
社会福祉法人西予総合福祉会現況報告書様式（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）

社会福祉法人西予総合福祉会

愛媛県 西予市 宇和町久枝甲1434番地1

0894-62-3773 0894-62-2136 2 無

38 愛媛県 214 西予市 38000 9500005003022 01 一般法人 01 運営中

山本　綾子 H29.4.1 Ｈ33.6
2 無 2 無 3

市嘱託職員

上甲　住夫 H30.2.27 Ｈ33.6
2 無 2 無 1

無職

正司　弘 H29.4.1 Ｈ33.6
2 無 2 無 3

無職

(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.seiyofukushi.com/ (14)法人のﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ seisoufuku-jimu1@mb.pikara.ne.jp

昭和47年2月29日 昭和47年3月22日

8 8 40,000

小野　正昭 H29.4.1 Ｈ33.6
2 無 2 無 3

西予市議会議員

酒井　宇之吉 H29.4.1 Ｈ33.6
2 無 2 無 3

西予市議会議員

横山　博文 H29.4.1 Ｈ33.6
2 無 1 有 3

社会福祉協議会役員

稲田　好輝 H30.2.27 Ｈ33.6
2 無 2 無 1

無職

菊地　基和 H29.4.1 Ｈ33.6
2 無 2 無 3

会社員

7 7 33,748,500 1 特例有
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社会福祉法人西予総合福祉会現況報告書様式（平成30年4月1日現在） 別紙１

～

～

～

～

～

～

～

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

2 無

H29.6.1 Ｈ30.6 3 施設の管理者 2 無 1 理事報酬及び職員給料ともに支給 9
清家　浩之

1 理事長（会長等含む。） 平成28年6月1日 1 常勤 平成28年6月1日 社会福祉法人　西予総合福祉会　ケアハウスれんげ　施設長

(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

(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

2 無

H30.4.1 Ｈ30.6 3 施設の管理者 2 無 1 理事報酬及び職員給料ともに支給 0
兵頭　京子

2 業務執行理事（常務理事等含む。） 1 常勤 平成30年4月1日 社会福祉法人　西予総合福祉会　うわまち未来こども園　施設長

2 無

H29.6.1 Ｈ30.6 3 施設の管理者 2 無 1 理事報酬及び職員給料ともに支給 9
楠　陽次

2 業務執行理事（常務理事等含む。） 1 常勤 平成29年5月28日 社会福祉法人　西予総合福祉会　事務局長

2 無

H29.6.1 Ｈ30.6 3 施設の管理者 2 無 1 理事報酬及び職員給料ともに支給 9
冨士森　斉

2 業務執行理事（常務理事等含む。） 1 常勤 平成29年5月28日 社会福祉法人　西予総合福祉会　松葉寮　施設長

2 無

H29.6.1 Ｈ30.6 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 9
内藤　琴江

3 その他理事 2 非常勤 平成29年5月28日 無職

2 無

H29.6.1 Ｈ30.6 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 9
松岡　英志

3 その他理事 2 非常勤 平成29年5月28日 農業

2 無

H29.6.1 Ｈ30.6 3 施設の管理者 2 無 1 理事報酬及び職員給料ともに支給 9
川中　和史

2 業務執行理事（常務理事等含む。） 1 常勤 平成29年5月28日 社会福祉法人　西予総合福祉会　希望の森　施設長

(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

松本　作幸
農業 2 無 平成29年5月28日

H29.6.1 Ｈ30.6

2 2 95,000

(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

6 財務管理に識見を有する者（その他） 8

炭倉　貞明
農業 2 無 平成29年5月28日

H29.6.1 Ｈ30.6 3 社会福祉事業に識見を有する者（その他） 9

(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）

監査法人四国アシスト 5,529,600 2 無 監査法人四国アシスト 5,529,600
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社会福祉法人西予総合福祉会現況報告書様式（平成30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

