
社会福祉法人　慈愛会現況報告書（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

1.5 0.0

360 12 101

12.0 47.7

3 2 0

(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）

稲葉公認会計士事務所　所長　稲葉武彦(公認会計士) 2,695,000 1 有 稲葉公認会計士事務所　所長　稲葉武彦(公認会計士) 2,695,000

水城　一俊
社会福祉法人筑水会　保育園園長 2 無 令和1年6月27日

R1.6.27 R3.6.29 6 財務管理に識見を有する者（その他） 1

3 社会福祉事業に識見を有する者（その他） 4

(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

下川　雅文
社会福祉法人平和の聖母　障がい者支援施設 施設長 2 無 令和3年6月29日

R3.6.29 R5.6

2名 2 216,466

(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。

2 無

R3.6.29 R5.6 4 その他 2 無 3 職員給与のみ支給 4
田中　英樹

3 その他理事 1 常勤 令和3年6月29日 社会福祉法人慈愛会　篠原の里施設長

2 無

R3.4.1 R3.6.29 4 その他 2 無 3 職員給与のみ支給 0
富永　　薫

3 その他理事 1 常勤 令和3年3月30日 社会福祉法人慈愛会 医療福祉センター聖ヨゼフ園　施設長

2 無

R3.6.29 R5.6 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 4
中島　俊則

3 その他理事 2 非常勤 令和3年6月29日 社会福祉法人聖嬰会　児童養護施設 施設長

2 無

R3.6.29 R5.6 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 4
栁　　 竜一

3 その他理事 2 非常勤 令和3年6月29日 社会福祉法人信愛会　特別養護老人ホーム 施設長

2 無

R3.6.29 R5.6 4 その他 1 有 3 職員給与のみ支給 4
平田　直之

2 業務執行理事 1 常勤 令和3年6月29日 富の里短期入所ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ・生活支援ﾊｳｽ管理者

2 無

R3.6.29 R5.6 3 施設の管理者 1 有 3 職員給与のみ支給 4
平田　牧男

1 理事長 平成9年4月27日 1 常勤 令和3年6月29日 社会福祉法人慈愛会　清心慈愛園・清心乳児園統括施設長

(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

6名以上8名以内 6 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

44,647,246

山本　秀二 R3.6.29 R7.６
2 無 1 有 3

無（社会福祉法人慈愛会前職員）

森田　公一 R3.6.29 R7.６
2 無 1 有 3

社会福祉法人恵徳会理事長・老人保健施設管理者

波多江教雄 R3.6.29 R7.６
2 無 1 有 3

学校法人瑠璃学園　幼稚園園長

R7.６
2 無 1 有 3

社会福祉法人北九州福祉会　特別養護老人ホーム　施設長

郷原　和彦 R3.6.29 R7.６
2 無 1 有 3

社会福祉法人八千代会理事長・障がい者支援施設　施設長

植松　誠明 R3.6.29 R7.６
2 無 1 有 3

社会福祉法人真愛の家理事長

戸塚　幹栄 R3.6.29 R7.６
2 無 2 無 3

学校法人聖マリア学院法人本部係属校協議担当主幹

藤原　梅幸 R3.6.29

(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.jiaikai-fuk.or.jp (14)法人のﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ honbu@jiaikai-fuk.or.jp

昭和46年6月14日 昭和46年8月19日

7名以上9名以内 7 233,877

社会福祉法人　慈愛会

福岡県 三井郡大刀洗町 山隈374-1

0942-77-1393 0942-77-1190 2 無

40 福岡県 503 三井郡大刀洗町 40000 5290005010580 01 一般法人 01 運営中
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社会福祉法人　慈愛会現況報告書（令和4年4月1日現在） 別紙１

