
社会福祉法人　大田幸陽会

別紙1

現況報告書（令和2年4月1日現在）

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

社会福祉法人　大田幸陽会

東京都 大田区 大森南2丁目15-1

03-3745-0808 03-3745-0923 2 無

13 東京都 111 大田区 13111 8010805000772 01 一般法人 01 運営中

(3-2)評議員の職業

平林　　茂 H29.4.1 R3.6

平成5年3月25日 平成5年3月31日

7～11名で理事現員を超える数 11 315,000

(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

http://www.ota-koyokai.or.jp/ (14)法人のﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ honbu@ota-koyokai.or.jp

高見　淑惠 H29.4.1 R3.6
3

枩原　方子 H29.4.1 R3.6
2

3

眞下　晶弘 H29.4.1 R3.6
3

清野　弘子 H29.4.1 R3.6
3

閑製　久美子 H29.4.1 R3.6
3

荒木　千恵美 H29.4.1 R3.6
3

藤城　邦子 R1.6.26 R3.6
3

山根　聖子 R1.6.26 R3.6
3

石塚　由江 H29.4.1 R3.6
3

6名以上10名以内 10 22,146,840 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

比戸二郎 R2.3.27 R3.6
1

R1.6.26 令和3年6月 1 社会福祉事業の経営に関する識見を有する者 2 無 6
鷲頭　美智

1 理事長 令和1年6月26日 2 非常勤 令和1年6月26日

(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

R1.6.26 令和3年6月 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 6
辛嶋　雅子

3 その他理事 2 非常勤 令和1年6月26日

R1.6.26 令和3年6月 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 7
河野　桃弘

3 その他理事 2 非常勤 令和1年6月26日

R1.6.26 令和3年6月 1 社会福祉事業の経営に関する識見を有する者 2 無 6
山崎　美貴子

3 その他理事 2 非常勤 令和1年6月26日

R1.6.26 令和3年6月 1 社会福祉事業の経営に関する識見を有する者 2 無 7
佐々木　桃子

3 その他理事 2 非常勤 令和1年6月26日

R1.6.26 令和3年6月 4 その他 2 無 7
佐藤　　功

2 業務執行理事 2 非常勤 令和1年6月26日

R1.6.26 令和3年6月 4 その他 2 無 7
大迫　正晴

3 その他理事 2 非常勤 令和1年6月26日

R1.6.26 令和3年6月 4 その他 2 無 7
中川　成美

3 その他理事 2 非常勤 令和1年6月26日

R1.6.26 令和3年6月 3 施設の管理者 2 無 7
長尾　孝則

3 その他理事 2 非常勤 令和1年6月26日

(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。

R1.6.26 令和3年6月 4 その他 2 無 7
勢古　勝紀

2 業務執行理事 2 非常勤 令和1年6月26日



社会福祉法人　大田幸陽会

(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

(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

2名 2 230,000

(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
(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

(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）

6 1 0

奈須野　虎男
令和1年6月26日

R1.6.26 令和3年6月 3 社会福祉事業に識見を有する者（その他） 7

(3-7)前会計年度にお

ける理事会への出席回

数

藤好　優臣
令和1年6月26日

R1.6.26 令和3年6月 1 社会福祉事業に識見を有する者（公認会計士） 6

令和1年6月26日 11 4 1 平成30年度決算、令和元年度補正予算、定款変更、役員の選任、懲戒委員会委員の改選

(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 0.0

164 9 100

8.5 61.4

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2年3月27日 10 5 1
令和元年度第３次補正予算、令和２年度事業計画、令和２年度収支予算、

