
神奈川県社会福祉事業団

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

14 神奈川県 100 横浜市 14100 7021005008631 04 社会福祉事業団 01 運営中

神奈川県社会福祉事業団

神奈川県 横浜市 中区北仲通３丁目３３番地

045-305-3111 045-319-6896 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.kanagawa-swc.com (14)法人のﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ honbu@kanagawa-swc.com

昭和46年2月5日 昭和46年2月10日

7名以上9名以内 9 255,000

佐藤　麻子 H29.4.1 H33.6
2

H33.6
2

栗田　敏彦 H29.4.1 H33.6
2

小野寺　敦志 H29.4.1 H33.6
2

金子　直勝 H29.12.8 H33.6
1

斎藤　百合子 H29.4.1

降籏　節夫 H29.4.1 H33.6
1

引地　孝一 H29.4.1 H33.6
2

西山　宏二郎 H29.4.1 H33.6
2

白井　裕一 H29.4.1 H33.6
1

H29.6.23 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
河原　達也

2 業務執行理事 1 常勤 平成29年6月23日

H29.6.23 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
平本　茂

1 理事長 平成29年6月23日 1 常勤 平成29年6月23日

(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8名以内 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

51,224,524

H29.6.23 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
佐藤　美恵

3 その他理事 1 常勤 平成29年6月23日

H31.4.1 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 0
佐野　芳彦

3 その他理事 1 常勤 平成31年3月28日

H29.6.23 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
前場　直人

2 業務執行理事 1 常勤 平成29年6月23日

H29.6.23 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
依田　慶紀

3 その他理事 1 常勤 平成29年6月23日

H29.6.23 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 3
西川　一郎

3 その他理事 2 非常勤 平成29年6月23日

H29.6.23 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 4
白戸　隆

3 その他理事 2 非常勤 平成29年6月23日

3 社会福祉事業に識見を有する者（その他） 5

塚本　清
平成29年6月23日

H29.6.23 H31.6 5 財務管理に識見を有する者（税理士） 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

田中　章
平成29年6月23日

H29.6.23 H31.6

2名以内 2 400,000

(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。

(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 2 無 あすの監査法人

13 0 0

0.0 0.0

448 0 314

0.0 194.3
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神奈川県社会福祉事業団

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

平成31年3月28日 9 6 2 0

第１号議案　　社会福祉法人神奈川県社会福祉事業団定款の一部変更（案）について

第２号議案　　理事の選任（案）について

平成30年6月26日 6 6 2 0 決議事項なし

(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

平成30年4月25日 8 2

第１号議案　　川崎市公立保育所の民営化（建替え）に係る設置・運営法人募集への応募について

　

