
社会福祉法人　愛生福祉会

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

23 愛知県 103 名古屋市北区 23000 2180005002740 01 一般法人 01 運営中

東京都 品川区 上大崎3-10-7

愛知県 名古屋市北区 中味鋺2-207
愛知県 名古屋市西区 五才美町95

愛知県 名古屋市西区 中小田井5-240
愛知県 名古屋市守山区 瀬古3-830

愛知県 名古屋市東区 筒井1-2-1-1
愛知県 名古屋市西区 中小田井3-389

愛知県 名古屋市守山区 下志段味⾧廻間2280-12
愛知県 名古屋市北区 萩野通1-26-1

神奈川県 横浜市栄区 田谷町1364-2
愛知県 名古屋市昭和区 安田通2-4-2

愛知県 名古屋市北区 安井1-10-10
愛知県 丹羽郡大口町 下小口6-124-2

愛知県 名古屋市北区 鳩岡町1-7-20
愛知県 名古屋市緑区 黒沢台5-221

愛知県 名古屋市北区 五反田町108-2
愛知県 名古屋市西区 中小田井2-98

社会福祉法人　愛生福祉会
愛知県 名古屋市北区 鳩岡町一丁目7番地20
052-916-3759 052-916-3764 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

http://www.aiseifukusikai.jp (14)法人のﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ jimukyoku@aiseifukusikai.jp
平成1年7月17日 平成1年7月26日

9名以上14名以下 10 556,850

（株）ワンセルフ　代表取締役

丹下　富博 H29.4.1 R2年会計年度に関する定時評議員会の終結時
2 無 2 無 2

　(株）ファインメディカル　代表取締役　社⾧

R2年会計年度に関する定時評議員会の終結時
2 無 1 有 1

　社会福祉法人　愛知県社会福祉協議会　総務部⾧

井戸田　誠 H29.4.1 R2年会計年度に関する定時評議員会の終結時
2 無 2 無 2

（株）パワーシステムズ 代表取締役

横　昌完 H29.4.1 R2年会計年度に関する定時評議員会の終結時
2 無 2 無 1

　横超寺　住職

高木　直美 H29.4.1 R2年会計年度に関する定時評議員会の終結時
2 無 1 有 2

　日本福祉大学中央福祉専門学校　介護福祉課　学科⾧

松本　和周 H29.4.1

猪飼　容子 R2.4.1 R2年会計年度に関する定時評議員会の終結時
2 無 2 無 0

　(株）シンフォニックケア　医療福祉創造研究所　代表取締役

中野　伸治 R2.4.1 R2年会計年度に関する定時評議員会の終結時
2 無 1 有 0

　社会福祉法人　愛燦会　理事・法人本部⾧

渡邊　政仁 H29.4.1 R2年会計年度に関する定時評議員会の終結時
2 無 2 無 2

　愛知県共済生活協同組合　契約管理部　部⾧

西尾　廣久 H29.4.1 R2年会計年度に関する定時評議員会の終結時
2 無 2 無 2

　医療法人有心会　大幸砂田橋クリニック　医療連携室⾧

岡㟢　律子 H29.4.1 R2年会計年度に関する定時評議員会の終結時
2 無 2 無 2

2 無
R1.6.24 R2年会計年度に関する定時評議員会の終結時 3 施設の管理者 2 無 2 理事報酬のみ支給 4岩田　慎太郎

3 その他理事 1 常勤 令和1年6月24日 福）愛生福祉会　特別養護老人ホーム鳩の丘　施設⾧

2 無
R1.6.24 R2年会計年度に関する定時評議員会の終結時 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増井　香織

1 理事⾧ 令和2年4月1日 1 常勤 令和1年6月24日 福）愛生福祉会　理事⾧、法人統括本部⾧

(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

6名以上8名以下 7 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

51,325,003

2 無
R1.6.24 R2年会計年度に関する定時評議員会の終結時 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 3三沢　淳

