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Ⅱ 事業

瀬戸市原山町1-10 S52.5.1愛西市大井町浦田面268-2公表 大府市森岡町7丁目408 S54.12.1 150S51.5.1 100100一宮市大和町苅安賀字狭間70 S52.11.1 100
H24.4.1 150名古屋市中村区道下町4-12-3 H24.4.1

461 0032 名古屋市東区出来町二丁目8番21号 3250527325325052電話番号 FAX番号

50120
70100

S39.4.1

年４月１日現在平成 27

公表 非公表 施設名・事業所名
岡崎市本宿町字柳沢5-1
名古屋市北区芦辺町3-5-5小牧市大字大山字岩次208-15

所在地半田市鴉根町3-40-1

特別養護老人ホーム

7320住所

愛厚ホーム西尾苑
児童福祉
第一種第二種

特別養護老人ホーム特別養護老人ホーム特別養護老人ホーム特別養護老人ホーム第一種

ホームページアドレス法人名 設立認可年月日 設立登記年月日所轄庁
社会福祉事業 62

都道府県
就任年月日代表者 昭和39年4月1日

S45.8.1

S50.5.1

種類 各分野の事業が同一施設（敷地）で実施 全ての事業が同一施設（敷地）で実施
保育所特別養護老人ホーム 公表愛厚ホーム小牧苑

平成25年4月1日

豊川市平尾町諏訪下73-1 S42.6.1 100
H25.4.1
H24.4.1

公表

主たる事務所の所在地社会福祉法人愛知県厚生事業団http://www.ai-kou.or.jp/ info@ai-kou.or.jp 昭和39年3月26日

愛厚ホーム佐屋苑愛厚ホーム東郷苑 公表 愛知郡東郷町大字春木字下正葉廻間4337-13愛厚ホーム設楽苑 公表 北設楽郡設楽町清崎字沖13-4愛厚ホーム岡崎苑 岡崎市竜泉寺町字松本34-6西尾市八ツ面町蔵屋敷120公表
名古屋市昭和区向山町1-54弥富市栄南町7-2

情緒障害児短期治療施設障害児入所施設障害児相談支援事業
実施形態定員

S44.6.1
公表公表

愛厚ならわ学園第二青い鳥学園第二青い鳥学園
愛厚大曽根保育園

公表公表
公表障害児相談支援事業 愛厚半田の里

氏名加藤欽一 公表/非公表
事業開始年月日岡崎市本宿町字柳沢5-1

S39.11.17 103S49.5.1 100100S47.6.1 120

年齢 公表/非公表 職業理事長

特別養護老人ホーム 愛厚ホーム大府苑
保育所 愛厚昭和荘保育園 公表障害児相談支援事業 愛厚弥富の里 公表保育所 愛厚つみき保育園 公表

公表愛厚ホーム瀬戸苑 公表特別養護老人ホーム 愛厚ホーム一宮苑 公表特別養護老人ホーム 愛厚ホーム豊川苑特別養護老人ホーム

社会福祉法人現況報告書

メールアドレス

公表

公表/非公表
S41.4.1半田市鴉根町3-40 H26.4.1障害児相談支援事業 愛厚希全の里 公表 豊川市一宮町上新切33-267 H25.4.1障害児相談支援事業 愛厚はなのきの里 公表 稲沢市祖父江町祖父江藤枠3-2 H24.10.1障害児相談支援事業 愛厚すぎのきの里 公表 北設楽郡東栄町大字三輪字上栗13 H24.4.1公表 岡崎市藤川町字堤ケ入1-2 H27.1.1障害児相談支援事業 愛厚藤川の里 30



10老人短期入所事業老人短期入所事業 公表 S52.5.1 312一宮市大和町苅安賀字狭間70 S52.11.1 4老人短期入所事業 愛厚ホーム大府苑 大府市森岡町7丁目408 S54.12.1 4岡崎市竜泉寺町字松本34-6豊川市平尾町諏訪下73-1 S42.6.1 20老人短期入所事業 愛厚ホーム西尾苑 公表 西尾市八ツ面町蔵屋敷120 S47.6.1 10老人短期入所事業 愛厚ホーム設楽苑 愛知郡東郷町大字春木字下正葉廻間4337-13 S39.11.17 7老人短期入所事業 S49.5.1S50.5.1 ○

