
社会福祉法人　宝安寺社会事業部

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）

〜
2 無

H29.6.22 R1.6 1 社会福祉事業の経営に関する識⾒を有する者 1 有 3 職員給与のみ⽀給 6望⽉ 郁⽂ 1 理事⻑ 平成8年3⽉25⽇ 1 常勤 平成29年6⽉22⽇ 社会福祉法⼈宝安寺社会事業部 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名 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

17,978,821

加藤 芳永 H29.4.1 R3.6 2 無 1 有 3無職、社会福祉法⼈⼩⽥原市社会福祉協議会 評議員

泰⽥ 幸枝 H29.4.1 R3.6 2 無 2 無 2株式会社介護事業所たすけあい⼩⽥原 理事

安藤 實英 H29.4.1 R3.6 2 無 2 無 2総世寺 住職

R3.6 2 無 2 無 3合資会社マルク 会⻑

岡野 正則 H29.4.1 R3.6 2 無 2 無 3無職

末澤 ⽇呂 H29.4.1 R3.6 2 無 2 無 3無職

⻑⾕川 誠⼀ H29.4.1 R3.6 2 無 2 無 3株式会社⻑⾕川建材社 代表取締役会⻑

⾼井 哲 H29.4.1

(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://houan1900.jp/ (14)法⼈のﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ soumu3be@houan1900.jp
昭和27年5⽉17⽇ 昭和27年5⽉30⽇

7名以上8名以下 7 211,603

社会福祉法⼈　宝安寺社会事業部
神奈川県 ⼩⽥原市 浜町1-4-38
0465-22-7667 0465-24-4411 2 無

14 神奈川県 206 ⼩⽥原市 14206 3021005005748 01 ⼀般法⼈ 01 運営中
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社会福祉法人　宝安寺社会事業部

現況報告書（平成31年4⽉1⽇現在） 別紙１

〜

〜

〜

〜

〜

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

(2)評議員会ごとの評議員・理事・監事・

0.0 0.5

169 0 134
0.0 100.7

4 0 2

(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）

3 社会福祉事業に識⾒を有する者（その他） 6

志村 恵美⼦ 志村公認会計⼠事務所 所⻑ 2 無 平成29年6⽉22⽇
H29.6.22 R1.6 4 財務管理に識⾒を有する者（公認会計⼠） 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

加藤 馨 社会福祉法⼈⻑寿会 理事⻑兼陽光の園施設⻑ 2 無 平成29年6⽉22⽇
H29.6.22 R1.6

2名 2 245,014

(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。

2 無
H30.12.4 R1.6 4 その他 2 無 2 理事報酬のみ⽀給 1内⽥ 俊正 3 その他理事 2 ⾮常勤 平成30年12⽉4⽇ 国際ビジネス研究所オフィスＵ ⾸席代表

2 無
H29.6.22 R1.6 3 施設の管理者 2 無 3 職員給与のみ⽀給 6椎野 あい⼦ 3 その他理事 1 常勤 平成29年6⽉22⽇ 社会福祉法⼈宝安寺社会事業部 ⼩⽥原愛児園園⻑

2 無
H29.6.22 R1.6 3 施設の管理者 2 無 3 職員給与のみ⽀給 6近藤 秀樹 3 その他理事 1 常勤 平成29年6⽉22⽇ 社会福祉法⼈宝安寺社会事業部 ほうあん第⼀しおん所⻑

2 無
H29.6.22 R1.6 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 6杉⼭ 喜市 3 その他理事 2 ⾮常勤 平成29年6⽉22⽇ 社会福祉法⼈宝安寺社会事業部 相談カフェ相談⽀援員

2 無
H29.6.22 R1.6 4 その他 1 有 3 職員給与のみ⽀給 6⼤⽔ 清世 3 その他理事 1 常勤 平成29年6⽉22⽇ 社会福祉法⼈宝安寺社会事業部 法⼈本部⻑
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社会福祉法人　宝安寺社会事業部

現況報告書（平成31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

平成30年7⽉26⽇ 5 2 第1号議案 規程変更の件

平成30年6⽉6⽇ 5 2

第1号議案 平成29年度事業報告の承認の件
第2号議案 平成29年度計算書類及びその附属明細書並びに財産⽬録の承認の件
第3号議案 平成30年度第⼀次補正予算案の件
第4号議案 規程変更の件
第5号議案 定時評議員会の⽇時、場所、⽬的事項及び議案の概要の決定の件

