
社会福祉法人　秋田県社会福祉事業団現況報告書（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

0.0 0.0

680 0 68
0.0 40.8

11 0 0

(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）

公認会計士河野隆治事務所 7,260,000 2 無 公認会計士河野隆治事務所 6,710,000

3 社会福祉事業に識見を有する者（その他） 5

田中政博 なし 2 無 令和1年6月26日
R1.6.26 R3.6 6 財務管理に識見を有する者（その他） 5

(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

戸嶋正 なし 2 無 令和1年6月26日
R1.6.26 R3.6

２名 2 145,000

(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
R1.6.26 R3.6 3 施設の管理者 2 無 3 職員給与のみ支給 5小野崎和司 3 その他理事 2 非常勤 令和1年6月26日 秋田県心身障害者コロニー管理者

2 無
R1.6.26 R3.6 3 施設の管理者 2 無 3 職員給与のみ支給 5加藤敦 3 その他理事 2 非常勤 令和1年6月26日 秋田県南部老人福祉総合エリア管理者

2 無
R1.6.26 R3.6 3 施設の管理者 2 無 3 職員給与のみ支給 4古田俊之 3 その他理事 2 非常勤 令和1年6月26日 秋田県社会福祉事業団事務局長

2 無
R2.6.26 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 2 理事報酬のみ支給 4佐藤寿美 3 その他理事 2 非常勤 令和2年6月26日 秋田県社会福祉協議会常務理事

2 無
R1.6.26 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 2 理事報酬のみ支給 5髙橋美岐子 3 その他理事 2 非常勤 令和1年6月26日 日本赤十字秋田短期大学特任教授

2 無
R1.6.26 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 2 理事報酬のみ支給 5太田春海 3 その他理事 2 非常勤 令和1年6月26日 秋田県民生児童委員協議会会長

2 無
R1.6.26 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 5柴田一宏 3 その他理事 2 非常勤 令和1年6月26日 柴田一宏法律事務所所長（弁護士）

1 有
R2.6.26 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 4佐々木司 1 理事長 令和2年6月26日 1 常勤 令和2年6月26日 前秋田県観光文化スポーツ部長

(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

8名 8 2 特例無

(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

28,446,467

神谷長一 H29.4.1 R3.6 2 無 2 無 1阿桜園保護者会会長

秋山尚子 R2.6.26 R3.6 2 無 1 有 0社会福祉法人秋田けやき会理事兼ウエルハウス御所野施設長

柴田　博 H29.4.1 R3.6 2 無 1 有 0秋田看護福祉大学福祉学科教授

和田士郎 H29.4.1 R3.6 2 無 2 無 1一般社団法人秋田県社会福祉士会会長

髙島幹子 H29.4.1 R3.6 2 無 1 有 0前公益社団法人秋田県看護協会会長

R3.6 2 無 1 有 1社会福祉法人つるまい福祉会理事兼水林新生園施設長

高橋精一 H29.6.16 R3.6 2 無 1 有 1前公益社団法人秋田県手をつなぐ育成会会長

伊藤英紀 H29.4.1 R3.6 2 無 1 有 1社会福祉法人秋田県身体障害者福祉協会会長

遠藤博之 H29.4.1 R3.6 2 無 2 無 0前地方独立行政法人秋田県立療育機構理事長

尾留川等 H30.8.2

(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.fukinoto.or.jp (14)法人のﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ mail@fukinoto.or.jp
昭和39年4月25日 昭和39年6月24日

９名 9 60,000

社会福祉法人　秋田県社会福祉事業団
秋田県 秋田市 御所野下堤五丁目１番地の1
018-889-8360 018-889-8361 2 無

05 秋田県 201 秋田市 05000 3410005000612 04 社会福祉事業団 01 運営中
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社会福祉法人　秋田県社会福祉事業団現況報告書（令和3年4月1日現在） 別紙１

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

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23年10月1日 0 820
ア建設費 0102 高清水園