○

愛厚新生寮

特定相談支援事業障害者支援施設 愛厚弥富の里

西尾市八ツ面町蔵屋敷120小牧市大字大山字岩次208-15
豊川市一宮町上新切33-267
稲沢市祖父江町祖父江藤枠3-2

救護施設

豊川市一宮町上新切33-267

公表 北設楽郡設楽町清崎字沖13-4瀬戸市原山町1-10愛厚ホーム一宮苑障害者支援施設

半田市鴉根町2-104

老人デイサービスセンター 愛厚ホーム西尾苑 公表 西尾市八ツ面町蔵屋敷120 H18.4.1 20
老人短期入所事業 愛厚ホーム東郷苑 公表

200
H25.4.1

3020

障害者支援施設老人デイサービスセンター 愛厚ホーム東郷苑 5老人短期入所事業 愛厚ホーム佐屋苑 公表 愛西市大井町浦田面268-2 S51.5.1 4老人短期入所事業 愛厚ホーム瀬戸苑

障害者福祉 第二種

第一種

老人福祉 第二種

第

特定相談支援事業
H26.4.1
H11.5.1

養護老人ホーム 西尾苑

愛厚希全の里
愛厚はなのきの里

公表 愛知郡東郷町大字春木字下正葉廻間4337-13
弥富市栄南町7-2

H18.4.1S44.6.1
公表

80障害者支援施設 愛厚半田の里 公表 半田市鴉根町3-40 H12.4.1公表 H9.4.1
H24.10.1

愛厚ホーム小牧苑愛厚ホーム岡崎苑

愛厚希全の里 公表
公表公表
公表

愛厚藤川の里 公表
障害福祉サービス事業 愛厚ホーム一宮苑 公表

老人短期入所事業 愛厚ホーム豊川苑 公表公表
S55.5.1

公表公表

公表

公表

愛厚希全の里
公表

特定相談支援事業
公表 稲沢市祖父江町祖父江藤枠3-2 H21.4.1半田市鴉根町3-40 H21.4.1H21.4.1

障害福祉サービス事業 愛厚ホーム佐屋苑 公表 愛西市大井町浦田面268-2 H18.4.1障害福祉サービス事業 愛厚ホーム瀬戸苑 公表 瀬戸市原山町1-10 H18.4.1障害福祉サービス事業障害福祉サービス事業 一宮市大和町苅安賀字狭間70 H18.4.1愛厚ホーム大府苑
一般相談支援事業 愛厚希全の里障害福祉サービス事業 愛厚ホーム東郷苑 公表 愛知郡東郷町大字春木字下正葉廻間4337-13

豊川市一宮町上新切33-267 H21.4.1障害福祉サービス事業 愛厚はなのきの里 公表 H21.4.1障害福祉サービス事業
120H12.4.1障害福祉サービス事業 愛厚半田の里 公表愛厚藤川の里 公表 岡崎市藤川町字堤ケ入1-2 H21.4.1障害福祉サービス事業 愛厚弥富の里 公表 弥富市栄南町7-2

豊川市一宮町上新切33-267障害福祉サービス事業 愛厚ホーム小牧苑 公表 北設楽郡設楽町清崎字沖13-4 H18.4.1H25.4.1
愛厚はなのきの里 公表 稲沢市祖父江町祖父江藤枠3-2 S50.5.1 100障害者支援施設 愛厚すぎのきの里 公表 北設楽郡東栄町大字三輪字上栗13

特定相談支援事業 愛厚半田の里 公表 半田市鴉根町3-40 H26.4.1
障害福祉サービス事業 愛厚ホーム岡崎苑
障害福祉サービス事業

H18.4.1
愛厚すぎのきの里 公表 北設楽郡東栄町大字三輪字上栗13大府市森岡町7丁目408 H18.4.1

公表 小牧市大字大山字岩次208-15 H18.4.1障害福祉サービス事業 H18.4.1障害福祉サービス事業 愛厚ホーム豊川苑愛厚ホーム設楽苑 公表 岡崎市竜泉寺町字松本34-6 H18.4.1公表 豊川市平尾町諏訪下73-1 H18.4.1障害福祉サービス事業 愛厚ホーム西尾苑 公表 西尾市八ツ面町蔵屋敷120
140障害者支援施設 愛厚藤川の里 公表 岡崎市藤川町字堤ケ入1-2 S52.5.1 60特定相談支援事業 H24.4.1愛厚すぎのきの里 公表 北設楽郡東栄町大字三輪字上栗13 H21.4.1 80

