
社会福祉法人　聖家族会

現況報告書（令和4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

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

42 ⻑崎県 204 諫早市 42000 3310005004391 01 一般法人 01 運営中

⻑崎県 諫早市 高来町泉196番地1

⻑崎県 大村市 久原2丁目1346番地1
⻑崎県 諫早市 ⼩⻑井町牧570番地1

⻑崎県 諫早市 ⼩⻑井町遠⽵2727番地10
⻑崎県 諫早市 ⼩⻑井町遠⽵2727番地1

社会福祉法人　聖家族会
⻑崎県 諫早市 ⼩⻑井町遠⽵2727番地3
0957-34-4520 0957-34-4521 1 有

(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

https://www.misakae.or.jp/ (14)法人のﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ houjin@misakae.or.jp
昭和36年11⽉2⽇ 昭和36年11⽉27⽇

8 8 123,784

社会福祉法人清和福祉会評議員

萩原　栄三郎 R3.6.15 R7.6⽉定時評議員会の終結時 2 無 1 有 2社会福祉法人聖ヨゼフ会理事⻑

R7.6⽉定時評議員会の終結時 2 無 2 無 2みさかえの園第二めぐみの家嘱託医

古賀　義 R3.6.15 R7.6⽉定時評議員会の終結時 2 無 1 有 2道の尾病院臨床⼼理⼠・(社福)⻑崎いのちの電話副理事⻑

岡　⽴⼦ R3.6.15 R7.6⽉定時評議員会の終結時 2 無 2 無 2福岡カトリック神学院神学講師

大石　眞知⼦ R3.6.15 R7.6⽉定時評議員会の終結時 2 無 2 無 2大村市⾷⽣活改善推進協議会会⻑

土居　浩 R3.6.15

横田　津與志 R3.6.15 R7.6⽉定時評議員会の終結時 2 無 2 無 2NPO法人⼩江⼭林会事務局⻑

⼭口　正幸 R3.6.15 R7.6⽉定時評議員会の終結時 2 無 1 有 1㈱オフィス・エス・ワン放課後等デイサービス経理事務

本多　豊喜 R3.6.15 R7.6⽉定時評議員会の終結時 2 無 1 有 2

2 無
R3.6.15 R5.6⽉定時評議員会終結時 4 その他 2 無 3 職員給与のみ支給 5森　　信一郎 2 業務執⾏理事 1 常勤 令和3年6⽉15⽇ 社会福祉法人聖家族会常務理事兼事務局⻑

2 無
R3.6.15 R5.6⽉定時評議員会終結時 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⻄村　和⼦ 1 理事⻑ 令和1年6⽉18⽇ 2 非常勤 令和3年6⽉15⽇ 社会福祉法人聖家族会理事⻑・宗教法人聖⺟の騎⼠会修道⼥会会⻑

(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

7 7 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

37,709,045

2 無
R3.6.15 R5.6⽉定時評議員会終結時 3 施設の管理者 2 無 3 職員給与のみ支給 5平松　公三郎 3 その他理事 1 常勤 令和3年6⽉15⽇ みさかえの園あゆみの家施設⻑・医師

2 無
R3.6.15 R5.6⽉定時評議員会終結時 3 施設の管理者 2 無 3 職員給与のみ支給 5福田　雅文 3 その他理事 1 常勤 令和3年6⽉15⽇ みさかえの園総合発達医療福祉センターむつみの家施設⻑・医師

2 無
R3.6.15 R5.6⽉定時評議員会終結時 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 4佐藤　光治 3 その他理事 2 非常勤 令和3年6⽉15⽇ 医療法人二輝会佐藤病院理事⻑・⻑崎県医師会副会⻑

2 無
R3.6.15 R5.6⽉定時評議員会終結時 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 4⼭﨑　圭⼦ 3 その他理事 1 常勤 令和3年6⽉15⽇ みさかえの園総合発達医療福祉センターむつみの家事務⻑

