
社会福祉法人　愛知県厚生事業団

現況報告書様式（平成30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（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（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（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

0.0 0.0

924 0 53
0.0 42.4

16 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）
(2-2)当会計年度
の会計監査人の監
査報酬額（円）

仰星監査法人 7,020,000 2 無 仰星監査法人 7,020,000

3 社会福祉事業に識見を有する者（その他） 5

川合孝行
税理士 2 無 平成29年6月27日

H29.6.27 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

杉浦政弘
監事 1 有 平成29年6月27日

H29.6.27 H31.6

2 2 2,990,000

(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

1 有
H29.6.27 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 2 理事報酬のみ支給 5堀　月江

3 その他理事 2 非常勤 平成29年6月27日 元愛知県心身障害者コロニー中央病院副院⾧

2 無
H29.6.27 H31.6 3 施設の管理者 2 無 3 職員給与のみ支給 5斎藤　登

3 その他理事 2 非常勤 平成29年6月27日 愛厚ホーム西尾苑⾧

1 有
H29.6.27 H31.6 4 その他 2 無 2 理事報酬のみ支給 5栗本　幸子

3 その他理事 2 非常勤 平成29年6月27日 元あいち男女共同参画財団理事⾧

2 無
H29.6.27 H31.6 3 施設の管理者 2 無 3 職員給与のみ支給 5川口　規代美

3 その他理事 2 非常勤 平成29年6月27日 愛厚昭和荘保育園⾧

1 有
H29.6.27 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 2 理事報酬のみ支給 5沖　高司

3 その他理事 2 非常勤 平成29年6月27日 元愛知県心身障害者コロニー中央病院⾧

2 無
H30.4.1 H31.6 3 施設の管理者 2 無 3 職員給与のみ支給 0谷田　誠吾

3 その他理事 2 非常勤 平成29年6月27日 愛厚半田の里所⾧

2 無
H29.6.27 H31.6 3 施設の管理者 2 無 3 職員給与のみ支給 5石川　康彦

3 その他理事 2 非常勤 平成29年6月27日 愛厚ならわ学園⾧

2 無
H29.6.27 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 職員給与のみ支給 5大竹　智康

2 業務執行理事（常務理事等含む。） 1 常勤 平成29年6月27日 常務理事兼事務局⾧

1 有
H29.6.27 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 2 理事報酬のみ支給 5樋口　光男

1 理事⾧（会⾧等含む。） 平成28年4月1日 1 常勤 平成29年6月27日 理事⾧

(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

9 9 8,209,000 2 特例無

(3-1)理事の氏名

(3-2)理事の役職
(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

村上健次 H29.4.1 H33.6
1 有 1 有 2

健康づくり振興事業団常務理事兼事務局⾧

見平　隆 H29.4.1 H33.6
1 有 2 無 2

愛知県社会福祉士会相談役

三浦　チエ子 H29.4.1 H33.6
1 有 1 有 2

元三重中京大学短期大学部教授

藤井　成俊 H29.4.1 H33.6
1 有 1 有 2

愛知県顧問弁護士

林　義伸 H29.4.1 H33.6
1 有 1 有 1

元岡崎市福祉事業団理事⾧

丹羽　薈 H29.4.1 H33.6
2 無 1 有 2

愛知県民生委員児童委員連盟会⾧

鈴木　國家 H29.4.1 H33.6
1 有 2 無 2

元田原福祉専門学校⾧

下山　義明 H29.4.1 H33.6
2 無 2 無 2

元愛知県厚生事業団事務局⾧

下山　久之 H29.4.1 H33.6
2 無 2 無 1

愛知県介護福祉士会会⾧・同朋大学社会福祉学部教授

大沢　勝 H29.4.1 H33.6
2 無 1 有 2

愛知県社会福祉協議会⾧

(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.ai-kou.or.jp/ (14)法人のﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ info@ai-kou.or.jp
昭和39年3月26日 昭和39年4月1日

10 10 330,000

社会福祉法人　愛知県厚生事業団
愛知県 名古屋市 東区出来町二丁目８－２１
052-325-7325 052-325-7320 2 無

23 愛知県 100 名古屋市 23100 6180005002745 04 社会福祉事業団 01 運営中
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社会福祉法人　愛知県厚生事業団

現況報告書様式（平成30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

(2)会計監査人による監査報告書

01 無限定適正意見

会計監査人監査報告書.pdf

⑦資格取得に向け、引き続き努力する（平成30年4月1日付け人事異動により配置）。
⑧重要事項説明書上、非常災害対策の枠外下に避難場所を記載し改善した。
⑨金庫（通帳）と印鑑（書庫）の鍵の保管者を別々にすることとし改善した。
⑩非常食の献立表と備蓄一覧表の整合を図ることとし、不足しているものは早急に購入し対応することとした。
⑪発注者と検収者を別にすることで、牽制体制の強化を図ることとし改善した。
⑫事務分担表に個人情報（マイナンバー）の管理及び情報公開の担当者を記載し改善した。

 　行できない場合は次年度以降順次整備することとし改善する。
③今後、当該事故が発生した場合は施設賠償保険を適用し、物品弁償費用は雑支出とすることとし改善した。
④支払日でなく納品日で整理することとし、取得日の不一致については、固定資産管理台帳を修正するととも
　 に、当該物件に係る減価償却費は「その他の特別損失」で会計処理し改善した。
⑤固定資産台帳による現物確認を年１回以上実施し、保管場所等を的確に把握することとし改善した。
⑥施設運営適正化委員の連絡先を記載し改善した。

①重要事項説明書上、電気器具使用料に係る電気使用料を記載し改善した。
②防災防犯規程に定める量の紙おむつ（3日分）を29年度の予算執行可能範囲内で購入し、今年度執