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

6,034,605イ大規模修繕 平成21年1月5日 平成22年11月17日 平成23年2月28日 平成25年8月30日 平成31年3月25日

平成27年4月1日 6 2,053

ア建設費 平成14年12月24日 53,805,920 0 0 53,805,920 298.110
210

清心慈愛園

拠点

01020301 児童養護施設 地域小規模児童養護施設　歩夢ホーム

福岡県 小郡市 三沢4405-1 3 自己所有 3 自己所有

2,588.570

イ大規模修繕 平成16年12月28日 平成18年2月28日 平成21年3月31日 平成23年3月31日 74,917,126

3 自己所有 昭和25年4月1日 32 10,496

ア建設費 平成8年3月31日 145,691,593 275,961,828 70,000,000 491,653,421
210

清心慈愛園

拠点

01020301 児童養護施設 清心慈愛園

福岡県 三井郡大刀洗町 山隈377 2 民間からの賃借等

イ大規模修繕

昭和46年6月14日 0 0

ア建設費 0 0.000
110 本部拠点

00000001 本部経理区分 本部

福岡県 三井郡大刀洗町 山隈374-1 3 自己所有 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）

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

改善事項無し

改善事項無し

0

水城　一俊

下川　雅文

令和3年10月29日 6 2
第1号議案:聖ヨゼフ園本館キュービクル更新計画について、第2号議案:R３年度聖ヨゼフ園第1次収支補正予算(案)について、第3号議案:R3年度第１回臨時評議員会の

招集及び議題等について、第4号議案：任期満了に伴う第三者委員の選任について、第1号報告：理事長及び常務理事の職務の執行状況（R3年6月～9月）について

令和4年3月15日 6 2

第1号議案：R3年度収支補正予算(案)、第2号議案：R４年度事業計画(案)、第3号議案：R4年度収支予算(案)、第4号議案：R3年度第2回臨時評議員会の招集

及び議題等、第5号議案：働き方改革に伴う就業規則及び諸規程の一部改正(案)、第6号議案：社会福祉法人役員等賠償責任保険契約(更新)、報告事項1：養護老

人ホーム篠原の里給食業務委託、報告事項２：租税特別措置法第40条の規定による承認申請に対する承認、報告事項3：理事長及び常務理事の職務の執行状況(R3

年10月～R4年2月)、報告事項４：R3年度社会福祉法人児童福祉施設指導監査及び指定障害福祉サービス事業者・指定障害児通所支援等事業者実施指導の結果、

報告事項5：満期保有目的の債券の運用状況

令和3年6月11日 5 2

第1号議案:R２年度慈愛会事業報告(案)、第2号議案:R２年度収支決算(案)、第3号議案：定時評議員会の招集及び議題等、第４号議案：諸規程の一部改正、第

5号議案:任期満了に伴う評議員選任・解任委員の選任、第6号議案：任期満了に伴う評議員候補者の推薦、第7号議案：聖ヨゼフ園施設長の選任（交代）、第8号議

案：任期満了に伴う理事・監事候補者の推薦、第9号議案：R３年度会計監査人の再任及び報酬等の額、第10号議案：R３年度資金運用計画、報告事項１:R２年

度指定居宅サービス事業等に対する指導監査の結果、報告事項２：理事長・常務理事の職務の執行状況(R3年3月～5月)、報告事項３：満期保有目的の債券の運用

状況、報告事項４：R２年度社会福祉充実残額の算定結果(見込み)

令和3年6月29日 6 2 第1号報告：任期満了に伴う理事・監事選任御結果について、第1号議案:理事長の選任について、第2号議案：常務理事（業務執行理事）の選任について

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4年3月23日 7 2 2

第1号議案：令和3年度収支補正予算（案）について、第2号議案：令和4年度事業計画（案）について、第3号議案：令和4年度収支予算（案）について、

第1号報告：租税特別措置法第40条の規定による承認申請に対する承認について（承認）、第2号報告：社会福祉法人役員等賠償責任保険契約（更新）

の報告について

令和3年11月19日 7 2 2 第1号議案：聖ヨゼフ園本館キュービクル更新工事について、第2号議案：令和3年度聖ヨゼフ園第1次収支補正予算（案）について

令和3年6月29日 7 2 2 1

第1号議案:令和２年度収支決算（案）について「令和元年度会計監査報告及び監事監査報告」、第2号議案:任期満了に伴う役員(理事・監事)の選任につい

て第報告事項１:令和２年度慈愛会事業報告について、報告j校2:令和２年度指定居宅サービス事業者等に対する指導監査の結果について、報告事項３:令和

３年度会計監査人の再任について、報告事項4:令和２年度社会福祉充実残額の算定結果について

(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
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社会福祉法人　慈愛会現況報告書（令和4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