平成29年8月24日 8 0 議案第　９号　規則規程の改訂について

平成29年6月23日 8 2

議案第　１号　平成２８年度事業報告について

議案第　２号　平成２８年度社会福祉事業収支決算の承認について

議案第　３号　平成２８年度公益事業収支決算の承認について

議案第　４号　定款の一部変更について

議案第　５号　規則規程の改訂について

議案第　６号　社会福祉法改正に伴う理事の選任について

議案第　７号　社会福祉法改正に伴う監事の選任について

議案第　８号　会計監査人の選定について

(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

0.0 0.5

500 77 167

58.5 127.2

7 0 1

平成30年3月15日 8 2 議案第１０号　理事の解任及び選任について

0
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社会福祉法人西予総合福祉会現況報告書様式（平成30年4月1日現在） 別紙１

８．前会計年度に実施した理事会の状況

平成29年7月4日 7 2
議案第２０号　「認定こども園」新築工事計画変更の承認について

議案第２１号　「地域密着型特別養護老人ホーム」新築工事計画変更の承認について参加資格の変更

平成29年8月8日 7 2

議案第２２号　規則規程の改訂について

議案第２３号　「養護・障がい事業部門」運営規程の改訂について

議案第２４号　認定こども園」新築工事請負契約の承認について

議案第２５号「地域密着型特別養護老人ホーム」新築工事請負契約の承認について

議案第２６号　評議員会の議案について

平成29年6月13日 7 2
議案第１２号　定款の一部変更について

議案第１３号　規則規程の改訂について

平成29年6月23日 7 2

議案第１４号　理事長の選定について

議案第１５号　常務理事及び常任理事の選定について

議案第１６号　会計監査人の報酬について

議案第１７号　「認定こども園」新築工事計画の承認について

議案第１８号　「地域密着型特別養護老人ホーム」新築工事計画の承認について

議案第１９号　西予市立公立保育所の民営化に伴う移管先法人の募集について

平成29年4月18日 7 1
議案第   １号　認定こども園及び地域密着型特別養護老人ホーム「造成工事」請負契約締結の承認について

議案第   ２号　運営協議委員委嘱の同意について

平成29年5月29日 7 2

議案第 　３号　定款の一部変更について

議案第 　４号　平成２８年度事業報告について

議案第 　５号　平成２８年度社会福祉事業収支決算の承認について

議案第　 ６号　平成２８年度公益事業収支決算の承認について

議案第 　７号　「養護・障がい事業部門」運営規程の改訂について

議案第   ８号　「老人事業部門」運営規程の改訂について

議案第   ９号　規則規程の改訂について

議案第１０号　認定こども園及び地域密着型特別養護老人ホーム建設に係る資金計画について

議案第１１号　定時評議員会の開催及び議案について

(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

4/15



社会福祉法人西予総合福祉会現況報告書様式（平成30年4月1日現在） 別紙１

(4)うち開催を省略した回数

平成29年11月17日 7 2

議案第２７号　地域密着型特別養護老人ホーム「開明の杜」事業開始の同意について

議案第２８号　認定こども園「うわまち未来こども園」事業開始の同意について

議案第２９号　多田保育園・石城保育園の事業開始の同意について

議案第３０号　多田あんしんの家の事業廃止の同意について

議案第３１号　「老人事業部門」運営規程の改訂、制定及び廃止について

議案第３２号　規則規程の改訂について

議案第３３号　地域密着型特別養護老人ホーム建設に係る資金計画の変更について

議案第３４号　平成２９年度社会福祉事業第１次収支補正予算(案)について

議案第３５号　平成２９年度公益事業第１次収支補正予算(案)について

議案第３６号　平成２９年度愛媛県指導監査の実施結果について

平成30年2月22日 7 2

議案第３７号　うわまち南保育園の名称等変更の同意について

議案第３８号　うわまち東保育園の事業廃止の同意について

議案第３９号　内部管理体制の基本方針の承認について

議案第４０号　規則規程の制定及び廃止について