2 無
R3.6.15 R5.6⽉定時評議員会終結時 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田﨑　大作 3 その他理事 2 非常勤 令和3年6⽉15⽇ 酪農業専業（⾃営農業）・元諫早市⺠⽣児童委員協議会連合会⻑

6 財務管理に識⾒を有する者（その他） 5

本田　哲郎 元諫早市役所⽔道局参事監兼管理課⻑ 2 無 令和3年6⽉15⽇
R3.6.15 R5.6⽉定時評議員会終結時 6 財務管理に識⾒を有する者（その他） 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

浦⼭　　弘 元諫早市社会福祉協議会事務局⻑・元諫早市総務部部⻑ 2 無 令和3年6⽉15⽇
R3.6.15 R5.6⽉定時評議員会終結時

2 2 268,204

(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。

(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）

津留保⽣ 2,280,000 2 無

8 0 2

(1)評議員会ごとの評議 (2)評議員会ごとの評議員・理事・監事・

0.0 0.6

557 15 81
6.5 57.8
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社会福祉法人　聖家族会

現況報告書（令和4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

(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

令和3年9⽉24⽇ 8 基本財産の処分について

令和3年6⽉15⽇ 8 6 2

理事の選任について
監事の選任について
基本財産の処分について
定款の一部改定について

(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

令和3年5⽉28⽇ 6 2

専決処分の承認について
令和２年度事業報告及び計算書類等の承認について（監査報告）
理事候補者の選定について　・　監事候補者の選定について　・　定時評議員会の招集について・
評議員選任・解任委員会委員の選任について
基本財産の処分について　・　定款の一部改定について
給与規程の一部改定について　・　経理規程の一部改定について

令和3年6⽉15⽇ 6 2 理事⻑及び常務理事の選定について

1

(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4年3⽉25⽇ 7 2

専決処分の承認について
ワークスペースあん所⻑（管理者）の選任について
令和４年度本部及び各施設・事業所の事業計画並びに各拠点区分の当初予算の承認について
各施設・事業所の運営規程の改定について
規程類の改定について（理事会運営規則・育児・介護休業等に関する規程・給与規程・経理規程）
就業規則の改定について

令和3年9⽉24⽇ 7 2

専決処分の承認について
令和３年度補正予算の承認について
グループホームりんの短期⼊所事業(空床利⽤型・新規)及び運営規程について
苦情解決第三者委員の委嘱について
基本財産の処分について
評議員会の開催について

令和4年1⽉28⽇ 7 2
専決処分の承認について
令和３年度補正予算の承認について
給与規程の一部改定について

1

浦⼭　弘
本田　哲郎

無し

無し

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

27,028,970

101 法人本部

06000001 職員寮 職員寮
⻑崎県 諫早市 ⼩⻑井町遠⽵2727番地9 2 ⺠間からの賃借等

イ大規模修繕 平成23年6⽉30⽇ 平成24年4⽉16⽇ 平成25年11⽉6⽇ 平成27年2⽉25⽇ 平成30年11⽉27⽇

昭和36年11⽉2⽇ 0 0
ア建設費 昭和48年9⽉30⽇ 27,793,230 20,000,000 6,310,000 54,103,230 1,059.510101 法人本部

00000001 本部経理区分 法人本部
⻑崎県 諫早市 ⼩⻑井町遠⽵2727番地3 2 ⺠間からの賃借等 3 ⾃⼰所有

昭和45年3⽉25⽇ 0 3,650
ア建設費 昭和45年3⽉25⽇ 7,250,000 16,000,000 3,000,000 26,250,000 771.940102 みさかえ住