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

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

令和2年4月1日 12 4,365

ア建設費 令和2年3月31日 63,511,574 63,298,459 0 126,810,033 463.270
210

清心慈愛園

拠点

01020301 児童養護施設 地域小規模児童養護施設（あおば・ひより）

福岡県 三井郡大刀洗町 山隈1715-5 3 自己所有 3 自己所有

イ大規模修繕

3 自己所有 平成29年5月1日 0 0

ア建設費 0
110 本部拠点

01070201 生活に関する相談に応じる事業 本部

福岡県 三井郡大刀洗町 3 自己所有

イ大規模修繕

平成21年4月1日 0 0

ア建設費 0
710

源藤の里こ

ころ拠点

06260301 （公益）居宅介護支援事業 赤江居宅介護支援センターこころ

宮崎県 宮崎市 源藤町堤下509 3 自己所有 3 自己所有

455.760

イ大規模修繕 平成25年3月1日 1,926,250

3 自己所有 平成24年4月1日 30 4,794

ア建設費 平成24年4月1日 6,620,236 12,678,836 70,516,140 89,815,212

1,926,250

710
源藤の里こ

ころ拠点

02120202 老人デイサービスセンター（通所介護） デイサービス源藤の里こころ

宮崎県 宮崎市 源藤町堤下509 3 自己所有

イ大規模修繕 平成25年3月1日

平成24年4月1日 25 4,908

ア建設費 平成24年4月1日 5,180,093 14,820,033 84,983,860 104,983,986 549.260
710

源藤の里こ

ころ拠点

02120501 小規模多機能型居宅介護事業 小規模多機能ホーム源藤の里こころ

宮崎県 宮崎市 源藤町堤下509 3 自己所有 3 自己所有

460.860

イ大規模修繕

3 自己所有 平成28年4月1日 25 4,841

ア建設費 平成27年4月1日 79,466,537 26,347,699 0 105,814,236
610

篠原の里拠

点

02120202 老人デイサービスセンター（通所介護） しのはらの里デイサービスセンター

福岡県 糸島市 篠原西2-117-3 1 行政からの賃借等

イ大規模修繕

平成20年4月1日 50 16,705

ア建設費 平成27年4月1日 76,653,969 124,413,300 300,000,000 501,067,269 2,300.800
610

篠原の里拠

点

01030101 養護老人ホーム 篠原の里

福岡県 糸島市 篠原西2-117-3 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 0 0

ア建設費 0
510 富の里拠点

06330401 （公益）地域包括支援センター 糸島市前原西地域包括支援センター（介護予防支援事業）

福岡県 糸島市 富508-4 3 自己所有

イ大規模修繕

平成27年4月1日 0 0

ア建設費 0
510 富の里拠点

06330401 （公益）地域包括支援センター 糸島市前原西地域包括支援センター

福岡県 糸島市 富508-4 3 自己所有 3 自己所有

0.000

イ大規模修繕 令和1年11月30日 814,060

3 自己所有 平成24年4月1日 0 0

ア建設費 平成24年3月29日 1,990,630 1,990,630
510 富の里拠点

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

福岡県 糸島市 富508-4 3 自己所有

イ大規模修繕

平成17年8月1日 30 558

ア建設費 0
510 富の里拠点

06330201 （公益）介護保険法に基づく第一事業 生きがいデイ教室富の里デイサービスセンター

福岡県 糸島市 前原東2-2-10 1 行政からの賃借等 1 行政からの賃借等

596.000

イ大規模修繕 令和1年9月30日 令和2年3月31日 令和2年9月30日 12,684,305

3 自己所有 平成14年6月1日 10 2,994

ア建設費 平成14年10月29日 41,553,568 40,777,568 53,311,500 135,642,636
510 富の里拠点

06000001 高齢者生活福祉センター 生活支援ハウス富の里