3 その他理事 2 非常勤 令和1年6月24日 元）衆議院議員

2 無
R1.6.24 R2年会計年度に関する定時評議員会の終結時 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 4岸本　秀雄

3 その他理事 2 非常勤 令和1年6月24日 上飯田リハビリテーション病院　院⾧

2 無
R1.6.24 R2年会計年度に関する定時評議員会の終結時 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谷川　喜久雄

3 その他理事 2 非常勤 令和1年6月24日 福）愛知慈恵会　理事⾧

2 無
R2.3.24 R2年会計年度に関する定時評議員会の終結時 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 0高橋　政光

3 その他理事 2 非常勤 令和2年3月24日 興和(株)顧問

1 有
R1.6.24 R2年会計年度に関する定時評議員会の終結時 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古川　良則

3 その他理事 2 非常勤 令和1年6月24日 元）社会福祉法人さくら会　理事

3 社会福祉事業に識見を有する者（その他） 4

木村　太哉
税理士 2 無 令和1年6月24日

R1.6.24 R2年会計年度に関する定時評議員会の終結時 5 財務管理に識見を有する者（税理士） 3

(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

寺西　伊久夫
(福)愛知育児院　理事⾧　　佛聲寺　代表役員 2 無 令和1年6月24日

R1.6.24 R2年会計年度に関する定時評議員会の終結時

2名以内 2 445,482

(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。

(1-1)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

(1-3)前年度
決算にかかる
定時評議員 (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
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社会福祉法人　愛生福祉会

現況報告書（令和2年4月1日現在） 別紙１

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

(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

査報酬額（円） 会への出席の
有無

査報酬額（円）

監査法人マーキュリー 4,320,000 2 無 監査法人マーキュリー 4,400,000

10 0 1

令和2年3月24日 8 2 2 0
・理事退任（定年）に伴う新理事の選任について
・定款変更について

令和1年6月24日 10 2 1 0
・平成30年度　決算及び事業報告
・理事、監事の選任について

(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

0.5

610 0 434
256.2

令和1年6月10日 7 2

・平成30年度　決算及び事業報告について
・軽費老人ホーム名古屋市きよすみ荘指定管理者の応募について
・任期満了に伴う次期理事、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

令和1年6月24日 8 1
・理事⾧及び常務理事の選任について
・施設⾧の選任について
・グループホーム集いの移転について

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1年11月18日 8 2
・令和元年度　第1次補正予算について　・理事退任（定年）に伴う理事候補者の選任について
・評議員選任、解任委員の選任について　・令和元年度第2回評議員会の招集について
・就業規則の改正について　・懲罰委員会の新設について

令和2年3月24日 7 2

・理事⾧の退任および、後任理事⾧、会⾧の選任について　・評議員（2名定年）に伴う、後任評議員候補者の選定について
・施設⾧の選任について　・令和元年度2次補正予算について　・令和2年度事業計画及び予算について
・就業規則の変更について　・給与規程の変更について　・非常勤職員勤務規程の変更について
・嘱託職員勤務規程の変更について　・定年規程の変更について　・役員及び評議員の定年に関する規程の変更について

0

・寺西　伊久夫　・木村　太哉

なし

なし

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

001 愛生苑

01030201 特別養護老人ホーム（地域密着型） 地域密着型特別養護老人ホーム　愛生苑
愛知県 名古屋市北区 五反田町108-2 3 自己所有

イ大規模修繕

平成2年4月1日 100 32,647
ア建設費 平成2年4月1日 385,043,293 436,599,778 200,000,000 1,021,643,071 4,631.690001 愛生苑