宅

06000010 ⽣活困窮者簡易住宅 みさかえ住宅
⻑崎県 ⻑崎市 淵町407-52-3 3 ⾃⼰所有 3 ⾃⼰所有

482.180
イ大規模修繕 0

3 ⾃⼰所有 昭和36年11⽉2⽇ 30 3,438
ア建設費 令和3年7⽉12⽇ 99,169,400 0 0 99,169,400

イ大規模修繕

4 その他 昭和48年9⽉1⽇ 0 13,936
ア建設費 0

4,909,000

103
みさかえの園
厚⽣福祉研
修会館

06000011 厚⽣福祉研修会館 みさかえの園厚⽣福祉研修会館
⻑崎県 諫早市 ⼩⻑井町遠⽵2727番地3 4 その他

イ大規模修繕 平成15年11⽉10⽇ 平成18年12⽉11⽇ 平成20年11⽉30⽇

3,634,745

105
みさかえの園
第二めぐみ

01040401 障害者支援施設（施設⼊所支援） みさかえの園第二めぐみの家
⻑崎県 諫早市 ⼩⻑井町遠⽵2727番地10 3 ⾃⼰所有

イ大規模修繕 令和2年8⽉1⽇

平成23年10⽉1⽇ 20 3,496
ア建設費 平成10年10⽉1⽇ 203,210,068 203,210,068 428.600104 ワークスペー

スあん

02130113 障害福祉サービス事業（就労継続支援Ｂ型） ワークスペースあん
⻑崎県 諫早市 ⼩⻑井町遠⽵2727番地1 2 ⺠間からの賃借等 3 ⾃⼰所有

3 ⾃⼰所有 昭和62年10⽉1⽇ 57 19,453
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社会福祉法人　聖家族会

現況報告書（令和4年4⽉1⽇現在） 別紙１

105 第二めぐみ
の家

昭和62年10⽉1⽇ 57 13,911
ア建設費 0105

みさかえの園
第二めぐみ
の家

01040402 障害者支援施設（⽣活介護） みさかえの園第二めぐみの家
⻑崎県 諫早市 ⼩⻑井町遠⽵2727番地10 3 ⾃⼰所有 3 ⾃⼰所有

3,378.650
イ大規模修繕 平成24年11⽉30⽇ 平成29年10⽉31⽇ 平成29年11⽉30⽇ 平成30年3⽉31⽇ 平成31年4⽉26⽇ 82,233,421
ア建設費 昭和54年6⽉12⽇ 221,939,749 170,000,000 6,378,000 398,317,749

イ大規模修繕

3 ⾃⼰所有 昭和62年10⽉1⽇ 0 0
ア建設費 0105

みさかえの園
第二めぐみ
の家

06330201 （公益）⽇中一時支援事業 みさかえの園第二めぐみの家
⻑崎県 諫早市 ⼩⻑井町遠⽵2727番地10 3 ⾃⼰所有

イ大規模修繕

38,268,080イ大規模修繕 平成17年1⽉21⽇ 平成26年9⽉25⽇ 平成27年10⽉31⽇ 平成30年10⽉31⽇ 令和1年5⽉16⽇

昭和45年6⽉23⽇ 73 25,098
ア建設費 平成7年8⽉31⽇ 610,161,422 351,220,000 0 961,381,422 3,421.514106 みさかえの園

