
社会福祉法人　愛知県厚生事業団

現況報告書（令和2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

0.0 2.9

949 0 508

19 0 4

(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 令和1年6月24日

R1.6.24 R３.6 5 財務管理に識見を有する者（税理士） 8

(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

糟谷寛和
監事 1 有 令和1年6月24日

R1.6.24 R３.6

2 2 3,030,000

(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 有
R1.6.24 R３.6 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 6堀　月江

3 その他理事 2 非常勤 令和1年6月24日 元愛知県心身障害者コロニー中央病院副院⾧

2 無
R1.6.24 R３.6 3 施設の管理者 2 無 3 職員給与のみ支給 8斎藤　登

3 その他理事 2 非常勤 令和1年6月24日 愛厚ホーム大府苑⾧

1 有
R1.6.24 R３.6 4 その他 2 無 2 理事報酬のみ支給 8栗本　幸子

3 その他理事 2 非常勤 令和1年6月24日 元あいち男女共同参画財団理事⾧

2 無
R1.6.24 R３.6 3 施設の管理者 2 無 3 職員給与のみ支給 8川口　規代美

3 その他理事 2 非常勤 令和1年6月24日 愛厚昭和荘保育園⾧

1 有
R1.6.24 R３.6 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 令和1年6月24日 元愛知県心身障害者コロニー中央病院⾧

2 無
R1.6.24 R３.6 3 施設の管理者 2 無 3 職員給与のみ支給 8谷田　誠吾

3 その他理事 2 非常勤 令和1年6月24日 愛厚はなのきの里所⾧

2 無
R2.4.1 R３.6 3 施設の管理者 2 無 3 職員給与のみ支給 0鈴木　將弘

3 その他理事 2 非常勤 令和2年4月1日 愛厚ならわ学園⾧

2 無
R1.6.24 R３.6 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 8

大竹　智康
2 業務執行理事 1 常勤 令和1年6月24日 常務理事兼事務局⾧

1 有
R1.6.24 R３.6 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青栁　治郎

1 理事⾧ 令和1年6月24日 1 常勤 令和1年6月24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 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

8,684,000

見平　隆 H29.4.1 R３.6
1 有 2 無 1

愛知県社会福祉士会相談役

後藤　澄江 R1.6.24 R３.6
2 無 1 有 1

日本福祉大学福祉経営学部教授

藤井　成俊 H29.4.1 R３.6
1 有 1 有 2

愛知県顧問弁護士

荻野　考史 H30.6.1 R３.6
1 有 1 有 1

村上健次 H29.4.1 R３.6
1 有 1 有 2

健康づくり振興事業団常務理事兼事務局⾧

岡崎市福祉事業団理事⾧

丹羽　薈 H29.4.1 R３.6
2 無 1 有 2

愛知県民生委員児童委員連盟会⾧

R３.6
2 無 2 無 0

田中税理士事務所・田中会計事務所 　税理士

下山　義明 H29.4.1 R３.6
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 R３.6
2 無 2 無 2

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 R３.6
2 無 1 有 2

愛知県社会福祉協議会⾧

吉野　縫子 R2.4.1

(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://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 10 297,000

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（令和2年4月1日現在） 別紙１

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 ①利用者又はその家族に対し、指定居宅介護支援の提供開始時に、入院する必要が生じた場合は

③生産活動による工賃支給について、３０年度上半期作業工賃収入還元配当金を
３０年１１月２９日付けで支出しているものの、
適切に受領されているか確認できない事例があったため是正すること。（１施設）
④算定可能な加算ついては適切に算定すること（４施設）
⑤３１年３月２８日付け事務局⾧通知「(社福)愛知県厚生事業団諸規定等の
一部改正について」に基づき、所轄の労働基準監督署に就業規則(変更)届を提出すること。（１施設）

①指定居宅介護支援の提供の開始に際し、あらかじめ、利用者又は
その家族に対し、利用者について、病院又は診療所に入院
する必要が生じた場合は、当該利用者に係る介護支援専門の氏名及び
連絡先を当該病院又は診療所に伝えるよう求めること。（２施設）
②緊急時等の対応について、病状の急変が生じた場合その他必要な場合のため、あらかじめ配置医師
との連携方法その他緊急時等における対応方法を定めること。（３施設）

