成16年3⽉1⽇ 14 365
ア建設費 0201

旭⽩萩拠点
区分（公
益）

04330301 ⾼齢者住宅等⽣活援助員派遣事業 ⾼齢者世話付き住宅⽣活援助員派遣
静岡県 浜松市中区 板屋町697 2 ⺠間からの賃借等 2 ⺠間からの賃借等

イ大規模修繕

2 ⺠間からの賃借等 平成16年3⽉1⽇ 14 78
ア建設費 0

半田山九重 03321101 有料⽼人ホームを経営する事業 住宅型有料⽼人ホーム
イ大規模修繕
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現況報告書（令和3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　－　(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）

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

イ大規模修繕

2 ⺠間からの賃借等 平成18年4⽉1⽇ 44 491
ア建設費 0202

半田山九重
拠点区分
（公益）

静岡県 浜松市東区 半田山5-16-13 2 ⺠間からの賃借等

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）

旭⽩萩クラブ 旭⽩萩

⽉に1回、健康に関するサロンを開催し、⾼齢者の孤⽴防⽌等、地域の福祉ニーズの把握に努めている。

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）

社会福祉法人による利⽤者負担軽減制度事業 対象となる全事業で実施

低所得で⽣計が困難な者に対して、介護保険サービスの利⽤者負担額を軽減し、利⽤促進を図っている。

ヘルパーステーション⽩萩において障害福祉サービス事業（平成18年10⽉1⽇ 事業開始）を⾏っている。
デイＩＴＡＹＡ⽩萩　令和元年11⽉30⽇ 事業休⽌
ケアプランセンター半田山九重　令和元年6⽉30⽇ 事業休⽌

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

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）

福祉体験・介護実習の受け⼊れ 全施設で実施

中学⽣の福祉体験学習の受け⼊れ。専門学校や大学、養成機関等からの実習⽣の受け⼊れ。

0

0
0
0
0

0

2 無

1,613,446,509
8,712,038

1,053,192,722

施設名 直近の受審年度

2 無
1 有
2 無
2 無
1 有
2 無

0
0
0

2 無
2 無

1 有
2 無
2 無

1 有
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