議案第４１号　「老人事業部門」運営規程の改訂、制定及び廃止について

議案第４２号　「児童事業部門」運営規程の改訂及び制定について

議案第４３号　平成２９年度愛媛県指導監査の実施結果について

議案第４４号　評議員の推薦について

議案第４５号　評議員会の開催及び議案について

議案第４６号　施設長の任免について

平成30年3月15日 7 2

議案第４７号　「老人事業部門」運営規程の改訂について

議案第４８号　「障害事業部門」運営規程の改訂について

議案第４９号　規則規程の改訂について

議案第５０号　平成２９年度社会福祉事業第２次収支補正予算(案)について

議案第５１号　平成２９年度公益事業第２次収支補正予算(案)について

議案第５２号　平成３０年度事業計画(案)について

議案第５３号　平成３０年度社会福祉事業収支予算(案)について

議案第５４号　平成３０年度公益事業収支予算(案)について

議案第５５号　評議員選任・解任委員会委員の選任について

議案第５６号　常任理事の選定について

議案第５７号　施設長の任免について

議案第５８号　西予市高山保育所の民営化に伴う移管先法人の募集について

2
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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

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

なし

松本　作幸

炭倉　貞明

なし

なし

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

昭和47年2月29日 0 0

ア建設費 0
101

法人本部拠

点

00000001 本部経理区分 社会福祉法人　西予総合福祉会　事務局

愛媛県 西予市 宇和町久枝甲1434-1 1 行政からの賃借等 3 自己所有

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）

5,830.550

イ大規模修繕 平成21年7月1日 平成28年3月31日 28,478,310

3 自己所有 昭和50年9月1日 56 20,135

ア建設費 平成21年4月1日 0 840,000,000 0 840,000,000
102 松葉寮拠点

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　松葉寮

愛媛県 西予市 宇和町久枝甲1434-1 1 行政からの賃借等

イ大規模修繕

102 松葉寮拠点

02130107 障害福祉サービス事業（短期入所） 短期入所生活介護事業所　松葉寮

愛媛県 西予市 宇和町久枝甲1434-1 1 行政からの賃借等

イ大規模修繕

昭和53年4月1日 20 5,969

ア建設費 0
102 松葉寮拠点

02120401 老人短期入所事業（短期入所生活介護） 短期入所生活介護事業所　松葉寮

愛媛県 西予市 宇和町久枝甲1434-1 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15年4月1日 20 0

ア建設費 0
6/15



社会福祉法人西予総合福祉会現況報告書様式（平成30年4月1日現在） 別紙１

平成27年4月1日 0 882

ア建設費 0
102 松葉寮拠点

02120101 老人居宅介護等事業（訪問介護） ヘルパーステーション　まつば

愛媛県 西予市 宇和町久枝甲1434-1 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27年4月1日 19 6,572

ア建設費 0
102 松葉寮拠点

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　松葉寮

愛媛県 西予市 宇和町久枝甲1434-1 1 行政からの賃借等

イ大規模修繕

106
ケアハウスれ

んげ拠点

01030301 軽費老人ホーム 軽費老人ホーム　ケアハウスれんげ

愛媛県 西予市 宇和町久枝甲1434-1 1 行政からの賃借等

イ大規模修繕

平成30年3月1日 29 158

ア建設費 平成30年2月15日 359,401,000 141,839,000 150,000,000 651,240,000 2,623.110
102 松葉寮拠点