特定相談支援事業 愛厚弥富の里 公表 弥富市栄南町7-2岡崎市藤川町字堤ケ入1-2 H27.1.1



救護施設 春日井市明知町420

16 日中一時支援事業　愛厚半田の里 半田市鴉根町3-40
３　入浴等の支援が必要な者、独力では住居の確保が困難な者等に対し、住居を提供又は確保する事業

居宅介護支援事業所愛厚ホーム西尾苑

その他 一種第二種

公益事業

種類（番号を記載）1 施設名・事業所名居宅介護支援事業所愛厚ホーム小牧苑 所在地小牧市大字大山字岩次208-15 事業開始年月日

２　必要な者に対し、入浴、排せつ、食事、外出時の移動、コミュニケーション、スポーツ・文化的活動、就労、住環境の調整等を支援する事業

西尾市八ツ面町蔵屋敷12012 居宅介護支援事業所愛厚ホーム設楽苑 北設楽郡設楽町清崎字沖13-4 H12.4.1 ―
H12.4.1 ―12 居宅介護支援事業所愛厚ホーム一宮苑 一宮市大和町苅安賀字狭間70

―
―

公表愛厚明知寮
H18.9.1篠岡地域包括支援センター小牧苑 小牧市大字大山字岩次208-1512 居宅介護支援事業所愛厚ホーム東郷苑居宅介護支援事業所愛厚ホーム豊川苑 豊川市平尾町諏訪下73-1

瀬戸市原山町1-10
―

事業規模（定員）―12 ―
東海・北陸中国帰国者支援・交流センター

H12.4.112

４　日常生活を営むのに支障がある状態の軽減又は悪化の防止に関する事業
H18.4.1 ―H12.4.1 ―

H12.4.1
12 ―

―12
H12.4.1

H12.4.1 60

12 居宅介護支援事業所愛厚ホーム岡崎苑 岡崎市竜泉寺町字松本34-6 H12.4.1 ―12 居宅介護支援事業所愛厚ホーム佐屋苑 愛西市大井町浦田面268-2 H12.4.1 ―12 居宅介護支援事業所愛厚ホーム瀬戸苑

名古屋市東区橦木町1-19
愛知郡東郷町大字春木字下正葉廻間4337-13 H12.4.1

H18.4.1 ―16 日中一時支援事業　愛厚藤川の里
12 居宅介護支援事業所愛厚ホーム大府苑16 日中一時支援事業　愛厚すぎのきの里 北設楽郡東栄町大字三輪字上栗13 H18.4.1岡崎市藤川町字堤ケ入1-2 H18.4.1 ―16 H18.4.1日中一時支援事業　愛厚弥富の里 弥富市栄南町7-2５　入所施設からの退院・退所を支援する事業１　必要な者に対し、相談、情報提供・助言、行政や福祉・保健・医療サービス事業者等との連絡調整を行う等の事業

大府市森岡町7丁目408 H12.4.1 ―16 日中一時支援事業　愛厚希全の里 豊川市一宮町上新切33-267

H19.4.1 ―



（ ）１　法人の所有する不動産を活用して行う貸ビル２　駐車場の経営３　公共的、公共的施設内の売店の経営（ ）

１　介護保険、障害福祉サービス等における低所得者の利用者負担減免２　地域の単身高齢者等を対象とした見守り・配食サービス等の実施３　地域の単身高齢者等を対象とした各種相談事業の実施４　災害時における各種支援活動の実施５　貧困・生活困窮者等を対象とした住宅の斡旋、食事提供等の生活支援の実施６　他法人との連携による人材育成事業（ ）

1 愛厚ホーム豊川苑 豊川市平尾町諏訪下73-1
1 ―1

７　その他

１６　その他収益事業

その他の事業

１４　社会福祉協議会等において、社会福祉協議会活動等に参加する者の福利厚生を図ることを目的として、宿泊所、保養所、食堂等を経営する事業種類（番号を記載） 施設名・事業所名 所在地 事業開始年月日 事業規模（定員）１５　公益的事業を行う団体に事務所等として無償又は実費に近い対価で使用させるために会館等を経営する事業１３　有料老人ホーム地域生活支援事業

