
社会福祉法人千葉県福祉援護会

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

(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・

3.3

355 0 206
116.7

7 0 6

(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）

久保惠一 5,500,000 2 無 久保惠一 5,280,000

3 社会福祉事業に識⾒を有する者（その他） 8

伊藤文彦 （福）宝寿会　理事⻑ 2 無 令和3年6⽉29⽇
R3.6.29 Ｒ5.6 3 社会福祉事業に識⾒を有する者（その他） 8

(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

廣瀬賢治 公益財団法人　船橋市生きがい福祉事業団　監事 2 無 令和3年6⽉29⽇
R3.6.29 Ｒ5.6

2名 2 115,000

(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

(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。

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 9⻲⼭幸吉 3 その他理事 2 非常勤 令和3年6⽉29⽇ 淑徳大学短期大学部　名誉教授

2 無
R3.7.15 Ｒ5.6 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 7鈴⽊章浩 2 業務執⾏理事 1 常勤 令和3年7⽉15⽇ 施設⻑

2 無
R3.6.29 Ｒ5.6 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髙⼭晋 2 業務執⾏理事 1 常勤 令和3年6⽉29⽇ 施設⻑

2 無
R3.6.29 Ｒ5.6 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⼩林陽司 2 業務執⾏理事 1 常勤 令和3年6⽉29⽇ 施設⻑

2 無
R3.6.29 Ｒ5.6 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 8恒松珠美 2 業務執⾏理事 1 常勤 令和3年6⽉29⽇ 園⻑

2 無
R3.6.29 Ｒ5.6 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繁田高広 2 業務執⾏理事 1 常勤 令和3年6⽉29⽇ 施設⻑

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 1 理事報酬及び職員給料ともに⽀給 9花野井浩一 2 業務執⾏理事 1 常勤 令和3年6⽉29⽇ 常務理事

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 9⽊村尚子 1 理事⻑ 平成30年11⽉15⽇ 1 常勤 令和3年6⽉29⽇ 理事⻑

(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

8名 8 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

56,046,676

宮前信彦 R3.6.29 R7.6 2 無 2 無 3（一社）千葉県理学療法⼠会　監事

御郷昌亮 R3.6.29 R7.6 2 無 2 無 3有限会社ケア・ネット船橋　取締役

清水伸一 R3.6.29 R7.6 2 無 1 有 3特別養護⽼人ホーム清和園　施設⻑

飯島和男 R3.6.29 R7.6 2 無 1 有 3(福)恩寵園　理事⻑

髙⽊憲司 R3.6.29 R7.6 2 無 1 有 2和洋⼥子大学　准教授

R7.6 2 無 2 無 3無職

奈良五⼗⼋ R3.6.29 R7.6 2 無 2 無 3自営業

⽊勢増郎 R3.6.29 R7.6 2 無 2 無 3無職

三井隆志 R3.6.29 R7.6 2 無 2 無 2無職

宮澤久志 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

https://engokai.or.jp/ (14)法人のﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ info@engokai.or.jp
昭和27年5⽉17⽇ 昭和22年11⽉26⽇

9名以上13名以内 9 112,800

社会福祉法人千葉県福祉援護会
千葉県 船橋市 藤原８丁目１７番２号
047-429-6871 047-430-0004 2 無

12 千葉県 204 船橋市 12000 4040005003073 01 一般法人 01 運営中
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社会福祉法人千葉県福祉援護会

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

01 無限定適正意⾒

自主点検の励⾏、内部監査機能の強化等の再発防⽌策を講じました。

令和3年11⽉16⽇開催の理事会において、
「内部監査規程」及び「法令遵守規程」の一部改正を⾏いました。

会計監査人より指摘のあった、特定の拠点区分会計における
不適切な処理については、早急な再発防⽌策を講じること。

1

廣瀬賢治
伊藤文彦

令和4年3⽉18⽇ 8 2

(1) 施設⻑人事について
(2) 人事異動に伴う業務執⾏理事の担当業務の変更について
(3) 短期運営資⾦(決算資⾦)の借り⼊れについて
(4) 令和3年度補正予算(案)について
(5) 第2次新中期経営計画(案)について
(6) 令和4年度経営計画(案)について

