
社会福祉法人　秋田県社会福祉事業団現況報告書（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）

～

～

～

～

～

～

～

～

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

668 0 57
0.0 34.2

12 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）

有限責任監査法人　トーマツ 8,100,000 2 無 有限責任監査法人トーマツ 8,100,000

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 平成29年6月15日
H29.6.15 H31.6 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

戸嶋正 なし 2 無 平成29年6月15日
H29.6.15 H31.6

２名 2 120,000

(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
H30.6.25 H31.6 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 平成30年6月25日 秋田県南部老人福祉総合エリア管理者

2 無
H29.6.15 H31.6 3 施設の管理者 2 無 3 職員給与のみ支給 6小沢久範 3 その他理事 2 非常勤 平成29年6月15日 秋田県北部老人福祉総合エリア所長

2 無
H30.6.25 H31.6 3 施設の管理者 2 無 3 職員給与のみ支給 5木村盛郎 3 その他理事 2 非常勤 平成30年6月25日 高清水園

2 無
H29.6.15 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 2 理事報酬のみ支給 5高橋清好 3 その他理事 2 非常勤 平成29年6月15日 社会福祉法人秋田県社会福祉協議会常務理事

2 無
H29.6.15 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 2 理事報酬のみ支給 4髙橋美岐子 3 その他理事 2 非常勤 平成29年6月15日 日本赤十字秋田短期大学学務部長

2 無
H29.6.15 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 2 理事報酬のみ支給 6太田春海 3 その他理事 2 非常勤 平成29年6月15日 秋田県民生児童委員協議会会長

2 無
H29.6.15 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柴田一宏 3 その他理事 2 非常勤 平成29年6月15日 柴田一宏法律事務所所長（弁護士）

1 有
H29.6.15 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 6熊谷淳 1 理事長 平成28年4月1日 1 常勤 平成29年6月15日 なし

(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

23,584,836

神谷長一 H29.4.1 H33.6 2 無 2 無 2阿桜園保護者会会長

木村里美 H29.4.1 H33.6 2 無 1 有 2社会福祉法人秋田けやき会ケアハウスウエルハウス御所野施設長

柴田　博 H29.4.1 H33.6 2 無 2 無 2秋田看護福祉大学福祉学科教授

和田士郎 H29.4.1 H33.6 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 H33.6 2 無 1 有 2公益社団法人秋田県看護協会会長

H33.6 2 無 1 有 1社会福祉法人つるまい福祉会水林新生園理事施設長

高橋精一 H29.6.16 H33.6 2 無 2 無 2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 H33.6 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 H33.6 2 無 2 無 2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 9 200,000

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（平成31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

5,368.910
3 自己所有 平成19年4月1日 92 24,162

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

2

田中政博
戸嶋正

平成31年1月24日 6 2

１　平成３１年度人材確保・給与の見直しについて
２　職員給与規則の一部改正について
３　組織規則の一部改正について
４　職員就業規則の一部改正について
５　継続雇用職員就業規則の一部改正について

平成31年3月8日 6 2

１　定款の一部変更について　　　２　評議員選任・解任委員会運営規則の一部改正について　　　３　公印取扱規則の一部改正について
４　文書取扱規則の一部改正について　　５　職員給与規則の一部改正について　　６　有期雇用准職員就業規則の一部改正について
７　無期雇用准職員就業規則の一部改正について　　８　旅費規則の一部改正について　　９　会計規則の一部改正について　　１０　事務決裁規則の一部改正について
１１　平成30年度第2次補正予算（案）　　１２　平成31年度事業計画（案）　　１３　平成31年度当初予算（案）　　１４　施設長の任命について
１５　障害者支援センター御所野の工事請負契約の変更について

平成30年8月1日 8 2 １　評議員候補者の推薦について

平成30年10月2日 8 1 １　平成３０年度第一次補正予算について
２　秋田県社会福祉事業団有期雇用准職員就業規則の一部改正について

平成30年5月15日 8 2 １　（仮称）障害者支援センター御所野の新築工事契約について

平成30年6月5日 8 2

１　平成２９年度事業報告及び決算について
２　理事の選任について
３　会計監査人の選任及び報酬について
４　定時評議員会の開催について

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31年3月20日 9 1 1　定款の一部変更について

平成30年6月25日 7 1

１　平成２9年度事業報告及び決算について
２　理事の選任について
３　会計監査人の選任及び報酬について

(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
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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（平成31年4月1日現在） 別紙１

02130303 計画相談支援 阿桜園（計画相談支援）
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 3 自己所有

イ大規模修繕

平成27年4月1日 15 2,027
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 3 自己所有 3 自己所有

イ大規模修繕

平成24年4月1日 5 1,767
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 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 4 145
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 3 自己所有

イ大規模修繕

平成19年4月1日 110 37,615
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 3 自己所有 3 自己所有

イ大規模修繕

平成19年4月1日 120 29,689
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 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8月1日 0 36
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 2,805
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 4,126
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 1,206
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

イ大規模修繕

3 自己所有 平成24年1月1日 14 3,762
ア建設費 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24年1月1日 16 1,552
ア建設費 昭和62年3月31日 0 635.400104

由利本荘地
域生活支援
センター

02130110 障害福祉サービス事業（生活訓練） 由利本荘地域生活支援センター水林事業所（自立訓練（生活訓練））
秋田県 由利本荘市 調練場1-1 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1日 10 2,778
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 48
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 4,954
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 22 207
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 22 257
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 14,868
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 380 127,808
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 420 90,751
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 1,135
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 10 280
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