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　開明の杜

愛媛県 西予市 宇和町卯之町1丁目246番地6 3 自己所有 3 自己所有

平成20年4月1日 50 18,181

ア建設費 平成20年3月31日 64,684,640 465,691,360 530,376,000 2,947.130
103 皆楽園拠点

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　皆楽園

愛媛県 西予市 三瓶町皆江2598-1 1 行政からの賃借等 3 自己所有

イ大規模修繕 平成27年11月30日

3 自己所有 平成12年4月1日 30 10,655

ア建設費 平成21年4月1日 360,000,000 360,000,000

イ大規模修繕 0

3 自己所有 平成20年4月1日 10 2,779

ア建設費 0

50,760,000

103 皆楽園拠点

02120401 老人短期入所事業（短期入所生活介護） 短期入所生活介護事業所　皆楽園

愛媛県 西予市 三瓶町皆江2598-1 1 行政からの賃借等

イ大規模修繕

104
あけはま荘

拠点

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　あけはま荘

愛媛県 西予市 明浜町狩浜2-1177 1 行政からの賃借等

イ大規模修繕

平成20年4月1日 18 4,069

ア建設費 0
103 皆楽園拠点

02120204 老人デイサービスセンター（地域密着型通所介護） デイサービスセンター皆楽園

愛媛県 西予市 三瓶町皆江2598-1 1 行政からの賃借等 3 自己所有

平成21年4月1日 5 1,459

ア建設費 0
104

あけはま荘

拠点

02120401 老人短期入所事業（短期入所生活介護） 短期入所生活介護事業所　あけはま荘

愛媛県 西予市 明浜町狩浜2-1177 1 行政からの賃借等 3 自己所有

2,808.650

イ大規模修繕 平成22年12月24日 平成23年3月31日 40,567,700

3 自己所有 平成21年4月1日 85 30,229

ア建設費 平成21年4月1日 550,000,000 550,000,000

イ大規模修繕

3 自己所有 平成21年4月1日 18 4,756

ア建設費 0
104

あけはま荘

拠点

02120204 老人デイサービスセンター（地域密着型通所介護） 明浜デイサービスセンター

愛媛県 西予市 明浜町狩浜2-1177 1 行政からの賃借等

イ大規模修繕

5,811,146イ大規模修繕 平成18年12月15日

平成3年4月1日 30 5,084

ア建設費 平成3年4月1日 64,030,000 40,000,000 104,030,000 500.150
105

宇和デイ

サービス拠

点

02120202 老人デイサービスセンター（通所介護） 福祉の里デイサービスセンター

愛媛県 西予市 宇和町久枝甲1442-1 1 行政からの賃借等 3 自己所有
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105