令和3年11⽉16⽇ 8 2

(1) 障害者⽀援施設『ローゼンヴィラ藤原』における非常⽤自家発電設備の整備について
(2) 特別養護⽼人ホーム『ローゼンヴィラはま野』非常⽤自家発電設備設置⼯事に係る独⽴⾏政法人福祉医療機構からの借⼊⾦額の変更について
(3) 内部監査規程の一部改正について
(4) 法令遵守規程の一部改正について
(5) 決裁処理規程の一部改正について
(6) 給与規程の一部改正について

令和4年2⽉10⽇ 8 1 (1) 障害者⽀援施設『ローゼンヴィラ藤原』における非常⽤自家発電設備の整備について
(2) 給与規程の一部改正について

令和3年10⽉5⽇ 8 2 (1) 特別養護⽼人ホーム『ローゼンヴィラはま野』における千葉市地域介護・福祉空間整備等施設整備補助事業実施に係る⼊札の執⾏について

令和3年10⽉28⽇ 8 2 (1) 特別養護⽼人ホーム『ローゼンヴィラはま野』千葉市地域介護・福祉空間整備等施設整備補助事業に係る⼊札結果について

令和3年8⽉10⽇ 7 2
(1) 運営協議会の委員の選任について
(2) 給与規程の一部改正について
(3) 人事考課規程の一部改正について

令和3年10⽉1⽇ 8 2 (1) 特別養護⽼人ホーム『ローゼンヴィラはま野』における千葉市地域介護・福祉空間整備等施設整備補助事業に係る独⽴⾏政法人福祉医療機構への借⼊申込みについて

令和3年6⽉10⽇ 8 2

(1) 苦情解決第三者委員の選任について（R3.4.1遡及）
(2) 令和2年度事業報告について
(3) 令和2年度決算報告について
(4) 理事会の運営に関する規則の一部改正について
(5) 評議員選任・解任委員会の運営に関する規則の一部改正について
(6) 任期満了に伴う改選後の理事及び監事候補者の提案について

令和3年6⽉29⽇ 7 1

(1) 理事⻑の選任について
(2) 常務理事の選任について
(3) 業務執⾏理事の選任について
(4) 内部管理体制の基本⽅針の決定について
(5) 会計監査人報酬の額について
(6) ⽋員となっている理事候補者の選定について（付帯議案あり）

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29⽇ 8 7

(1) 令和3年度第1次補正予算(案)について
(2) 第2次新中期経営計画(案)について
(3) 令和4年度経営計画(案)について
(4) 令和4年度当初予算(案)について
(5) 公益事業の新規受託について
(6) 定款変更について

令和3年7⽉15⽇ 9 7 (1) ⽋員となっている理事の選任について

令和3年6⽉29⽇ 8 7

(1) 令和2年度決算について
(2) 任期満了に伴う理事の改選について
(3) 任期満了に伴う監事の改選について
(4) 会計監査人の選任について
(5) 役員報酬について（役員等に対して⽀払う報酬等に関する基準の一部改正）
(6) 監事報酬の総額の配分について

(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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社会福祉法人千葉県福祉援護会

現況報告書（令和4年4⽉1⽇現在） 別紙１

イ大規模修繕

1 ⾏政からの賃借等 平成18年4⽉1⽇ 19 0
ア建設費 0080

船橋市⻄⽼
人ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ
ｾﾝﾀｰ

02120202 ⽼人デイサービスセンター（通所介護） 船橋市⻄⽼人ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ
千葉県 船橋市 藤原3-2-15 1 ⾏政からの賃借等

イ大規模修繕

平成11年4⽉1⽇ 26 8,688
ア建設費 0079 ｹｱﾊｳｽﾛｰｾﾞﾝ

ｳﾞｨﾗ藤原

01030301 軽費⽼人ホーム ｹｱﾊｳｽﾛｰｾﾞﾝｳﾞｨﾗ藤原
千葉県 船橋市 藤原8-17-3 3 自己所有 3 自己所有

3,485.690
イ大規模修繕 平成20年6⽉1⽇ 平成26年4⽉1⽇ 平成29年3⽉31⽇ 平成30年7⽉2⽇ 令和2年12⽉1⽇ 12,166,407

3 自己所有 平成20年5⽉1⽇ 60 19,996
ア建設費 平成20年5⽉1⽇ 1,593,738 188,863,000 832,300,000 1,022,756,738077