1

糟谷寛和
川合孝行

令和1年11月12日 0 0 ・　愛厚つみき保育園における基本財産の増加について（書面評決）

令和2年2月19日 9 2

・　令和元年度社会福祉法人愛知県厚生事業団資金収支補正予算
・　令和２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
・　基本財産の処分について
・　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評議員の辞任に伴う評議員候補者の推薦について
・　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

令和2年3月24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役員の辞任に伴う役員候補者の選定について
・　社会福祉法人愛知県厚生事業団のいわゆる経営理念の策定について
・　社会福祉法人愛知県厚生事業団経営指針の策定等について
・　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
・　愛厚藤川の里の移転改築に向けた協議について

令和1年7月26日 9 2
・　愛厚はなのきの里の改築に係る工事請負契約の締結について
・　愛厚はなのきの里の定員変更について

令和1年10月15日 8 2 ・　社会福祉法人愛知県厚生事業団経営理念策定検討委員会設置規程の制定について

令和1年6月7日 9 2

・　平成３０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３０年度社会福祉法人愛知県厚生事業団決算について
・　社会福祉法人愛知県厚生事業団役員の任期満了に伴う候補者の決定について
・　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
・　会計監査人の報酬について

令和1年6月24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
・　社会福祉法人愛知県厚生事業団評議員選任・解任委員会の委員の辞任に伴う選任について
・　愛厚はなのきの里の改築にかかる制限付き一般競争の参加資格審査及び参加業者の決定について
・　愛厚はなのきの里の改築にかかる制限付き一般競争入札参加業者に対する説明事項の決定について
・　愛厚ホーム小牧苑空調設備（ＧＨＰ）更新工事にかかる契約の締結について

令和1年5月9日 7 2
・　愛厚はなのきの里改築工事にかかる一般競争入札の結果について
・　介護用ベッド等の購入にかかる売買契約の締結について

令和1年5月24日 7 2
・　愛厚はなのきの里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
・　愛厚はなのきの里の改築に係る制限付き一般競争入札の再募集のための公告の内容及び公告の方法について
・　社会福祉法人愛知県厚生事業団評議員の辞任に伴う評議員候補者の推薦について

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

令和2年3月27日 8 2 2

・社会福祉法人愛知県厚生事業団理事の辞任に伴う理事の選任について
・基本財産の処分について
・社会福祉法人愛知県厚生事業団評議員会運営規程の一部改正について

令和1年6月24日 9 2 2 ・　社会福祉法人愛知県厚生事業団役員の選任について

(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

0.0 106.1
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社会福祉法人　愛知県厚生事業団

現況報告書（令和2年4月1日現在） 別紙１

　　　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49年5月1日 10 2,944
006

愛厚ホーム
設楽苑（多

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 13,715
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 3,715
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 0 435
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 0 902
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 0 292
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 41,291
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

3 自己所有 昭和42年6月1日 10 2,370
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 110 37,050
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

イ大規模修繕

3 自己所有 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

イ大規模修繕

平成26年4月1日 12 2,641
ア建設費 平成26年3月6日 65,366,780 9,620,000 0 74,986,780 210.570003

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 3 自己所有

イ大規模修繕

3 自己所有 平成12年4月1日 0 373
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 2,500
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 36,195
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 0 355
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 6,032
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 34,429
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）

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

②配置医師との連絡を定める等緊急時等の対応を定めた。
③工賃支給について、適切に受領が行われたことが確認できるようにした。
④算定可能な加算に見直しを行った。
⑤速やかに所轄の労働基準監督署に就業規則（変更）届を提出した。

介護支援専門員の氏名、連絡先を病院等へ伝えるように求めることとした。
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社会福祉法人　愛知県厚生事業団

現況報告書（令和2年4月1日現在） 別紙１

イ大規模修繕

昭和54年12月1日 4 254
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 39,046
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 0 359
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 1,436
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 34,225
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 0 296
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 1,280
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 31,649
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 0 339
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 4 925
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 35,173
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 14,263
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 5 119
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 0 240
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 1,113
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 21,498
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

3 自己所有 平成21年12月1日 60 20,965
ア建設費 0007

愛厚ホーム
設楽苑（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 0 406
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
ア建設費 0006 設楽苑（多

床室型）
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社会福祉法人　愛知県厚生事業団

現況報告書（令和2年4月1日現在） 別紙１

3 自己所有 平成12年4月1日 140 46,649
020

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 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 3 自己所有