01030202 特別養護老人ホーム（介護福祉サービス） 特別養護老人ホーム　愛生苑
愛知県 名古屋市北区 五反田町108-2 3 自己所有 3 自己所有

平成2年7月1日 7 3,355
ア建設費 0001 愛生苑

02120401 老人短期入所事業（短期入所生活介護） ショートステイ　愛生苑
愛知県 名古屋市北区 五反田町108-2 3 自己所有 3 自己所有

イ大規模修繕

3 自己所有 平成19年5月1日 20 7,047
ア建設費 0

イ大規模修繕

2/5



社会福祉法人　愛生福祉会

現況報告書（令和2年4月1日現在） 別紙１

イ大規模修繕

3 自己所有 平成19年5月1日 10 3,431
ア建設費 0001 愛生苑

02120401 老人短期入所事業（短期入所生活介護） 地域密着型　ショートステイ　愛生苑
愛知県 名古屋市北区 五反田町108-2 3 自己所有

001 愛生苑

06260102 （公益）居宅サービス事業（訪問入浴介護） 愛生苑　訪問入浴
愛知県 名古屋市北区 五反田町108-2 3 自己所有

イ大規模修繕

平成2年11月1日 30 9,337
ア建設費 0001 愛生苑

02120201 老人デイサービス事業（通所介護） 愛生苑デイサービスセンター
愛知県 名古屋市北区 五反田町108-2 3 自己所有 3 自己所有

平成16年7月1日 0 8,387
ア建設費 0001 愛生苑

06321401 （公益）その他所轄庁が認めた事業 配食センター　愛生苑
愛知県 名古屋市北区 五反田町108-2 3 自己所有 3 自己所有

イ大規模修繕

3 自己所有 平成13年5月1日 0 1,192
ア建設費 0

イ大規模修繕

3 自己所有 平成22年9月15日 0 2,365
ア建設費 0001 愛生苑

06321401 （公益）その他所轄庁が認めた事業 施設内託児所　バンビ
愛知県 名古屋市北区 五反田町108-2 3 自己所有

イ大規模修繕

4,481.300
イ大規模修繕

3 自己所有 平成11年7月1日 80 27,757
ア建設費 平成11年7月1日 950,631,139 546,100,000 1,496,731,139002 庄内の里

01030202 特別養護老人ホーム（介護福祉サービス） 特別養護老人ホーム　庄内の里
愛知県 名古屋市西区 中小田井2-98 1 行政からの賃借等

イ大規模修繕

平成11年7月1日 20 7,261
ア建設費 0002 庄内の里

02120401 老人短期入所事業（短期入所生活介護） ショートステイ　庄内の里
愛知県 名古屋市西区 中小田井2-98 1 行政からの賃借等 3 自己所有

002 庄内の里

06260301 （公益）居宅介護支援事業 庄内の里居宅介護支援センター
愛知県 名古屋市西区 中小田井2-98 1 行政からの賃借等

イ大規模修繕

平成11年7月1日 40 11,894
ア建設費 0002 庄内の里

02120201 老人デイサービス事業（通所介護） 庄内の里デイサービスセンター
愛知県 名古屋市西区 中小田井2-98 1 行政からの賃借等 3 自己所有

平成11年8月1日 24 9,429
ア建設費 0002 庄内の里

06320301 （公益）生活支援必要者に対する住居提供・確保事業 シルバーハウジング生活援助　庄内の里
愛知県 名古屋市西区 中小田井2-98 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10月1日 0 1,812
ア建設費 0

5,691.990
イ大規模修繕

3 自己所有 平成18年4月1日 91 32,189
ア建設費 平成18年4月1日 248,114,715 332,925,600 668,983,900 1,250,024,215003 鳩の丘