第２号議案　　児童養護施設すまいるにおけるＵＳＢメモリの紛失について

平成30年6月12日 6 2

第１号議案　　平成２９年度事業報告並びに計算書類等（案）について

第２号議案　　平成３０年度補正予算（案）について

第３号議案　　評議員会の開催に伴う評議員の招集について

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 7 2

第１号議案    社会福祉法人神奈川県社会福祉事業団定款の一部変更（案）について

第２号議案　　平成３０年度第二次補正予算（案）について

第３号議案　　平成３１年度事業計画及び予算（案）について

第４号議案　　社会福祉法人神奈川県社会福祉事業団諸規程の一部改正（案）について

第５号議案　　社会福祉法人神奈川県社会福祉事業団職員給与規程等に係るプロジェクト（仮称）の設置について

第６号議案　　施設長等の任免について

第７号議案　　理事候補者の推薦（案）について

第８号議案　　評議員会の開催に伴う評議員の招集について

平成30年9月10日 8 2 第１号議案    あしがら広域福祉センターひかりの里隣接地の購入、駐車場整備(農地転用許可申請)について

平成31年1月30日 8 2

第１号議案    社会福祉法人神奈川県社会福祉事業団就業規程等の一部改正（案）について

第２号議案　　理事の年齢制限及び再任に関する基準について

0

田中　章

塚本　清

特になし

特になし

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）

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

イ大規模修繕

平成21年4月1日 0 0

ア建設費
001

総合経営セ

ンター拠点

00000001 本部経理区分 総合経営センター

神奈川県 横浜市中区 北仲通３-３３ 4 その他 2 民間からの賃借等

昭和46年4月1日 205 71,880

ア建設費
002

横須賀老人

ホーム拠点

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横須賀老人ホーム

神奈川県 横須賀市 野比５-５-６ 1 行政からの賃借等 1 行政からの賃借等

1 行政からの賃借等 昭和46年4月1日 19 5,053
002

横須賀老人

ホーム拠点

02120401 老人短期入所事業（短期入所生活介護） 短期入所事業横須賀老人ホーム

神奈川県 横須賀市 野比５-５-６ 1 行政からの賃借等

イ大規模修繕
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神奈川県社会福祉事業団

現況報告書（平成31年4月1日現在）
別紙１

イ大規模修繕

ア建設費
002

横須賀老人

ホーム拠点

002
横須賀老人

ホーム拠点

06260301 （公益）居宅介護支援事業 居宅介護支援事業横須賀老人ホーム

神奈川県 横須賀市 野比５-５-６ 1 行政からの賃借等

イ大規模修繕

平成1年11月1日 20 4,836

ア建設費
002

横須賀老人

ホーム拠点

02120201 老人デイサービス事業（通所介護） 通所介護事業横須賀老人ホーム

神奈川県 横須賀市 野比５-５-６ 1 行政からの賃借等 1 行政からの賃借等

平成18年10月1日 0 2,237

ア建設費
002

横須賀老人

ホーム拠点

06260401 （公益）介護予防支援事業 地域包括支援センター横須賀老人ホーム

神奈川県 横須賀市 野比５-５-６ 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10月1日 0 1,133

ア建設費

イ大規模修繕

イ大規模修繕

1 行政からの賃借等 昭和46年4月1日 50 17,301

ア建設費
003

横須賀養護

老人ホーム

拠点

01030101 養護老人ホーム 養護老人ホーム横須賀養護老人ホーム

神奈川県 横須賀市 野比５-５-６ 1 行政からの賃借等

イ大規模修繕

平成5年4月1日 0 1,565

ア建設費
003

横須賀養護

老人ホーム

拠点

06260101 （公益）居宅サービス事業（訪問介護） 老人居宅介護等事業横須賀養護老人ホーム

神奈川県 横須賀市 野比５-５-６ 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 0

ア建設費
003

横須賀養護

老人ホーム

拠点

06260110 （公益）居宅サービス事業（特定施設入居生活介護） 外部サービス利用型特定施設入居者生活介護

神奈川県 横須賀市 野比５-５-６ 1 行政からの賃借等 1 行政からの賃借等

平成7年11月1日 86 28,881

ア建設費
004

箱根老人

ホーム拠点

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箱根老人ホーム

神奈川県 足柄下郡箱根町 宮城野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8年4月1日 4 720

ア建設費
004

箱根老人

ホーム拠点

02120401 老人短期入所事業（短期入所生活介護） 短期入所事業箱根老人ホーム

神奈川県 足柄下郡箱根町 宮城野５８ 1 行政からの賃借等

イ大規模修繕

イ大規模修繕

平成7年11月1日 0 183

ア建設費
004

箱根老人

ホーム拠点

06260301 （公益）居宅介護支援事業 居宅介護支援事業箱根老人ホーム

神奈川県 足柄下郡箱根町 宮城野５８ 1 行政からの賃借等 1 行政からの賃借等

平成15年4月1日 153 52,495

ア建設費
005

湘南老人

ホーム拠点

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湘南老人ホーム

神奈川県 秦野市 下大槻１１６９-２ 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15年4月1日 9 3,828

