
社会福祉法人　小石原福祉会

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

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

40 福岡県 130 福岡市 40130 4290005007330 01 一般法人 01 運営中

http://www.seiwaen-20th.com (14)法人のﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ nokoseiwaen@watch.ocn.ne.jp

社会福祉法人　小石原福祉会

福岡県 福岡市 西区能古字新開７７７番地１
092-891-8778 092-891-8720 2 無

(3-2)評議員の職業

楠木　教正 H29.4.1 H33.3.31

昭和63年8月15日 昭和63年8月24日

7 7 80,000

(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

2

藤瀬　三枝子 H29.4.1 H33.3.31
3

関　敏己 H29.4.1 H33.3.31
2

前田　高男 H29.4.1 H33.3.31
3

小山　千尋 H29.4.1 H33.3.31
1

田中　郁子 H29.4.1 H33.3.31
3

(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

寶村　庸一 H29.4.1 H33.3.31
3

(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 6 24,624,160 2 特例無

H29.6.22 H31.6.21 1 社会福祉事業の経営に関する識見を有する者 1 有 3
植高　千代美

1 理事長 平成29年6月22日 1 常勤 平成29年6月22日

H29.6.22 H31.6.21 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
森山　立吉

3 その他理事 2 非常勤 平成29年6月22日

H29.6.22 H31.6.21 1 社会福祉事業の経営に関する識見を有する者 2 無 1
中原　啓雅

3 その他理事 2 非常勤 平成29年6月22日

H29.6.22 H31.6.21 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
西方　俊司

3 その他理事 2 非常勤 平成29年6月22日

H29.6.22 H31.6.21 3 施設の管理者 1 有 3
植高　誠一郎

3 その他理事 1 常勤 平成29年6月22日

H29.6.22 H31.6.21 4 その他 2 無 3
伍藤　聡之

3 その他理事 1 常勤 平成29年6月22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。

2 2 60,000

(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
(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