(特養)ﾛｰｾﾞ
ﾝｳﾞｨﾗ藤原ﾕ
ﾆｯﾄ型

01030202 特別養護⽼人ホーム（介護福祉サービス） (特養)藤原(参番館)
千葉県 船橋市 藤原8-17-3 3 自己所有

イ大規模修繕

3 自己所有 平成11年11⽉1⽇ 0 1,866
ア建設費 0070

特別養護⽼
人ﾎｰﾑﾛｰｾﾞﾝ
ｳﾞｨﾗ藤原

06260301 （公益）居宅介護⽀援事業 ｳﾞｪﾙﾌ藤原(居宅介護⽀援)
千葉県 船橋市 藤原8-17-2 3 自己所有

イ大規模修繕

平成10年7⽉1⽇ 29 7,511
ア建設費 0070

特別養護⽼
人ﾎｰﾑﾛｰｾﾞﾝ
ｳﾞｨﾗ藤原

02120202 ⽼人デイサービスセンター（通所介護） ｳﾞｪﾙﾌ藤原ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ
千葉県 船橋市 藤原8-17-2 3 自己所有 3 自己所有

イ大規模修繕

3 自己所有 平成11年4⽉1⽇ 20 6,513
ア建設費 0

154,272,487

070
特別養護⽼
人ﾎｰﾑﾛｰｾﾞﾝ
ｳﾞｨﾗ藤原

02120401 ⽼人短期⼊所事業（短期⼊所生活介護） (特養)藤原(弐番館:短期)
千葉県 船橋市 藤原8-17-3 3 自己所有

イ大規模修繕 平成29年1⽉31⽇ 平成29年3⽉31⽇ 平成31年2⽉28⽇ 令和1年5⽉17⽇ 令和3年11⽉30⽇

平成11年4⽉1⽇ 48 15,879
ア建設費 平成11年4⽉1⽇ 734,000 1,141,091,000 190,000,000 1,331,825,000 4,037.260070

特別養護⽼
人ﾎｰﾑﾛｰｾﾞﾝ
ｳﾞｨﾗ藤原

01030202 特別養護⽼人ホーム（介護福祉サービス） (特養)藤原(弐番館:⻑期)
千葉県 船橋市 藤原8-17-3 3 自己所有 3 自己所有

1,150.370
イ大規模修繕 平成28年12⽉5⽇ 令和2年11⽉30⽇ 7,200,000

3 自己所有 平成27年4⽉1⽇ 33 7,978
ア建設費 平成27年4⽉1⽇ 65,024,798 152,100,000 256,600,000 473,724,798061

障害者通所
施設ｱﾄﾘｴﾌﾟ
ﾚｼﾞｭ

02130106 障害福祉サービス事業（生活介護） 障害者通所施設ｱﾄﾘｴﾌﾟﾚｼﾞｭ
千葉県 船橋市 ⾏田2-9-1 1 ⾏政からの賃借等

イ大規模修繕

3 自己所有 平成10年7⽉1⽇ 18 3,946
ア建設費 0

45,729,167

060 障害者通所
施設ｵｰｳﾞｪﾙ

02130106 障害福祉サービス事業（生活介護） ｵｰｳﾞｪﾙ(生活介護)
千葉県 船橋市 藤原8-17-2 3 自己所有

イ大規模修繕 平成29年3⽉31⽇ 平成29年6⽉29⽇ 平成31年1⽉21⽇ 令和2年12⽉1⽇ 令和3年11⽉30⽇

平成10年7⽉1⽇ 20 5,031
ア建設費 平成10年7⽉1⽇ 720,000 450,830,010 130,000,000 581,550,010 1,828.370060 障害者通所

施設ｵｰｳﾞｪﾙ

02130113 障害福祉サービス事業（就労継続⽀援Ｂ型） ｵｰｳﾞｪﾙ(就労B型)
千葉県 船橋市 藤原8-17-2 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4⽉1⽇ 5 585
ア建設費 0050