―
４　その他1 愛厚ホーム東郷苑1 愛厚ホーム西尾苑 西尾市八ツ面町蔵屋敷120

愛厚ホーム瀬戸苑 瀬戸市原山町1-101 愛厚ホーム佐屋苑 愛西市大井町浦田面268-2 H12.4.1
―H12.4.1 ―岡崎市竜泉寺町字松本34-6 H12.4.1 ―1 愛厚ホーム岡崎苑 H12.4.1

１０　社会福祉に関する調査研究等１１　事業規模要件を満たさないために社会福祉事業に含まれない事業

―
施設名・事業所名 所在地 事業開始年月日 事業規模（定員）1 愛厚ホーム小牧苑 小牧市大字大山字岩次208-15 ―H12.4.1愛厚ホーム設楽苑 北設楽郡設楽町清崎字沖13-4

H12.4.1

９　社会福祉の増進に資する人材の育成・確保に関する事業（社会福祉士・介護福祉士・精神保健福祉士・保育士・コミュニケーション支援者等の養成事業等）１２　介護保険法の居宅サービス事業、地域密着型サービス事業、介護予防サービス事業、地域密着型介護予防サービス事業、居宅介護支援事業、介護予防支援事業、介護老人保健施設、
６　子育て支援に関する事業７　福祉用具その他の用具又は機器及び住環境に関する情報の収集・整理・提供に関する事業８　ボランティアの育成に関する事業　　地域支援事業を市町村から受託する事業

―
1

H12.4.1 ―1 愛厚ホーム大府苑 大府市森岡町7丁目408 H12.4.1 ―愛厚ホーム一宮苑 一宮市大和町苅安賀字狭間70 H12.4.1
種類（番号を記載） 愛知郡東郷町大字春木字下正葉廻間4337-13 H12.4.1



Ⅲ 組織
～～～～～～～

～～ ○
支給なし

○
理事会への出席回数

H28.3.31H28.3.31 ○ ○

55134―資格財務諸表等を監査し得る者公認会計士、税理士 弁護士 会社等の監査役、経理責任者等 その他 社会福祉事業の学識経験者 地域の福祉関係者 その他 施設整備又は運営と密接に関連する業務を行う者
監事報酬

支給あり
監事税理士 H26.4.1

○

55

○ ○ 5○愛知県社会福祉協議会長 H28.3.31 ○

○

H27.4.1

H26.4.1

理事理事 現員2 2
氏名 職業 任期

後藤政則川合孝行

定員

定員 現員
内藤律夫理事

監事
大沢　勝 ○H26.4.1理事 伊藤輝明 ○ ○

親族等特殊関係者の有無7 任期 資格 その他 施設整備又は運営と密接に関連する業務を行う者
理事報酬（職員と兼務の場合は支給方法）理事報酬・職員給与ともに支給H26.4.1理事長常務理事 職員給与のみ支給 支給なし理事報酬のみ支給○沖　高司七原　堅

理事長常務理事兼事務局長 ○
H28.3.31理事

親族 他の社会福祉法人の役員 その他 社会福祉事業の学識経験者 地域の福祉関係者
愛厚ホーム西尾苑長

役職 氏名 職業 施設長H26.4.1H26.4.1H26.4.1
理事会への出席回数

7

理事 栗本幸子 元あいち男女共同参画財団理事長 H26.4.1 H28.3.31 ○ ○元愛知県心身障害者コロニー中央病院長 ○H28.3.31愛知県健康福祉部長 H28.3.31H28.3.31H28.3.31加藤欽一



～～～～～～～～～～～～～～～
愛知県健康福祉総務課長 ○ ○ ○ -4七原　堅 愛厚ホーム西尾苑長 H27.4.1 H28.3.31内藤律夫 常務理事兼事務局長 H26.4.1 H28.3.31 ○ ○ ○中島幸一 ○○○ ○○ ○愛知県社会福祉協議会長

有愛厚明知寮 山田良一

加藤欽一栗本幸子杉山直人
H26.4.1H26.4.1 氏名

H28.3.31
H28.3.31

○ ○○ ○○
他の社会福祉法人の役員 その他 理事の親族 資格 利用者の家族の代表 その他社会福祉事業の学識経験者 地域の福祉関係者 地域の代表者 施設長 施設整備又は運営と密接に関連する業務を行う者 理事との兼務 職員との兼務職業 任期 評議員会への出席回数H28.3.31H28.3.31H28.3.31