⑩非常食の献立表と備蓄一覧表との整合を図ること。(3施設)
⑪修繕、固定資産購入等の執行に際し、発注者と検収者が同一担当となっているため是正すること。(6施設)
⑫事務分担表において、個人情報（マイナンバーを含む）の管理及び情報公開の担当者を定める
   こと。(8施設)

④固定資産台帳の取得日が、支払日で整理されていたため是正すること。(１施設)
⑤固定資産台帳による現物確認を年１回は実施し、保管場所等を把握すること。(１施設)
⑥重要事項説明書中、施設運営適正化委員の連絡先が未記載であるため是正すること。(１施設)
⑦衛生管理者を早急に選任すること。(１施設)
⑧重要事項説明書上、非常災害対策の避難場所を保護者に周知すること。(１施設)
⑨通帳と印鑑の保管場所（金庫）は異なるものの、鍵の保管者が同一であるため是正すること。(3施設)

①重要事項説明書上、電気器具使用料に係る電気使用料が記載されていないため是正する
 　こと。(１施設)
②おむつ使用者63名が入所する中、防災防犯規程に基づくオムツ類が備蓄されていないため
　 是正すること。(１施設)
③施設の過失により利用者の所有物を破損させた場合は、施設賠償保険を適用するとともに、
 　破損事故による利用者所有の物品弁償は、消耗器具備品費でなく、雑支出とすること。(１施設)

0

杉浦政弘
川合孝行

平成30年3月26日 9 2

・　社会福祉法人愛知県厚生事業団所属⾧の任免について
・　社会福祉法人愛知県厚生事業団組織規程の一部改正について
・　愛厚ホーム瀬戸苑の改築に係る制限付き一般競争入札の参加資格について
・　愛厚ホーム瀬戸苑の改築に係る制限付き一般競争入札の募集のための公告の内容及び公告の方法について
・　愛厚新生寮の改築に係る独立行政法人福祉医療機構との金銭消費貸借契約の締結について
・　基本財産の譲受けについて

平成29年10月17日 9 2
・　平成２９年度社会福祉法人愛知県厚生事業団資金収支補正予算について
・　愛厚ホーム西尾苑の定員変更について
・　社会福祉法人愛知県厚生事業団経営計画（第３期）の一部変更について

平成30年2月23日 9 2

・　平成２９年度社会福祉法人愛知県厚生事業団資金収支補正予算
・　愛厚ホーム豊川苑の定員変更について
・　平成３０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
・　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
・　社会福祉法人愛知県厚生事業団臨時評議員会の日時及び場所並びに議事に付すべき事項の決定について

平成29年6月12日 9 2

・　平成２８年度社会福祉法人愛知県厚生事業団事業報告について
・　平成２８年度社会福祉法人愛知県厚生事業団決算について
・　経営計画（第３期）の一部変更について
・　社会福祉法人愛知県厚生事業団定時評議員会の日時及び場所並びに議事に付すべき事項の決定について

平成29年6月27日 9 2
・　社会福祉法人愛知県厚生事業団理事⾧の選定について
・　社会福祉法人愛知県厚生事業団常務理事の選定について
・　会計監査人の報酬について

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3月26日 10 2 2
・　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
・　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
・　社会福祉法人愛知県厚生事業団評議員会運営規程等の一部改正について

平成29年6月27日 8 2 2

・　平成２８年度社会福祉法人愛知県厚生事業団計算書類及び財産目録の承認について
・　社会福祉法人愛知県厚生事業団役員の選任について
・　社会福祉法人愛知県厚生事業団会計監査人の選任について
・　社会福祉法人愛知県厚生事業団理事及び監事の報酬等の額並びに理事及び監事並びに評議員に対する報酬等の支給の基準について

(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
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社会福祉法人　愛知県厚生事業団

現況報告書様式（平成30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　－　(1)社会福祉事業の実施状況

3 自己所有 平成21年12月1日 60 21,214
007

愛厚ホーム
設楽苑（ユ

01030202 特別養護老人ホーム（介護福祉サービス） 愛厚ホーム設楽苑（ユニット型施設）
愛知県 北設楽郡設楽町 清崎字沖13-4 1 行政からの賃借等

イ大規模修繕

平成18年4月1日 10 0
ア建設費 0006

愛厚ホーム
設楽苑（多
床室型）

02130107 障害福祉サービス事業（短期入所） 愛厚ホーム設楽苑（多床室型施設）
愛知県 北設楽郡設楽町 清崎字沖13-4 1 行政からの賃借等 3 自己所有

イ大規模修繕

3 自己所有 平成12年4月1日 0 437
ア建設費 0006

愛厚ホーム
設楽苑（多
床室型）

06260301 （公益）居宅介護支援事業 居宅介護支援事業所愛厚ホーム設楽苑
愛知県 北設楽郡設楽町 清崎字沖13-4 1 行政からの賃借等

イ大規模修繕

昭和49年5月1日 10 3,368
ア建設費 0006

愛厚ホーム
設楽苑（多
床室型）

02120401 老人短期入所事業（短期入所生活介護） 愛厚ホーム設楽苑（多床室型施設）
愛知県 北設楽郡設楽町 清崎字沖13-4 1 行政からの賃借等 3 自己所有

5,082.560
イ大規模修繕

3 自己所有 昭和49年5月1日 40 13,858
ア建設費 平成22年3月31日 749,138,954 479,721,835 1,228,860,789006

愛厚ホーム
設楽苑（多
床室型）

01030202 特別養護老人ホーム（介護福祉サービス） 愛厚ホーム設楽苑（多床室型施設）
愛知県 北設楽郡設楽町 清崎字沖13-4 1 行政からの賃借等

イ大規模修繕

平成18年4月1日 18 3,923
ア建設費 0005

愛厚ホーム
西尾苑

02120204 老人デイサービスセンター（地域密着型通所介護） 愛厚ホーム西尾苑デイサービスセンター
愛知県 西尾市 八ツ面町蔵屋敷120 1 行政からの賃借等 3 自己所有