平成23年10月1日 0 423
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 99
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 30,257
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

イ大規模修繕
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1 行政からの賃借等 平成18年4月1日 0 7,266
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 16,892
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 18,127
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 1,750
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 3,326
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 68 23,466
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 16,103
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 28 9,968
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

1 行政からの賃借等 平成18年10月1日 2 7
ア建設費 0107

身体障害者
更生訓練セ
ンター

06000004 市町村生活支援事業（日中一時支援事業） 秋田県身体障害者更生訓練センター（日中一時支援）
秋田県 秋田市 新屋下川原町2-3 1 行政からの賃借等

イ大規模修繕

平成24年4月1日 0 357
ア建設費 0107

身体障害者
更生訓練セ
ンター

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 新屋下川原町2-3 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 2 67
ア建設費 0107

身体障害者
更生訓練セ
ンター

02130107 障害福祉サービス事業（短期入所） 秋田県身体障害者更生訓練センター（短期入所）
秋田県 秋田市 新屋下川原町2-3 1 行政からの賃借等

イ大規模修繕

平成19年4月1日 40 4,579
ア建設費 0107

身体障害者
更生訓練セ
ンター

01040401 障害者支援施設（施設入所支援） 秋田県身体障害者更生訓練センター（施設入所支援）
秋田県 秋田市 新屋下川原町2-3 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 20 483
ア建設費 0107

身体障害者
更生訓練セ
ンター

01040403 障害者支援施設（自立訓練（機能訓練）） 秋田県身体障害者更生訓練センター（自立訓練（機能訓練））
秋田県 秋田市 新屋下川原町2-3 1 行政からの賃借等

イ大規模修繕

平成19年4月1日 40 4,380
ア建設費 0 4,208.000107

身体障害者
更生訓練セ
ンター

01040402 障害者支援施設（生活介護） 秋田県身体障害者更生訓練センター（生活介護）
秋田県 秋田市 新屋下川原町2-3 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19年4月1日 0 233
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 8 332
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 0 300
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 2,421
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 8 302
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 20,713
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 1,969
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 50 15,654
ア建設費 0 3,511.540106 やまばと園

01040402 障害者支援施設（生活介護） やまばと園（生活介護）
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19年4月1日 0 391
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 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 4 287
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 3 自己所有

イ大規模修繕

平成19年4月1日 0 349
ア建設費 0105 阿桜園 秋田県 横手市 赤坂字仁坂105 3 自己所有 3 自己所有
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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．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、家族以外との交流がない方を対象に、活動の場として月１回開催。

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

他法人等と連携し地域で暮らす障がい者や引きこもりがちな方々が交流できる場を新たに整備し、月１回開催。

地域における公益的な取
組⑨（その他）

陶芸教室 横手市

地域で生活する障がい者の方を対象に、余暇活動の場を提供するため、月１回陶芸教室を開催。

地域における公益的な取
組⑨（その他）

NPO法人への支援 秋田県内

フードバンク活動、制服リユース、家族代行支援事業等を行うNPO法人の活動を支援。

地域における公益的な取
組⑨（その他）

グループホーム利用者交流 秋田市

知的障害者グループホームを利用する方々の交流及び余暇活動の充実を支援するため、ボウリング大会を開催。

１　平成２９年度から本格的に実施された社会福祉法人改革を踏まえ経営組織のガバナンスの強化や透明性の高い運営に努めた。　　２　利用者の高齢化、重度化に対応したサービス提供体制の充実、強度行動障がいに対応した
居住空間の改善などに取り組むとともに既存の福祉制度では対応が難しい課題に対し地域の関係機関と連携した取組を進めた。　　３　利用者に対するサービス提供体制を充実するための人員配置体制加算等を取得しサービス活動収
益の増収を図るとともに軽費の節減に努め施設改築等に必要な積立金を確保した。　　４　福祉サービスを担う人材確保は極めて重要な課題であり若手正職員、契約・継続雇用職員の確保と正規・非正規職員の均衡待遇を図るため
の給与見直しを平成３１年度から段階的に進める旨を職員に説明し理解を求めた。これらの説明会における職員の意見等を踏まえ平成３１年４月から夜勤を行う契約職員の賞与引き上げ、勤務地を限った福祉職の採用、サービス管
理責任者等への継続雇用職員の配置等を行うこととし就業規則等を見直した。

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 81,646
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 0 166,036
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 68,363
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

平成21年4月1日 0 1,734
ア建設費 0203

南部老人福
祉総合エリ
ア受託事業

03320101 行政・サービス事業者等との連絡調整事業 秋田県南部老人福祉総合エリア　配食サービス事業
秋田県 横手市 大森町菅生田245-34 1 行政からの賃借等 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64年1月4日 0 0
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 2,112
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 10,423
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）

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4月1日 0 728
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

イ大規模修繕ア介護事業
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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（平成31年4月1日現在） 別紙１

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

1 有
2 無

1 有
2 無
2 無

1 有

1 有

3,663,714,206
0

71,456,311

施設名 直近の受審年度

1 有
1 有
1 有
3 該当なし
1 有
1 有

0
0
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）

点字体験 秋田市

市民を対象とし、「プチッと点字体験」を通した点字への興味関心及び障がいの理解促進。

地域における公益的な取
組⑨（その他）

交流会 由利本荘市

発達に関する不安や悩みを抱える家族を対象に「バーベキュー交流会」を開催。
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