02130303 計画相談支援 高清水園（計画相談支援）
秋田県 秋田市 上北手猿田字苗代沢14-1 3 自己所有 3 自己所有

イ大規模修繕

3 自己所有 平成18年10月1日 8 40
ア建設費 0102 高清水園

02130107 障害福祉サービス事業（短期入所） 高清水園（短期入所）
秋田県 秋田市 上北手猿田字苗代沢14-1 3 自己所有

イ大規模修繕

平成19年4月1日 88 29,699
ア建設費 0102 高清水園

01040401 障害者支援施設（施設入所支援） 高清水園（施設入所支援）
秋田県 秋田市 上北手猿田字苗代沢14-1 3 自己所有 3 自己所有

5,368.910
イ大規模修繕

3 自己所有 平成19年4月1日 92 23,342
ア建設費 平成9年3月31日 0102 高清水園

01040402 障害者支援施設（生活介護） 高清水園（生活介護）
秋田県 秋田市 上北手猿田字苗代沢14-1 3 自己所有

イ大規模修繕

昭和39年4月25日 0 0
ア建設費 0101 法人本部

00000001 本部経理区分 秋田県社会福祉事業団事務局
秋田県 秋田市 御所野下堤五丁目1-1 1 行政からの賃借等 1 行政からの賃借等

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）

01 無限定適正意見

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

対応不要

特になし

0

田中政博
戸嶋正

令和3年3月18日 8 2

1　組織規則の一部改正　　　　　　　　　　6　無期契約職員就業規則の一部改正　　11　５カ年経営計画
2　職員就業規則の一部改正　　　　　　　　7　会計規則の一部改正　　　　　　　　12　施設長等の任命
3　職員給与規則の一部改正　　　　　　　　8　令和２年度第２次補正予算　　　　　13　役員賠償責任保険への加入
4　継続雇用職員就業規則の一部改正　　　　9　令和３年度事業計画　　　　　　　　14　令和３年度職員採用計画
5　有期契約職員就業規則の一部改正　　　　10　令和３年度当初予算　　　　　　　  15    職員採用試験の状況

令和2年9月14日 8 2

１　指定管理者攻防への対応
２　新型コロナウイルス感染症への対応
３　職員採用試験の状況
４　職員の処分状況
５　評員員選任・解任委員会議事録

令和2年10月30日 7 2
1　令和２年度第１次補正予算
2　職員採用試験の状況
3　会計監査人の公募

令和2年6月1日 7 2

１　新型コロナウイルスの感染防止に向けた対応　　　　　　　　　７　評議員選任・解任委員会委員の選任
２　令和元年度事業報告及び決算　　　　　　　　　　　　　　　　８　職員給与規則等の一部改正
３　評議員候補者の推薦　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　９　役員等報酬規則の一部改正
４　理事の選任　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　10　基本財産の増加
５　会計館人の選任及び報酬　　　　　　　　　　　　　　　　　　　11　定時評議員会の開催
６　評議員選任・解任委員会運営規則の一部改正　　　　　　12　地域交流費等の執行状況

令和2年6月26日 8 2 1　理事長の選定

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2年6月26日 6 1 0 0

１　令和元年度事業報告及び決算
２　理事の選任
３　会計監査人の選任
４　役員等報酬規則の一部改正

(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
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社会福祉法人　秋田県社会福祉事業団現況報告書（令和3年4月1日現在） 別紙１

01040402 障害者支援施設（生活介護） やまばと園（生活介護）
イ大規模修繕

平成19年4月1日 0 414
ア建設費 0105 阿桜園

06000006 秋田県障害児等療育支援事業 阿桜園（障害児等療育支援）
秋田県 横手市 赤坂字仁坂105 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 4 197
ア建設費 0105 阿桜園

06000004 市町村生活支援事業（日中一時支援事業） 阿桜園（日中一時支援）
秋田県 横手市 赤坂字仁坂105 1 行政からの賃借等

イ大規模修繕

平成19年4月1日 0 487
ア建設費 0105 阿桜園

02130303 計画相談支援 阿桜園（計画相談支援）
秋田県 横手市 赤坂字仁坂105 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 5 0
ア建設費 0105 阿桜園

02090101 障害児通所支援事業（児童発達支援） 阿桜園（児童発達支援）
秋田県 横手市 赤坂字仁坂105 1 行政からの賃借等

イ大規模修繕

平成27年4月1日 15 1,738
ア建設費 0105 阿桜園

02090103 障害児通所支援事業（放課後デイサービス） 阿桜園（放課後等デイサービス）
秋田県 横手市 赤坂字仁坂105 1 行政からの賃借等 3 自己所有

イ大規模修繕

平成24年4月1日 5 1,749
ア建設費 0105 阿桜園

01020401 障害児入所施設（福祉型障害児入所施設） 阿桜園（福祉型障害児入所支援）
秋田県 横手市 赤坂字仁坂105 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 4 1
ア建設費 0105 阿桜園