イ大規模修繕

3 自己所有 平成18年4月1日 0 293
ア建設費 0005

愛厚ホーム
西尾苑

02130107 障害福祉サービス事業（短期入所） 愛厚ホーム西尾苑
愛知県 西尾市 八ツ面町蔵屋敷120 1 行政からの賃借等

イ大規模修繕

平成12年4月1日 0 810
ア建設費 0005

愛厚ホーム
西尾苑

06260301 （公益）居宅介護支援事業 居宅介護支援事業所愛厚ホーム西尾苑
愛知県 西尾市 八ツ面町蔵屋敷120 1 行政からの賃借等 3 自己所有

イ大規模修繕

3 自己所有 昭和47年6月1日 0 1,593
ア建設費 0005

愛厚ホーム
西尾苑

02120401 老人短期入所事業（短期入所生活介護） 愛厚ホーム西尾苑
愛知県 西尾市 八ツ面町蔵屋敷120 1 行政からの賃借等

イ大規模修繕

昭和47年6月1日 120 40,205
ア建設費 平成18年3月1日 683,580,972 692,962,175 500,000,000 1,876,543,147 8,319.750005

愛厚ホーム
西尾苑

01030202 特別養護老人ホーム（介護福祉サービス） 愛厚ホーム西尾苑
愛知県 西尾市 八ツ面町蔵屋敷120 1 行政からの賃借等 3 自己所有

イ大規模修繕

3 自己所有 平成18年4月1日 20 0
ア建設費 0004

愛厚ホーム
豊川苑

02130107 障害福祉サービス事業（短期入所） 愛厚ホーム豊川苑
愛知県 豊川市 平尾町諏訪下73-1 1 行政からの賃借等

イ大規模修繕

平成12年4月1日 0 446
ア建設費 0004

愛厚ホーム
豊川苑

06260301 （公益）居宅介護支援事業 居宅介護支援事業所愛厚ホーム豊川苑
愛知県 豊川市 平尾町諏訪下73-1 1 行政からの賃借等 3 自己所有

イ大規模修繕

3 自己所有 昭和42年6月1日 20 4,849
ア建設費 0004

愛厚ホーム
豊川苑

02120401 老人短期入所事業（短期入所生活介護） 愛厚ホーム豊川苑
愛知県 豊川市 平尾町諏訪下73-1 1 行政からの賃借等

イ大規模修繕

昭和42年6月1日 100 34,587
ア建設費 平成14年4月1日 2,494,800 691,942,000 694,436,800 4,499.990004

愛厚ホーム
豊川苑

01030202 特別養護老人ホーム（介護福祉サービス） 愛厚ホーム豊川苑
愛知県 豊川市 平尾町諏訪下73-1 1 行政からの賃借等 3 自己所有

210.570
イ大規模修繕

3 自己所有 平成26年4月1日 12 2,625
ア建設費 平成26年3月6日 65,366,780 9,620,000 0 74,986,780003

愛厚ホーム
東郷苑

02120302 老人デイサービスセンター（認知症対応型） 愛厚ホーム東郷苑デイサービスセンター（東郷庵）
愛知県 愛知郡東郷町 大字春木字下正葉廻間4337-13 1 行政からの賃借等

イ大規模修繕

平成18年4月1日 7 0
ア建設費 0003

愛厚ホーム
東郷苑

02130107 障害福祉サービス事業（短期入所） 愛厚ホーム東郷苑
愛知県 愛知郡東郷町 大字春木字下正葉廻間4337-13 1 行政からの賃借等 3 自己所有

イ大規模修繕

3 自己所有 平成12年4月1日 0 350
ア建設費 0003

愛厚ホーム
東郷苑

06260301 （公益）居宅介護支援事業 居宅介護支援事業所愛厚ホーム東郷苑
愛知県 愛知郡東郷町 大字春木字下正葉廻間4337-13 1 行政からの賃借等

イ大規模修繕

昭和39年11月17日 7 2,233
ア建設費 0003

愛厚ホーム
東郷苑

02120401 老人短期入所事業（短期入所生活介護） 愛厚ホーム東郷苑
愛知県 愛知郡東郷町 大字春木字下正葉廻間4337-13 1 行政からの賃借等 3 自己所有

3,509.570
イ大規模修繕

3 自己所有 昭和39年11月17日 103 36,298
ア建設費 平成14年4月1日 4,851,000 415,003,000 0 419,854,000003

愛厚ホーム
東郷苑

01030202 特別養護老人ホーム（介護福祉サービス） 愛厚ホーム東郷苑
愛知県 愛知郡東郷町 大字春木字下正葉廻間4337-13 1 行政からの賃借等

イ大規模修繕

平成15年4月1日 20 0
ア建設費 0002

愛厚ホーム
小牧苑

02130107 障害福祉サービス事業（短期入所） 愛厚ホーム小牧苑
愛知県 小牧市 大字大山字岩次208-15 1 行政からの賃借等 3 自己所有

イ大規模修繕

3 自己所有 平成12年4月1日 0 497
ア建設費 0002

愛厚ホーム
小牧苑

06260301 （公益）居宅介護支援事業 居宅介護支援事業所愛厚ホーム小牧苑
愛知県 小牧市 大字大山字岩次208-15 1 行政からの賃借等

イ大規模修繕

昭和44年6月1日 20 5,642
ア建設費 0002

愛厚ホーム
小牧苑

02120401 老人短期入所事業（短期入所生活介護） 愛厚ホーム小牧苑
愛知県 小牧市 大字大山字岩次208-15 1 行政からの賃借等 3 自己所有

4,726.750
イ大規模修繕

3 自己所有 昭和44年6月1日 100 34,163
ア建設費 平成13年3月31日 0 796,026,000 455,424,925 1,251,450,925002