鈴木　サカエ
平成29年6月22日

H29.6.22 H31.6.21 3 社会福祉事業に識見を有する者（その他） 3

(2-2)当会計年

度の会計監査人

の監査報酬額

（円）

あゆみ監査法人 2 無 あゆみ監査法人

竹内　幾代
平成29年6月22日

H29.6.22 H31.6.21 6 財務管理に識見を有する者（その他） 1

3 0 0

0.0 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）



社会福祉法人　小石原福祉会

(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

(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

93 10 17

10.0 10.4

(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6月14日 7 3 2

第１号議案：平成２９年度事業報告（案）について

第２号議案：平成２９年度収支決算報告（案）について

第３号議案：基本財産の処分取り消しについて

第４号議案：役員報酬規程の一部変更について報酬等の支給基準について

第５号議案：平成３０年度公益財団法人中央競馬馬主社会福祉財団施設整備助成事業の申請について

報告事項　 ：社会福祉充実残額の算定結果について

平成30年4月13日 5 3 2
第１号議案：定款の変更について

第２号議案：基本財産の処分について

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30年11月8日 5 3 2

第１号議案：定款の変更について

第２号議案：特別養護老人ホーム清和園改修工事並びにデイサービスセンター清和園増築工事に係る福祉貸付資金借入申込額の変更について

第３号議案：特別養護老人ホーム清和園改修工事並びにデイサービスセンター清和園増築工事に係る借り入れに伴う担保提供について

報告事項　 ：平成３０年度公益財団法人中央競馬馬主社会福祉財団施設整備助成事業の交付決定について

平成31年3月18日 5 1

第１号議案：特別養護老人ホーム清和園追加改修工事について

第２号議案：特別養護老人ホーム清和園追加改修工事に伴う契約締結方法並びに指名業者選定について

第３号議案：特別養護老人ホーム清和園追加改修工事に伴う資金借入れについて　　　　　　　第４号議案：平成３０年度第二次補正予算（案）について

第５号議案：協同組合設立への参加について　　　第６号議案：平成３１年度事業計画（案）について　　　　　　　第７号議案：平成３１年度収支予算（案）

について

第８号議案：賃金規程の変更について　　　　　　　第９号議案：育児・介護休業等に関する規則の変更について　　　第１０号議案：運営規程の変更について

0

鈴木　サカエ

平成30年5月25日 5 1

第１号議案：平成２９年度事業報告（案）について　　　　第２号議案：平成２９年度収支決算報告（案）について　　　　　第３号議案：評議員会の招集につ

いて

第４号議案：役員報酬規程の一部変更について　　　　　　　 第５号議案：基本財産処分の取り消しについて

第６号議案：平成３０年度公益財団法人中央競馬馬主社会福祉財団施設整備助成事業の申請について

第７号議案：就業規則の変更について

第８号議案：特別養護老人ホーム清和園改修工事並びにデイサービスセンター清和園増築工事に係る入札の実施について

平成30年10月19日 5 2

第１号議案：平成３０年度第一次補正予算（案）について　　　　第２号議案：定款の変更について　　　　　　　　第３号議案：定款細則の変更について

第４号議案：理事長専決規程（案）について　　　　　　　　　　　　　第５号議案：評議員会の開催について　　　　　第６号議案：経理規程の変更について

第７号議案：賃金規程の変更について　第８号議案：有期雇用契約職員就業規則の変更について

第９号議案：特別養護老人ホーム清和園改修工事並びにデイサービスセンター清和園増築工事に係る福祉貸付資金借入申込額の変更について

第１０号議案：特別養護老人ホーム清和園改修工事並びにデイサービスセンター清和園増築工事に係る借り入れに伴う担保提供について

第１１号議案：退職金規程の変更について

竹内　幾代

特になし。

特になし。

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

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

⑧年間(4月～3

月）利用者延べ

総数（人／年）

（イ）修繕費合計額

（円）

000 法人本部

00000001 本部経理区分 社会福祉法人　小石原福祉会　法人本部事務局

福岡県 福岡市西区 能古７７７番地１ 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）

イ大規模修繕

3 自己所有 昭和63年8月15日 0 0

ア建設費

平成1年7月1日 50 15,834

ア建設費

福岡県 朝倉郡東峰村 大字小石原７０８番地１３ 3 自己所有 3 自己所有

001
小石原清

和園

02120401 老人短期入所事業（短期入所生活介護） 特別養護老人ホーム　清和園

福岡県 朝倉郡東峰村 大字小石原７０８番地１３ 3 自己所有

イ大規模修繕

001
小石原清

和園

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　清和園

3 自己所有 平成1年7月1日 4 2,051



社会福祉法人　小石原福祉会

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）

001
小石原清

和園
イ大規模修繕

ア建設費

平成2年5月1日 15 2,645

ア建設費

福岡県 朝倉郡東峰村 大字小石原７０８番地１３ 3 自己所有 3 自己所有

001
小石原清

和園

06260301 （公益）居宅介護支援事業 ケアプランサービス　清和園

福岡県 朝倉郡東峰村 大字小石原７０８番地１３ 3 自己所有

イ大規模修繕

001
小石原清

和園

02120201 老人デイサービス事業（通所介護） デイサービスセンター　清和園

イ大規模修繕

3 自己所有 平成18年4月1日 35 427

ア建設費

平成29年4月1日 0 0

ア建設費

福岡県 朝倉郡東峰村 大字小石原７０８番地１３ 4 その他 4 その他

002
能古清和

園

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　能古清和園

福岡県 福岡市西区 能古７７７番地１ 3 自己所有

イ大規模修繕

001
小石原清

和園

01070101 生計困難者に対する金銭補助事業 生計困難者に対する相談支援事業