02130107 障害福祉サービス事業（短期入所） 阿桜園（短期入所）
秋田県 横手市 赤坂字仁坂105 1 行政からの賃借等

イ大規模修繕

平成19年4月1日 110 35,638
ア建設費 0105 阿桜園

01040401 障害者支援施設（施設入所支援） 阿桜園（施設入所支援）
秋田県 横手市 赤坂字仁坂105 1 行政からの賃借等 3 自己所有

イ大規模修繕

平成19年4月1日 120 27,987
ア建設費 平成3年4月3日 0 5,464.930105 阿桜園

01040402 障害者支援施設（生活介護） 阿桜園（生活介護）
秋田県 横手市 赤坂字仁坂105 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8月1日 0 22
ア建設費 0104

由利本荘地
域生活支援
センター

06000006 秋田県障害児等療育支援事業 由利本荘地域生活支援センター（障害児等療育支援）
秋田県 由利本荘市 二番堰25-1 3 自己所有

イ大規模修繕

平成23年8月1日 0 3,609
ア建設費 0104

由利本荘地
域生活支援
センター

06000003 就業・生活支援センター事業 由利本荘地域生活支援センター（就業・生活支援センター）
秋田県 由利本荘市 二番堰25-1 3 自己所有 3 自己所有

イ大規模修繕

3 自己所有 平成25年4月1日 0 5,744
ア建設費 0104

由利本荘地
域生活支援
センター

06000005 基幹相談支援センター事業 由利本荘地域生活支援センター（基幹センター）
秋田県 由利本荘市 二番堰25-1 3 自己所有

イ大規模修繕

平成19年4月1日 0 1,713
ア建設費 0104

由利本荘地
域生活支援
センター

02130303 計画相談支援 由利本荘地域生活支援センター（計画相談支援）
秋田県 由利本荘市 二番堰25-1 3 自己所有 3 自己所有

635.400
イ大規模修繕

3 自己所有 平成24年1月1日 20 3,107
ア建設費 昭和62年3月31日 0104

由利本荘地
域生活支援
センター

02130113 障害福祉サービス事業（就労継続支援Ｂ型） 由利本荘地域生活支援センター水林事業所（就労B型）
秋田県 由利本荘市 調練場1-1 3 自己所有

イ大規模修繕

平成19年4月1日 10 0
ア建設費 0104

由利本荘地
域生活支援
センター

01040404 障害者支援施設（自立訓練（生活訓練）） 由利本荘地域生活支援センター（自立訓練（生活訓練）
秋田県 由利本荘市 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1日 10 4,704
ア建設費 0104

由利本荘地
域生活支援
センター

02090103 障害児通所支援事業（放課後デイサービス） 由利本荘地域生活支援センター（放課後等デイサービス）
秋田県 由利本荘市 二番堰25-1 3 自己所有

イ大規模修繕

平成28年4月1日 10 221
ア建設費 0104

由利本荘地
域生活支援
センター

02090101 障害児通所支援事業（児童発達支援） 由利本荘地域生活支援センター（児童発達支援）
秋田県 由利本荘市 二番堰25-1 3 自己所有 3 自己所有

イ大規模修繕

平成28年4月1日 30 5,140
ア建設費 平成28年3月18日 219,445,376 94,820,000 314,265,376 879.450104

由利本荘地
域生活支援
センター

02130106 障害福祉サービス事業（生活介護） 由利本荘地域生活支援センター（生活介護）
秋田県 由利本荘市 二番堰25-1 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10月1日 5 65
ア建設費 0103 心身障害者

コロニー

06000004 市町村生活支援事業（日中一時支援事業） 秋田県心身障害者コロニー（日中一時支援）
秋田県 由利本荘市 西目町出戸字孫七山3-2 1 行政からの賃借等

イ大規模修繕

平成18年10月1日 5 285
ア建設費 0103 心身障害者

コロニー

02130107 障害福祉サービス事業（短期入所） 秋田県心身障害者コロニー（短期入所）
秋田県 由利本荘市 西目町出戸字孫七山3-2 1 行政からの賃借等 1 行政からの賃借等