のぞみの家

01040401 障害者支援施設（施設⼊所支援） みさかえの園のぞみの家
⻑崎県 諫早市 ⼩⻑井町遠⽵2727番地1 2 ⺠間からの賃借等 3 ⾃⼰所有

106 みさかえの園
のぞみの家

02130107 障害福祉サービス事業（短期⼊所） みさかえの園のぞみの家
⻑崎県 諫早市 ⼩⻑井町遠⽵2727番地１ 2 ⺠間からの賃借等

イ大規模修繕

昭和45年6⽉23⽇ 73 17,958
ア建設費 0 0106 みさかえの園

のぞみの家

01040402 障害者支援施設（⽣活介護） みさかえの園のぞみの家
⻑崎県 諫早市 ⼩⻑井町遠⽵2727番地1 2 ⺠間からの賃借等 3 ⾃⼰所有

昭和45年6⽉23⽇ 4 5
ア建設費 0106 みさかえの園

のぞみの家

06330201 （公益）⽇中一時支援事業 みさかえの園のぞみの家
⻑崎県 諫早市 ⼩⻑井町遠⽵2727番地1 2 ⺠間からの賃借等 3 ⾃⼰所有

イ大規模修繕

3 ⾃⼰所有 昭和45年6⽉23⽇ 4 78
ア建設費 0

イ大規模修繕

16,575,300

107 みさかえの園
むつみの家

01020402 障害児⼊所施設（医療型障害児⼊所施設） みさかえの園総合発達医療福祉センターむつみの家
⻑崎県 諫早市 ⼩⻑井町牧570番地1 3 ⾃⼰所有

イ大規模修繕 平成20年10⽉31⽇ 平成22年10⽉31⽇ 平成25年9⽉30⽇ 平成30年12⽉17⽇ 令和1年9⽉30⽇

昭和41年2⽉25⽇ 170 56,454
ア建設費 平成20年3⽉31⽇ 2,270,903,297 0 0 2,270,903,297 11,437.390107 みさかえの園

むつみの家

02130105 障害福祉サービス事業（療養介護） みさかえの園総合発達医療福祉センターむつみの家
⻑崎県 諫早市 ⼩⻑井町牧570番地1 3 ⾃⼰所有 3 ⾃⼰所有

昭和41年2⽉25⽇ 10 992
ア建設費 0107 みさかえの園

むつみの家

02130107 障害福祉サービス事業（短期⼊所） みさかえの園総合発達医療福祉センターむつみの家
⻑崎県 諫早市 ⼩⻑井町牧570番地1 3 ⾃⼰所有 3 ⾃⼰所有

イ大規模修繕

3 ⾃⼰所有 昭和41年2⽉25⽇ 170 3,920
ア建設費 0

イ大規模修繕

3 ⾃⼰所有 昭和41年2⽉25⽇ 10 11
ア建設費 0107 みさかえの園

むつみの家

06330201 （公益）⽇中一時支援事業 みさかえの園総合発達医療福祉センターむつみの家
⻑崎県 諫早市 ⼩⻑井町牧570番地1 3 ⾃⼰所有

イ大規模修繕

108
みさかえの園
児童発達支
援センター

02130106 障害福祉サービス事業（⽣活介護） みさかえの園児童発達支援センター
⻑崎県 諫早市 ⼩⻑井町牧570番地1 4 その他

イ大規模修繕

昭和41年2⽉25⽇ 10 17
ア建設費 0107 みさかえの園

むつみの家

06330301 （公益）障害児等療育支援事業 みさかえの園総合発達医療福祉センターむつみの家
⻑崎県 諫早市 ⼩⻑井町牧570番地1 3 ⾃⼰所有 3 ⾃⼰所有