イ大規模修繕

3 自己所有 平成24年4月1日 0 123
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

イ大規模修繕

平成18年10月1日 6 107
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 3 自己所有

イ大規模修繕

1 行政からの賃借等 平成18年4月1日 6 995
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

イ大規模修繕

昭和55年5月1日 60 15,829
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 3 自己所有

3,519.020
イ大規模修繕

3 自己所有 昭和55年5月1日 60 21,292
ア建設費 平成23年4月1日 0 68,641,000 68,641,000019

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

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24年10月1日 0 126
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 4 539
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 80 21,032
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 80 28,074
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 7
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 0 468
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

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 51
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 8,440
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 2,307
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 36,835
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 60,518
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 21,514
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31年4月1日 2 0
ア建設費 0015 愛厚新生寮

01010101 救護施設 愛厚新生寮（自立準備ホーム）
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

イ大規模修繕

3 自己所有 平成31年4月1日 6 62
ア建設費 0015 愛厚新生寮

01010101 救護施設 愛厚新生寮(一時生活支援ホーム）
愛知県 半田市 鴉根町2-104 1 行政からの賃借等

イ大規模修繕

平成12年4月1日 120 42,518
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

イ大規模修繕

3 自己所有 平成18年4月1日 30 9,985
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 0 323
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
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573.270
イ大規模修繕

3 自己所有 平成24年4月1日 70 851
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 30 362
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 1,735
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 5,947
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20年7月1日 16 4,814
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19年8月1日 11 2,889
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 2 民間からの賃借等

3,498.320
イ大規模修繕

3 自己所有 昭和45年8月1日 50 16,875
ア建設費 平成23年4月1日 113,193,000 113,193,000023

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

イ大規模修繕

平成24年4月1日 0 65
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24年4月1日 0 246
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 10 344
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 4,534
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 2,211
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 19,822
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 27,167
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 17
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27年1月1日 0 138
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 3 自己所有

イ大規模修繕

3 自己所有 平成18年10月1日 6 150
ア建設費 0021

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

イ大規模修繕

平成18年4月1日 6 1,166
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 3 自己所有

イ大規模修繕

3 自己所有 昭和52年5月1日 60 15,835
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

イ大規模修繕

昭和52年5月1日 60 21,321
ア建設費 平成23年4月1日 13,731,144 35,842,000 49,573,144 2,264.640021

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 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 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

イ大規模修繕

平成26年4月1日 0 180
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 27
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 3,312
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 1,714
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 33,560
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
ア建設費 平成23年4月1日 205,067,000 205,067,000020

里
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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）

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 ～

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②1２施設③１２施設④１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地域・子ども食堂

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）

その他事業 特別養護老人ホーム始め①7施設②１５施設③３施設

①福祉教育（出前講座含む）　②福祉体験・実習受入　③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
ネットワークづくり）

その他事業 特別養護老人ホーム始め①１４施設②７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
料の減額・免除）

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
等を把握するためのサロン
活動）

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
に対する相談支援）

公益事業 特別養護老人ホーム始め①７施設②2施設

①地域の総合相談窓口の設置　②認知症カフェ

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）

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、児童心理治療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3施設、東海・北陸中国帰
国者支援・交流センターの合計２９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

平成18年9月1日 0 5,498
ア建設費 0033

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 2 民間からの賃借等

イ大規模修繕

3 自己所有 平成28年4月1日 0 1,518
ア建設費 0031

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

イ大規模修繕

平成31年4月1日 0 1,727
ア建設費 0030

東郷町南部
地域包括支
援ｾﾝﾀｰ東郷
苑

03321401 その他所轄庁が認めた事業 東郷町南部地域包括支援ｾﾝﾀｰ東郷苑 
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19年4月1日 0 4,146
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
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社会福祉法人　愛知県厚生事業団

現況報告書（令和2年4月1日現在） 別紙１

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）
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

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） 2017
愛厚藤川の里（施設入所支援・生活介護） 2017
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） 2017

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） 2017
愛厚はなのきの里（施設入所支援・生活介護） 2017
愛厚すぎのきの里（施設入所支援・生活介護） 2017

1 有

7,986,402,022
212,308,245

2,909,293,099

施設名 直近の受審年度

1 有
1 有
1 有
1 有
1 有
1 有
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