イ大規模修繕

1 行政からの賃借等 平成19年4月1日 70 12,617
ア建設費 0103 心身障害者

コロニー

01040406 障害者支援施設（就労継続支援Ｂ型） 秋田県心身障害者コロニー（就労B型）
秋田県 由利本荘市 西目町出戸字孫七山３－２ 1 行政からの賃借等

イ大規模修繕

平成19年4月1日 360 119,947
ア建設費 0103 心身障害者

コロニー

01040401 障害者支援施設（施設入所支援） 秋田県心身障害者コロニー（施設入所支援）
秋田県 由利本荘市 西目町出戸字孫七山3-2 1 行政からの賃借等 1 行政からの賃借等

30,227.000
イ大規模修繕

1 行政からの賃借等 平成19年4月1日 400 83,968
ア建設費 0103 心身障害者

コロニー

01040402 障害者支援施設（生活介護） 秋田県心身障害者コロニー（生活介護）
秋田県 由利本荘市 西目町出戸字孫七山３－２ 1 行政からの賃借等

イ大規模修繕

平成28年9月1日 10 1,806
ア建設費 0102 高清水園

02090103 障害児通所支援事業（放課後デイサービス） 高清水園（放課後等デイサービス）
秋田県 秋田市 上北手猿田字苗代沢14-1 3 自己所有 3 自己所有

イ大規模修繕

3 自己所有 平成18年10月1日 8 54
ア建設費 0102 高清水園

06000004 市町村生活支援事業（日中一時支援事業） 高清水園（日中一時支援）
秋田県 秋田市 上北手猿田字苗代沢14-1 3 自己所有

イ大規模修繕
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社会福祉法人　秋田県社会福祉事業団現況報告書（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

⑧年間(4月～3
月）利用者延べ総①-1拠点

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

⑤事業所の
建物の保有 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

1 行政からの賃借等 令和2年4月1日 0 227
ア建設費 0117

聴覚障害者
支援セン
ター

02140801 視聴覚障害者情報提供施設 秋田県聴覚障害者支援センター
秋田県 秋田市 旭北栄町1-5 1 行政からの賃借等

イ大規模修繕

平成18年4月1日 0 700
ア建設費 0116

南部老人福
祉総合エリ
ア介護事業

02120101 老人居宅介護等事業（訪問介護） 秋田県南部老人福祉総合エリア居宅介護支援事業所
秋田県 横手市 大森町菅生田245-34 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18年4月1日 0 6,480
ア建設費 0116

南部老人福
祉総合エリ
ア介護事業

02120101 老人居宅介護等事業（訪問介護） 秋田県南部老人福祉総合エリア訪問介護事業所
秋田県 横手市 大森町菅生田245-34 1 行政からの賃借等

イ大規模修繕

平成2年7月1日 50 16,605
ア建設費 0115

南部老人福
祉総合エリ
ア軽費老人
ホーム

01030301 軽費老人ホーム 秋田県南部老人福祉総合エリア軽費老人ホーム
秋田県 横手市 大森町菅生田245-34 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1年2月1日 50 17,616
ア建設費 0114

南部老人福
祉総合エリ
ア養護老人
ホーム

01030101 養護老人ホーム 秋田県南部老人福祉総合エリア養護老人ホーム
秋田県 横手市 大森町菅生田245-34 1 行政からの賃借等

イ大規模修繕

2 民間からの賃借等 平成21年4月1日 5 1,505
ア建設費 0113

やまばと園
共同生活援
助事業

02130114 障害福祉サービス事業（共同生活援助） やまばと園共同生活援助事業所
秋田県 湯沢市 三梨町字飯田二ツ森43 2 民間からの賃借等

イ大規模修繕

平成18年10月1日 10 3,247
ア建設費 0112

阿桜園共同
生活援助事
業

02130114 障害福祉サービス事業（共同生活援助） 阿桜園共同生活援助事業所
秋田県 横手市 赤坂字仁坂105 2 民間からの賃借等 2 民間からの賃借等

643.500
イ大規模修繕

3 自己所有 平成18年10月1日 64 21,954
ア建設費 平成28年3月18日 145,846,352 145,846,352111

由利本荘地
域生活支援
センター共
同生活援助

02130114 障害福祉サービス事業（共同生活援助） 由利本荘地域生活支援センター共同生活援助事業所
秋田県 由利本荘市 調練場1-1 3 自己所有

イ大規模修繕

平成18年10月1日 45 15,925
ア建設費 0110

心身障害者
コロニー共同
生活援助事
業

02130114 障害福祉サービス事業（共同生活援助） 秋田県心身障害者コロニー共同生活援助事業所
秋田県 由利本荘市 西目町出戸字孫七山3-2 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18年10月1日 30 10,589
ア建設費 0109