宇和デイ

サービス拠

点

02120203 老人デイサービス事業（地域密着型通所介護） 多田あんしんの家

愛媛県 西予市 宇和町伊延東81-1 2 民間からの賃借等

平成17年10月1日 3 918

ア建設費 0
105

宇和デイ

サービス拠

点

02120401 老人短期入所事業（短期入所生活介護） 多田あんしんの家

愛媛県 西予市 宇和町伊延東81-1 2 民間からの賃借等 2 民間からの賃借等

142.000

イ大規模修繕 平成17年9月1日 10,629,018

2 民間からの賃借等 平成17年9月1日 14 2,080

ア建設費 0

280.340

イ大規模修繕

3 自己所有 平成23年4月1日 14 26,840

ア建設費 平成23年3月31日 39,675,000 11,250,000 50,925,000
105

宇和デイ

サービス拠

点

02120203 老人デイサービス事業（地域密着型通所介護） ななほし中川

愛媛県 西予市 宇和町田苗真土1994-1 3 自己所有

イ大規模修繕

105

宇和デイ

サービス拠

点

02120601 認知症対応型老人共同生活援助事業 グループホームうつのみやさんの家

愛媛県 西予市 宇和町田苗真土1994-1 3 自己所有

イ大規模修繕

平成23年4月1日 5 1,369

ア建設費 0
105

宇和デイ

サービス拠

点

02120401 老人短期入所事業（短期入所生活介護） ななほし中川

愛媛県 西予市 宇和町田苗真土1994-1 3 自己所有 3 自己所有

平成25年7月1日 20 4,861

ア建設費 0 148.000
105

宇和デイ

サービス拠

点

02120201 老人デイサービス事業（通所介護） リハビリ専門デイサービス　歩

愛媛県 西予市 宇和町伊賀上50-1 2 民間からの賃借等 2 民間からの賃借等

220.990

イ大規模修繕

3 自己所有 平成13年7月1日 9 2,985

ア建設費 平成26年3月31日 42,060,000 42,060,000

190.000

イ大規模修繕

2 民間からの賃借等 平成26年6月1日 22 3,979

ア建設費 0
105

宇和デイ

サービス拠

点

02120202 老人デイサービスセンター（通所介護） リハビリ専門デイサービス　歩みま店

愛媛県 宇和島市 三間町務田777-1 2 民間からの賃借等

イ大規模修繕

105

宇和デイ

サービス拠

点

02120203 老人デイサービス事業（地域密着型通所介護） あんしんの家

愛媛県 西予市 宇和町さくら1-28 3 自己所有

イ大規模修繕

平成8年4月1日 40 8,345

ア建設費 0 2,159.570
105

宇和デイ

サービス拠

点

02120202 老人デイサービスセンター（通所介護） 游の里デイサービスセンター

愛媛県 西予市 宇和町明間6125 1 行政からの賃借等 1 行政からの賃借等

平成18年1月1日 4 1,043

ア建設費 0
105

宇和デイ

サービス拠

点

02120401 老人短期入所事業（短期入所生活介護） あんしんの家

愛媛県 西予市 宇和町さくら1-28 3 自己所有 3 自己所有

194.480

イ大規模修繕

3 自己所有 平成16年9月1日 14 3,071

ア建設費 平成21年12月1日 19,830,000 11,250,000 31,080,000

172.000

イ大規模修繕 平成19年4月1日 12,846,996

3 自己所有 平成19年4月1日 12 1,282

ア建設費 0
105

宇和デイ

サービス拠

点

02120301 老人デイサービス事業（認知症対応型） 石城あんしんの家れんげ

愛媛県 西予市 宇和町山田1863-1 1 行政からの賃借等

イ大規模修繕
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10,527,500

118 三楽園拠点

01030101 養護老人ホーム 養護老人ホーム　三楽園

愛媛県 西予市 三瓶町蔵貫浦5-19 1 行政からの賃借等

イ大規模修繕 平成22年5月1日 平成23年9月2日

平成21年4月1日 30 10,628

ア建設費 平成21年4月1日 380,000,000 380,000,000 1,943.070
107

ケアハウスは

まゆう拠点

01030301 軽費老人ホーム 経費老人ホーム　ケアハウスはまゆう

愛媛県 西予市 明浜町狩浜2-1208-4 1 行政からの賃借等 3 自己所有

平成3年5月1日 30 10,038

ア建設費 平成16年4月1日 130,528,060 97,690,402 228,218,462 1,775.760
108

松葉学園拠

点

01040401 障害者支援施設（施設入所支援） 障害者支援施設　松葉学園

愛媛県 西予市 宇和町神領534 3 自己所有 3 自己所有

1,501.940

イ大規模修繕

3 自己所有 平成27年4月1日 50 17,695