平成30年6⽉21⽇ 5 2 第1号議案 規程変更の件
第2号議案 新事業開始の件

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19⽇ 7 4 2 0
第1号議案 平成30年度第三次補正予算の件
第2号議案 平成31年度事業計画の件
第3号議案 平成31年度当初予算の件

平成30年12⽉4⽇ 5 2 1 0
第1号議案 平成30年度第⼆次補正予算の件
第2号議案 ⼩⽥原市指導監査改善報告（計算書類に対する注記）の件
第3号議案 理事選任の件

平成30年6⽉21⽇ 7 4 2 0
第1号議案 平成29年度事業報告の承認の件
第2号議案 平成29年度計算書類及びその附属明細書並びに財産⽬録の承認の件
第3号議案 平成30年度第⼀次補正予算の件

(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　宝安寺社会事業部

現況報告書（平成31年4⽉1⽇現在） 別紙１

(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

昭和27年5⽉30⽇ 0 0001 法⼈本部

00000001 本部経理区分 法⼈本部
神奈川県 ⼩⽥原市 浜町1-4-38 3 ⾃⼰所有 3 ⾃⼰所有

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

無し

無し

0

加藤 馨、志村 恵美⼦

平成30年11⽉22⽇ 5 2

第1号議案 理事候補者選任の件
第2号議案 平成30年度第⼆次補正予算案の件
第3号議案 ⼩⽥原市指導監査改善報告（計算書類に対する注記）の件
第4号議案 規程変更の件
第5号議案 臨時評議員会の⽇時、場所、⽬的事項及び議案の概要の決定の件

平成31年3⽉7⽇ 6 2

第1号議案 施設⻑選任の件　/　第2号議案 平成30年度第三次補正予算案の件　/　第3号議案 平成31年度事業計画案の件
第4号議案 平成31年度当初予算案の件　/　第5号議案 「ほうあん第⼀しおん」における就労移⾏⽀援事業の廃⽌の件
第6号議案 規程類改定の件　/　第7号議案 「⼩⽥原乳児園」における空調設備⼯事（修繕積⽴⾦取崩）の件
第8号議案 臨時評議員会の⽇時、場所、⽬的事項及び議案の概要の決定の件

平成30年10⽉24⽇ 5 1 第1号議案 法⼈内問題解決委員会第三者委員選任の件
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社会福祉法人　宝安寺社会事業部

現況報告書（平成31年4⽉1⽇現在） 別紙１

昭和45年4⽉1⽇ 10 2,426
ア建設費 0006 ほうあんふじ

02090103 障害児通所⽀援事業（放課後デイサービス） ほうあんふじ
神奈川県 ⼩⽥原市 曽我⼤沢7 3 ⾃⼰所有 3 ⾃⼰所有

763.830
イ⼤規模修繕

3 ⾃⼰所有 昭和45年4⽉1⽇ 40 12,563
ア建設費 平成17年3⽉1⽇ 0006 ほうあんふじ

02090101 障害児通所⽀援事業（児童発達⽀援） ほうあんふじ
神奈川県 ⼩⽥原市 曽我⼤沢7 3 ⾃⼰所有

イ⼤規模修繕

平成24年4⽉1⽇ 0 831
ア建設費 0005 ほうあんうみ

02130303 計画相談⽀援 ほうあんホッと相談カフェ
神奈川県 ⼩⽥原市 本町2-4-12 ほうあん地域⽀援センターまある 2階 3 ⾃⼰所有 3 ⾃⼰所有

1,016.930
イ⼤規模修繕

3 ⾃⼰所有 平成29年7⽉1⽇ 30 9,220
ア建設費 平成29年6⽉9⽇ 0005 ほうあんうみ

02090101 障害児通所⽀援事業（児童発達⽀援） ほうあんうみ
神奈川県 ⼩⽥原市 本町2-4-12 ほうあん地域⽀援センターまある 3〜5階 3 ⾃⼰所有

イ⼤規模修繕

平成29年7⽉1⽇ 0 35
ア建設費 0005 ほうあんうみ

02090104 障害児通所⽀援事業（保育所等訪問⽀援） ほうあんうみ
神奈川県 ⼩⽥原市 本町2-4-12 ほうあん地域⽀援センターまある 3〜5階 3 ⾃⼰所有 3 ⾃⼰所有