01030202 特別養護老人ホーム（介護福祉サービス） 特別養護老人ホーム　鳩の丘
愛知県 名古屋市北区 鳩岡町1-7-20 3 自己所有

イ大規模修繕

003 鳩の丘

06260301 （公益）居宅介護支援事業 鳩の丘居宅介護支援事業所
愛知県 名古屋市北区 鳩岡町1-7-20 3 自己所有

イ大規模修繕

平成18年4月1日 20 7,576
ア建設費 0003 鳩の丘

02120401 老人短期入所事業（短期入所生活介護） ショートステイ　鳩の丘
愛知県 名古屋市北区 鳩岡町1-7-20 3 自己所有 3 自己所有

平成27年4月1日 0 832
ア建設費 0003 鳩の丘

06321401 （公益）その他所轄庁が認めた事業 事業所内託児所　はとポッポ
愛知県 名古屋市北区 鳩岡町1-7-20 3 自己所有 3 自己所有

イ大規模修繕

3 自己所有 平成20年11月1日 0 2,388
ア建設費 0

2,649.300
イ大規模修繕 平成29年3月31日

3 自己所有 平成24年4月1日 66 22,099
ア建設費 0004 黒石荘

01030202 特別養護老人ホーム（介護福祉サービス） 特別養護老人ホーム　黒石荘
愛知県 名古屋市緑区 黒沢台5-211 1 行政からの賃借等

イ大規模修繕

005 安井乃郷

01030201 特別養護老人ホーム（地域密着型） 特別養護老人ホーム　安井乃郷
愛知県 名古屋市北区 安井1-10-10 3 自己所有

イ大規模修繕

平成24年4月1日 7 3,333
ア建設費 0004 黒石荘

02120401 老人短期入所事業（短期入所生活介護） ショートステイ　黒石荘
愛知県 名古屋市緑区 黒沢台5-211 1 行政からの賃借等 3 自己所有

平成25年4月1日 10 3,721
ア建設費 0005 安井乃郷

02120401 老人短期入所事業（短期入所生活介護） 安井乃郷　ショートステイ
愛知県 名古屋市北区 安井1-10-10 3 自己所有 3 自己所有

1,827.950
イ大規模修繕

3 自己所有 平成25年4月1日 29 10,196
ア建設費 平成25年4月1日 231,134,330 136,000,000 100,000,000 467,134,330

イ大規模修繕

3 自己所有 平成25年4月1日 18 6,281
ア建設費 0005 安井乃郷

02120601 認知症対応型老人共同生活援助事業 グループホーム　安井乃郷
愛知県 名古屋市北区 安井1-10-10 3 自己所有

イ大規模修繕

006 御桜乃里

02120401 老人短期入所事業（短期入所生活介護） 御桜乃里　ショートステイ
愛知県 丹羽郡大口町 下小口6-124-2 3 自己所有

イ大規模修繕

平成7年4月1日 80 27,227
ア建設費 平成7年4月1日 205,154,899 814,056,561 324,000,000 1,343,211,460 5,171.110006 御桜乃里