公益事業大田区立前の浦集会室の廃止

令和1年11月7日 10 4 1 令和元年度第２次補正予算、評議員および役員の報酬に関する規定の一部改正

令和1年10月29日 10 2
令和元年度事業報告（4/1～9/30）、積立金等の取崩、令和元度第２次補正予算、令和元年度第２回評議員会の招集、

専決処分の承認について、定款変更にかかる専務理事・常務理事就任予定者、定款細則及び諸規程の一部改正、施設長等の選任

令和1年6月11日 9 2

平成30年度事業報告、平成30年度決算、社会福祉事業区分まごめ園拠点区分移行時特別積立金の取崩、

令和元年度補正予算、令和元年度定時評議員会の招集、定款変更、役員候補者の推薦、

評議員選任候補者の推薦、非常勤職員就業規則の一部改正、準職員就業規則および非常勤職員就業規則の一部改正

令和1年6月26日 9 1
理事長の選定、常務理事の選定、理事の役割分担について、相談役及び参与の選任、

懲戒委員会委員の改選（理事長の任命と承認及び理事代表委員の選出等）



社会福祉法人　大田幸陽会

(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

令和2年2月3日 10 2 懲戒委員会規程の一部改正について、懲戒委員会委員の選出等について

令和2年3月19日 9 2

環境整備積立金の創設、令和元年度第３次補正予算、令和２年度事業計画、令和２年度収支予算、

令和元年度第３回評議員会の招集、評議員選任候補者の推薦及び評議員選任・解任委員会の招集、

定款細則及び組織規程の一部改正、就業規則・準職員就業規則・非常勤職員就業規則の一部改正、給与規程の一部改正、

施設長等の選任・退任

令和1年12月13日 10 2
第３回理事会第７号議案において一部改正が議決された定款細則及び諸規程の施行年月日について、

専務理事および常務理事の選定について、組織規程の一部改正に関する理事長専決処分の承認について、施設長等の選任について

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）

奈須野　虎男

無し

無し

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

令和2年3月25日 10 2 施設長等の選任・退任について

3

藤好　優臣

（イ）修繕費合計額

（円）

001 法人本部

00000001 本部経理区分 大田幸陽会本部事務局

東京都 大田区 大森南２－１５－１ 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）

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

大田区 大森南２－１５－１ 1 行政からの賃借等 3 自己所有

イ大規模修繕

1 行政からの賃借等 平成5年3月25日 0 0

ア建設費

005 まごめ園

02130113 障害福祉サービス事業（就労継続支援Ｂ型） まごめ園（就労継続B型）

東京都 大田区 中馬込２－３－１９ 1 行政からの賃借等

イ大規模修繕

平成8年4月1日 50 11,834

ア建設費
006 のぞみ園

02130113 障害福祉サービス事業（就労継続支援Ｂ型） のぞみ園

東京都

大田区 中馬込２－３－１９ 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5年4月1日 37 8,057

ア建設費

008

さわやか

ワークセン

ター

02130113 障害福祉サービス事業（就労継続支援Ｂ型） さわやかワークセンター（就労継続B型）

東京都 大田区 西蒲田３－１９－１ 1 行政からの賃借等

イ大規模修繕

平成25年4月1日 25 4,931

ア建設費
005 まごめ園

02130106 障害福祉サービス事業（生活介護） まごめ園（生活介護）

東京都

大田区 西蒲田３－１９－１ 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6年4月1日 34 8,574

ア建設費

008

さわやか

ワークセン

ター

02130115 障害福祉サービス事業（就労定着支援） さわやかワークセンター（就労定着支援）

東京都 大田区 西蒲田３－１９－１ 1 行政からの賃借等

イ大規模修繕

平成25年4月1日 6 1,901

ア建設費
008

さわやか

ワークセン

ター

02130111 障害福祉サービス事業（就労移行支援） さわやかワークセンター（就労移行支援）

東京都

イ大規模修繕

1 行政からの賃借等 平成30年10月1日 0 69

ア建設費



社会福祉法人　大田幸陽会

１１．前会計年度における事業等の概要　－　(2)公益事業

大田区 西糀谷２－９－１２ 1 行政からの賃借等 1 行政からの賃借等

002

大田区立

新井宿福

祉園

02130106 障害福祉サービス事業（生活介護） 大田区立新井宿福祉園

東京都 大田区 中央２－１３－２ 1 行政からの賃借等

イ大規模修繕

平成14年4月1日 60 11,219

ア建設費
007

大田区立し

いのき園

02130113 障害福祉サービス事業（就労継続支援Ｂ型） 大田区立しいのき園

東京都

大田区 池上６－４０－３ 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11年4月1日 40 8,021

ア建設費

004

大田区立

大森東福

祉園

02130106 障害福祉サービス事業（生活介護） 大田区立大森東福祉園

東京都 大田区 大森東１－３６－７ 1 行政からの賃借等

イ大規模修繕

平成14年4月1日 50 11,388

ア建設費
003

大田区立

池上福祉

園

02130106 障害福祉サービス事業（生活介護） 大田区立池上福祉園

東京都

大田区 西糀谷２－３１－２ 他 2 民間からの賃借等 2 民間からの賃借等

イ大規模修繕

1 行政からの賃借等 昭和59年5月1日 45 9,647

ア建設費

012
さんさん幸

陽

02130303 計画相談支援 相談支援室さんさん幸陽

東京都 大田区 西糀谷２－３１－２ 2 民間からの賃借等

イ大規模修繕

平成5年4月1日 39 14,087

ア建設費
010

障害者生

活ホーム

02130114 障害福祉サービス事業（共同生活援助） 障害者生活ホーム

東京都

大田区 西糀谷２－３１－２ 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25年6月1日 0 1,218