ア建設費
005

湘南老人

ホーム拠点

02120401 老人短期入所事業（短期入所生活介護） 短期入所事業湘南老人ホーム

神奈川県 秦野市 下大槻１１６９-２ 1 行政からの賃借等

イ大規模修繕

005
湘南老人

ホーム拠点

06260401 （公益）介護予防支援事業 地域包括支援センター湘南老人ホーム

神奈川県 秦野市 下大槻１１６９-２ 1 行政からの賃借等

イ大規模修繕

平成15年4月1日 25 482

ア建設費
005

湘南老人

ホーム拠点

02120201 老人デイサービス事業（通所介護） 通所介護事業湘南老人ホーム

神奈川県 秦野市 下大槻１１６９-２ 1 行政からの賃借等 1 行政からの賃借等

平成15年4月1日 0 1,002

ア建設費
005

湘南老人

ホーム拠点

06260301 （公益）居宅介護支援事業 居宅介護支援事業湘南老人ホーム

神奈川県 秦野市 下大槻１７３ 2 民間からの賃借等 2 民間からの賃借等

イ大規模修繕

1 行政からの賃借等 平成18年4月1日 0 2,699

ア建設費

イ大規模修繕

2 民間からの賃借等 平成24年4月1日 10 2,441

ア建設費
005

湘南老人

ホーム拠点

02120202 老人デイサービスセンター（通所介護） 通所介護事業デイサービスセンターぷらっと

神奈川県 秦野市 下大槻１７３ 2 民間からの賃借等

イ大規模修繕

006

高齢者グ

ループホーム

「輪」拠点

02120601 認知症対応型老人共同生活援助事業 認知症対応型老人共同生活援助事業高齢者グループホーム「輪」

神奈川県 秦野市 今泉６９８-１ 2 民間からの賃借等

平成26年8月1日 10 1,272

ア建設費
006

高齢者グ

ループホーム

「輪」拠点

02120202 老人デイサービスセンター（通所介護） 通所介護事業デイサービスセンター「輪」高齢者グループホーム「輪」

神奈川県 秦野市 今泉６９７-１ 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26年7月1日 18 6,300