愛厚ホーム
小牧苑

01030202 特別養護老人ホーム（介護福祉サービス） 愛厚ホーム小牧苑
愛知県 小牧市 大字大山字岩次208-15 1 行政からの賃借等

イ大規模修繕

昭和39年4月1日 0 0
ア建設費 0001 本部

00000001 本部経理区分 事務局
愛知県 名古屋市東区 出来町2-8-21 1 行政からの賃借等 1 行政からの賃借等

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
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社会福祉法人　愛知県厚生事業団

現況報告書様式（平成30年4月1日現在） 別紙１

イ大規模修繕

3 自己所有 平成18年4月1日 30 346
ア建設費 0014

養護老人
ホーム西尾
苑

01030101 養護老人ホーム 西尾苑
愛知県 西尾市 八ツ面町蔵屋敷120 1 行政からの賃借等

イ大規模修繕

平成18年4月1日 4 0
ア建設費 0013

愛厚ホーム
大府苑

02130107 障害福祉サービス事業（短期入所） 愛厚ホーム大府苑
愛知県 大府市 森岡町7-408 1 行政からの賃借等 3 自己所有

イ大規模修繕

3 自己所有 平成12年4月1日 0 145
ア建設費 0013

愛厚ホーム
大府苑

06260301 （公益）居宅介護支援事業 居宅介護支援事業所愛厚ホーム大府苑
愛知県 大府市 森岡町7-408 1 行政からの賃借等

イ大規模修繕

昭和54年12月1日 4 1,035
ア建設費 0013

愛厚ホーム
大府苑

02120401 老人短期入所事業（短期入所生活介護） 愛厚ホーム大府苑
愛知県 大府市 森岡町7-408 1 行政からの賃借等 3 自己所有

4,668.970
イ大規模修繕

3 自己所有 昭和54年12月1日 150 49,340
ア建設費 平成14年4月1日 17,376,353 313,333,999 330,710,352013

愛厚ホーム
大府苑

01030202 特別養護老人ホーム（介護福祉サービス） 愛厚ホーム大府苑
愛知県 大府市 森岡町7-408 1 行政からの賃借等

イ大規模修繕

平成18年4月1日 4 0
ア建設費 0012

愛厚ホーム
一宮苑

02130107 障害福祉サービス事業（短期入所） 愛厚ホーム一宮苑
愛知県 一宮市 大和町苅安賀字狭間70 1 行政からの賃借等 3 自己所有

イ大規模修繕

3 自己所有 平成12年4月1日 0 478
ア建設費 0012

愛厚ホーム
一宮苑

06260301 （公益）居宅介護支援事業 居宅介護支援事業所愛厚ホーム一宮苑
愛知県 一宮市 大和町苅安賀字狭間70 1 行政からの賃借等

イ大規模修繕

昭和52年11月1日 4 1,013
ア建設費 0012

愛厚ホーム
一宮苑

02120401 老人短期入所事業（短期入所生活介護） 愛厚ホーム一宮苑
愛知県 一宮市 大和町苅安賀字狭間70 1 行政からの賃借等 3 自己所有

3,103.930
イ大規模修繕

3 自己所有 昭和52年11月1日 100 34,281
ア建設費 平成14年4月1日 12,379,500 192,959,000 205,338,500012