福岡県 糸島市 富508-4 3 自己所有

イ大規模修繕

平成11年9月1日 0 0

ア建設費 0
510 富の里拠点

06260301 （公益）居宅介護支援事業 富の里ケアプランセンター

福岡県 糸島市 富508-4 3 自己所有 3 自己所有

913.210

イ大規模修繕 平成31年3月31日 令和1年9月30日 令和2年3月31日 令和2年9月30日 29,239,835

3 自己所有 平成14年6月1日 18 6,031

ア建設費 平成14年10月29日 67,028,607 63,925,762 81,688,500 212,642,869

56,289,355

510 富の里拠点

02120601 認知症対応型老人共同生活援助事業 グループホーム富の里

福岡県 糸島市 富508-4 3 自己所有

イ大規模修繕 平成24年12月10日 平成29年2月28日 平成29年10月31日 平成30年3月31日 平成30年11月30日

平成5年5月1日 35 7,769

ア建設費 平成5年5月1日 1,761,564 43,963,000 50,680,000 96,404,564 564.360
510 富の里拠点

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

福岡県 糸島市 富508-4 3 自己所有 3 自己所有

2,129.100

イ大規模修繕 平成26年9月30日 平成27年1月31日 平成28年9月30日 平成29年10月31日 平成30年11月30日 95,374,538

3 自己所有 昭和57年9月1日 50 16,062

ア建設費 昭和57年9月1日 52,736,157 125,077,876 75,000,000 252,814,033

7,728,567

510 富の里拠点

01030202 特別養護老人ホーム（介護福祉サービス） 富の里

福岡県 糸島市 富508-4 3 自己所有

イ大規模修繕 平成29年10月31日 平成30年11月30日

昭和58年4月1日 10 1,823

ア建設費 平成5年5月1日 589,864 26,468,136 19,320,000 46,378,000 215.140
510 富の里拠点

02120401 老人短期入所事業（短期入所生活介護） 富の里短期入所サービスセンター

福岡県 糸島市 富508-4 3 自己所有 3 自己所有

500.850

イ大規模修繕 平成17年10月1日 平成18年9月1日 平成21年3月31日 平成23年2月25日 35,091,732

3 自己所有 昭和57年4月1日 20 6,458

ア建設費 昭和60年3月9日 54,877,512 32,941,096 5,000,000 92,818,608
410

清心乳児園

拠点

01020101 乳児院 清心乳児園

福岡県 三井郡大刀洗町 山隈377 2 民間からの賃借等

イ大規模修繕

平成28年5月1日 0 0

ア建設費 0
310

聖ヨゼフ園

拠点

02090104 障害児通所支援事業（保育所等訪問支援） 保育所等訪問支援事業所聖ヨゼフ園

福岡県 三井郡大刀洗町 山隈374-1 3 自己所有 3 自己所有

イ大規模修繕

3 自己所有 平成26年7月1日 0 0

ア建設費 0
310

聖ヨゼフ園

拠点

02130303 計画相談支援 相談支援センター聖ヨゼフ園

福岡県 三井郡大刀洗町 山隈374-1 3 自己所有

イ大規模修繕

平成4年4月1日 6 390

ア建設費 0
310

聖ヨゼフ園

拠点

02130107 障害福祉サービス事業（短期入所） 短期入所事業聖ヨゼフ園

福岡県 三井郡大刀洗町 山隈374-1 3 自己所有 3 自己所有

7,456.840

イ大規模修繕 平成23年11月5日 平成26年5月27日 平成29年10月31日 令和4年3月12日 173,431,255

3 自己所有 昭和44年4月1日 120 42,458

ア建設費 平成9年3月31日 361,180,898 814,516,316 550,000,000 1,725,697,214
310

聖ヨゼフ園

拠点

01020402 障害児入所施設（医療型障害児入所施設） 医療福祉センター聖ヨゼフ園本館・新館

福岡県 三井郡大刀洗町 山隈374-1 3 自己所有
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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）

