
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
26京

2市 町村区分
100示 市

3所 轄庁 区分

26100

4法 人番号
2130005004353

5法 人区分
01一 般法人

6活 動状況
01運 営中

(7)法 人の名称 社会福祉法人 勧修福祉会

(8)主たる事務所の住所 京都府 京都市 山科区勧修寺仁王堂町13番地3

(9)主たる事務所の電話番号 075-572-6317 (10)主 たる事務所のFA× 番号 075-572-6353k11)従 たる事務所の有無12無1

(12)従 たる事務所の住所 1
(13)法 人のホームページアドレス http://care-net.biz/26/kanshu1985/ (14)法 人のメールアドレス chouraku@jeans.ocn,ne,jpI

(15)法人の設立認可年月日 昭和59年7月2日1(16)法 人の設立登記年月日 昭和59年8月2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 7 2評 議貝の現員 73-6評 議員全員の報酬等の総額(円 o

(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

鷲尾郁子lH29.4.11～IH33.6 2無 1有 3
無職

林忍夫IH29.4.11～IH33.6
2無 1有 3

社会福祉法人協和福祉会 ケア八ウス山科施設長

ラ可合1吾IH29.4.1i～IH33,6
2無 1有 3社会福祉法人洛南福祉会 ヴィラ向島施設長

小濱康裕lH29.4.11～IH33.6
2無 2無 3京都ダイ八ツ販売取締役部長

佐々木登代1H29.4,工1～IH33.6
2無 2無 3

無職

壁系屯一良区lH29.4.11～IH33.6
1有 1有 0

京都市みぶ身体障害者福祉会館館長兼京都市みぶ障害者授産所所長

中村倫典IH29.4.11～lH33.6 2無 1有 0
社会福祉法人壬生老人ホーム施設長

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 6 2理 事の現員 63-12理 事全員の報酬等の総額(円) 1,200,0002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

(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

津田治巳
1理 事長(会 長等含む。)1平 成25年10月24日 2非 常勤1平 成29年6月21日1社 団法人京都微生物研究所付属診療所所長 2無

H29.821～1平 成30会 計年度に関する定時評議員会終結時 4その他12無11理 事報酬及び職員給料ともに支給 4

伊藤義明
3その他理事1 2非 常勤1平 成29年6月21日1社 会福祉法人あけぼの会 登り保育園園長 2無

H29.8,21～1平 成30会 計年度に関する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12無12理 事報酬のみ支給 3

山内幸雄
3その他理事1 2非 常勤1平 成29年6月21日1社 会福祉法人端山園 ヴィラ端山施設長 2無

H29.8.21～1平 成30会 計年度に関する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12無12理 事報酬のみ支給 4

辻純宏
3その他理事1 2非 常勤1平 成29年6月21日1社 会福祉法人勧修福祉会法人本部長 2無

H29.8.21～1平 成30会 計年度に関する定時評議員会終結時 4その他12無11理 事報酬及び職員給料ともに支給 4

西村久史
3その他理事1 1常勤1平 成29年6月21日1社 会福祉法人勧修福祉会 特別養護老人ホーム長楽園施設長 2無

H29.8.21～1平 成30会 計年度に関する定時評議員会終結時 3施 設の管理者12無11理 事報酬及び職員給料ともに支給 4

小林大介
3その他理事1 1常 勤1平 成29年6月21日1社 会福祉法人勧修福祉会 特別養護老人ホーム長楽園副施設長 2無

H29.8.21～1平 成30会 計年度に関する定時評議員会終結時 4その他12無11理 事報酬及び職員給料ともに支給 4

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 2監 事の現員 23-6監 事全員の報酬等の総額(円) o

(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

中嶋靖幸
中嶋税理士事務所 税理士 2無 平成29年6月21日

H29.6211～1平 成30会 翫年度に関する定時評議員会終結時 5財 務管理に識見を有する者(税 理士) 4

中野弘子
醍醐保育園園長 2無 平成29年6月21日

H29.6211～1平 成30会 計年度に関する定時評議員会終結時 3社 会福祉事業に識見を有する者(その他) 3

5.前 会計年度 ・当会計年度における会計監査人の状況

(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)

会計監査人無

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10 ②常勤兼務者の実数

常勤換算数

0 ③非常勤者の実数

常勤換算数

1

0.7

(2)施 設 ・事業所職員の人数

①常勤専従者の実数157 ②常勤兼務者の実数
常勤換算数

1 ③非常勤者の実数
常勤換算数

31

1.0 16.7

7.前 会計年度に実施した評議員会の状況

(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

1/4



現況報告書様式(平 成30年4月1日 現在) 別紙1

平成29年6月21日 7 3 1 0

・平成28年 度事業報告について・平成28年 度決算報告について・役員、評議員及び評議員選任解任委員の報酬に関する規程に関する件について・任期満了に伴

う理事及び監事の選任に関する件について

1(4)うち開催を省略した回数 ol

8.前 会計年度に実施した理事会の状況

(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29年6月5日 6 1
・平成28年 度事業報告について・平成28年 度決算報告について・定款施行細則の一部改正について・理事及び監事任期満了に伴う理事及び監事候補者の推薦について・理

事長の職務執行状況の報告について・長楽園2Fトイレ改修工事について・寛ぎの家勧修スブル クラー設備等整備について

平成29年6月21日 6 2 ・理 事長の選 出に関する件について

平成29年9月29日 6 2
・寛ぎめ家勧修スカ ンクラー設備等整備について・介護職員処遇改善加算の支給方法について・介護ソフトの使用権及びリース終了及び再リースについて・2Fトイレ改修工事支