愛厚ホーム
一宮苑

01030202 特別養護老人ホーム（介護福祉サービス） 愛厚ホーム一宮苑
愛知県 一宮市 大和町苅安賀字狭間70 1 行政からの賃借等

イ大規模修繕

平成18年4月1日 3 0
ア建設費 0011

愛厚ホーム
瀬戸苑

02130107 障害福祉サービス事業（短期入所） 愛厚ホーム瀬戸苑
愛知県 瀬戸市 原山町1-10 1 行政からの賃借等 3 自己所有

イ大規模修繕

3 自己所有 平成12年4月1日 0 338
ア建設費 0011

愛厚ホーム
瀬戸苑

06260301 （公益）居宅介護支援事業 居宅介護支援事業所愛厚ホーム瀬戸苑
愛知県 瀬戸市 原山町1-10 1 行政からの賃借等

イ大規模修繕

昭和52年5月1日 3 1,420
ア建設費 0011

愛厚ホーム
瀬戸苑

02120401 老人短期入所事業（短期入所生活介護） 愛厚ホーム瀬戸苑
愛知県 瀬戸市 原山町1-10 1 行政からの賃借等 3 自己所有

2,936.280
イ大規模修繕

3 自己所有 昭和52年5月1日 100 34,822
ア建設費 平成14年4月1日 1,533,000 196,386,999 197,919,999011

愛厚ホーム
瀬戸苑

01030202 特別養護老人ホーム（介護福祉サービス） 愛厚ホーム瀬戸苑
愛知県 瀬戸市 原山町1-10 1 行政からの賃借等

イ大規模修繕

平成18年4月1日 4 0
ア建設費 0010

愛厚ホーム
佐屋苑

02130107 障害福祉サービス事業（短期入所） 愛厚ホーム佐屋苑
愛知県 愛西市 大井町浦田面268-2 1 行政からの賃借等 3 自己所有

イ大規模修繕

3 自己所有 平成12年4月1日 0 365
ア建設費 0010

愛厚ホーム
佐屋苑

06260301 （公益）居宅介護支援事業 居宅介護支援事業所愛厚ホーム佐屋苑
愛知県 愛西市 大井町浦田面268-2 1 行政からの賃借等

イ大規模修繕

昭和51年5月1日 4 1,410
ア建設費 0010

愛厚ホーム
佐屋苑

02120401 老人短期入所事業（短期入所生活介護） 愛厚ホーム佐屋苑
愛知県 愛西市 大井町浦田面268-2 1 行政からの賃借等 3 自己所有

3,239.340
イ大規模修繕

3 自己所有 昭和51年5月1日 100 35,261
ア建設費 平成14年4月1日 18,336,150 205,765,000 224,101,150010

愛厚ホーム
佐屋苑

01030202 特別養護老人ホーム（介護福祉サービス） 愛厚ホーム佐屋苑
愛知県 愛西市 大井町浦田面268-2 1 行政からの賃借等

イ大規模修繕

平成26年4月1日 0 0
ア建設費 0009

愛厚ホーム
岡崎苑（ユ
ニット型）

02130107 障害福祉サービス事業（短期入所） 愛厚ホーム岡崎苑（ユニット型施設）
愛知県 岡崎市 竜泉寺町字松本34-6 1 行政からの賃借等 3 自己所有

イ大規模修繕

3 自己所有 平成26年4月1日 0 0
ア建設費 0009

愛厚ホーム
岡崎苑（ユ
ニット型）

02120401 老人短期入所事業（短期入所生活介護） 愛厚ホーム岡崎苑（ユニット型施設）
愛知県 岡崎市 竜泉寺町字松本34-6 1 行政からの賃借等

イ大規模修繕

平成26年4月1日 40 14,353
ア建設費 0009

愛厚ホーム
岡崎苑（ユ
ニット型）

01030202 特別養護老人ホーム（介護福祉サービス） 愛厚ホーム岡崎苑（ユニット型施設）
愛知県 岡崎市 竜泉寺町字松本34-6 1 行政からの賃借等 3 自己所有

イ大規模修繕

3 自己所有 平成18年4月1日 5 179
ア建設費 0008

愛厚ホーム
岡崎苑（多
床室型）

02130107 障害福祉サービス事業（短期入所） 愛厚ホーム岡崎苑（多床室型施設）
愛知県 岡崎市 竜泉寺町字松本34-6 1 行政からの賃借等

イ大規模修繕

平成12年4月1日 0 531
ア建設費 0008

愛厚ホーム
岡崎苑（多
床室型）

06260301 （公益）居宅介護支援事業 居宅介護支援事業所愛厚ホーム岡崎苑
愛知県 岡崎市 竜泉寺町字松本34-6 1 行政からの賃借等 3 自己所有

イ大規模修繕

3 自己所有 昭和50年5月1日 5 1,292
ア建設費 0008

愛厚ホーム
岡崎苑（多
床室型）

02120401 老人短期入所事業（短期入所生活介護） 愛厚ホーム岡崎苑（多床室型施設）
愛知県 岡崎市 竜泉寺町字松本34-6 1 行政からの賃借等

イ大規模修繕

昭和50年5月1日 60 21,371
ア建設費 平成26年3月31日 875,645,876 269,902,823 1,145,548,699 5,274.820008

愛厚ホーム
岡崎苑（多
床室型）

01030202 特別養護老人ホーム（介護福祉サービス） 愛厚ホーム岡崎苑（多床室型施設）
愛知県 岡崎市 竜泉寺町字松本34-6 1 行政からの賃借等 3 自己所有

イ大規模修繕

3 自己所有 平成21年12月1日 0 0
ア建設費 0007

愛厚ホーム
設楽苑（ユ
ニット型）

02130107 障害福祉サービス事業（短期入所） 愛厚ホーム設楽苑（ユニット型施設）
愛知県 北設楽郡設楽町 清崎字沖13-4 1 行政からの賃借等

イ大規模修繕

平成21年12月1日 0 0
ア建設費 0007

愛厚ホーム
設楽苑（ユ
ニット型）

02120401 老人短期入所事業（短期入所生活介護） 愛厚ホーム設楽苑（ユニット型施設）
愛知県 北設楽郡設楽町 清崎字沖13-4 1 行政からの賃借等 3 自己所有