ア建設費 平成27年4月1日 45,506,000 45,506,000

イ大規模修繕

3 自己所有 平成3年5月1日 47 13,233

ア建設費 0

64,188,776

108
松葉学園拠

点

01040402 障害者支援施設（生活介護） 障害者支援施設　松葉学園

愛媛県 西予市 宇和町神領534 3 自己所有

イ大規模修繕 平成16年11月17日 平成23年4月1日 平成27年3月31日

108
松葉学園拠

点

02130106 障害福祉サービス事業（生活介護） 障害者支援施設　松葉学園（日中一時支援）

愛媛県 西予市 宇和町神領534 3 自己所有

イ大規模修繕

平成3年5月1日 0 1,769

ア建設費 0
108

松葉学園拠

点

02130107 障害福祉サービス事業（短期入所） 短期入所事業所　松葉学園

愛媛県 西予市 宇和町神領534 3 自己所有 3 自己所有

平成8年4月1日 41 13,125

ア建設費 0
108

松葉学園拠

点

02130114 障害福祉サービス事業（共同生活援助） グループホーム夢の家

愛媛県 西予市 宇和町神領534 3 自己所有 3 自己所有

イ大規模修繕

3 自己所有 平成3年5月1日 0 1,385

ア建設費 0

イ大規模修繕

3 自己所有 平成25年4月1日 5 229

ア建設費 0
108

松葉学園拠

点

02090101 障害児通所支援事業（児童発達支援） 障害児通所支援事業所　ぽのぽの

愛媛県 西予市 宇和町神領534 3 自己所有

イ大規模修繕

108
松葉学園拠

点

02090104 障害児通所支援事業（保育所等訪問支援） 障害児通所支援事業所　ぽのぽの

愛媛県 西予市 宇和町神領534 3 自己所有

イ大規模修繕

平成25年4月1日 10 4,373

ア建設費 0
108

松葉学園拠

点

02090103 障害児通所支援事業（放課後デイサービス） 障害児通所支援事業所　ぽのぽの

愛媛県 西予市 宇和町神領534 3 自己所有 3 自己所有

平成21年4月1日 20 6,858

ア建設費 0 77.280
108

松葉学園拠

点

02130113 障害福祉サービス事業（就労継続支援Ｂ型） 就労継続支援（Ｂ型）事業所　いっとき館

愛媛県 西予市 宇和町神領534 3 自己所有 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 0

イ大規模修繕
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1,830.870

イ大規模修繕 平成11年6月1日 平成18年2月1日 平成19年3月31日 平成23年3月31日 平成23年12月31日 134,230,017

3 自己所有 昭和59年4月1日 40 14,513

ア建設費 昭和59年6月4日 77,600,000 147,687,500 225,287,500
109

希望の森拠

点

01040401 障害者支援施設（施設入所支援） 障害者支援施設　希望の森

愛媛県 西予市 宇和町小野田1295 3 自己所有

109
希望の森拠

点

02130107 障害福祉サービス事業（短期入所） 障害者支援施設　希望の森（日中一時支援）

愛媛県 西予市 宇和町小野田1295 3 自己所有

イ大規模修繕

昭和59年4月1日 50 13,206

ア建設費 0
109

希望の森拠

点

01040402 障害者支援施設（生活介護） 短期入所事業所　希望の森

愛媛県 西予市 宇和町小野田1295 3 自己所有 3 自己所有

昭和59年4月1日 0 199

ア建設費 0
109

希望の森拠

点

02130106 障害福祉サービス事業（生活介護） 相談支援事業所　希望の森

愛媛県 西予市 宇和町小野田1295 3 自己所有 3 自己所有

イ大規模修繕

3 自己所有 昭和59年4月1日 5 1,396

ア建設費 0

イ大規模修繕

3 自己所有 平成18年10月1日 0 215

ア建設費 0
109

希望の森拠

点

02130303 計画相談支援 相談支援事業所　希望の森

愛媛県 西予市 宇和町小野田1295 3 自己所有

イ大規模修繕

117

ひまわりの家

（児童養

護）拠点

01020301 児童養護施設 児童養護施設　ひまわりの家

愛媛県 西予市 宇和町久枝甲1429 3 自己所有

イ大規模修繕

平成18年10月1日 0 0

ア建設費
109

希望の森拠

点

02090201 障害児相談支援事業（障害児支援利用援助） 相談支援事業所　希望の森

愛媛県 西予市 宇和町小野田1295 3 自己所有 3 自己所有

平成28年4月1日 10 1,315

ア建設費 平成28年4月1日 11,509,600 109,850,400 32,000,000 153,360,000
119

ひまわりの家

（児童心

理）拠点

01020601 情緒障害児短期治療施設 児童心理治療施設　ひまわりの家