高清水園共
同生活援助
事業

02130114 障害福祉サービス事業（共同生活援助） 高清水園共同生活援助事業所
秋田県 秋田市 上北手猿田字苗代沢14-1 2 民間からの賃借等

イ大規模修繕

昭和60年4月1日 0 0
ア建設費 0108 点字図書館

02140801 視聴覚障害者情報提供施設 秋田県点字図書館
秋田県 秋田市 土崎港南3-2-58 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10月1日 2 0
ア建設費 0107

障害者支援
センター御
所野

06000004 市町村生活支援事業（日中一時支援事業） 障害者支援センター御所野（日中一時支援）
秋田県 秋田市 御所野下堤五丁目1-1 1 行政からの賃借等

イ大規模修繕

平成24年4月1日 0 0
ア建設費 0107

障害者支援
センター御
所野

02130303 計画相談支援 秋田県身体障害者更生訓練センター（計画相談支援）
秋田県 秋田市 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10月1日 2 443
ア建設費 0107

障害者支援
センター御
所野

02130107 障害福祉サービス事業（短期入所） 障害者支援センター御所野（短期入所）
秋田県 秋田市 御所野下堤五丁目1-1 1 行政からの賃借等

イ大規模修繕

平成19年4月1日 40 13,075
ア建設費 平成31年3月1日 783,936,033 0 783,936,033107

障害者支援
センター御
所野

01040401 障害者支援施設（施設入所支援） 障害者支援センター御所野（施設入所支援）
秋田県 秋田市 御所野下堤五丁目1-1 1 行政からの賃借等 3 自己所有

イ大規模修繕

平成19年4月1日 40 10,176
ア建設費 0 2,382.260107

障害者支援
センター御
所野

01040402 障害者支援施設（生活介護） 障害者支援センター御所野（生活介護）
秋田県 秋田市 御所野下堤五丁目1-1 1 行政からの賃借等 3 自己所有

イ大規模修繕

平成19年4月1日 0 173
ア建設費 0106 やまばと園

06000006 秋田県障害児等療育支援事業 やまばと園（障害児等療育支援）
秋田県 湯沢市 三梨町字飯田二ツ森43 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18年10月1日 8 30
ア建設費 0106 やまばと園

06000004 市町村生活支援事業（日中一時支援事業） やまばと園（日中一時支援）
秋田県 湯沢市 三梨町字飯田二ツ森43 1 行政からの賃借等

イ大規模修繕

平成19年4月1日 0 401
ア建設費 0106 やまばと園

02130303 計画相談支援 やまばと園（計画相談支援）
秋田県 湯沢市 三梨町字飯田二ツ森43 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 1,985
ア建設費 0106 やまばと園

02090103 障害児通所支援事業（放課後デイサービス） やまばと園（放課後等デイサービス）
秋田県 湯沢市 三梨町字飯田二ツ森43 1 行政からの賃借等

イ大規模修繕

平成18年10月1日 8 120
ア建設費 0106 やまばと園

02130107 障害福祉サービス事業（短期入所） やまばと園（短期入所）
秋田県 湯沢市 三梨町字飯田二ツ森43 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20年4月1日 60 21,216
ア建設費 0106 やまばと園

01040401 障害者支援施設（施設入所支援） やまばと園（施設入所支援）
秋田県 湯沢市 三梨町字飯田二ツ森43 1 行政からの賃借等

イ大規模修繕

平成20年4月1日 10 2,318
ア建設費 0106 やまばと園

01040406 障害者支援施設（就労継続支援Ｂ型） やまばと園（就労B型）
秋田県 湯沢市 三梨町字飯田二ツ森43 1 行政からの賃借等 1 行政からの賃借等

イ大規模修繕

平成20年4月1日 60 15,595
ア建設費 0 3,511.540106 やまばと園 秋田県 湯沢市 三梨町字飯田二ツ森43 1 行政からの賃借等 1 行政からの賃借等
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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） 0