01030202 特別養護老人ホーム（介護福祉サービス） 特別養護老人ホーム　御桜乃里
愛知県 丹羽郡大口町 下小口6-124-2 3 自己所有 3 自己所有

平成7年7月1日 40 11,429
ア建設費 0006 御桜乃里

02120201 老人デイサービス事業（通所介護） デイサービスセンター　御桜乃里
愛知県 丹羽郡大口町 下小口6-124-2 3 自己所有 3 自己所有

イ大規模修繕

3 自己所有 平成7年4月1日 20 7,974
ア建設費 0

イ大規模修繕

3 自己所有 平成16年7月1日 0 5,683
ア建設費 0006 御桜乃里

02120101 老人居宅介護等事業（訪問介護） ヘルパーステーション　御桜乃里
愛知県 丹羽郡大口町 下小口6-124-2 3 自己所有

イ大規模修繕

006 御桜乃里

06321401 （公益）その他所轄庁が認めた事業 配食センター御桜乃里
愛知県 丹羽郡大口町 下小口6-124-2 3 自己所有

イ大規模修繕

平成12年4月1日 0 2,060
ア建設費 0006 御桜乃里

06260301 （公益）居宅介護支援事業 御桜乃里居宅介護支援事業
愛知県 丹羽郡大口町 下小口6-124-2 3 自己所有 3 自己所有

平成31年4月1日 0 1,647
ア建設費 0006 御桜乃里

06260103 （公益）居宅サービス事業（訪問看護） 御桜乃里訪問看護ステーション
愛知県 丹羽郡大口町 下小口6-124-2 3 自己所有 3 自己所有

イ大規模修繕

3 自己所有 平成16年6月1日 626 13,227
ア建設費 0

3 自己所有 平成7年4月1日 20 7,300
007

ケアハウス
御桜乃里

01030301 軽費老人ホーム ケアハウス御桜乃里
愛知県 丹羽郡大口町 下小口6-124-2 3 自己所有

イ大規模修繕 3/5



社会福祉法人　愛生福祉会

現況報告書（令和2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

１１．前会計年度における事業等の概要　－　(3)収益事業

イ大規模修繕
ア建設費 0007

御桜乃里

008 田谷の里

02120401 老人短期入所事業（短期入所生活介護） ショートステイ田谷の里
神奈川県 横浜市栄区 田谷町1364-2 3 自己所有

イ大規模修繕

平成21年5月1日 100 34,048
ア建設費 平成21年5月1日 106,440,033 426,615,028 988,700,000 1,521,755,061 5,771.550008 田谷の里

01030202 特別養護老人ホーム（介護福祉サービス） 特別養護老人ホーム　田谷の里
神奈川県 横浜市栄区 田谷町1364-2 3 自己所有 3 自己所有

平成29年6月1日 102 35,816
ア建設費 0009 上大崎

01030202 特別養護老人ホーム（介護福祉サービス） 品川区立　上大崎特別養護老人ホーム
東京都 品川区 上大崎3-10-7 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 平成21年5月1日 20 6,487
ア建設費 0

イ大規模修繕

1 行政からの賃借等 平成29年6月1日 39 12,611
ア建設費 0009 上大崎

02120401 老人短期入所事業（短期入所生活介護） ショートステイ上大崎
東京都 品川区 上大崎3-10-7 1 行政からの賃借等

イ大規模修繕

010 安田荘

01030301 軽費老人ホーム 名古屋市安田荘
愛知県 名古屋市昭和区 安田通2-4-2 1 行政からの賃借等

イ大規模修繕

平成28年3月1日 0 383
ア建設費 0009 上大崎

02120101 老人居宅介護等事業（訪問介護） ヘルパーステーション上大崎
東京都 品川区 上大崎3-10-7 1 行政からの賃借等 1 行政からの賃借等

平成26年4月1日 120 39,818
ア建設費 0011 寿楽荘

01030101 養護老人ホーム 名古屋市寿楽荘
愛知県 名古屋市守山区 下志段味⾧廻間228012 1 行政からの賃借等 1 行政からの賃借等

イ大規模修繕

1 行政からの賃借等 平成21年4月1日 100 32,623
ア建設費 0

438.950
イ大規模修繕

3 自己所有 平成9年4月1日 30 9,232
ア建設費 平成9年4月1日 14,009,535 84,092,899 57,700,000 155,802,434012 はぎの

02120202 老人デイサービスセンター（通所介護） はぎのデイサービスセンター
愛知県 名古屋市北区 萩野通1-26-1 1 行政からの賃借等

イ大規模修繕

014 第2

02120202 老人デイサービスセンター（通所介護） 庄内の里第2デイサービスセンター
愛知県 名古屋市西区 中小田井3-389 3 自己所有

イ大規模修繕

平成14年4月1日 35 10,438
ア建設費 平成14年4月1日 4,246,672 67,336,000 49,400,000 120,982,672 489.530013 筒井