イ⼤規模修繕

3 ⾃⼰所有 平成8年10⽉1⽇ 4 92
ア建設費 0004 ほうあんのぞ

み

06330201 （公益）⽇中⼀時⽀援事業 ほうあんのぞみ
神奈川県 ⼩⽥原市 浜町1-2-15 3 ⾃⼰所有

イ⼤規模修繕

平成7年6⽉1⽇ 4 1,447
ア建設費 33,153,823 33,153,823 112.320004 ほうあんのぞ

み

02130114 障害福祉サービス事業（共同⽣活援助） ほうあん⽣活ホーム
神奈川県 ⼩⽥原市 浜町1-2-15 3 ⾃⼰所有 3 ⾃⼰所有

イ⼤規模修繕

3 ⾃⼰所有 平成30年11⽉1⽇ 0 1
ア建設費 0004 ほうあんのぞ

み

02130115 障害福祉サービス事業（就労定着⽀援） ほうあんのぞみ
神奈川県 ⼩⽥原市 浜町1-2-15 3 ⾃⼰所有

イ⼤規模修繕

平成8年10⽉1⽇ 50 13,438
ア建設費 平成8年9⽉1⽇ 0 534.980004 ほうあんのぞ

み

02130113 障害福祉サービス事業（就労継続⽀援Ｂ型） ほうあんのぞみ
神奈川県 ⼩⽥原市 浜町1-2-15 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7⽉1⽇ 8 1,543
ア建設費 平成29年6⽉9⽇ 0004 ほうあんのぞ

み

02130111 障害福祉サービス事業（就労移⾏⽀援） ほうあんのぞみBlossom
神奈川県 ⼩⽥原市 本町2-4-12 ほうあん地域⽀援センターまある 1階 3 ⾃⼰所有

イ⼤規模修繕

昭和43年8⽉1⽇ 80 16,070
ア建設費 平成8年9⽉1⽇ 0 657.060003 ⼩⽥原乳児

園

02091201 保育所 ⼩⽥原乳児園
神奈川県 ⼩⽥原市 浜町1-2-15 3 ⾃⼰所有 3 ⾃⼰所有

1,794.520
イ⼤規模修繕

3 ⾃⼰所有 昭和24年6⽉25⽇ 300 64,632
ア建設費 平成21年9⽉1⽇ 0002 ⼩⽥原愛児

園

02091201 保育所 ⼩⽥原愛児園
神奈川県 ⼩⽥原市 浜町1-3-8 3 ⾃⼰所有

イ⼤規模修繕
ア建設費 0001 法⼈本部
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社会福祉法人　宝安寺社会事業部

現況報告書（平成31年4⽉1⽇現在） 別紙１

イ⼤規模修繕

平成6年4⽉1⽇ 40 9,670
ア建設費 平成6年3⽉1⽇ 0 1,337.790010 ほうあん第

⼆しおん

02130106 障害福祉サービス事業（⽣活介護） ほうあん第⼆しおん
神奈川県 ⼩⽥原市 根府川383 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10⽉1⽇ 10 2,014
ア建設費 昭和63年3⽉1⽇ 0009

