
社会福祉法人　静岡厚生会

別紙1

現況報告書（平成31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(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

社会福祉法人　静岡厚生会

静岡県 静岡市葵区 北番町１７番地５
054-272-1100 054-273-1430 1 有

22 静岡県 101 静岡市葵区 22100 3080005000076 01 一般法人 01 運営中

https://www.shizuoka-kosei.or.jp (14)法人のﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ hojin@shizuoka-kosei.or.jp

昭和54年11月26日 昭和55年1月23日

7名以上10名以内 8 98,002

静岡県 静岡市葵区 北番町６６番地２

静岡県 静岡市葵区 柳町１８５番地５

鈴木　文隆 H29.4.1 H33.6
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

谷　　功 H29.4.1 H33.6
2

鈴木　洋一 H29.4.1 H33.6
1

坂野　浩義 H29.4.1 H33.6
2

坂部　俊一 H29.4.1 H33.6
2

河俣　貴之 H29.4.1 H33.6
2

小野田　ふみ子 H29.4.1 H33.6
2

(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

吉田　圭佑 H29.7.1 H33.6
2

(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名以上9名以内 6 2,910,114 2 特例無

H29.6.21 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 5
内藤　孝二

1 理事長 平成22年7月9日 2 非常勤 平成29年6月21日

H29.6.21 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 5
寺尾　恵亘

2 業務執行理事 2 非常勤 平成29年6月21日

H29.6.21 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 5
松田　晃

2 業務執行理事 1 常勤 平成29年6月21日

H29.6.21 H31.6 3 施設の管理者 2 無 5
中川　恵美子

2 業務執行理事 1 常勤 平成29年6月21日

H29.6.21 H31.6 3 施設の管理者 2 無 5
中山　千砂子

3 その他理事 1 常勤 平成29年6月21日

H29.6.21 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 4
海野　フミ子

3 その他理事 2 非常勤 平成29年6月21日

(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。

3名以内 2 77,370

(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
(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

長嶌　吉宏
平成29年6月21日

H29.6.21 H31.6 6 財務管理に識見を有する者（その他） 5

(2-2)当会計年

度の会計監査人

の監査報酬額

（円）

大石　哲生
平成29年6月21日

H29.6.21 H31.6 3 社会福祉事業に識見を有する者（その他） 3

(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）



社会福祉法人　静岡厚生会

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

　　また、担当部署も書類受領後に確認を行い、不備があればその場で補完するようにすること。

② 稟議書の決裁者・決裁日が不明である。

　　決裁権限を再確認し、規程に沿った稟議書の様式変更等、正しい運用を行うこと。

③ 預り金等管理要領が平成14年に施行されて以来改訂がない。

　　実際の運用と異なる状況がみられることから、実態を勘案して改訂をされたい。

（決算監査）

④ 理事等の職務権限について、「理事の職務権限規程」と「組織規程」で重複しているなど

　　若干分かりにくい部分が見られるので、実情に合ったものへの変更を検討願いたい。

⑤ 各施設の事業計画については、「基本方針」「運営方針」で示されている。

　　これらの方針を具体的に遂行していくための実行方策や目標、実行計画を策定し、

　　可視化することで一層の事業の成果をあげる一助となると考える。

　　さらに、それを職員が共有し、一丸となって計画達成が可能となる。

　　よって、今後、事業計画の実行方策、目標、実行計画等の策定を検討願いたい。

⑥ 各事業についての自己評価が行われていない。

　　自己評価はサービスの質の向上のために重要な取組であることから、実施について善処されたい。

　　また、実施にあたっては、現場職員の負担も想定されることから、実施方法についても検討願いたい。

(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

③ 現状の調査を行い、要領の改訂を行います。

12 1 0

0.5 0.0

96 1 52

0.5 31.2

平成30年6月13日 7 6 2

1号議案 平成29年度事業報告及び附属明細書の承認の件　2号議案 平成29年度計算関係書類及び財産目録の承認の件　3号議案 厚寿苑の新名称

の件

（報告事項）1) 平成30年度 事業計画及び収支予算について

(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

(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30年12月18日 8 6 2
1号議案 定款変更の件