障害者⽀援
施設ﾛｰｾﾞﾝ
ｳﾞｨﾗ藤原

02090103 障害児通所⽀援事業（放課後デイサービス） (障)藤原(放課後等ﾃﾞｲ)
千葉県 船橋市 藤原8-17-1 3 自己所有

イ大規模修繕

平成24年4⽉1⽇ 5 216
ア建設費 0050

障害者⽀援
施設ﾛｰｾﾞﾝ
ｳﾞｨﾗ藤原

02130106 障害福祉サービス事業（生活介護） (障)藤原(通所生活介護)
千葉県 船橋市 藤原8-17-1 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4⽉1⽇ 0 612
ア建設費 0050

障害者⽀援
施設ﾛｰｾﾞﾝ
ｳﾞｨﾗ藤原

02130303 計画相談⽀援 (障)藤原(相談⽀援)
千葉県 船橋市 藤原8-17-1 3 自己所有

イ大規模修繕

平成10年4⽉1⽇ 10 1,840
ア建設費 0050

障害者⽀援
施設ﾛｰｾﾞﾝ
ｳﾞｨﾗ藤原

02130107 障害福祉サービス事業（短期⼊所） (障)藤原(短期⼊所)
千葉県 船橋市 藤原8-17-1 3 自己所有 3 自己所有

イ大規模修繕

3 自己所有 平成10年4⽉1⽇ 70 24,760
ア建設費 0

104,231,949

050
障害者⽀援
施設ﾛｰｾﾞﾝ
ｳﾞｨﾗ藤原

01040401 障害者⽀援施設（施設⼊所⽀援） (障)藤原(施設⼊所⽀援)
千葉県 船橋市 藤原8-17-1 3 自己所有

イ大規模修繕 平成25年3⽉31⽇ 平成26年4⽉1⽇ 平成29年3⽉31⽇ 平成30年3⽉31⽇ 令和3年11⽉30⽇

平成20年4⽉1⽇ 74 18,918
ア建設費 平成10年4⽉1⽇ 721,360 912,501,000 169,000,000 1,082,222,360 3,465.330050

障害者⽀援
施設ﾛｰｾﾞﾝ
ｳﾞｨﾗ藤原

01040402 障害者⽀援施設（生活介護） (障)藤原(生活介護)
千葉県 船橋市 藤原8-17-1 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4⽉1⽇ 0 391
ア建設費 0020 障害者⽀援

施設誠光園

02130303 計画相談⽀援 (障)誠光園(相談⽀援)
千葉県 船橋市 ⼩野田町769-18 3 自己所有

イ大規模修繕

平成5年11⽉1⽇ 10 1,809
ア建設費 0030

船橋市身体
障害者福祉
ﾎｰﾑ若葉

02130601 福祉ホーム＞自⽴ 船橋市身体障害者福祉ﾎｰﾑ若葉
千葉県 船橋市 ⼆和⻄5-7-17 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 昭和61年5⽉1⽇ 10 2,568
ア建設費 0020 障害者⽀援

施設誠光園

02130107 障害福祉サービス事業（短期⼊所） (障)誠光園(短期⼊所)
千葉県 船橋市 ⼩野田町769-18 3 自己所有

イ大規模修繕

昭和61年5⽉1⽇ 90 31,857
ア建設費 0020 障害者⽀援

施設誠光園

01040401 障害者⽀援施設（施設⼊所⽀援） (障)誠光園(施設⼊所⽀援)
千葉県 船橋市 ⼩野田町769-18 3 自己所有 3 自己所有

4,026.870
イ大規模修繕 平成30年5⽉31⽇ 平成30年11⽉2⽇ 平成31年3⽉20⽇ 令和1年8⽉30⽇ 令和1年12⽉20⽇ 271,930,466

3 自己所有 平成18年10⽉1⽇ 105 29,051
ア建設費 昭和61年5⽉1⽇ 41,318,192 755,471,295 164,600,000 961,389,487020 障害者⽀援