ほうあん第
⼀しおん放
課後等デイ
サービス事

02090103 障害児通所⽀援事業（放課後デイサービス） ほうあん第⼀しおん放課後等デイサービス事業所
神奈川県 ⼩⽥原市 根府川389 3 ⾃⼰所有

イ⼤規模修繕

昭和63年4⽉1⽇ 6 61
ア建設費 0008

ほうあん第
⼀しおん障
害福祉サー
ビス事業所

06330201 （公益）⽇中⼀時⽀援事業 ほうあん第⼀しおん障害福祉サービス事業所
神奈川県 ⼩⽥原市 根府川389 3 ⾃⼰所有 3 ⾃⼰所有

1,258.300
イ⼤規模修繕

3 ⾃⼰所有 昭和63年4⽉1⽇ 45 11,939
ア建設費 昭和63年3⽉1⽇ 0008

ほうあん第
⼀しおん障
害福祉サー
ビス事業所

02130113 障害福祉サービス事業（就労継続⽀援Ｂ型） ほうあん第⼀しおん障害福祉サービス事業所
神奈川県 ⼩⽥原市 根府川389 3 ⾃⼰所有

イ⼤規模修繕

昭和63年4⽉1⽇ 6 707
ア建設費 0008

ほうあん第
⼀しおん障
害福祉サー
ビス事業所

02130111 障害福祉サービス事業（就労移⾏⽀援） ほうあん第⼀しおん障害福祉サービス事業所
神奈川県 ⼩⽥原市 根府川389 3 ⾃⼰所有 3 ⾃⼰所有

イ⼤規模修繕

3 ⾃⼰所有 昭和63年4⽉1⽇ 9 2,321
ア建設費 0008

ほうあん第
⼀しおん障
害福祉サー
ビス事業所

02130106 障害福祉サービス事業（⽣活介護） ほうあん第⼀しおん障害福祉サービス事業所
神奈川県 ⼩⽥原市 根府川389 3 ⾃⼰所有

イ⼤規模修繕

平成17年4⽉1⽇ 3 746
ア建設費 0007 ほうあんふじ

みのさと

06330201 （公益）⽇中⼀時⽀援事業 ほうあんふじみのさと
神奈川県 ⼩⽥原市 曽我⼤沢7 3 ⾃⼰所有 3 ⾃⼰所有

イ⼤規模修繕

3 ⾃⼰所有 平成17年4⽉1⽇ 5 1,248
ア建設費 0007 ほうあんふじ

みのさと

02130107 障害福祉サービス事業（短期⼊所） ほうあんふじみのさと
神奈川県 ⼩⽥原市 曽我⼤沢7 3 ⾃⼰所有

イ⼤規模修繕

平成17年4⽉1⽇ 35 10,324
ア建設費 0007 ほうあんふじ

みのさと

01040402 障害者⽀援施設（⽣活介護） ほうあんふじみのさと
神奈川県 ⼩⽥原市 曽我⼤沢7 3 ⾃⼰所有 3 ⾃⼰所有

1,526.430
イ⼤規模修繕

3 ⾃⼰所有 平成17年4⽉1⽇ 30 10,498
ア建設費 平成17年4⽉1⽇ 0007 ほうあんふじ

みのさと

01040401 障害者⽀援施設（施設⼊所⽀援） ほうあんふじみのさと
神奈川県 ⼩⽥原市 曽我⼤沢7 3 ⾃⼰所有

イ⼤規模修繕

昭和45年4⽉1⽇ 10 1,591
ア建設費 0006 ほうあんふじ

06330201 （公益）⽇中⼀時⽀援事業 ほうあんふじ
神奈川県 ⼩⽥原市 曽我⼤沢7 3 ⾃⼰所有 3 ⾃⼰所有

イ⼤規模修繕

3 ⾃⼰所有 昭和45年4⽉1⽇ 0 11
ア建設費 0006 ほうあんふじ

02090104 障害児通所⽀援事業（保育所等訪問⽀援） ほうあんふじ
神奈川県 ⼩⽥原市 曽我⼤沢7 3 ⾃⼰所有

イ⼤規模修繕
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社会福祉法人　宝安寺社会事業部

現況報告書（平成31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

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

（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）

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

194.130
イ⼤規模修繕

3 ⾃⼰所有 平成30年5⽉7⽇ 0 2,857
ア建設費 0

（イ）修繕費合計額（円）

011 ほうあんなぎ
さ

03280006 診療所 こども発達クリニック　ほうあんなぎさ
神奈川県 ⼩⽥原市 本町2-4-12　ほうあん地域⽀援センターまある2階 3 ⾃⼰所有

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6年4⽉1⽇ 6 1,317
ア建設費 0010 ほうあん第