払金額の浅野ひさ子遺贈金積立からの取崩の承認について・経理規程の一部改正案について

平成30年3月16日 5 2

・平成29年 度収支補正予算案の承認に関する件について・平成30年 度事業計画案の承認に関する件について・平成30年 度収支予算案の承認に関する件・日本財団車両

の譲渡に関する件について・定款施行細則の一部改正に関する件について・就業規則の一部改正に関する件について・賃金規程の一部改正に関する件について・育児休業規

則及び介護休業規則の一部改正に関する件について・理事長の職務執行の報告に関する件について・平成29年 度決算にかかる定時評議員会の開催日、開催場所簿提案に

関する件について

1(4)うち開催を省略した回数 0

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

中嶋靖幸

中野弘子

になし一
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 04見 不 明

(2)会計監査人による監臨 書[二:=======]

11.前 会計年度における事業等の概要 一1社 会福祉事業の実施状況

①一1拠点

区分コード

分類

①一2拠点

区分名称

①一3事業類型コー

ド分類
①一4実施事業名称 ②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

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

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)

001 長楽園

01030202 特別養護老人ホーム(介 護福祉サービス) 長楽園
京都府1京 都市山科区1勧 修寺仁王堂町13-3 3自 己所有13自 己所有 昭和60年5月1日150119,363

ア建設費 昭和60年5月1日 33,800,000 232,000,000 100,000,000 365,800,000 1,692,210

イ大規模修繕 0

002
勧修デイ

サービス

02120202 老人デイサービスセンター(通 所介護) 京都市勧修老人デイサービスセンター

京都府1京 都市山科区1栗 栖野打越町17 1行渤 らの賄 等11行酌 らの貫儲 平成9年7月1日13517,727

ア建設費 0 0 0 0 573410

イ大規模修繕 0

003
寛ぎの家勧

修

02120501 小規模多機能型居宅介護事業 寛ぎめ家勧修
京都府1京 都市山科区1勧 修寺東堂田町170 2民間から頒 借等12關 から頒 箭 平成18年4月1日12816,330

ア建設費 平成9年7月1日 0 0 0 0 266,010

イ大規模修繕 0

001 長楽園

02120401 老人短期入所事業(短 期入所生活介護) 長楽園短期入所生活介護事業所
京都府1京 都市山科区1勧 修寺仁王堂町13番地3 3自 己所有13自 己所有 昭和62年4月1日1411,523

ア建設費 昭和60年5月1日 0 1,692,210

イ大規模修繕 0

002
勧修デイ

サービス

06260301 (公益)居 宅介護支援事業 かんしゅうケアブランセンター

京都府1京 都市山科区 陳 栖野打越町17 1行醐'ら頒 箭11行 政からの陥 等 平成13年4月1日IoIO
ア建設費 平成9年7月1日 0 573,410

イ大規模修繕 0

002
勧修デイ

サービス

06330101 (公益)独 自定義の公益事業 京都市勧修地域包括支援センター

京都府1京 都市山科区1栗 栖野打越町17 1行疏 らの賭 等1・行助 らの儲 等 平成19年4月1日1010

ア建設費 平成9年7月1日 0 573,410

イ大規模修繕 0

001 長楽園

00000001 本部経理区分 勧修福祉会本部
京都府1京 都市山科区1勧 修寺仁王堂町13番地3 3自 己所有13自 己所有 昭和59年8月1日1010

ア建設費 昭和59年8月1日 0 1,692,210

イ大規模修繕 0

11.前 会計年度における事業等の概要 一2公 益事業



現況報告書様式(平 成30年4月1日 現在)
別紙1

①一1拠点

区分コード

分類

①一2拠点

区分名称

①一3事業類型コー

ド分類
①一4実施事業名称 ②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

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) (ガ 建設費合計額(円) ウ 延べ床面積

イ 大規摸修繕
(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)

11.前 会計年度における事業等の概要 一3収 益事業

①一1拠点

区分コード

分類

①一2拠点

区分名称

④一3事業類型コー

ド分類
①4実 施事業名称 ②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

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

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)

11.前 会計年度における事業等の概要 一4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)

①取組類型コード分類

②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⑥(地 域の福祉ニーズ

ぽかぽかサロン1京 都市山科区栗栖野打越町17
地域の高齢者の居場所づくりとして月1回第4日曜日に実施

地域における公益的な取

組⑨(その他)

山科区市老協社会貢献プロジェクト[京 都市山科区域

山科区内の高齢者への社会貢献全般
地域における公益的な取

組⑨(その他)

美化活動1京 都市山科区勧修寺地区・小野地区

地域のごみ拾いを月2回実施
社会福祉の増進に資する

人材育成・確保事業

次世代の担い手育成事業1京 都市山科区勧修寺地区小野小学校

地域の小学校での体験授業の実施
地域における公益的な取

組③(地 域の要支援者

鍵預かり事業1京 都市山科区小野学区
一人暮らし高齢者の鍵預かり

地域における公益的な取

組⑨(その他)

京都DWAT参 画1京 都市全域

災害援助

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

一1 ,

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

⑦事業報告
⑦財産目録

◎事業計画書
㊤第三者評価結果

㊥苦情処理結果
㊥監事監査結果

㊥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)

②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

1有

2無
1有

2無
1有

2無
2無

413,687,922

3,586,000

187,456,792

こついて

施設名 直近の受審年度

長楽園 27

京都市勧修老人デイサービスセンター 24

かんしゅうケアブランセンター 28

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
②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

OI

②実施した改善内容



現況報告書様式(平 成30年4月1日 現在) 別紙1

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 1有

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 2無

③特定退職金共済制度(商 工会議所)に加入 2無

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 に有
⑤その他の退職手当制度に加入(具 体的に:●●○)1

⑥法人独自で退職手当制度を整備 2無

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 2無
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