施設誠光園

01040402 障害者⽀援施設（生活介護） (障)誠光園(生活介護)
千葉県 船橋市 ⼩野田町769-18 3 自己所有

イ大規模修繕

平成20年7⽉23⽇ 6 342
ア建設費 0010 本部

00000001 本部経理区分 本部(藤原ｷｯｽﾞﾙｰﾑ)
千葉県 船橋市 藤原8-17-2 3 自己所有 3 自己所有

イ大規模修繕

3 自己所有 平成10年4⽉1⽇ 0 0
ア建設費 0010 本部

00000001 本部経理区分 本部(福祉ｴﾘｱ)
千葉県 船橋市 藤原8-17-2 3 自己所有

イ大規模修繕

昭和59年4⽉1⽇ 0 0
ア建設費 0010 本部

00000001 本部経理区分 本部(法人運営)
千葉県 船橋市 藤原8-17-2 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）

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

3/6



社会福祉法人千葉県福祉援護会

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

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

（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

平成27年11⽉1⽇ 18 0
ア建設費 0220 介護員養成

研修事業

03320901 社会福祉の増進に資する人材育成・確保事業 介護員養成研修事業
千葉県 船橋市 藤原8-17-2 4 その他 4 その他

イ大規模修繕

2 ⺠間からの賃借等 平成26年11⽉1⽇ 37 11,845
ア建設費 0190 (ｻ高住)ﾛｰ

ｾﾞﾝﾎｰﾑ上⼭

03321101 有料⽼人ホームを経営する事業 ﾛｰｾﾞﾝﾎｰﾑ上⼭2号館
千葉県 船橋市 上⼭町2-287-1 2 ⺠間からの賃借等

イ大規模修繕

平成26年10⽉1⽇ 26 8,742
ア建設費 0190 (ｻ高住)ﾛｰ

ｾﾞﾝﾎｰﾑ上⼭

03321101 有料⽼人ホームを経営する事業 ﾛｰｾﾞﾝﾎｰﾑ上⼭1号館
千葉県 船橋市 上⼭町2-286-1 2 ⺠間からの賃借等 2 ⺠間からの賃借等

イ大規模修繕

平成29年4⽉1⽇ 0 1,361
ア建設費 0163

千葉市あん
しんｹｱｾﾝﾀｰ
浜野

03260401 介護予防⽀援事業 あんしん浜野(介護保険)
千葉県 千葉市中央区 浜野町891 2 ⺠間からの賃借等 2 ⺠間からの賃借等

イ大規模修繕

2 ⺠間からの賃借等 平成29年4⽉1⽇ 0 644
ア建設費 0163

千葉市あん
しんｹｱｾﾝﾀｰ
浜野

03280002 地域包括⽀援センター あんしん浜野(地域⽀援)
千葉県 千葉市中央区 浜野町891 2 ⺠間からの賃借等

イ大規模修繕

平成24年10⽉1⽇ 0 987
ア建設費 0160

千葉市あん
しんｹｱｾﾝﾀｰ
稲毛

03260401 介護予防⽀援事業 あんしん稲毛(介護保険)
千葉県 千葉市中央区 稲毛東3-6-28 2 ⺠間からの賃借等 2 ⺠間からの賃借等

イ大規模修繕

2 ⺠間からの賃借等 平成24年10⽉1⽇ 0 912
ア建設費 0160

千葉市あん
しんｹｱｾﾝﾀｰ
稲毛

03280002 地域包括⽀援センター あんしん稲毛(地域⽀援)
千葉県 千葉市稲毛区 稲毛東3-6-28 2 ⺠間からの賃借等

イ大規模修繕

平成23年4⽉1⽇ 0 1,798
ア建設費 0140

船橋市法典
地域包括⽀
援ｾﾝﾀｰ

03260401 介護予防⽀援事業 法典包括(介護保険)
千葉県 船橋市 ⾺込⻄1-2-10寿ビルA101 2 ⺠間からの賃借等 2 ⺠間からの賃借等

イ大規模修繕

2 ⺠間からの賃借等 平成23年4⽉1⽇ 0 2,137
ア建設費 0140

船橋市法典
地域包括⽀
援ｾﾝﾀｰ

03280002 地域包括⽀援センター 法典包括(地域⽀援)
千葉県 船橋市 ⾺込⻄1-2-10寿ビルA101 2 ⺠間からの賃借等

（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

イ大規模修繕

令和3年6⽉1⽇ 0 795
ア建設費 0200

ﾛｰｾﾞﾝﾎｰﾑ上
⼭ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ
ｾﾝﾀｰ

06260301 （公益）居宅介護⽀援事業 ﾛｰｾﾞﾝﾎｰﾑ上⼭ｹｱﾌﾟﾗﾝｾﾝﾀｰ
千葉県 船橋市 上⼭町2-286-1 2 ⺠間からの賃借等 2 ⺠間からの賃借等