地域における公益的な取

組⑨（その他）

子育て短期支援事業（シュートスティ） 大刀洗地区（清心慈愛園）

保護者の疾病等で家庭療育が一時的困難な場合及び経済的理由で一時的に母子等を保護

地域における公益的な取

組⑨（その他）

発達外来　告知後学習会 大刀洗地区（聖ヨゼフ園）

自閉症の診断後の保護者向けに、自閉症の基礎知識などの学習会を開催　　　R3年度12回、述べ29名

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）

子育てサロン（エンジェルサロン） 大刀洗地区（清心慈愛園・清心乳児園・聖ヨゼフ園）

地域で子育中のママと子ども達が一緒に集い楽しめるプログラムを提供　R3年度中止

地域における公益的な取

組⑨（その他）

ぬくもり世代間交流体験事業　Ｒ3年度中止 糸島地区（篠原の里）

近隣の中学生と篠原の里利用者との交流、集団生活に困難さを持つ子ども達の社会体験の場を提供

地域における公益的な取

組⑨（その他）

発達外来　保護者向け学習会 大刀洗地区（聖ヨゼフ園）

ご家族等を対象に、自閉症の基礎的な知識や保護者の体験談の提供　R3年度中止

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）

ホームレス支援活動 福岡市博多区（篠原の里）

公園内で生活されている方への支援し、併せて総合相談活動も実施、R3年度12回、述べ795名を支援

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）

しのカフェ（認知症カフェ） 糸島地区（篠原の里）

認知症の方やその家族、地域住民等が集い介護の悩み等を語り合う場を提供、R3年度13回、述べ101名

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）

お正月おせち料理の配食 大刀洗地区（清心慈愛園・清心乳児園・聖ヨゼフ園）

大刀洗地区在住の8世帯（21名）（生保受給者及び老人世帯）への「おせち料理」の提供

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）

お互い様買い物サービス(送迎)支援事業 大刀洗町鳥飼区

大刀洗町鳥飼区にお住まいの買い物に困っている高齢者の支援　R3年度8回、延べ91名

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）

ふくおかライフレスキュー事業 糸島地区・大刀洗地区

社会福祉法人が各地域で連携し、専門性を活かした支援ネットワークを構築して取り組む相談・支援事業

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）

地域登校支援 小郡地区（歩夢ホーム）

不登校児たのめの通学送迎支援をしながら、地域内の要支援家族の見守り支援　R3年度実績なし

地域における公益的な取

組③（地域の要支援者

に対する権利擁護支援）

ふくおかライフレスキュー事業 糸島地区・大刀洗地区

社会福祉法人が各地域で連携し、専門性を活かした支援ネットワークを構築して取り組む相談・支援事業

地域における公益的な取

組④（地域の要支援者

に対する資金や物資の貸

付・提供）

ふくおかライフレスキュー事業 糸島地区・大刀洗地区

社会福祉法人が各地域で連携し、専門性を活かした支援ネットワークを構築して取り組む相談・支援事業

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）

ふくおかライフレスキュー事業 糸島地区・大刀洗地区

社会福祉法人が各地域で連携し、専門性を活かした支援ネットワークを構築して取り組む相談・支援事業

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）

ふくおかライフレスキュー事業 糸島地区・大刀洗地区

社会福祉法人が各地域で連携し、専門性を活かした支援ネットワークを構築して取り組む相談・支援事業

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

3 自己所有 平成25年4月1日 0 0

ア建設費 0

（イ）修繕費合計額（円）

910
富の里拠点

(公益事業)

04330301 生活支援サービス事業 富の里生活支援サービス

福岡県 糸島市 富508-4 3 自己所有

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）

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
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地域における公益的な取