平成24年4⽉1⽇ 10 306
ア建設費 0108

みさかえの園
児童発達支
援センター

02090103 障害児通所支援事業（放課後デイサービス） みさかえの園児童発達支援センター
⻑崎県 諫早市 ⼩⻑井町牧570番地1 4 その他 4 その他

イ大規模修繕

4 その他 平成24年4⽉1⽇ 10 1,546
ア建設費 0

イ大規模修繕

4 その他 平成24年4⽉1⽇ 0 0
ア建設費 0108

みさかえの園
児童発達支
援センター

02090104 障害児通所支援事業（保育所等訪問支援） みさかえの園児童発達支援センター
⻑崎県 諫早市 ⼩⻑井町牧570番地1 4 その他

イ大規模修繕

109 サテライトセ
ンター

02130114 障害福祉サービス事業（共同⽣活援助） グループホームりん
⻑崎県 諫早市 高来町泉196番地1 3 ⾃⼰所有

イ大規模修繕

平成24年4⽉1⽇ 10 131
ア建設費 0108

みさかえの園
児童発達支
援センター

02090101 障害児通所支援事業（児童発達支援） みさかえの園児童発達支援センター
⻑崎県 諫早市 ⼩⻑井町牧570番地1 4 その他 4 その他

令和3年11⽉1⽇ 0 3
ア建設費 0109 サテライトセ

ンター

02130107 障害福祉サービス事業（短期⼊所） グループホームりん
⻑崎県 諫早市 高来町泉196番地1 3 ⾃⼰所有 3 ⾃⼰所有

872.350
イ大規模修繕 0

3 ⾃⼰所有 平成22年4⽉1⽇ 38 11,365
ア建設費 平成22年4⽉1⽇ 138,071,726 0 0 138,071,726

870.570
イ大規模修繕 0

3 ⾃⼰所有 平成20年4⽉1⽇ 20 4,516
ア建設費 平成27年10⽉1⽇ 239,677,586 239,677,586109 サテライトセ

ンター

02130106 障害福祉サービス事業（⽣活介護） デイスペースあん
⻑崎県 諫早市 高来町泉196番地1 3 ⾃⼰所有

イ大規模修繕

109 サテライトセ
ンター

02090101 障害児通所支援事業（児童発達支援） 諫早こどもデイサービスわくわく広場
⻑崎県 諫早市 ⻑田町1470番地 3 ⾃⼰所有

イ大規模修繕

平成23年10⽉1⽇ 0 0
ア建設費 0109 サテライトセ

ンター

06330201 （公益）⽇中一時支援事業 デイスペースあん
⻑崎県 諫早市 高来町泉196番地1 3 ⾃⼰所有 3 ⾃⼰所有

平成23年4⽉1⽇ 10 181
ア建設費 0109 サテライトセ

ンター

02090103 障害児通所支援事業（放課後デイサービス） 諫早こどもデイサービスわくわく広場
⻑崎県 諫早市 ⻑田町1470番地 3 ⾃⼰所有 3 ⾃⼰所有

165.610
イ大規模修繕 0

3 ⾃⼰所有 平成23年4⽉1⽇ 10 1,589
ア建設費 平成25年11⽉30⽇ 19,823,833 0 0 19,823,833

0.000
イ大規模修繕

3 ⾃⼰所有 平成23年4⽉1⽇ 0 39
ア建設費 0109 サテライトセ

ンター

02090104 障害児通所支援事業（保育所等訪問支援） 諫早こどもデイサービスわくわく広場
⻑崎県 諫早市 ⻑田町1470番地 3 ⾃⼰所有

イ大規模修繕

109 サテライトセ
ンター

06330601 （公益）障害児相談支援事業 スマイルサポート
⻑崎県 諫早市 高来町泉196番地1 4 その他

イ大規模修繕

平成18年10⽉1⽇ 0 1,053
ア建設費 0109 サテライトセ

ンター

06330501 （公益）指定特定相談支援事業 スマイルサポート
⻑崎県 諫早市 高来町泉196番地1 4 その他 4 その他

平成18年10⽉1⽇ 0 0
ア建設費 0109 サテライトセ

ンター

06000009 ⽣計困難者に対する相談支援事業 スマイルサポート
⻑崎県 諫早市 高来町泉196番地1 4 その他 4 その他

イ大規模修繕

4 その他 平成18年10⽉1⽇ 0 310
ア建設費 0

イ大規模修繕

4 その他 平成18年10⽉1⽇ 0 1,013
ア建設費 0109 サテライトセ

ンター

06330701 （公益）諫早市特別相談支援事業 スマイルサポート
⻑崎県 諫早市 高来町泉196番地1 4 その他

イ大規模修繕
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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 〜