イ大規模修繕

2 ⺠間からの賃借等 平成29年8⽉1⽇ 0 314
ア建設費 0200

ﾛｰｾﾞﾝﾎｰﾑ上
⼭ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ
ｾﾝﾀｰ

02130101 障害福祉サービス事業（居宅介護） 上⼭ﾍﾙﾊﾟｰｽﾃｰｼｮﾝ(居宅介護)
千葉県 船橋市 上⼭町2-286-1 2 ⺠間からの賃借等

イ大規模修繕

平成29年7⽉1⽇ 0 9,830
ア建設費 0200

ﾛｰｾﾞﾝﾎｰﾑ上
⼭ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ
ｾﾝﾀｰ

02120101 ⽼人居宅介護等事業（訪問介護） 上⼭ﾍﾙﾊﾟｰｽﾃｰｼｮﾝ(訪問介護)
千葉県 船橋市 上⼭町2-286-1 2 ⺠間からの賃借等 2 ⺠間からの賃借等

イ大規模修繕

2 ⺠間からの賃借等 平成26年10⽉1⽇ 18 4,689
ア建設費 0200

ﾛｰｾﾞﾝﾎｰﾑ上
⼭ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ
ｾﾝﾀｰ

02120204 ⽼人デイサービスセンター（地域密着型通所介護） ﾛｰｾﾞﾝﾎｰﾑ上⼭ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ
千葉県 船橋市 上⼭町2-286-1 2 ⺠間からの賃借等

イ大規模修繕

平成24年4⽉1⽇ 90 19,311
ア建設費 平成24年4⽉1⽇ 1,996,970 120,993,000 165,200,000 288,189,970 843.200150 ﾛｰｾﾞﾝそが保

育園

02091201 保育所 ﾛｰｾﾞﾝそが保育園
千葉県 千葉市中央区 蘇我5-44-2 2 ⺠間からの賃借等 3 自己所有

963.320
イ大規模修繕 平成30年3⽉5⽇ 943,920

3 自己所有 平成23年4⽉1⽇ 90 20,885
ア建設費 平成23年4⽉1⽇ 35,488 166,429,000 118,000,000 284,464,488130 ﾛｰｾﾞﾝかみや

ま保育園

02091201 保育所 ﾛｰｾﾞﾝかみやま保育園
千葉県 船橋市 上⼭町2-288-1 2 ⺠間からの賃借等

イ大規模修繕

3 自己所有 平成14年10⽉1⽇ 0 1,638
ア建設費 0100

特別養護⽼
人ﾎｰﾑﾛｰｾﾞﾝ
ｳﾞｨﾗはま野

06260301 （公益）居宅介護⽀援事業 はま野(居宅介護⽀援)
千葉県 千葉市中央区 南生実町461-2 3 自己所有

イ大規模修繕

平成13年9⽉1⽇ 18 4,183
ア建設費 0100

特別養護⽼
人ﾎｰﾑﾛｰｾﾞﾝ
ｳﾞｨﾗはま野

02120204 ⽼人デイサービスセンター（地域密着型通所介護） はま野ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ
千葉県 千葉市中央区 南生実町461-2 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8⽉1⽇ 20 7,809
ア建設費 0

99,029,260

100
特別養護⽼
人ﾎｰﾑﾛｰｾﾞﾝ
ｳﾞｨﾗはま野

02120401 ⽼人短期⼊所事業（短期⼊所生活介護） (特養)はま野(短期⼊所)
千葉県 千葉市中央区 南生実町461-2 3 自己所有

イ大規模修繕 平成29年2⽉28⽇ 平成30年2⽉28⽇ 平成30年4⽉30⽇ 平成30年10⽉25⽇ 令和4年3⽉31⽇

平成13年8⽉1⽇ 50 17,410
ア建設費 平成13年8⽉1⽇ 2,726,000 769,714,000 168,600,000 941,040,000 3,032.650100