02120202 老人デイサービスセンター（通所介護） デイサービスセンター筒井
愛知県 名古屋市東区 筒井一丁目2-1-1 1 行政からの賃借等 3 自己所有

平成21年2月1日 0 847
ア建設費 0014 第2

06321401 （公益）その他所轄庁が認めた事業 事業所内託児所　ポッポ
愛知県 名古屋市西区 中小田井3-389 3 自己所有 3 自己所有

394.080
イ大規模修繕

3 自己所有 平成20年5月1日 30 7,593
ア建設費 平成20年5月1日 67,516,633 67,516,633

506.380
イ大規模修繕

3 自己所有 平成16年12月1日 18 6,281
ア建設費 平成16年12月1日 80,674,879 4,554,000 85,228,879015 中小田井

02120601 認知症対応型老人共同生活援助事業 グループホーム中小田井
愛知県 名古屋市西区 中小田井5-240 3 自己所有

イ大規模修繕

016 集い

02120601 認知症対応型老人共同生活援助事業 グループホーム集い
愛知県 名古屋市守山区 瀬古3-830 2 民間からの賃借等

イ大規模修繕

平成22年1月1日 3 665
ア建設費 0015 中小田井

02120301 老人デイサービス事業（認知症対応型） デイホーム中小田井
愛知県 名古屋市西区 中小田井5-240 3 自己所有 3 自己所有

平成17年8月1日 10 2,632
ア建設費 0016 集い

02120302 老人デイサービスセンター（認知症対応型） デイサービスセンター集い
愛知県 名古屋市守山区 瀬古3-830 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17年8月1日 18 6,499
ア建設費 0

イ大規模修繕

3 自己所有 平成26年8月1日 27 8,899
ア建設費 0017 七福デイ

02120202 老人デイサービスセンター（通所介護） デイサービスセンター七福
愛知県 名古屋市北区 中味鋺2-207 3 自己所有

イ大規模修繕

018 あい

02120102 老人居宅介護等事業（定期・随時訪問介護） 定期巡回ヘルパーステーションあい
愛知県 名古屋市北区 中味鋺2-207 3 自己所有

イ大規模修繕

平成23年5月1日 0 15,513
ア建設費 0018 あい

02120101 老人居宅介護等事業（訪問介護） ヘルパーステーションあい
愛知県 名古屋市北区 中味鋺2-207 3 自己所有 3 自己所有

平成24年4月1日 0 0
ア建設費 0019 法人事務局

00000001 本部経理区分 法人事務局
愛知県 名古屋市北区 鳩岡町1-7-20 3 自己所有 3 自己所有

イ大規模修繕

3 自己所有 平成24年7月1日 0 580
ア建設費 0

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

021 研修

03320901 社会福祉の増進に資する人材育成・確保事業 介護員養成研修センター
愛知県 名古屋市北区 鳩岡町1-7-20 3 自己所有

イ大規模修繕

平成26年7月1日 87 31,842
ア建設費 平成26年7月1日 403,318,000 272,800,000 676,118,000020 住宅七福

03321401 その他所轄庁が認めた事業 サービス付き高齢者向け住宅　七福
愛知県 名古屋市北区 中味鋺2-207 3 自己所有 3 自己所有

平成29年6月1日 0 5,337
ア建設費 0022

上大崎クリ
ニック

03280006 診療所 上大崎クリニック
東京都 品川区 上大崎3-10-7 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 平成21年11月1日 20 18
ア建設費 0

イ大規模修繕 4/5



社会福祉法人　愛生福祉会

現況報告書（令和2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　－　(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
　　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

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28年5月1日 0 15,484
ア建設費 0

（イ）修繕費合計額（円）

023 みどり薬局

05340101 収益事業 みどり薬局
愛知県 名古屋市西区 五才美町95 2 民間からの賃借等

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）

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）

法人軽減 名古屋市・横浜市

軽減

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）

配食 名古屋市・大口町

配食

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）

夏祭り・自治体の会合等 名古屋市・横浜市・品川区

会合開催

0

0
0
0
0

0

1 有

4,291,132,661
13,897,116

2,463,037,715

施設名 直近の受審年度

1 有
1 有
2 無
2 無
2 無
1 有

0
0
0

2 無
2 無

1 有
2 無
2 無

1 有
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