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

110 みさかえの園
あゆみの家

02130105 障害福祉サービス事業（療養介護） みさかえの園あゆみの家
⻑崎県 大村市 久原2丁目1346番地1 2 ⺠間からの賃借等

昭和48年5⽉1⽇ 110 850
ア建設費 0110 みさかえの園

あゆみの家

01020402 障害児⼊所施設（医療型障害児⼊所施設） みさかえの園あゆみの家
⻑崎県 大村市 久原2丁目1346番地1 2 ⺠間からの賃借等 3 ⾃⼰所有

8,814.850
イ大規模修繕 令和1年7⽉31⽇ 令和1年9⽉30⽇ 令和3年10⽉31⽇ 令和4年1⽉31⽇ 7,704,230

3 ⾃⼰所有 昭和48年5⽉1⽇ 110 36,747
ア建設費 平成30年8⽉1⽇ 2,760,553,202 0 0 2,760,553,202

イ大規模修繕

3 ⾃⼰所有 昭和48年5⽉1⽇ 10 608
ア建設費 0110 みさかえの園

あゆみの家

02130107 障害福祉サービス事業（短期⼊所） みさかえの園あゆみの家
⻑崎県 大村市 久原2丁目1346番地1 2 ⺠間からの賃借等

イ大規模修繕

110 みさかえの園
あゆみの家

02090101 障害児通所支援事業（児童発達支援） みさかえの園あゆみの家通所ひばり
⻑崎県 大村市 久原2丁目1346番地1 3 ⾃⼰所有

イ大規模修繕

昭和48年5⽉1⽇ 4 64
ア建設費 0110 みさかえの園

あゆみの家

06330201 （公益）⽇中一時支援事業 みさかえの園あゆみの家
⻑崎県 大村市 久原2丁目1346番地1 2 ⺠間からの賃借等 3 ⾃⼰所有

平成31年4⽉1⽇ 5 259
ア建設費 0110 みさかえの園

あゆみの家

02090103 障害児通所支援事業（放課後デイサービス） みさかえの園あゆみの家通所ひばり
⻑崎県 大村市 久原2丁目1346番地1 3 ⾃⼰所有 3 ⾃⼰所有

イ大規模修繕

3 ⾃⼰所有 平成31年4⽉1⽇ 5 316
ア建設費 0

イ大規模修繕

3 ⾃⼰所有 平成31年4⽉1⽇ 5 242
ア建設費 0110 みさかえの園

あゆみの家

02130106 障害福祉サービス事業（⽣活介護） みさかえの園あゆみの家通所ひばり
⻑崎県 大村市 久原2丁目1346番地1 3 ⾃⼰所有

イ大規模修繕

（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）

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

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）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）

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）

⽣計困難者に対する相談支援事業 県央地区

公的な制度やサービスなどを受けられるようになるまでの間、経済的援助を⾏う。

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）

利⽤料減免 当法人施設・事業所

⽇常⽣活等の支援を必要とする者に対して、障害福祉サービス等にかかる利⽤者負担⾦の減免を⾏う。

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

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）

大村市地域⽣活支援拠点等整備事業 大村市

地域⽣活拠点事業コーディネーター

0

0
0
0
0

0

1 有

0
0
0
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　　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

１．A職員とB職員及びC職員の３名はサービス管理者責任者又は児童発達支援
　　　管理責任者としての資格を有しているため、これまで個別支援計画を作成することがあったが、

　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

1 有

1,732,196,483
15,583,000

0

施設名 直近の受審年度

1 有
1 有
2 無
1 有
1 有

　　　ついては、個別支援計画未作成が解消された前⽉である平成３１年4⽉分については、所定単位数の
　　　１００分の７０として支給決定市の諫早市と協議して過誤調整するとともに、その結果を県監査指導
　　　課に報告すること。
　　　また、他にも同様の事例がないか調査し、あれば同様に対応すること。
２．令和3年5⽉に消防⽤設備等の点検を実施した際、スプリンクラー設備の点検結果が不良（圧⼒計の
　　　取替を要します）となっているにもかかわらず、改善されていない。早急に対応すること。

　　　サービス管理責任者又は児童発達支援管理責任者として県に届出がなされていなかった。
《事業所名》みさかえの園児童発達支援センター（⽣活介護、児童発達支援、放課後等デイサービス）
１．A利⽤者は平成３１年４⽉７⽇から利⽤開始しているが、個別支援計画の作成は
　　　令和元年５⽉１０⽇となっており、その間個別支援計画未作成のまま支援していた。