ア建設費

011
ケアサポート

幸陽

02130403 移動支援事業 ケアサポート幸陽（移動支援）

東京都 大田区 西糀谷２－３１－２ 2 民間からの賃借等

イ大規模修繕

平成23年12月1日 0 2,144

ア建設費
011

ケアサポート

幸陽

02130101 障害福祉サービス事業（居宅介護） ケアサポート幸陽（居宅介護等）

東京都

大田区 西糀谷２－３１－２ 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23年12月1日 0 8,318

ア建設費

011
ケアサポート

幸陽

06000001 特別介護人派遣事業 ケアサポート幸陽（特別介護人派遣事業）

東京都 大田区 西糀谷２－３１－２ 2 民間からの賃借等

イ大規模修繕

平成25年3月1日 0 33

ア建設費
011

ケアサポート

幸陽

06330501 （公益）移動支援従業者養成研修事業 ケアサポート幸陽（移動支援従業者養成）

東京都

大田区 西糀谷２－３１－２ 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23年12月1日 0 216

ア建設費

011
ケアサポート

幸陽

06330601 （公益）日中一時支援事業 ケアサポート幸陽（日中一時支援事業）

東京都 大田区 西糀谷２－３１－２ 2 民間からの賃借等

イ大規模修繕

平成23年12月1日 0 334

ア建設費
011

ケアサポート

幸陽

02120101 老人居宅介護等事業（訪問介護） ケアサポート幸陽（訪問介護）

東京都

大田区 西六郷１－４－２７ 1 行政からの賃借等 1 行政からの賃借等

イ大規模修繕

2 民間からの賃借等 平成23年12月1日 0 244

ア建設費

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29年4月1日 60 10,688

ア建設費
009

大田区立

志茂田福

祉センター

02130113 障害福祉サービス事業（就労継続支援Ｂ型） 大田区立志茂田福祉センター

東京都

（イ）修繕費合計額

（円）

015

大田区若

草青年学

級

04330301 必要な者に対し、スポーツ・文化的活動等を支援する事業 大田区若草青年学級

東京都 大田区 大森南２－１５－１ 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）

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

大田区 大森南２－１５－１ 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20年4月1日 0 532

ア建設費

014

大田区立

前の浦集

会室

03321301 公益事業団体が使用する会館等経営事業 大田区立前の浦集会室

東京都 大田区 大森南２－１５－１ 1 行政からの賃借等

イ大規模修繕

平成10年4月1日 14 6,745

ア建設費
013

大田区立つ

ばさホーム

前の浦

04330201 事業規模要件を満たさないために社会福祉事業に含まれない事業 大田区立つばさホーム前の浦

東京都

イ大規模修繕

1 行政からの賃借等 平成10年4月1日 0 12,829

ア建設費

平成23年4月1日 0 6,708

ア建設費
016

大田幸陽

会ラナハウ

ス西糀谷

04330401 サービス付き高齢者向け住宅 大田幸陽会ラナハウス西糀谷

東京都 大田区 西糀谷２－３１－２ 2 民間からの賃借等 2 民間からの賃借等

イ大規模修繕
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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）

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

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）

移動支援従業者養成研修事業の無償実施 ケアサポート幸陽（大田区西糀谷）

区内の福祉人材育成に寄与するため、無料研修（テキスト代のみ自己負担）を定期開催（年３回）している。

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）

おおた福祉ﾈｯﾄ 大田区社会福祉法人協議会（大田区全域）

11月に一般向けの就職面接会（ふくしのしごと市）を開催。幹事法人として参画。

（イ）修繕費合計額

（円）

法人経営改革プランに基づき、以下の重点目標を中心に事業推進を行った。

（１）質の高い支援（寄り添う支援・自立型権利擁護への転換、虐待防止・人権委員会の推進）

（２）活力ある組織・経営基盤づくり（ガバナンス強化、法令遵守・働きやすい職場づくり、財務基盤と財務規律の強化）

（３）地域公益活動の推進（法人、各拠点の状況に応じた取り組み（11-2に詳述））

（４）既存事業の機能強化（おおた障がい施策推進プラン連携、ティーラウンジすばる円滑受託、相談を軸とした拠点間ネットワーク）

（５）福祉人材の確保・育成・定着（インターンシップ、就職相談会、研修計画の実施、働きやすい職場づくり）

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　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⑦（地域住民に対