組⑨（その他）

子育て支援教室 大刀洗地区（聖ヨゼフ園）

筑紫野市子育て支援のための講義（講師派遣）

地域における公益的な取

組⑨（その他）

デイ・ナイトケア（子育て支援事業） 大刀洗地区（清心乳児園）

地域や乳児園を退所した子どもに対するアフターケア、一時預かりなどの子育て支援

地域における公益的な取

組⑨（その他）

きょうだい児支援 大刀洗地区（聖ヨゼフ園）

障がいがあるこどもの、きょうだい児に対し支援を行う（きょうだいの会）

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）

大刀洗町学童支援 大刀洗地区（聖ヨゼフ園）

大刀洗町５学童保育に対し、指導方法を伝達　　R3年度中止

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）

不登校児に対する登校支援 大刀洗地区（聖ヨゼフ園）

不登校児又は学校に対し、小学校への登校支援を実施　　R3年度中止

地域における公益的な取

組⑨（その他）

見守り隊（小中学生挨拶運動） 糸島地区（篠原の里）

糸島市篠原中央行政区の小中学生下校時の見守り挨拶運動への参加  R3年度6回延11名

地域における公益的な取

組⑨（その他）

大刀洗中学校　派遣講師 大刀洗中学校（聖ヨゼフ園）

大刀洗中学校を対象に、進路学習（将来の展望を熟考できるためのキャリアモデルとして）の講師派遣

地域における公益的な取

組⑨（その他）

海岸線清掃 糸島地区（篠原の里）

糸島市二丈深江海岸の清掃、R3年度は5回で延べ29名が参加

地域における公益的な取

組⑨（その他）

環境美化活動 糸島地区（篠原の里）

糸島市篠原中央行政区の環境美化活動への参加、R3年度は中止

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）

関係機関との連携 糸島地区（富の里）

糸島市健康づくり課健康講座、糸島市健康づくり課しあわせ教室、一人暮らし高齢者見守り事業等に参加

地域における公益的な取

組⑨（その他）

各種研修会への講師派遣 糸島地区（富の里）

各種団体が実施する研修会への講師の派遣

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）

各種会議・委員会・部会への派遣 大刀洗地区（聖ヨゼフ園）

各種団体の会議・委員会・部会への職員派遣

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）

福祉教育 大刀洗地区（聖ヨゼフ園）

小学校・中学校へ出向き、職業（福祉）の話、車椅子体験実施

地域における公益的な取

組⑨（その他）

篠原の里地域交流室の地域への開放 糸島地区（篠原の里）

地域交流室を各種団体（役員会、シニアクラブ、パソコン同好会等）へ開放、R3年度延べ40名

地域における公益的な取

組⑨（その他）

マイクロバス・施設備品の貸出 大刀洗地区（聖ヨゼフ園）

地域へのマイクロバス貸出　　　他施設及び地域への施設備品の貸出

地域における公益的な取

組⑨（その他）

地域の防犯パトロール 大刀洗地区（清心慈愛園）

菊池地区子どもの通学路の犯罪未然防止など安全・安心な地域づくりのためパトロール車両で巡回

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）

ふれあい・いきいきサロン活動 糸島地区（富の里）

住民主体の集いの場等の支援　令和3年度は65回実施

地域における公益的な取

組⑨（その他）

実習生・研修生受入 全施設

各専門学校、大学、高校等より実習生・研修生の受入

地域における公益的な取

組⑨（その他）

ボランティアの受入 全施設

各種団体及び個人ボランティアの受入

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）

認知症サポーター養成講座　令和3年度中止 糸島地区（富の里）

地域住民が認知症を正しく理解、地域の中で安心して生活できるよう糸島市認知症連絡会メンバーで活動

地域における公益的な取

組⑨（その他）

施設見学の受入 全施設

各種団体からの施設見学受入

地域における公益的な取

組⑨（その他）

福岡県認知症介護実践リーダー研修 糸島地区（富の里）

実践研修で得た知識・技術を施設・事業所にてケアチームを効果的・効率的に機能できるよう指導者を養成
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社会福祉法人　慈愛会現況報告書（令和4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