ア建設費

イ大規模修繕

007

あしがら広域

福祉センター

ひかりの里

拠点

02120401 老人短期入所事業（短期入所生活介護） 短期入所事業あしがら広域福祉センターひかりの里

神奈川県 足柄上郡大井町 西大井１０５５ 3 自己所有

イ大規模修繕

平成29年4月1日 50 17,930

ア建設費 昭和63年3月25日
007

あしがら広域

福祉センター

ひかりの里

拠点

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あしがら広域福祉センターひかりの里

神奈川県 足柄上郡大井町 西大井１０５５ 3 自己所有 3 自己所有

平成29年4月1日 25 3,420

ア建設費
007

あしがら広域

福祉センター

ひかりの里

拠点

02120201 老人デイサービス事業（通所介護） 通所介護事業あしがら広域福祉センターひかりの里

神奈川県 足柄上郡大井町 西大井１０５５ 3 自己所有 3 自己所有

イ大規模修繕

3 自己所有 平成29年4月1日 10 2,559

ア建設費

イ大規模修繕

3 自己所有 平成29年4月1日 0 4,036

ア建設費
007

あしがら広域

福祉センター

ひかりの里

拠点

06260101 （公益）居宅サービス事業（訪問介護） 老人居宅介護等事業あしがら広域福祉センターひかりの里

神奈川県 足柄上郡大井町 西大井１０５５ 3 自己所有

イ大規模修繕

イ大規模修繕

平成29年4月1日 0 899

ア建設費
007

あしがら広域

福祉センター

ひかりの里

拠点

06260301 （公益）居宅介護支援事業 居宅介護支援事業あしがら広域福祉センターひかりの里

神奈川県 足柄上郡大井町 西大井１０５５ 3 自己所有 3 自己所有

平成26年9月1日 30 10,837

ア建設費
008

児童養護施

設すまいる

拠点

01020301 児童養護施設 児童養護施設すまいる

神奈川県 川崎市川崎区 浜町２-２２-１６ 1 行政からの賃借等 3 自己所有

イ大規模修繕

イ大規模修繕

平成26年10月1日 0 2,720

ア建設費
009

あいせん児

童家庭支援

センター拠点

02091401 児童家庭支援センター あいせん児童家庭支援センター

神奈川県 川崎市川崎区 浜町２-２２-１６ 1 行政からの賃借等 3 自己所有

昭和40年10月20日 70 22,659

ア建設費
010

あいせん保

育園拠点

02091201 保育所 あいせん保育園

神奈川県 川崎市川崎区 浜町２-２２-１６ 1 行政からの賃借等 3 自己所有

イ大規模修繕
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別紙１

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）

イ大規模修繕

平成26年4月1日 120 36,994

ア建設費
011

かんのん町

保育園拠点

02091201 保育所 かんのん町保育園

神奈川県 川崎市川崎区 観音１-１０-３ 1 行政からの賃借等 3 自己所有

平成29年4月1日 60 16,381

ア建設費 0
012

新川崎みら

いのそら保育

園拠点

02091201 保育所 新川崎みらいのそら保育園

神奈川県 川崎市幸区 北加瀬１-１１-４ 2 民間からの賃借等 2 民間からの賃借等

イ大規模修繕

イ大規模修繕

昭和45年4月1日 90 30,046

ア建設費
013

屏風ヶ浦保

育園拠点

02091201 保育所 屏風ヶ浦保育園

神奈川県 横浜市磯子区 森６-３-３３ 1 行政からの賃借等 3 自己所有

平成28年4月1日 60 20,323

ア建設費
014

屏風ゆめの

森保育園拠

点

02091201 保育所 屏風ゆめの森保育園

神奈川県 横浜市磯子区 森５-２-２８ 1 行政からの賃借等 3 自己所有

イ大規模修繕

イ大規模修繕

平成25年4月1日 80 24,382

ア建設費
015

みなみひの

保育園拠点

02091201 保育所 みなみひの保育園

神奈川県 横浜市港南区 日野南３-１３-１ 1 行政からの賃借等 3 自己所有

令和2年4月1日 0 0

ア建設費
019

（仮称）南

加瀬保育園

跡地保育所

拠点

02091201 保育所 （仮称）南加瀬保育園跡地保育所

神奈川県 川崎市幸区 南加瀬３-１２-８ 4 その他 4 その他

イ大規模修繕

（イ）修繕費合計額（円）

016
研修センター

拠点

04330201 高齢者介護研究・研修センター事業 研修センター

神奈川県 横浜市中区 北仲通３-３３ 2 民間からの賃借等

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 民間からの賃借等 平成19年4月1日 0 4,544

ア建設費

イ大規模修繕

2 民間からの賃借等 平成27年5月1日 29 10,109

ア建設費
017

介護付有料

老人ホーム

「結」拠点

03260110 居宅サービス事業（特定施設入居生活介護） 特定施設入居者生活介護「結」

神奈川県 秦野市 今泉６９６-１ 2 民間からの賃借等

017

介護付有料

老人ホーム

「結」拠点

04330301 サービス付き高齢者住宅の事業 有料老人ホーム「結」

神奈川県 秦野市 今泉６９６-１ 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27年5月1日 0 0

ア建設費

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

2 民間からの賃借等 平成21年4月1日 0 0

ア建設費

（イ）修繕費合計額（円）

018
収益事業セ

ンター拠点

05340102 物品販売業 収益事業センター

神奈川県 横浜市中区 北仲通３-３３ 2 民間からの賃借等

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）

地域における公益的な取

組①（地域の要支援者

に対する相談支援）

居宅介護支援事業横須賀老人ホーム 横須賀市

居宅介護支援事業

地域における公益的な取

組①（地域の要支援者

に対する相談支援）

地域包括支援センター横須賀老人ホーム 横須賀市

地域包括支援センター

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⑨（その他）

老人居宅介護等事業横須賀養護老人ホーム 横須賀市

訪問介護

地域における公益的な取

組⑨（その他）

外部サービス利用型特定施設入居者生活介護 横須賀市

外部サービス利用型特定施設入居者生活介護
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地域における公益的な取