イ大規模修繕
ア建設費 0007 設楽苑（ユ

ニット型）
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社会福祉法人　愛知県厚生事業団

現況報告書様式（平成30年4月1日現在） 別紙１

平成18年10月1日 6 177
021

愛厚藤川の
里

02130601 福祉ホーム＞自立 愛厚藤川の里（日中一時支援）
愛知県 岡崎市 藤川町字堤ケ入1-2 1 行政からの賃借等 3 自己所有

イ大規模修繕

3 自己所有 平成18年4月1日 6 1,723
ア建設費 0021

愛厚藤川の
里

02130107 障害福祉サービス事業（短期入所） 愛厚藤川の里
愛知県 岡崎市 藤川町字堤ケ入1-2 1 行政からの賃借等

イ大規模修繕

昭和52年5月1日 60 15,773
ア建設費 0021

愛厚藤川の
里

01040402 障害者支援施設（生活介護） 愛厚藤川の里
愛知県 岡崎市 藤川町字堤ケ入1-2 1 行政からの賃借等 3 自己所有

2,264.640
イ大規模修繕

3 自己所有 昭和52年5月1日 60 21,222
ア建設費 平成23年4月1日 13,731,144 35,842,000 49,573,144021

愛厚藤川の
里

01040401 障害者支援施設（施設入所支援） 愛厚藤川の里
愛知県 岡崎市 藤川町字堤ケ入1-2 1 行政からの賃借等

イ大規模修繕

平成26年4月1日 0 214
ア建設費 0020

愛厚半田の
里

02130303 計画相談支援 愛厚半田の里（特定相談支援）
愛知県 半田市 鴉根町3-40 1 行政からの賃借等 3 自己所有

イ大規模修繕

3 自己所有 平成18年10月1日 4 62
ア建設費 0020

愛厚半田の
里

02130601 福祉ホーム＞自立 愛厚半田の里（日中一時支援）
愛知県 半田市 鴉根町3-40 1 行政からの賃借等

イ大規模修繕

平成25年4月1日 20 4,100
ア建設費 0020

愛厚半田の
里

02130113 障害福祉サービス事業（就労継続支援Ｂ型） 愛厚半田の里
愛知県 半田市 鴉根町3-40 1 行政からの賃借等 3 自己所有

イ大規模修繕

3 自己所有 平成18年4月1日 4 1,774
ア建設費 0020

愛厚半田の
里

02130107 障害福祉サービス事業（短期入所） 愛厚半田の里
愛知県 半田市 鴉根町3-40 1 行政からの賃借等

イ大規模修繕

平成12年4月1日 140 35,370
ア建設費 0020

愛厚半田の
里

01040402 障害者支援施設（生活介護） 愛厚半田の里
愛知県 半田市 鴉根町3-40 1 行政からの賃借等 3 自己所有

6,087.490
イ大規模修繕

3 自己所有 平成12年4月1日 140 48,182
ア建設費 平成23年4月1日 205,067,000 205,067,000020

愛厚半田の
里

01040401 障害者支援施設（施設入所支援） 愛厚半田の里
愛知県 半田市 鴉根町3-40 1 行政からの賃借等

イ大規模修繕

平成24年4月1日 0 104
ア建設費 0019

愛厚すぎの
きの里

02130303 計画相談支援 愛厚すぎのきの里（特定相談支援）
愛知県 北設楽郡東栄町 大字三輪字上栗13 1 行政からの賃借等 3 自己所有

イ大規模修繕

3 自己所有 平成18年10月1日 6 130
ア建設費 0019

愛厚すぎの
きの里

02130601 福祉ホーム＞自立 愛厚すぎのきの里（日中一時支援）
愛知県 北設楽郡東栄町 大字三輪字上栗13 1 行政からの賃借等

イ大規模修繕

平成18年4月1日 6 1,425
ア建設費 0019

愛厚すぎの
きの里

02130107 障害福祉サービス事業（短期入所） 愛厚すぎのきの里
愛知県 北設楽郡東栄町 大字三輪字上栗13 1 行政からの賃借等 1 行政からの賃借等

イ大規模修繕

3 自己所有 昭和55年5月1日 60 16,033
ア建設費 0019

愛厚すぎの
きの里

01040402 障害者支援施設（生活介護） 愛厚すぎのきの里
愛知県 北設楽郡東栄町 大字三輪字上栗13 1 行政からの賃借等

イ大規模修繕

昭和55年5月1日 60 21,638
ア建設費 平成23年4月1日 0 68,641,000 68,641,000 3,519.020019

愛厚すぎの
きの里

01040401 障害者支援施設（施設入所支援） 愛厚すぎのきの里
愛知県 北設楽郡東栄町 大字三輪字上栗13 1 行政からの賃借等 3 自己所有

イ大規模修繕

3 自己所有 平成24年10月1日 0 100
ア建設費 0018

愛厚はなの
きの里

02130303 計画相談支援 愛厚はなのきの里（特定相談支援）
愛知県 稲沢市 祖父江町祖父江藤枠3-2 1 行政からの賃借等

イ大規模修繕

平成18年4月1日 4 297
ア建設費 0018

愛厚はなの
きの里

02130107 障害福祉サービス事業（短期入所） 愛厚はなのきの里
愛知県 稲沢市 祖父江町祖父江藤枠3-2 1 行政からの賃借等 3 自己所有

イ大規模修繕

3 自己所有 昭和50年5月1日 100 25,003
ア建設費 0018

愛厚はなの
きの里

01040402 障害者支援施設（生活介護） 愛厚はなのきの里
愛知県 稲沢市 祖父江町祖父江藤枠3-2 1 行政からの賃借等

イ大規模修繕

昭和50年5月1日 100 33,330
ア建設費 平成23年4月1日 36,479,000 36,479,000 4,162.040018

愛厚はなの
きの里

01040401 障害者支援施設（施設入所支援） 愛厚はなのきの里
愛知県 稲沢市 祖父江町祖父江藤枠3-2 1 行政からの賃借等 3 自己所有

イ大規模修繕

3 自己所有 平成25年4月1日 0 0
ア建設費 0017

愛厚希全の
里

02130303 計画相談支援 愛厚希全の里（一般相談支援）
愛知県 豊川市 一宮町上新切33-267 1 行政からの賃借等

イ大規模修繕

平成18年10月1日 10 236
ア建設費 0017

愛厚希全の
里

02130601 福祉ホーム＞自立 愛厚希全の里（日中一時支援）
愛知県 豊川市 一宮町上新切33-267 1 行政からの賃借等 3 自己所有

イ大規模修繕

3 自己所有 平成21年4月1日 50 9,574
ア建設費 0017

愛厚希全の
里

02130113 障害福祉サービス事業（就労継続支援Ｂ型） 愛厚希全の里
愛知県 豊川市 一宮町上新切33-267 1 行政からの賃借等

イ大規模修繕

平成18年4月1日 10 2,423
ア建設費 0017

愛厚希全の
里

02130107 障害福祉サービス事業（短期入所） 愛厚希全の里
愛知県 豊川市 一宮町上新切33-267 1 行政からの賃借等 3 自己所有

イ大規模修繕

3 自己所有 平成9年4月1日 150 39,162
ア建設費 0017

愛厚希全の
里

01040402 障害者支援施設（生活介護） 愛厚希全の里
愛知県 豊川市 一宮町上新切33-267 1 行政からの賃借等

イ大規模修繕

平成9年4月1日 200 65,519
ア建設費 平成23年4月1日 98,895,000 836,076,000 934,971,000 10,912.770017