する福祉教育）

地域の中学生のボランティア受入れ のぞみ園（大田区大森南）

作業体験を通じて利用者との交流を実施（実績２名）。

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）

ﾎﾟｰﾙｳｫｰｷﾝｸﾞ講習会の実施等 池上福祉園（大田区池上）

他の社会福祉法人（有隣協会）と共同し、ポールウォーキング、ダンスを地域の方を対象に実施した。

地域における公益的な

取組⑨（その他）

中間的就労の支援 のぞみ園、さわやかﾜｰｸｾﾝﾀｰ、ｹｱｻﾎﾟｰﾄ幸陽（区内）

要支援者の就労体験等の場として対象者を受入。移動支援従業者養成研修受講希望者２名の受入。

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

フードバンク食材の配送支援 本部、のぞみ園、さわやかワークセンター（大田区内）

ﾌｰﾄﾞﾊﾞﾝｸ事業（企業組合「あうん」）に団体登録。ひとり親家庭対象「れいんぼう」に食材提供。

地域における公益的な

取組⑨（その他）

おおたスマイルプロジェクト　れいんぼう 前の浦集会室（大田区大森南）

子どもの貧困対策、異世代交流テーマの取組み、ひとり親家庭の小・中学生を対象とした体験型学習支援事業。

地域における公益的な

取組⑨（その他）

高齢者向け健康体操の場の提供 大森東福祉園（大田区大森東）

自治会、地域団体との協働で専門講師派遣による地域の高齢者向け健康体操の場を提供、24回実施。

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）

地域の行事への参加・運営手伝い等 法人内各事業所（大田区全域）

地域で開催される行事等への利用者・職員の参加・設営・撤収等手伝い等。

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）

運動交流会の定期開催 新井宿福祉園（大田区中央）

近隣の大森第三中学校生徒会との共同で毎年「運動交流会」を企画・運営・開催。今年で１８回目。

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）

近隣の高齢者住宅等の清掃活動 まごめ園、しいのき園、大森東福祉園　（大田区内）

施設利用者・職員で定期的に近隣区営団地や高齢者世帯の住居まわりの清掃・環境整備を実施。

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）

コミュニティスペース運営 さわやかワークセンター（大田区西蒲田）

施設の食堂をコミュニティスペースとして開放。主に「ふれあいはすぬま」利用者が利用。

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）

おおた福祉ネット 大田区社会福祉法人協議会（大田区全域）

地域における公益的な取組について、区内の社会福祉法人が連携して実施する協議会の幹事法人として活動。

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）

地域と協働した「ふくし祭り」の実施 法人内各事業所（大田区全域）

実行委員会等を組織し、地域「ふくし祭」としてバザー等多彩な内容で実施、地域交流の場となっている。
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地域における公益的な