組⑨（その他）

介護付有料老人ホーム「結」 秦野市

特定施設入居生活介護

地域における公益的な取

組①（地域の要支援者

に対する相談支援）

居宅介護支援事業あしがら広域福祉センター 大井町

居宅介護支援事業

地域における公益的な取

組⑨（その他）

研修センター 神奈川県

研修事業

地域における公益的な取

組①（地域の要支援者

に対する相談支援）

地域包括支援センター湘南老人ホーム 秦野市

地域包括支援センター

地域における公益的な取

組⑨（その他）

老人居宅介護等事業あしがら広域福祉センタ 大井町

訪問介護

地域における公益的な取

組①（地域の要支援者

に対する相談支援）

居宅介護支援事業箱根老人ホーム 箱根町

居宅介護支援事業

地域における公益的な取

組①（地域の要支援者

に対する相談支援）

居宅介護支援事業湘南老人ホーム 秦野市

居宅介護支援事業

地域における公益的な取

組②（地域の要支援者

に対する配食、見守り、移

動等の生活支援）

無料移送サービス 横須賀市

北下浦地区社会福祉協議会「おひとり暮らし高齢者の集い」に公用車を使用し、送迎支援

地域における公益的な取

組⑨（その他）

就労準備支援 横須賀市

横須賀市「就労準備支援センターねくすと」の就労体験施設として、対象者１名を受け入れている

地域における公益的な取

組⑧（地域の関係者との

ネットワークづくり）

野比東連合 横須賀市

「震災時避難訓練所運営訓練」への参加、協力

地域における公益的な取

組⑧（地域の関係者との

ネットワークづくり）

北下浦ふるさとマラソン 横須賀市

AEDの貸し出し協力

地域における公益的な取

組⑧（地域の関係者との

ネットワークづくり）

認知症カフェ 横須賀市

認知症カフェ「ら・らら」（毎月第３土曜日）への運営の協力・後援

地域における公益的な取

組⑧（地域の関係者との

ネットワークづくり）

野比海岸町内会 横須賀市

野比海岸町内会　横須賀市クリーン活動への参加協力

地域における公益的な取

組⑧（地域の関係者との

ネットワークづくり）

よこすか安全・安心パトロール 横須賀市

よこすか安全・安心パトロールへの協力

地域における公益的な取

組⑧（地域の関係者との

ネットワークづくり）

北下浦地区社会福祉協議会 横須賀市

北下浦地区社会福祉協議会理事

地域における公益的な取

組⑧（地域の関係者との

ネットワークづくり）

災害時訓練 大井町

地域のボランティアの協力で「餅つき」を行い、「かまどベンチ」を実際に使用して、炊き出し訓練を共に行う

地域における公益的な取

組②（地域の要支援者

に対する配食、見守り、移

動等の生活支援）

訪問型移動支援サービス 秦野市

移動事業支援事業者として「いきがい型デイサービス」への移動支援

地域における公益的な取

組⑨（その他）

はだの地域公益事業 秦野市

秦野市社会福祉協議会が主催している「はだの地域公益事業」に参画

地域における公益的な取

組⑨（その他）

福祉人材育成にかかわる懇話会 秦野市

高齢分野に限らず福祉の働き手の新参入や職員の離職防止に向けた取り組みに関する検討会

地域における公益的な取

組②（地域の要支援者

に対する配食、見守り、移

動等の生活支援）

無料移送サービス 箱根町

地域住民向けに無料移送サービスを週２回実施し、買い物や通院などの生活モビリティとしての事業

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）

高齢者福祉のあり方・施設見学等 大井町

隣接する高校と年間通じて教育交流をし、講義「高齢者福祉のあり方」講師派遣、施設見学と交流などを実施

地域における公益的な取

組⑨（その他）

ＡＥＤ設置 川崎市川崎区

ＡＥＤ設置を外部に向けても知らせ、地域の方も利用できるようにしている

地域における公益的な取

組⑧（地域の関係者との

ネットワークづくり）

保育園行事等に伴う地域交流 川崎市川崎区

園庭開放、育児講座（地域の保健師との連携により実施）などの行事を通して地域親子と園児との交流を図る

地域における公益的な取

組⑧（地域の関係者との

ネットワークづくり）

保育園行事等に伴う地域交流 川崎市川崎区
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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