《事業所名》　社会福祉法人　聖家族会（法人）
１． 令和３年９⽉２４⽇開催の理事会において、第６号議案として、臨時評議員会の招集と議案について
　　　決議しているが、その他に評議員会の決議の省略についてまで決議を⾏っていた。
　　　評議員会の決議の省略は評議員全員の同意が必要とされているので、今後臨時評議員会の決議を省略
　　　する場合は評議員全員の同意を得ること。
《事業所名》みさかえの園総合発達医療福祉センターむつみの家（療養介護、医療型障害児⼊所施設）

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
2,280,000

01 公認会計⼠
津留保⽣

　　・個別支援計画未作成減算（７０％減算）された額で、平成３１年４⽉分を再請求。
　　　（関連資料添付）（令和４年2⽉8⽇）
　　・令和4年2⽉28⽇、国保連より障害児給付費決定額通知受信予定。
　　　なお、同様の事例がないか全サービスについて調査を⾏い、該当者がないことを確認しました。
　　　（放課後等デイサービス）
２．令和3年１２⽉２４⽇改修済。（請求書添付）

《事業所名》みさかえの園総合発達医療福祉センターむつみの家（療養介護、医療型障害児⼊所施設）
１．指⽰のとおり、令和４年１⽉１９⽇付で変更届出書提出済み。
《事業所名》みさかえの園児童発達支援センター（⽣活介護、児童発達支援、放課後等デイサービス）
１．居町一晴様について
　　・諫早市に過誤調整の電話連絡を⾏うとともに、過誤調整依頼書を郵送。（令和３年１２⽉10⽇）
　　・国保連より平成３１年４⽉分取下げの過誤決定通知受信。（令和４年１⽉３１⽇）

（４）⾷事代について、⾷費390円、⾷事提供体制加算対象者90円と記載すること。
　　　　（⽣活介護）

《事業所名》　社会福祉法人　聖家族会（法人）
１.　評議員会の決議の省略の場合の理事会議案書を別添新旧対照表のとおり改める。

　　　　 ・第６条３）の受付時間を営業時間に訂正すること。
　　　　 ・第６条にサービス提供時間を追記すること。
（２）営業時間、サービス提供時間を重要事項説明書と整合させること。
（３）利⽤者から受領する費⽤の額等について、重要事項説明書７利⽤料の介護給付費支給
　　　　 対象外サービス利⽤料⾦を運営規程に盛り込むこと。
　　　　（⽣活介護、児童発達支援、放課後等デイサービス）

　　　　なお、運営規程を改正した際は、県障害福祉課へ変更届けを提出すること。
　　　（児童発達支援、放課後等デイサービス）
《事業所名》みさかえの園あゆみの家　通所ひばり
１．運営規程について、次のとおり改めること。なお、運営規程を改めた場合は、県障害福祉課に届け
　　　出ること。（⽣活介護、児童発達支援、放課後等デイサービス）
（１）・第６条２）開所時間9︓30〜17︓30は誤りなので削除すること。

３．非常災害に備えるため、避難及び消火に対する訓練にあっては毎⽉１回、救出その他必要な訓練
　　　にあっては定期的に⾏うこと。
《事業所名》諫早こどもデイサービスわくわく広場
　１．事業の単位ごとにその提供を⾏う時間帯を通じて、児童指導員又は保育⼠を人員基準に基づいて
　　　　配置する必要があるので、サービス提供時間を定めるとともに、運営規程及び重要事項説明書に
　　　　追加記載すること。

2 無
2 無

1 有
2 無
2 無

2 無

《事業所名》みさかえの園あゆみの家　通所ひばり
　　　運営規定・重要事項説明書の改定を⾏いました。
　　　運営規程は次回の法人理事会で承認後、県へ届出を⾏います。

　　　（⽣活介護、児童発達支援、放課後等デイサービス）
３．ご指導のとおり、実施に努めます。（令和４年度防災年間計画添付）
　　　（⽣活介護、児童発達支援、放課後等デイサービス）
《事業所名》諫早こどもデイサービスわくわく広場
１．指導に基づき、運営規程及び重要事項説明書を改訂し、来⽉（３/２５）の理事会での承認後、
　　　県障害福祉課へ変更届けを提出予定です。（確認資料あり）
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