愛厚希全の
里

01040401 障害者支援施設（施設入所支援） 愛厚希全の里
愛知県 豊川市 一宮町上新切33-267 1 行政からの賃借等 3 自己所有

1,566.800
イ大規模修繕

3 自己所有 平成12年4月1日 60 720
ア建設費 平成23年4月1日 40,705,000 40,705,000016 愛厚明知寮

01010101 救護施設 愛厚明知寮
愛知県 春日井市 明知町420 1 行政からの賃借等

イ大規模修繕

平成12年4月1日 120 1,431
ア建設費 平成30年2月19日 511,016,833 0 750,000,000 1,261,016,833 4,610.720015 愛厚新生寮

01010101 救護施設 愛厚新生寮
愛知県 半田市 鴉根町2-104 1 行政からの賃借等 3 自己所有
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社会福祉法人　愛知県厚生事業団

現況報告書様式（平成30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

平成28年4月1日 0 3,264
ア建設費 0030

佐屋苑地域
包括支援セ
ンター

03321401 その他所轄庁が認めた事業 佐屋苑地域包括支援センター
愛知県 愛西市 大井町浦田面268-2 1 行政からの賃借等 3 自己所有

イ大規模修繕

3 自己所有 平成19年4月1日 0 4,407
ア建設費 0

（イ）修繕費合計額（円）

029
篠岡地域包
括支援セン
ター小牧苑

03321401 その他所轄庁が認めた事業 篠岡地域包括支援センター小牧苑
愛知県 小牧市 大字大山字岩次208-15 1 行政からの賃借等

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20年7月1日 16 5,348
ア建設費 0032

第三愛厚半
田の里ケア
ホーム

02130114 障害福祉サービス事業（共同生活援助） 第三愛厚半田の里ケアホーム
愛知県 半田市 鴉根町2-2-1 2 民間からの賃借等

イ大規模修繕

平成24年4月1日 0 64
ア建設費 0022

愛厚弥富の
里

02130303 計画相談支援 愛厚弥富の里（障害児相談支援）
愛知県 弥富市 栄南町7-2 1 行政からの賃借等 3 自己所有

イ大規模修繕

3 自己所有 平成27年1月1日 0 5
ア建設費 0021

愛厚藤川の
里

02130303 計画相談支援 愛厚藤川の里（障害児相談支援）
愛知県 岡崎市 藤川町字堤ケ入1-2 1 行政からの賃借等

イ大規模修繕

平成26年4月1日 0 0
ア建設費 0020

愛厚半田の
里

02130303 計画相談支援 愛厚半田の里（障害児相談支援）
愛知県 半田市 鴉根町3-40 1 行政からの賃借等 3 自己所有

イ大規模修繕

3 自己所有 平成24年4月1日 0 0
ア建設費 0019

愛厚すぎの
きの里

02130303 計画相談支援 愛厚すぎのきの里（障害児相談支援）
愛知県 北設楽郡東栄町 大字三輪字上栗13 1 行政からの賃借等

イ大規模修繕

平成24年10月1日 0 0
ア建設費 0018

愛厚はなの
きの里

02130303 計画相談支援 愛厚はなのきの里（障害児相談支援）
愛知県 稲沢市 祖父江町祖父江藤枠3-2 1 行政からの賃借等 3 自己所有

イ大規模修繕

3 自己所有 平成25年4月1日 0 22
ア建設費 0017

愛厚希全の
里

02130303 計画相談支援 愛厚希全の里（障害児相談支援）
愛知県 豊川市 一宮町上新切33-267 1 行政からの賃借等

イ大規模修繕

平成25年4月1日 0 432
ア建設費 0017

愛厚希全の
里

02130303 計画相談支援 愛厚希全の里（特定相談支援）
愛知県 豊川市 一宮町上新切33-267 1 行政からの賃借等 3 自己所有

573.270
イ大規模修繕

3 自己所有 平成24年4月1日 70 863
ア建設費 平成25年3月14日 23,123,201 88,306,947 25,900,000 137,330,148028

愛厚大曽根
保育園

02091201 保育所 愛厚大曽根保育園
愛知県 名古屋市北区 芦辺町3-5-5 1 行政からの賃借等

イ大規模修繕

平成24年4月1日 30 386
ア建設費 平成24年4月1日 44,703,888 44,703,888 215.150027

愛厚つみき
保育園

02091201 保育所 愛厚つみき保育園
愛知県 名古屋市中村区 道下町4-12-3 1 行政からの賃借等 3 自己所有

1,054.800
イ大規模修繕

3 自己所有 昭和41年4月1日 150 1,822
ア建設費 昭和55年3月30日 44,988,889 104,884,125 149,873,014026

愛厚昭和荘
保育園

02091201 保育所 愛厚昭和荘保育園
愛知県 名古屋市昭和区 向山町1-54 1 行政からの賃借等

イ大規模修繕

平成20年7月1日 17 5,654
ア建設費 0025

愛厚弥富の
里ケアホーム

02130114 障害福祉サービス事業（共同生活援助） 愛厚弥富の里ケアホーム
愛知県 弥富市 前ケ須町午新田675-2 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19年8月1日 11 2,463
ア建設費 0024