取組⑨（その他）

施設開放 しいのき園、池上福祉園、大森東福祉園、まごめ園（大田区内）

地域住民・町会・団体等への施設内会議室・ホール等の貸出。

地域における公益的な

取組⑨（その他）

地域のみやげ品の共同作成・販売 池上福祉園（大田区池上）

池上地域おこしのみやげ品として「梅皿」を地域と共同開発。池上梅園・池上出張所等で随時販売。

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）

地域防災会議、防災訓練への参加 法人内各事業所（大田区全域）

地域の防災会議への参加（職員）および地域防災訓練への参加(利用者・職員）。

地域における公益的な

取組⑨（その他）

施設物品の貸与事業 法人内各事業所（大田区全域）

施設物品を地域団体に無料貸与。H30.1月よりホームページで要綱および貸与物品等を公開。

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）

作業プログラムへの協力を通じた理解促進① 新井宿福祉園、池上福祉園　（大田区内）

民生・児童委員による作業ボランティア（新井宿福祉園）・自主製品販売（新井宿・池上福祉園）

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）

訪問理美容での理美容体験 池上福祉園（大田区池上）

美容師の訪問理美容を園内で実施し、利用者の理美容店利用を促し、美容師の障害者理解にも繋げている。

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）

子どもガーデンパーティー実行委員会 新井宿福祉園（大田区中央）

新井宿地区の実行委員会に委員として参画、風船づくり、手作りアクセサリーブースの運営。

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）

近隣小学校との交流訪問 新井宿福祉園（大田区中央）

避難先確認や交流を兼ねて体育館等の施設見学、20分休み時間に交流訪問、町たんけん受入など。

地域における公益的な

取組⑨（その他）

美化活動 池上福祉園（大田区池上）

地域の協力を得ながら、街中の花壇の水やり、自主的な公園清掃（ゴミ拾い）　等。

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）

作業プログラムへの協力を通じた理解促進② 新井宿福祉園（大田区中央）

近隣小学校５年生・施設利用者の協働作業体験。新井宿特別出張所にて作業製品販売（月数回）。

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）

糀谷小学校４年生向けの施設公開 しいのき園（大田区西糀谷）

内容：施設見学、作業参加、質疑応答など。

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）

「遊ぼう祭」の開催 池上福祉園（大田区池上）

フィットネススタジオのスタッフとの共催で地域の方を対象に実施。

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）

地域の見学者の受入 志茂田福祉センター（大田区西六郷）

大田区介護保険課・区内社会福祉法人・民生委員児童委員協議会・区内当事者団体の見学者受け入れ。

地域における公益的な

取組⑨（その他）

自主生産品の販売を通じた地域交流 志茂田福祉センター（大田区西六郷）

毎週水曜に食パン等生産品を地域住民向けに販売、また出張販売会等を通じて交流している。

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）

糀谷地区福祉施設連絡会への参加 しいのき園、、障害者生活ホーム（大田区西糀谷）

糀谷地区自治会連合会と同地区福祉関連事業所の合同の会議に参加し、福祉ニーズに係る連携を図る。

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）

非難行動要支援委員会への参加 大田幸陽会ラナハウス西糀谷（大田区西糀谷）

町会の委員会に参加し、ラナハウス西糀谷（サ高住）入居者（要援護者）の安否確認と情報共有を行っている。

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）

環境・美化・エコ活動 新井宿福祉園（大田区中央）

廃油の回収・納め（城南信用金庫）、ﾍﾟｯﾄﾎﾞﾄﾙ回収・納め（近隣ｽｰﾊﾟｰ）、近隣清掃活動等。

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）

地域の高校・専門学校生の体験見学等受入 大森東福祉園（大田区大森東）

作業体験、ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱを通じて障がい者支援への理解を促進。

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）

保護者による作業手伝い及び交流 新井宿福祉園（大田区中央）

保護者への協力を呼びかけて作業手伝いや多世代コミュニティの交流機会を提供する。

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）

近隣地域との交流 新井宿福祉園（大田区中央）

おおた文化の森開催の「夏休み防災ワークショップ」に地域住民と共に参加。

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）

区内企業の協力による販売を通じた理解促進 しいのき園（大田区西糀谷）

社屋内で社員と利用者・職員が一緒に自主製品を定期的に販売（2か所）

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）

近隣福祉施設の清掃等を通じた理解促進 しいのき園（大田区西糀谷）

利用者・職員で近隣の高齢者施設の倉庫整理を毎週実施
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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

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）

他法人の施設見学受入及び交流 新井宿福祉園（大田区中央）

社会福祉法人品川総合福祉センターの施設見学及び意見交換会の実施。

地域における公益的な

取組⑨（その他）

地域との交流事業 池上福祉園（大田区池上）

納涼祭（27名参加）を開催・地域住民等との交流の場とした。

地域における公益的な

取組⑨（その他）

NPO馬込子守り会　子ども食堂 まごめ園（大田区中馬込）

地域NPO主催の子ども食堂の運営協力、協働。食堂を調理場所として、器具の提供等。

0

0

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）

地域の中学・高校生の職場体験・ボラ受入 志茂田福祉センター（大田区西六郷）

作業体験を通じて利用者との交流を実施（実績10名）。

地域における公益的な

取組⑨（その他）

西蒲田地域　防災パトロール さわやかワークセンター（大田区西蒲田）

西蒲田２・３丁目町会役員による地域の見守り、パトロールに参加。

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）

地域の小学生との交流 大森東福祉園（大田区大森東）

大森東小学校2年生・4年生を受入れ、作業体験と交流を実施。

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）

近隣地域の清掃活動・環境保護活動 大森東福祉園（大田区大森東）

施設利用者・職員で定期的に近隣地域のアルミ缶回収と集積所の清掃を実施。

1 有

2 無

1 有

2 無

1,487,445,914

330,389

0

1 有

1 有

1 有

0

0

0

0

0

0

文書指導事項なし。

特記なし。

のぞみ園、大田区立新井宿福祉園、大田区立池上福祉園 2017

435,156,320

施設名 直近の受審年度

まごめ園、大田区立しいのき園、大田区立大森東福祉園 2019

さわやかワークセンター 2018
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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