地域における公益的な取

組⑧（地域の関係者との

ネットワークづくり）

保育園行事等に伴う地域交流 川崎市幸区

園庭開放、ベビーヨガ、移動動物園、育児相談など同建物内集会室を借り地域親子と園児との交流を図る

地域における公益的な取

組⑨（その他）

ＡＥＤ設置 川崎市幸区

ＡＥＤ設置を外部に向けても知らせ、地域の方も利用できるようにしている

地域における公益的な取

組⑨（その他）

ＡＥＤ設置 川崎市川崎区

ＡＥＤ設置を外部に向けても知らせ、地域の方も利用できるようにしている

地域における公益的な取

組⑧（地域の関係者との

ネットワークづくり） 園庭開放、室内開放、育児相談、移動動物園など、地域親子と園児との交流を図る

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）

ジョイフルサタデ－かんのん町 川崎市川崎区

川崎市の推進する子育て事業である男性（父親）の育児促進および啓発

地域における公益的な取

組⑧（地域の関係者との

ネットワークづくり）

保育園行事等に伴う地域交流 横浜市磯子区

園庭開放、室内開放、育児相談、育児講座、離乳食講座など地域親子と園児との交流を図る

地域における公益的な取

組⑧（地域の関係者との

ネットワークづくり）

地域ケアプラザとの連携 横浜市磯子区

各種行事への招待や中学生・高校生の職業体験の受入

地域における公益的な取

組⑧（地域の関係者との

ネットワークづくり）

地域ケアプラザ「離乳食講座」等 横浜市磯子区

地域ケアプラザに職員を派遣し、地域子育て支援として、離乳食講座やいろいろな遊びを提供している

地域における公益的な取

組⑧（地域の関係者との

ネットワークづくり）

保育園行事等に伴う地域交流 横浜市磯子区

子育てカフェ、室内開放、園庭開放、移動動物園、親子フェスティバルなど地域親子と園児との交流を図る

地域における公益的な取

組⑧（地域の関係者との

ネットワークづくり）

子育てカフェ 川崎市川崎区

虐待防止の一助となるよう田島地区民生委員児童委員協議会から協力いただき実施。

地域における公益的な取

組⑧（地域の関係者との

ネットワークづくり）

地域交流 横浜市港南区

中学生の職場体験の受け入れや、地域の公園愛護会、小学校、幼稚園、他保育園、学童保育との定期的な交流

地域における公益的な取

組⑨（その他）

ＡＥＤ設置 横浜市港南区

ＡＥＤ設置を外部に向けても知らせ、地域の方も利用できるようにしている

地域における公益的な取

組⑧（地域の関係者との

ネットワークづくり）

保育園行事等に伴う地域交流 横浜市港南区

園庭開放、室内開放、育児相談、育児講座、交流保育、保育園体験など地域親子と園児との交流を図る

地域における公益的な取

組⑨（その他）

ＡＥＤ設置 横浜市磯子区

ＡＥＤ設置を外部に向けても知らせ、地域の方も利用できるようにしている

地域における公益的な取

組②（地域の要支援者

に対する配食、見守り、移

動等の生活支援）

地域交流 川崎市川崎区

地域の子ども達と一緒に、スイカ割り大会、クリスマスキャンドル作りのイベントの実施

0

0

0

0

0

0

屏風ゆめの森保育園 平成２９年度

みなみひの保育園 平成２７年度

あいせん保育園 平成３０年度

かんのん町保育園 平成２７年度

屏風ヶ浦保育園 平成２８年度

1 有

3,590,463,545

15,051,258

1,084,147,684

施設名 直近の受審年度

1 有

1 有

1 有

1 有

1 有

1 有

0

0

0
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神奈川県社会福祉事業団

現況報告書（平成31年4月1日現在）
別紙１

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

2 無

7/7