愛厚半田の
里ケアホーム

02130114 障害福祉サービス事業（共同生活援助） 愛厚半田の里ケアホーム
愛知県 半田市 宮本町3-213-3 2 民間からの賃借等

イ大規模修繕

昭和45年8月1日 50 565
ア建設費 平成23年4月1日 113,193,000 113,193,000 3,498.320023

愛厚ならわ
学園

01020601 情緒障害児短期治療施設 愛厚ならわ学園
愛知県 半田市 鴉根町3-40-1 1 行政からの賃借等 3 自己所有

イ大規模修繕

3 自己所有 平成24年4月1日 0 221
ア建設費 0022

愛厚弥富の
里

02130303 計画相談支援 愛厚弥富の里（特定相談支援）
愛知県 弥富市 栄南町7-2 1 行政からの賃借等

イ大規模修繕

平成18年10月1日 10 322
ア建設費 0022

愛厚弥富の
里

02130601 福祉ホーム＞自立 愛厚弥富の里（日中一時支援）
愛知県 弥富市 栄南町7-2 1 行政からの賃借等 3 自己所有

イ大規模修繕

3 自己所有 平成21年4月1日 20 4,544
ア建設費 0022

愛厚弥富の
里

02130113 障害福祉サービス事業（就労継続支援Ｂ型） 愛厚弥富の里
愛知県 弥富市 栄南町7-2 1 行政からの賃借等

イ大規模修繕

平成18年4月1日 10 2,235
ア建設費 0022

愛厚弥富の
里

02130107 障害福祉サービス事業（短期入所） 愛厚弥富の里
愛知県 弥富市 栄南町7-2 1 行政からの賃借等 3 自己所有

イ大規模修繕

3 自己所有 平成11年5月1日 80 20,310
ア建設費 0022

愛厚弥富の
里

01040402 障害者支援施設（生活介護） 愛厚弥富の里
愛知県 弥富市 栄南町7-2 1 行政からの賃借等

イ大規模修繕

平成11年5月1日 80 28,000
ア建設費 平成23年4月1日 24,359,000 197,727,000 222,086,000 3,891.740022

愛厚弥富の
里

01040401 障害者支援施設（施設入所支援） 愛厚弥富の里
愛知県 弥富市 栄南町7-2 1 行政からの賃借等 3 自己所有

イ大規模修繕

3 自己所有 平成27年1月1日 0 105
ア建設費 0021

愛厚藤川の
里

02130303 計画相談支援 愛厚藤川の里（特定相談支援）
愛知県 岡崎市 藤川町字堤ケ入1-2 1 行政からの賃借等

イ大規模修繕
ア建設費 0021

里
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社会福祉法人　愛知県厚生事業団

現況報告書様式（平成30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　－　(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．うち地域における公益的な取組（地域公益事業含む）（再掲）

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

１５．その他

退職手当制度の加入状況等（複数回答可）

口頭により出席を促すこととした。今後は開催日の調整をするなど出席を促す。

欠席が継続している評議員について出席を促す等検討すること

愛厚半田の里（施設入所支援・生活介護・就労継続支援Ｂ型事業所・ケアホーム5か所） 2014
愛厚藤川の里（施設入所支援・生活介護） 2014
愛厚弥富の里（施設入所支援・生活介護・就労継続支援Ｂ型事業所・ケアホーム3か所） 2014

愛厚希全の里（施設入所支援・生活介護・就労継続支援Ｂ型事業所） 2014
愛厚はなのきの里（施設入所支援・生活介護） 2014
愛厚すぎのきの里（施設入所支援・生活介護） 2014

1 有

7,966,337,449
3,886,891

2,744,190,205

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

0

0
0
0
0

0

地域における公益的な取
組⑨（その他）

その他事業 特別養護老人ホーム始め①19施設②11施設③15施設④2施設
①福祉避難所協定　②地域交流スペース等の開放　③夏祭り等の開催　④近隣施設内除草作業及び地域清掃活動

地域における公益的な取
組⑦（地域住民に対する

その他事業 特別養護老人ホーム始め①17施設②22施設③1施設
①福祉体験・学生ボランティア教育　②実習受入　③認知症サポーター講師派遣

地域における公益的な取
組⑧（地域の関係者との

その他事業 特別養護老人ホーム始め①7施設②６施設
①地域との総合防災訓練の実施　②各種委員等の就任（入所判定委員、社会福祉協議会理事等）

地域における公益的な取
組⑤（既存事業の利用

社会福祉事業 特別養護老人ホーム10施設
通常の利用料より低額で提供する特別養護老人ホームにおける利用者負担軽減制度事業

地域における公益的な取
組⑥（地域の福祉ニーズ

その他事業 ①保育園3施設②障害者支援施設1施設
①子育て支援　②近隣住民の方との食事会

地域における公益的な取
組①（地域の要支援者

公益事業 特別養護老人ホーム始め①14施設②2施設③救護施設1施設
①地域の総合相談窓口の設置　②認知症カフェ　③施設退所者の方に対する継続的な支援

地域における公益的な取
組②（地域の要支援者

公益事業 ①特別養護老人ホーム1施設②③障害者支援施設1施設
①見守り支援　②移動支援　③買物支援

特別養護老人ホーム10施設、養護老人ホーム1施設、救護施設2施設、障害者支援施設6施設、情緒障害児短期治療施設1施設、共同生活援助（グループホーム）2施設、保育所3施設、地域包括支援センター2施設、東海・
北陸中国帰国者支援・交流センターの合計２８施設を運営した。

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）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

イ大規模修繕

2 民間からの賃借等 平成18年9月1日 0 6,553
ア建設費 0031

東海・北陸
中国帰国者
支援・交流
センター

03321401 その他所轄庁が認めた事業 東海・北陸中国帰国者支援・交流センター
愛知県 名古屋市東区 撞木町1-19 2 民間からの賃借等

イ大規模修繕ンター
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社会福祉法人　愛知県厚生事業団

現況報告書様式（平成30年4月1日現在） 別紙１

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

全国社会福祉事業団協議会年金制度
1 有
2 無

1 有
2 無
2 無

1 有
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