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．実施指導年月日：令和3年10月22日

２．実施指導対象事業所：医療福祉センター聖ヨゼフ園(療養介護、短期入所)、(医療型障害児入所施設)

　　　　　　　　　　　　　　　　　　保育所等訪問支援事業所聖ヨゼフ園

３．区分

　　(1)　文書指摘 : 給付費（特別重度支援加算について）　  （短期入所）

　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

2 無

2 無

1 有

2 無

2 無

2 無

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(福岡県福祉労働部障がい福祉サービス指導室)

（2）口頭指導：施設運営（利用者預り金）  

　　　　　預り金保管事務取扱要領にについて、利用者が退所する際の事務内容及び様式を追加してください。

            (清心慈愛園、清心乳児園) 

令和3年度指定障害福祉サービス事業者・指定障害児通所支援等事業者実施指導

　　　　　特別重度支援加算(Ⅰ)を算定しているが、厚生労働大臣が定める者(平成18年厚労告

　　　 556・第7号) に規定する別表スコアを合算した点数が13点であるため、同加算(Ⅱ)に該当す

　　　　　 ることになります。他に同様の事例がないか自主点検し、支給決定市町村と協議の上、必要に 

           応じて過誤調整及び利用者負担金の返還を行ってください。

    (2)　文書指導：運営基準（内容及び手続の説明及び同意について）

           重要事項説明書について、次の事項を削除してください。

        ア  虐待防止の受付期間として記載している「福岡県運営適正化委員会」の連絡先を削除。

    (3)　文書指導：運営基準（運営規程について）

　　　　　　　それ以外の短期入所者全員のスコアを点検し、負担金返還の必要な対象者はいなかった。

　3-(2)-ア：虐待防止の受付機関から「福岡県運営適正化委員会」の連絡先を削除。

　3-(2)-イ：保育所等訪問支援事業の営業日について、重要事項説明書と運営規定を整合。

　3-(3)：   実施地域を実際の地域に修正し、令和3年11月に変更届を提出。

　　　　　　　　　　　　伴う就業規則及び諸規程の一部改正を3月理事会で諮る予定。

　3-(2)利用者預り金：利用者が退所する際の事務手続き等について内容を追加した。

令和3年度指定障害福祉サービス事業者・指定障害児通所支援等事業者実施指導

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(福岡県福祉労働部障がい福祉サービス指導室)

　3-(1) :　　指摘事項対象者には、10月25日に市町村に過誤申立をし、取り下げ請求を行った。

令和3年度児童福祉施設指導監査の結果について（福岡県福祉労働部　福祉総務監査指導課）

　3-(1)職員処遇：　出勤退勤等については、実態（タイムリーダー等）に合せるなど、働き方改革に

             　     (医療型障害児入所施設、保育所等訪問支援)

        イ　 営業日を運営規定と整合（保育所等訪問支援)　

　　　　　実地地域が実際と異なるので、修正の上、障がい福祉サービス指導室の変更届を提出して　

        ください。 (保育所等訪問支援)

令和3年度児童福祉施設指導監査の結果について（福岡県福祉労働部　福祉総務監査指導課）

１．監査年月日：令和3年10月22日

２．監査対象　 ：清心慈愛園、清心乳児園、医療福祉センター聖ヨゼフ園

３．指摘内容等

（1）文書指導：施設運営（職員処遇）

　　　　　

　　　　　  就業規則第37条「職員は始業時刻までに出勤し、所定の出勤簿に自ら押印しなければなら

　　　　　ない。」について、実態（タイムリーダー）に合せて改正してください。（共通）

グループホーム富の里 平成27年度

小規模多機能ホーム源藤の里こころ 平成25年度

医療福祉センター聖ヨゼフ園 平成21年度

清心慈愛園 令和２年度

篠原の里 令和２年度

清心乳児園 令和元年度

1 有

2,696,974,827

18,296,942

1,176,051,120

施設名 直近の受審年度

1 有

1 有

1 有

1 有

1 有

1 有

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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