⼆しおん

02130114 障害福祉サービス事業（共同⽣活援助） ほうあんホームシトラス
神奈川県 ⼩⽥原市 根府川383 3 ⾃⼰所有 3 ⾃⼰所有

イ⼤規模修繕

3 ⾃⼰所有 平成6年4⽉1⽇ 5 1,025
ア建設費 0010 ほうあん第

⼆しおん

02130107 障害福祉サービス事業（短期⼊所） ほうあんショートステイシトラス
神奈川県 ⼩⽥原市 根府川383 3 ⾃⼰所有

イ⼤規模修繕

平成6年4⽉1⽇ 2 116
ア建設費 0010 ほうあん第

⼆しおん

06330201 （公益）⽇中⼀時⽀援事業 ほうあん第⼆しおん
神奈川県 ⼩⽥原市 根府川383 3 ⾃⼰所有 3 ⾃⼰所有

イ⼤規模修繕

3 ⾃⼰所有 平成6年4⽉1⽇ 4 857
ア建設費 0010 ほうあん第

⼆しおん

02130107 障害福祉サービス事業（短期⼊所） ほうあん第⼆しおん
神奈川県 ⼩⽥原市 根府川383 3 ⾃⼰所有
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社会福祉法人　宝安寺社会事業部

現況報告書（平成31年4⽉1⽇現在） 別紙１

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）

0
0

0

0
0
0
0

0

地域における公益的な取
組⑨（その他）

親⼦保育体験 ⼩⽥原乳児園

0〜1歳親⼦が保育園のクラス活動や遊び、給⾷に参加する体験（無料）

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）

サロンの運営 ほうあんのぞみ（むすび処 茶のまある）

地域包括⽀援センターとの連携による認知症カフェ等の開催協⼒

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）

⼦育てオアシス ⼩⽥原愛児園

家庭で⼦育てしている親⼦のための⼦育て広場の開催（年20回程度開催）

地域における公益的な取
組④（地域の要⽀援者
に対する資⾦や物資の貸
付・提供）

地域交流スペースの運営 ほうあん地域⽀援センターまある

⼀般市⺠への無料での利⽤・貸与・会場貸し（交流スペース、ギャラリースペース、レンタルボックス等）

地域における公益的な取
組④（地域の要⽀援者
に対する資⾦や物資の貸
付・提供）

ランチセットの提供 ほうあんのぞみ（むすび処 茶のまある）

300円ランチの提供による地域の⽅々及び近隣⾼齢者の居場所作りと⾒守り（法⼈より1⾷100円補助）

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
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社会福祉法人　宝安寺社会事業部

現況報告書（平成31年4⽉1⽇現在） 別紙１

　　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

ほうあんのぞみ拠点で1,357,146円を「設備等整備積⽴資産(就労)」として積⽴し、
「設備等整備積⽴⾦(就労)」を計上した。
ほうあん第⼀しおん障害者サービス事業所拠点では、1,200,000円を
「⼯賃変動積⽴資産(就労)」として積⽴し、「⼯賃変動積⽴⾦(就労)」を計上した。
同様に1,376,361円を「設備等整備積⽴資産(就労)」として積⽴し、
「設備等整備積⽴⾦(就労)」を計上した。

1.平成28年度に於いて「その他積⽴⾦積⽴額」として計上した⾦額のうち3,933,507円について、
積⽴⾦及び積⽴資産の計上もれがあったため、平成29年度に於いて

平成29年度は会計基準に則り⽬的ごとの積⽴資産及び積⽴⾦を積⽴てた。
改善未了であった計算書類への注記について、平成29年度決算報告書の計算書類に対する
注記に、平成28年度に関わる「その他の積⽴⾦」の処理について明記した。
2.平成30年2⽉度事務会議において、指摘を受けた計算書類の表⽰内容について説明を⾏った。

指導⽇︓平成30年2⽉27⽇
※平成30年1⽉31⽇実施の⼩⽥原市指導監査（⼀般監査）に基づく⽂書指摘事項
1.その他の積⽴⾦及び積⽴資産の積⽴てについて、会計基準に則して⾏われていない例が⾒受けられるので、
適正に会計処理を⾏うこと。
2.貸借対照表において、その他の積⽴⾦及び積⽴資産に関し、積⽴ての⽬的を⽰す名称を付し⽬的ごとに
区分して表⽰していないので、会計基準に則して明瞭に表⽰すること。

2 無

1,389,211,035
31,325,000

807,174,025

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
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社会福祉法人　宝安寺社会事業部

現況報告書（平成31年4⽉1⽇現在） 別紙１

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

無し
2 無
2 無

1 有
2 無
2 無

1 有

※平成31年1⽉1⽇現在で⽂書指摘事項1及び2ともに改善済
積⽴⾦及び積⽴資産を⽬的ごとの勘定科⽬にて設定した。
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