特別養護⽼
人ﾎｰﾑﾛｰｾﾞﾝ
ｳﾞｨﾗはま野

01030202 特別養護⽼人ホーム（介護福祉サービス） (特養)はま野(⻑期⼊所)
千葉県 千葉市中央区 南生実町461-2 3 自己所有 3 自己所有
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社会福祉法人千葉県福祉援護会

現況報告書（令和4年4⽉1⽇現在） 別紙１

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）

0

0
0

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）

地域学校協働活動 ローゼンかみやま保育園

船橋啓明高等学校の開かれた学校づくり委員会に参加

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）

巡回相談事業の受⼊ ローゼンそが保育園

千葉市発達障害等に関する巡回相談事業（すくすくサポート）を実施

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）

園庭開放 ローゼンかみやま保育園

地域住⺠へ園庭を開放

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）

災害時における各種⽀援活動 ローゼンかみやま保育園

幼年消防クラブとして地域への防⽕啓発活動に参加

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）

相談窓⼝協⼒事業 サービス付き高齢者向け住宅ローゼンホーム上⼭

船橋市高齢者まちかど案内所事業に協⼒

地域における公益的な取
組⑦（地域住⺠に対する
福祉教育）

福祉教育活動 特別養護⽼人ホームローゼンヴィラはま野

近隣の⼩学校からの体験学習の受⼊れ

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）

地域組織への参画 特別養護⽼人ホームローゼンヴィラはま野

地域住⺠で組織する「⻑寿会」に参画し事務局⽀援を実施

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）

各種団体との会議 法人全般

地域ケア会議等に参加

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）

災害時における各種⽀援活動 千葉市・船橋市

災害時における福祉避難所の開設及び運営に関する協定を締結

地域における公益的な取
組⑨（その他）

熊本地震復興⽀援 障害者通所施設オーヴェル

「くまもんTシャツ」販売協⼒

地域における公益的な取
組⑨（その他）

防犯活動 船橋市内及び千葉市内各拠点

子どもに対する防犯活動として「こども110番のいえ」に加盟

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）

⾞椅子無償貸し出し 障害者⽀援施設誠光園・ローゼンヴィラ藤原

利⽤者等へ⾞椅子を無償貸し出し

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）

相談⽀援活動 法人全般

地域住⺠の施設⾒学や相談対応を実施

地域における公益的な取
組⑦（地域住⺠に対する
福祉教育）

地域子育て⽀援事業 ローゼンかみやま保育園・そが保育園

子育て相談室の開設

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）

ボランティアの受⼊ 誠光園・アトリエプレジュ・ローゼンそが保育園

地域ボランティア団体・地域住⺠・学生等ボランティアの積極的な受⼊

地域における公益的な取
組⑦（地域住⺠に対する
福祉教育）

実習生の受⼊ 船橋市内及び千葉市内各拠点

福祉人材の育成に資する養成校等からの実習生の積極的な受⼊

地域における公益的な取
組⑨（その他）

環境美化活動 船橋市内及び千葉市内各拠点

地域の清掃活動を実施

地域における公益的な取
組⑨（その他）

防犯活動 特別養護⽼人ホームローゼンヴィラはま野

セーフティウォッチャー活動及び安全パトロールを実施

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）

介護保険における低所得者の利⽤者負担減免 特別養護⽼人ホームローゼンヴィラ藤原（ユニット型含む）

室料及び⾷事代等の負担⾦を減免

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）

生活⽀援必要者への住居、⾷事提供等 サービス付き高齢者向け住宅ローゼンホーム上⼭

生活保護受給者に対する家賃、基本サービス費の負担⾦を減免

「ローゼンホーム上⼭デイサービスセンター」拠点区分において、新規事業開始に伴い、
当年度から新たに「居宅介護⽀援事業（ローゼンホーム上⼭ケアプランセンター）」サービス区分を設けることとした。

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
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社会福祉法人千葉県福祉援護会

現況報告書（令和4年4⽉1⽇現在） 別紙１

　　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
2 無

1 有
2 無
2 無

1 有

無し

無し

2 無

2,610,836,759
31,290,642

3,566,353,533

施設名 直近の受審年度

2 無
1 有
2 無
3 該当なし
2 無
1 有

0
0
0

0
0

0

6/6