愛媛県 西予市 宇和町久枝甲1429 3 自己所有 3 自己所有

1,644.030

イ大規模修繕

3 自己所有 平成26年4月1日 20 4,979

ア建設費 平成28年4月1日 17,264,400 164,775,600 48,000,000 230,040,000

603.770

イ大規模修繕

3 自己所有 昭和47年4月1日 90 28,789

ア建設費 昭和51年2月23日 62,811,000 62,811,000
110

うわまち南保

育園拠点

02091201 保育所 うわまち南保育園

愛媛県 西予市 宇和町卯之町3-486 3 自己所有

イ大規模修繕

110
うわまち南保

育園拠点

02090401 放課後児童健全育成事業 おれんじクラブ

愛媛県 西予市 明浜町俵津3-274　集落総合施設2階 1 行政からの賃借等

イ大規模修繕

平成27年4月1日 0 268

ア建設費 0
110

うわまち南保

育園拠点

02091701 病児保育事業 うわまち南保育園

愛媛県 西予市 宇和町卯之町3-486 3 自己所有 3 自己所有

イ大規模修繕

1 行政からの賃借等 平成27年4月1日 30 5,860

ア建設費 0
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昭和52年4月1日 90 26,116

ア建設費 昭和52年5月25日 10,000,000 46,942,000 56,942,000 509.990
111

うわまち東保

育園拠点

02091201 保育所 うわまち東保育園

愛媛県 西予市 宇和町卯之町2-144 3 自己所有 3 自己所有

408.500

イ大規模修繕 1,753,500

3 自己所有 昭和47年4月7日 50 17,188

ア建設費 昭和55年1月25日 8,000,000 41,424,000 49,424,000
112

中川保育園

拠点

02091201 保育所 中川保育園

愛媛県 西予市 宇和町田苗真土1617 3 自己所有

イ大規模修繕

113
田之筋保育

園拠点

02091201 保育所 田之筋保育園

愛媛県 西予市 宇和町新城983 3 自己所有

イ大規模修繕

平成23年4月1日 26 6,446

ア建設費 0
112

中川保育園

拠点

02090401 放課後児童健全育成事業 ななほし中川

愛媛県 西予市 宇和町田苗真土1994-1 3 自己所有 3 自己所有

昭和47年4月1日 40 11,187

ア建設費 昭和57年2月3日 49,236,000 49,236,000 350.000
114

下宇和保育

園拠点

02091201 保育所 下宇和保育園

愛媛県 西予市 宇和町皆田1105 3 自己所有 3 自己所有

407.100

イ大規模修繕

3 自己所有 昭和47年4月1日 40 11,426

ア建設費 昭和56年4月6日 11,000,000 53,321,661 64,321,661

イ大規模修繕

3 自己所有 平成22年4月1日 20 6,153

ア建設費 0
114

下宇和保育

園拠点

02090401 放課後児童健全育成事業 明下田クラブ

愛媛県 西予市 宇和町皆田1105 3 自己所有

イ大規模修繕

116
宇和保育園

拠点

02091201 保育所 宇和保育園

愛媛県 西予市 宇和町下松葉177-1 3 自己所有

イ大規模修繕

昭和47年4月1日 20 4,995

ア建設費 昭和54年1月26日 39,440,980 39,440,980 318.670
115

明間保育園

拠点

02091201 保育所 明間保育園

愛媛県 西予市 宇和町明間1068 3 自己所有 3 自己所有

平成21年4月1日 5 527

ア建設費 0
116

宇和保育園

拠点

02090901 一時預かり事業 宇和保育園（一時預かり）

愛媛県 西予市 宇和町下松葉177-1 3 自己所有 3 自己所有

733.530

イ大規模修繕 平成19年3月31日 36,968,965

3 自己所有 昭和61年4月1日 120 39,144

ア建設費 昭和63年4月16日 65,500,000 65,500,000

イ大規模修繕

3 自己所有 平成21年4月1日 0 6,215

ア建設費 0
116

宇和保育園

拠点

02090801 地域子育て支援拠点事業 地域子育て支援センター

愛媛県 西予市 宇和町下松葉177-1 3 自己所有

イ大規模修繕

イ大規模修繕

平成29年1月1日 70 15,529

ア建設費 0
116

宇和保育園

拠点

02090401 放課後児童健全育成事業 トトロクラブ

愛媛県 西予市 宇和町神領529-1　宇和児童館内 1 行政からの賃借等 1 行政からの賃借等
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社会福祉法人西予総合福祉会現況報告書様式（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