イ大規模修繕

3 自己所有 平成18年10月1日 80 26,091

ア建設費

平成18年10月1日 18 8,230

ア建設費

福岡県 福岡市西区 能古７７７番地１ 3 自己所有 3 自己所有

002
能古清和

園

02120201 老人デイサービス事業（通所介護） デイサービスセンター　のこ清和園

福岡県 福岡市西区 能古７７７番地１ 3 自己所有

イ大規模修繕

002
能古清和

園

02120401 老人短期入所事業（短期入所生活介護） 特別養護老人ホーム　能古清和園

イ大規模修繕

3 自己所有 平成18年10月1日 30 6,825

ア建設費

平成18年11月1日 70 741

ア建設費

福岡県 福岡市西区 能古７７７番地１ 3 自己所有 3 自己所有

002
能古清和

園

01070101 生計困難者に対する金銭補助事業 生計困難者に対する相談支援事業（能古）

福岡県 福岡市西区 能古７７７番地１ 4 その他

イ大規模修繕

002
能古清和

園

06260301 （公益）居宅介護支援事業 ケアプランサービス　のこ清和園

イ大規模修繕

4 その他 平成29年4月1日 0 0

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②（地域の要支援

配食サービス 福岡市西区能古

地域の単身高齢者を対象とした配食サービス
地域における公益的な

取組②（地域の要支援

送迎サービス 福岡市西区能古

地域行事に参加希望のある地域の高齢者を対象とした送迎サービス

（イ）修繕費合計額

（円）

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⑤（既存事業の利

社会福祉法人等による利用者負担の軽減制度 特別養護老人ホーム　能古清和園（短期入所生活介護）

生計が困難な低所得者の利用者負担額の軽減
地域における公益的な

取組⑨（その他）

介護予防教室 デイサービスセンター　のこ清和園

地域の高齢者を対象とした介護予防運動その他を実施

地域における公益的な

取組⑨（その他）

高齢者福祉避難所 特別養護老人ホーム　能古清和園（介護老人福祉施設）

地域の高齢者他を対象とした災害時の避難場所・物資の提供
地域における公益的な

取組⑤（既存事業の利

社会福祉法人等による利用者負担の軽減制度 特別養護老人ホーム　能古清和園（介護老人福祉施設）

生計が困難な低所得者の利用者負担額の軽減

地域における公益的な

取組①（地域の要支援

相談援助事業 能古公民館

地域カフェにおいて地域の高齢者他を対象とした相談援助事業

地域における公益的な

取組⑤（既存事業の利

社会福祉法人等による利用者負担の軽減制度 デイサービスセンター　のこ清和園

生計が困難な低所得者の利用者負担額の軽減
地域における公益的な

取組⑥（地域の福祉

地域サロンへの出張講師派遣 福岡市西区能古

各地域のサロンに出張し、テーマに沿って各専門職が講義



社会福祉法人　小石原福祉会

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

　　　定款細則の条文から理事長専決事項を削除し、当該事項については、理事長専決規程をもって整理

　　することとしました。平成３０年１０月１１日理事会において、定款細則の変更と理事長専決規程に

　　ついて審議していただき、承認を得ています。

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

地域における公益的な

取組①（地域の要支援

ふくおかライフレスキュー事業 福岡市西区

社会福祉法人が各地域で連携し、専門性を活かした支援ネットワークを構築して取り組む相談・支援事業

地域における公益的な

取組④（地域の要支援

ふくおかライフレスキュー事業 福岡市西区

社会福祉法人が各地域で連携し、専門性を活かした支援ネットワークを構築して取り組む相談・支援事業
地域における公益的な

取組⑧（地域の関係者

ふくおかライフレスキュー事業 福岡市西区

社会福祉法人が各地域で連携し、専門性を活かした支援ネットワークを構築して取り組む相談・支援事業

地域における公益的な

取組②（地域の要支援

ふくおかライフレスキュー事業 福岡市西区

社会福祉法人が各地域で連携し、専門性を活かした支援ネットワークを構築して取り組む相談・支援事業
地域における公益的な

取組③（地域の要支援

ふくおかライフレスキュー事業 福岡市西区

社会福祉法人が各地域で連携し、専門性を活かした支援ネットワークを構築して取り組む相談・支援事業

地域における公益的な

取組③（地域の要支援

ふくおかライフレスキュー事業 福岡県朝倉郡

社会福祉法人が各地域で連携し、専門性を活かした支援ネットワークを構築して取り組む相談・支援事業
地域における公益的な

取組④（地域の要支援

ふくおかライフレスキュー事業 福岡県朝倉郡

社会福祉法人が各地域で連携し、専門性を活かした支援ネットワークを構築して取り組む相談・支援事業

地域における公益的な

取組①（地域の要支援

ふくおかライフレスキュー事業 福岡県朝倉郡

社会福祉法人が各地域で連携し、専門性を活かした支援ネットワークを構築して取り組む相談・支援事業
地域における公益的な

取組②（地域の要支援

ふくおかライフレスキュー事業 福岡県朝倉郡

社会福祉法人が各地域で連携し、専門性を活かした支援ネットワークを構築して取り組む相談・支援事業

0

0

0

0

0

0

地域における公益的な

取組⑧（地域の関係者

ふくおかライフレスキュー事業 福岡県朝倉郡

社会福祉法人が各地域で連携し、専門性を活かした支援ネットワークを構築して取り組む相談・支援事業

0

0

1 有

1 有

1 有

1 有

592,489,596

3,678,000

0

1 有

1 有

1 有

１　理事の欠席の継続について

　　　理事会の欠席が続いている理事がいますので，日程調整を行う等により，出席を促してください。

　　そのうえでなお，出席が困難であれば出席可能な方の人選を行うことを検討してください。

２　理事長専決事項について

　　　「理事長専決規定」が作成されていますが，理事会での審議がされていませんでした。すでに決議

276,584,877

施設名 直近の受審年度

02 監査法人

あゆみ監査法人

ア　公認会計士又は監査法人による、社会福祉法に準じた会計監査

２　理事長専決事項について

　　されている定款細則第23条に理事長専決事項の規定があるため，あわせて整理し，理事会で決

　　議してください。

１　理事の欠席の継続について

　　　指導監査後の理事会開催にあたっては、欠席されている理事の都合を第一に日程を調整しています。

　　また、欠席が多い理事には改めてその役割の重要性を伝えたうえで、来年の改選に向けた人選を検討

　　していきます。