定員 現員

H26.4.1
H26.4.1H26.4.1
H26.4.1H26.4.1

親族等特殊関係者の有無親族

H28.3.31H28.3.31

氏名
理事長

H28.3.31
H28.3.31

○ 21244
法令等に定める資格の有無

元あいち男女共同参画財団理事長岡崎市福祉部長
元愛知県心身障害者コロニー中央病院副院長

H26.4.1 H28.3.31H28.3.31 -

H24.4.1

元愛知県心身障害者コロニー中央病院長
見平　隆村上健次 酒井寛雅

15 15
伊藤輝明

愛厚ホーム小牧苑

愛知県健康福祉部長大沢　勝沖　高司評議員

施設長

2424
H27.4.1 有H27.4.1

元三重中京大学短期大学部教授愛知県社会福祉士会相談役
有愛厚ホーム大府苑 七原琢巳 H26.4.1 有

施設名三浦チエ子 ○就任年月日H26.4.1柴田典義
愛厚新生寮 鈴木將弘
愛厚ホーム東郷苑 有愛厚ホーム豊川苑 山岡　亨 H26.4.1 有愛厚ホーム西尾苑 七原　堅 H26.4.1 有愛厚ホーム岡崎苑 熊谷善之
堀　月江 H27.4.1H26.4.1H26.4.1

H26.4.1
○ 4中田照子 名古屋芸術大学名誉教授 H26.4.1 H28.3.31 ○

愛厚ホーム佐屋苑 平野孝明愛厚ホーム瀬戸苑 松枝博之

42鈴木國家 元田原福祉専門学校長

有H24.4.1 有
有H27.4.1 ○○有H27.4.1
○

H25.4.1 有愛厚ホーム一宮苑 立松泰造愛厚ホーム設楽苑 石川康彦
愛知県健康づくり振興事業団常務理事兼事務局長

H26.4.1 H28.3.31



有 平成25年社会福祉法人愛知県厚生事業団決算
〃 87 2 有 社会福祉法人愛知県厚生事業団諸規程の一部改正について

平成27年度社会福祉法人愛知県厚生事業団事業計画並びに資金収支予算監事出席の有無2
〃 12H27.3.26 社会福祉法人愛知県厚生事業団役員の辞任に伴う選任についてH26.5.21 監査報告の有無監査者後藤政則・川合孝行 有 なし なし指摘事項 改善事項

〃 8 0 有
決議事項8 2 有 社会福祉法人愛知県厚生事業団評議員の辞任に伴う選任について

〃 12 有
社会福祉法人愛知県厚生事業団施設長の任免について

〃 平成27年度社会福祉法人愛知県厚生事業団事業計画の一部改正について

H27.4.1

H26.10.30
1 0.8
0 有H26.5.26 社会福祉法人愛知県厚生事業団定款の一部改正について出席者数 書面出席者数 監事出席の有無換算数常勤兼務

第二青い鳥学園 橋裕治遠藤陽子 H24.4.1
愛厚半田の里

評議員会
監事監査

職員法人本部 14常勤専従

出席者数
施設

加藤治

有 社会福祉法人愛知県厚生事業団施設長の任免について
H26.5.26 15 有 平成25年社会福祉法人愛知県厚生事業団決算有理事会

愛厚大曽根保育園
8 0

換算数

平成27年度社会福祉法人愛知県厚生事業団事業計画の一部改正について開催年月日 15 有
7
8

1
2

有
有

愛厚ならわ学園 伊藤　毅 H26.4.1H26.4.1愛厚はなのきの里 木村啓一 H25.4.1H8.4.1 有有熊谷雅夫 H27.4.1 有愛厚弥富の里 有愛厚すぎのきの里 古川富睦 有H25.4.1 有
有

798 社会福祉法人愛知県厚生事業団定款の一部改正について
東海・北陸中国帰国者支援・交流センター 中島鋭貴 H26.4.1 無愛厚昭和荘保育園 川口規代美

有
有

愛厚希全の里 岡田浩二
H27.4.1
H26.4.1愛厚藤川の里 大原好夫

非常勤開催年月日H26.4.1
有

〃 14 有 社会福祉法人愛知県厚生事業団定款の一部改正についてH26.10.30 社会福祉法人愛知県厚生事業団定款の一部改正について14 有H27.2.20
H27.2.20 7 0 有 平成26年度社会福祉法人愛知県厚生事業団資金収支補正予算決議事項社会福祉法人愛知県厚生事業団理事長の互選について