0

0
0
0
0

0

地域における公益的な取
組⑦（地域住民に対する
福祉教育）

点字図書館体験、点字体験学習 秋田市

小学生を対象とした点字についての学習機会の提供。

地域における公益的な取
組⑨（その他）

交流サロン 湯沢市、羽後町、東成瀬村

福祉サービスを利用しておらず、家族以外との交流のない方を対象に創作活動等の交流サロンを開催。

地域における公益的な取
組⑨（その他）

ふれあい交流会 由利本荘市

地域で暮らす障がいのある方や引きこもりの方、その家族を対象に交流の場を提供。

地域における公益的な取
組⑨（その他）

余暇活動支援 横手市

障がい児者、引きこもり状態にある方等を対象に陶芸教室のイベントを開催。

地域における公益的な取
組⑨（その他）

NPO法人支援及び県地域公益活動事業参画 秋田県内

フードバンク、制服リユース等を行うNPO法人に、食糧支援物資の運搬回収等の支援等。

地域における公益的な取
組⑨（その他）

クリーンアップ活動 秋田市

サポートセンター及びグループホーム前の道路のゴミ拾いや草取りなどのクリーンアップ活動。

１　職員が経営に参画できる経営改善検討チームを設置し、チーム内での検討内容を反映した「５カ年経営計画」（令和３年度～７年度）を策定するとともに、次期指定管理の申請を行い、老人福祉総合エリア及び点字図書館を令
和３年～７年度も引き続き受託することとした。　２　権利擁護の徹底、福祉ニーズに即したサービスの提供、相談支援体制等の充実を図るとともに、既存の福祉制度では対応が難しい課題に対し、法人内で情報共有を図りながら地域
の関係機関とも令閨して取組を進めた。　３　引き続き専門性の高い職員による充実したサービス提供に努め、その加算等により収益の確保を図るとともに、スケールメリットを生かした物品調達等による経費の削減に努めた。　４　サービス
提供を担う人材確保のため、就職説明会への参加等新型コロナウイルス感染症に配慮しながら取り組んだ。一方、法人内から正職員を希望する契約職員が減少している等の新たな課題を認識し、次年度からの採用試験の展開における
対応策について検討を進めた。

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

平成17年1月1日 0 0
ア建設費 0304

地域密着型
サービス外
部評価事業

05340101 収益事業 秋田県社会福祉事業団地域密着型サービス外部評価事業所
秋田県 秋田市 御所野下堤五丁目1-1 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 昭和63年7月1日 0 35,918
ア建設費 0303

南部老人福
祉総合エリ
アコミュニティ
センター

05340101 収益事業 秋田県南部老人福祉総合エリア
秋田県 横手市 大森町菅生田245-34 1 行政からの賃借等

イ大規模修繕

平成9年8月1日 0 100,698
ア建設費 0302

中央地区老
人福祉総合
エリアコミュニ
ティセンター

05340101 収益事業 秋田県中央地区老人福祉総合エリア
秋田県 秋田市 御所野下堤五丁目1-1 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11年8月1日 0 39,742
ア建設費 0

（イ）修繕費合計額（円）

301

北部老人福
祉総合エリ
アコミュニティ
センター

05340101 収益事業 秋田県北部老人福祉総合エリア
秋田県 大館市 十二所字平内新田237-1 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）

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

1 行政からの賃借等 昭和64年1月4日 0 1,730
ア建設費 0203

南部老人福
祉総合エリ
ア受託事業

03321401 その他所轄庁が認めた事業 秋田県南部老人福祉総合エリア　生きがい創作館事業
秋田県 横手市 大森町菅生田245-34 1 行政からの賃借等

イ大規模修繕

平成3年10月1日 24 2,041
ア建設費 0202

南部老人福
祉総合エリ
ア老人専用
マンション

03321101 有料老人ホームを経営する事業 秋田県南部老人福祉総合エリア老人専用マンション
秋田県 横手市 大森町菅生田245-34 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 昭和49年6月1日 0 10,191
ア建設費 0

（イ）修繕費合計額（円）

201
心身障害者
コロニー診療
所

03280006 診療所 秋田県心身障害者コロニー診療所
秋田県 由利本荘市 西目町出戸字孫七山3-2 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）

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

状況 状況 始年月日 位での定員
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社会福祉法人　秋田県社会福祉事業団現況報告書（令和3年4月1日現在） 別紙１

　　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

無
1 有
2 無

1 有
2 無
2 無

1 有

なし

なし

なし

1 有

3,792,539,340
57,864,370

386,905,216

施設名 直近の受審年度

1 有
1 有
2 無
3 該当なし
1 有
1 有

0
0
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