（報告事項）1) 平成30年度 上半期収支状況の報告　2) 平成30年度 第一次収支補正予算の報告　3) 各種規程の改廃・制定に関する報告

平成30年11月5日 5 2 1号議案 定款変更の件　2号議案 臨時(第63回)評議員会の開催と招集の件

平成30年12月18日 6 2
1号議案 第一次収支補正予算案の件　2号議案 各種規程等の改廃及び制定の件

（報告事項）1) 理事長専決事項　2) 理事長及び業務執行理事の業務執行状況　3) 平成30年度 上半期の経営状況に関する報告

平成30年5月29日 6 1

1号議案 平成29年度 事業報告及び附属明細書の件　2号議案 平成29年度 計算関係書類及び財産目録の件　3号議案 厚寿苑の名称変更及び候補の選定の

件　4号議案 定時(第62回)評議員会の開催と招集の件

（報告事項）1) 理事長専決事項　2) 理事長及び業務執行理事の業務執行状況　3) 社会福祉施設指導監査の結果について

平成30年10月23日 6 2 1号議案 給与規程の一部改正の件

大石　哲生

（定期監査）

① 伝票類に統括会計責任者の押印漏れが1ヵ月中に3件あった。

　　対象期間について見直しを行い、不備がある場合は補完すること。

① 監査後、当該年度当初から決裁文書の再確認を行い、

　　新たに確認された押印漏れ6件について、補完を行いました。　

平成31年3月27日 6 1

1号議案 平成30年度 最終収支補正予算案の件　2号議案 平成31年度 当初収支予算及び事業計画の件　3号議案 諸規程規則の一部改正の件　4号議案 平

成31年度 短期資金の借入の件　5号議案 各種業務委託契約の更新の件　6号議案 介護職員実務者研修養成施設の指定と実施の件

（報告事項）1) 理事長専決事項

1

長嶌　吉宏

② 稟議書の様式を現状にあってものに変更し、平成31年1月から新様式で運用しています。



社会福祉法人　静岡厚生会

④ 実情の決裁業務に合わせて「組織規程」を変更しました。

⑤ 平成31年度事業計画から、目標項目として「重要課題」を揚げ、

　　職員と意識の共有を図るようにしました。

⑥ 平成30年度事業報告において自己評価を実施しました。

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

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）

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）


①-1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

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）

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）

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）

昭和55年1月23日 0 0

ア建設費

静岡県 静岡市葵区 柳町185-5 3 自己所有 3 自己所有

200
厚生苑

 清流の郷

01030202 特別養護老人ホーム（介護福祉サービス） 厚生苑　清流の郷

静岡県 静岡市葵区 柳町185-5 3 自己所有

イ大規模修繕

100 本部

00000001 本部経理区分 法人本部

イ大規模修繕

3 自己所有 昭和55年6月1日 120 43,524

ア建設費

平成17年9月1日 50 17,981

ア建設費

静岡県 静岡市葵区 北番町66-2 2 民間からの賃借等 3 自己所有

400
厚生苑

 さくらの郷

02120101 老人居宅介護等事業（訪問介護） 厚生苑　さくらの郷

静岡県 静岡市葵区 北番町17-5 3 自己所有

イ大規模修繕

300
厚生苑

 新緑の郷

01030202 特別養護老人ホーム（介護福祉サービス） 厚寿苑

イ大規模修繕

3 自己所有 平成18年4月1日 0 9,648

ア建設費

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

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）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）

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

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

地域における公益的な

取組①（地域の要支援

厚生苑在宅介護支援センター 静岡市葵区 安西小学校区・番町小学校区

要支援者及び家族に対する相談・連絡調整等を行う。また、地区社協と協同で居場所づくりを開催している。
地域における公益的な

取組①（地域の要支援

生活困窮者自立支援制度の就労訓練事業 厚生苑 清流の郷

働く場所を提供し、社会との繋がりを作ること、社会参加を果たすこと、生活を安定させる支援を行っている。

（イ）修繕費合計額

（円）

社会福祉事業として特別養護老人ホーム2事業所をはじめ、併設サービスを運営。また、公益事業では平成28年度をもって静岡市からの委託事業である地域包括支援センターの受託を終了した。これに伴い、平成29年度から

在宅介護支援センターの運営を再開した。

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
（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⑦（地域住民に対

実習生の受入れ 厚生苑 清流の郷

資格取得に必要な実習及び職場体験学習など、近隣の中・高・大学生等の受け入れを行っている。
地域における公益的な

取組⑧（地域の関係者

ふれあいボランティア活動 厚生苑 デイサービスセンター 清流の郷

勤労意欲のある地域住民を、見守りや話し相手を行う有償ボランティアとして受け入れている。

地域における公益的な

取組④（地域の要支援

安西おでかけ号貸出事業 静岡市葵区 安西小学校区・番町小学校区 及び 施設等利用者

地域住民、利用者・家族の通院、買い物その他外出に際し、施設所有福祉車両の無料貸し出しを行っている。
地域における公益的な

取組⑤（既存事業の利

利用者負担軽減制度 各施設

低所得者・世帯に対する介護保険サービスの利用者負担減免を行っている。



社会福祉法人　静岡厚生会

（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

0

0

0

1 有

0

0

0

0

0

0

675,364,239

953,800

243,910,302

施設名 直近の受審年度

1 有

1 有

2 無

1 有

1 有

1 有