愛厚つみき保育園 山田裕子 H25.4.1 有

8
監査年月日 12 有
〃〃 7 0 有 平成27年度社会福祉法人愛知県厚生事業団事業計画並びに資金収支予算

14 有 平成26年度社会福祉法人愛知県厚生事業団資金収支補正予算〃 12 有 社会福祉法人愛知県厚生事業団諸規程の一部改正について
H27.3.26〃



Ⅳ 資産管理

岡崎市藤川町字堤ケ入1-2 2,264.64㎡ 24,685豊川市上長山町小南口原1-2 10,865.13㎡ 725,850稲沢市祖父江町祖父江藤枠3-2 4,162.04㎡ 22,200半田市鴉根町3-40-2
大府市森岡町7丁目408 4,668.97㎡ 78,794一宮市大和町苅安賀字狭間70 3,103.93㎡ 84,354144,202
名古屋市中村区道下町四丁目12-3 215.15㎡ 38,129

西尾市八ツ面町蔵屋敷120 8,319.75㎡ 1,011,340 H18.3.30 500,000 （独）福祉医療機構 H38.3.10 無北設楽郡設楽町清崎字沖13-4
半田市鴉根町2-104 2,807.01㎡瀬戸市原山町1-10 2,936.28㎡ 60,908愛西市大井町浦田面268-2春日井市明知町字尼ケ洞420-6 1,566.80㎡ 32,053

無弥富市栄南町7-2 3,696.46㎡ 192,533半田市鴉根町3-40-1 3,498.32㎡ 95,530名古屋市昭和区向山町1-54-3

豊川市財賀町ハリマダ52 4,499.99㎡ 465,2624,726.75㎡ 566,977
平成 年3月31日現在27

愛知郡東郷町大字春木字下正葉廻間4337-13 5,082.56㎡ 815,425

1,054.80㎡ 29,156

小牧市大字大山字岩次208-15

170,17712,080
573.27㎡ 102,238

北設楽郡東栄町大字三輪字上栗13 3,643.51㎡ 47,696

所在地 面積 評価額（千円） 担保提供の状況提供年月日 借入額（千円） 償還期限
3,509.57㎡ 290,906 H13.3.5 127,020 （独）福祉医療機構 H32.3.10

H25.6.10 25,900 （独）福祉医療機構 H45.4.10
6,087.49㎡
3,239.34㎡

名古屋市北区芦辺町三丁目5-5

岡崎市竜泉寺町字松本34-6 5,274.82㎡ 728,911
所轄庁の承認の有無

運用財産 土地

不動産の所有状況
基本財産 建物
土地

公益事業用財産 土地建物収益事業用財産 土地建物
建物

借入先 無



Ⅴ その他

年3月31日現在27平成年度 平成 22 年度
事業活動計算書(事業活動収支計算書)公表方法（予定）

23 ○ 1,290費用（千円）

年4月1日現在27平成
費用（千円） 費用（千円）

株式会社中部評価センター社会福祉法人新会計基準 社会福祉法人旧会計基準 経理規程準則 指定介護老人福祉施設等会計処理等取扱指導指針 訪問看護会計・経理準則 介護老人保健施設会計・経理準則 授産会計基準 就労会計基準 病院会計準則 企業会計基準 その他
費用（千円）年度平成 26 平成

年度

○
NPO法人サークル福寿草 ○ 費用（千円）1,884 ○ 1,500受審施設・事業所名一般社団法人社会福祉事業外部監査機構

費用（千円） 費用（千円） 費用（千円）
○ ○ ○法人HP 6月まで 法人HP前々年度の財務諸表貸借対照表 資金収支計算書 事業活動計算書(事業活動収支計算書) 前年度の財務諸表貸借対照表公表方法（予定）

準拠している会計基準
第三者評価

公認会計士
情報公開

指摘事項
新聞

外部監査
インターネット
監査法人税理士その他
インターネット広報誌
広報誌新聞

法人HP 法人HP 法人HP 法人HP 法人HP 公表していない 公表していない 公表していない○ 資金収支計算書評議員名簿 財産目録 事業計画書
法人HP
定款 役員名簿

公表時期（予定） 公表方法（予定） 公表時期（予定）6月まで 法人HP
法人HP 事業報告書 役員報酬規程 第三者評価結果 苦情処理結果

公表時期（予定）年度 年度 平成 年度 平成 年度 平成法人HP 法人HP○平成 平成 6月まで○ ○ 公表予定なし 公表予定なし 公表予定なし