120

うわまち未来

子ども園拠

点

02091202 保育所型認定こども園 うわまち未来こども園

愛媛県 西予市 宇和町卯之町1丁目238番地1 3 自己所有

1,508.570

イ大規模修繕

3 自己所有 平成30年4月1日 190 0

ア建設費 平成30年2月28日 64,274,000 262,380,000 100,000,000 426,654,000

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

3 自己所有 平成8年4月1日 0 2,698

ア建設費 0

（イ）修繕費合計額（円）

121
松葉寮（居

宅）拠点

04330101 独自定義の公益事業 居宅介護支援事業所　松葉寮

愛媛県 西予市 宇和町久枝甲1434-1 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）

220
松葉診療所

拠点

03321401 その他所轄庁が認めた事業 松葉診療所（外来）

愛媛県 西予市 宇和町卯之町1-347-2 3 自己所有

イ大規模修繕

平成8年4月1日 0 85,499

ア建設費 0
210

游の里温泉

拠点

03321401 その他所轄庁が認めた事業 游の里温泉（ユートピア宇和）

愛媛県 西予市 宇和町明間6125 1 行政からの賃借等 1 行政からの賃借等

平成26年6月2日 0 885

ア建設費 0
220

松葉診療所

拠点

03321401 その他所轄庁が認めた事業 松葉診療所（訪問診療）

愛媛県 西予市 宇和町卯之町1-347-2 3 自己所有 3 自己所有

163.380

イ大規模修繕

3 自己所有 平成26年6月2日 0 7,235

ア建設費 平成27年3月31日 23,229,167 23,229,167

イ大規模修繕

3 自己所有 平成26年6月2日 0 218

ア建設費 0
220

松葉診療所

拠点

03321401 その他所轄庁が認めた事業 松葉診療所（往診）

愛媛県 西予市 宇和町卯之町1-347-2 3 自己所有

イ大規模修繕
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社会福祉法人西予総合福祉会現況報告書様式（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）

（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

独自定義の公益事業
法人後見事業 西予市宇和町・三瓶町・明浜町

成年後見制度における法人後見事業

地域における公益的な取

組⑧（地域の関係者との

ボランティア、福祉人材育成事業 西予市宇和町・三瓶町・明浜町

ボランティア、福祉人材育成事業（実習生受入、介護等出前事業）

地域における公益的な取

組⑨（その他）

夏祭りや地域交流事業 西予市宇和町・三瓶町・明浜町

地域活性を意図した夏祭りや地域交流事業の実施

地域における公益的な取

組⑤（既存事業の利用

法人、利用者負担軽減事業 西予市宇和町・三瓶町・明浜町

社会福祉法人減免、利用者負担軽減

地域における公益的な取

組⑦（地域住民に対する

介護予防教室等開催事業 西予市宇和町・三瓶町・明浜町

介護予防教室等地域の児童・生徒に対する講座等の開催

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

13/15



社会福祉法人西予総合福祉会現況報告書様式（平成30年4月1日現在） 別紙１

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

希望の森 平成２９年度

中川保育園 平成２９年度

特別養護老人ホーム　あけはま荘 平成２９年度

2 無

2,823,667,580

448,780,160

1,861,327,752

施設名 直近の受審年度

1 有

1 有

1 有

1 有

2 無

2 無

0

0

0

0

0

0

0

0

0

児童心理治療施設　ひまわりの家 平成２９年度
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社会福祉法人西予総合福祉会現況報告書様式（平成30年4月1日現在） 別紙１

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

定款では、理事及び監事に対して、評議員会において別に定める総額の範囲内で、報酬等を支給することが

できるとなっているが、評議員会で理事及び監事の報酬等の総額が定めれらていないので定めること。

　　　　　　　　　②内部管理体制の整備について

貴法人は、会計監査人を置く特定社会福祉法人であり、内部管理体制（法人ガバナンスを確保するため、

理事の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するために必要な体制）整備する必要がある。

内部管理体制に係る基本方針を理事会において決定し、当該方針に基づいて、規定の策定等を行うこと。

　　　　　　　　　③理事、監事及び評議員の選任手続について

理事、監事及び評議員の選任にあたり、各候補者が欠格事由に該当していないこと、暴力団員等の反社会

会的勢力の者でないこと、特殊の関係の有無について確認していないので、誓約書等により確認すること。

２管理：①定款等の公表について

定款、役員等報酬基準、役員等名簿について、貴法人のホームページ等において公表されていないので、

速やかに公表すること。

　　　　　　②普通預金に簿外処理について

デイサービス拠点に係る普通預金２円が簿外処理されているので、適切に会計処理すること。

　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

通知日：平成２９年８月２９日

１法人運営：①理事及び監事の報酬について

１－②現在、内部管理体制について整備中であり、平成３０年２月開催予定の理事会に上程予定です。

１－③全役員及び評議員に、社会福祉法第４０条第１項第２号から第５号までに規定する欠格事由

を説明し、「欠格事由等の確認書」を提出してもらいます。

２－①平成２９年７月１８日にホームページにてい公表しました。

２－②平成２９年４月１０日に処理済です。

１－①評議員会（書面決議）で全評議員より同意を得ました。

（評議員会の決議があったものをみなされた日：平成２９年８月３０日）

2 無

2 無

1 有

2 無

2 無

1 有
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