
社会福祉法人秩父市社会福祉事業団

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

(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

11 埼玉県 207 秩父市 11207 6030005014986 04 社会福祉事業団 01 運営中

埼玉県 秩父市 上吉田3352-1

http://www.chichibu.ne.jp/~honobono/ (14)法人のﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ honobono@chichibu.ne.jp

社会福祉法人秩父市社会福祉事業団

埼玉県 秩父市 蒔田1977
0494-21-5535 0494-21-4011 1 有

(3-2)評議員の職業

木村　隆彦 H30.6.5 Ｒ3.6

平成10年9月17日 平成10年9月22日

7名以上９名以内 8 128,000

(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

関河　喜重 H30.4.1 Ｒ3.6
4

4

町田　昭代 H29.4.1 Ｒ3.6
4

中畝　芳雄 R1.9.1 Ｒ3.6
1

宍戸　美智代 H29.4.1 Ｒ3.6
4

浅見　利春 H29.4.1 Ｒ3.6
4

宮前　房男 R1.5.30 Ｒ3.6
4

(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

田端　富子 R1.5.30 Ｒ3.6
4

(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 2,483,200 1 特例有

R1.6.14 Ｒ3.6 1 社会福祉事業の経営に関する識見を有する者 2 無 5
久喜　邦康

1 理事長 平成29年6月30日 2 非常勤 令和1年6月14日

R1.6.14 Ｒ3.6 3 施設の管理者 2 無 5
石渡　信幸

2 業務執行理事 1 常勤 令和1年6月14日

R1.6.14 Ｒ3.6 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
近藤　俊夫

3 その他理事 2 非常勤 令和1年6月14日

R1.6.14 Ｒ3.6 1 社会福祉事業の経営に関する識見を有する者 2 無 3
平沼　清史

3 その他理事 2 非常勤 令和1年6月14日

R1.6.14 Ｒ3.6 1 社会福祉事業の経営に関する識見を有する者 2 無 4
小池　克三郎

3 その他理事 2 非常勤 令和1年6月14日

R1.6.14 Ｒ3.6 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 3
宮下　昭

3 その他理事 2 非常勤 令和1年6月14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。

2 2 128,000

(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
(3-7)前会計年度における

理事会への出席回数

阪本　昇寿
令和1年6月14日

R1.6.14 Ｒ3.6 5 財務管理に識見を有する者（税理士） 4

(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）

2 3 0

齋藤　保
令和1年6月14日

R1.6.14 Ｒ3.6 3 社会福祉事業に識見を有する者（その他） 5

(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

1.5 0.0

110 3 74

1.5 42.7

令和1年6月14日 8 1

平成３０年度　事業報告、決算報告並びに監査報告について

秩父市社会福祉事業団　理事及び監事の選任について



社会福祉法人秩父市社会福祉事業団

(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

令和1年7月2日 8 2

令和元年度　第１次補正予算について

令和1年6月14日 8 1

平成３０年度　事業報告、決算報告並びに監査報告について

秩父市社会福祉事業団　理事及び監事の選任について

令和1年12月20日 8 2 令和元年度　第２次補正予算について

令和1年8月23日 8 2 （報告事項のみ）

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2年3月26日 8 2

新規事業計画について

令和元年度　第３次補正予算について

令和２年度 事業計画及び当初予算について

令和1年8月21日 5 1

（仮称）多機能型福祉施設の新築工事請負契約の締結について

（仮称）多機能型福祉施設の建築設計・監理業務委託契約の締結について

秩父市社会福祉事業団　評議員選任候補者の評議員選任・解任委員会への推薦について

令和1年12月10日 5 2

（仮称）多機能型福祉施設　高額な支出を伴う契約の締結について

秩父市社会福祉事業団　職員給与規程の一部改正について

職員処遇改善の臨時的措置に関する要綱の一部改正について

令和元年度　第２次補正予算について

放課後等デイサービスゆくる運営規程の一部改正について

秩父市ヘルパーステーション運営規程の一部改正について

秩父市特別養護老人ホーム偕楽苑短期入所運営規程の一部改正について

秩父市社会福祉事業団　給食業務委託に係る契約方法について

令和元年度　評議員会の開催について

令和1年5月28日 5 2

平成３０年度　事業報告、決算報告並びに監査報告について

秩父市社会福祉事業団　職員就業規程の一部改正について

秩父市社会福祉事業団　理事及び監事の選任候補者について

秩父市社会福祉事業団　評議員選任候補者の評議員選任・解任委員会への推薦について

令和元年度　定時評議員会の開催について

令和1年6月26日 5 2

秩父市社会福祉事業団　理事長の選任について

秩父市社会福祉事業団　常務理事の選任について

令和元年度　第１次補正予算について

（仮称）多機能型福祉施設の建設工事に伴う入札方法ついて

令和元年度　評議員会の開催について

1

阪本　昇寿

齋藤　保

特になし

特になし

令和2年1月24日 5 2

（仮称）多機能型福祉施設 建設工事請負変更契約の締結について

（仮称）多機能型福祉施設 建築設計・監理業務委託変更契約の締結について

 基本財産（駐車場用地）の取得について

（仮称）多機能型福祉施設の名称について

秩父市社会福祉事業団　職員給与規程の一部改正について

令和2年3月18日 6 2

駐車場用地の土地売買契約の締結について

新規事業計画について

指定居宅介護支援事業所運営規程の制定について

秩父市社会福祉事業団　組織規程の一部改正について

秩父市社会福祉事業団　経理規程の一部改正について

令和元年度　第３次補正予算について

積立金の取崩しについて

令和２年度 高額な支出を伴う契約の締結について

令和２年度 事業計画及び当初予算について

令和元年度　評議員会の開催について

04 意見不表明

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

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

（イ）修繕費合計額（円）

110 本部

00000001 本部経理区分 本部

埼玉県 秩父市 蒔田1977 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）

1 行政からの賃借等 平成10年9月17日 0 0

ア建設費
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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

11-2．地域における公益的な取組（地域公益事業(再掲)含む）

110 本部

イ大規模修繕

昭和46年5月24日 100 34,607

ア建設費

埼玉県 秩父市 蒔田1977 1 行政からの賃借等 1 行政からの賃借等

120 偕楽苑

02120402 老人短期入所施設（短期入所生活介護） 短期入所生活介護事業所　偕楽苑

埼玉県 秩父市 蒔田1977 1 行政からの賃借等

イ大規模修繕

120 偕楽苑

01030202 特別養護老人ホーム（介護福祉サービス） 秩父市特別養護老人ホーム　偕楽苑

イ大規模修繕

1 行政からの賃借等 平成12年4月1日 20 7,104

ア建設費

昭和40年6月24日 50 17,967

ア建設費

埼玉県 秩父市 蒔田1977 1 行政からの賃借等 1 行政からの賃借等

140 蒔田デイ

02120202 老人デイサービスセンター（通所介護） 蒔田デイサービスセンター

埼玉県 秩父市 蒔田1977 1 行政からの賃借等

イ大規模修繕

130 長寿荘

01030101 養護老人ホーム 秩父市立養護老人ホーム　長寿荘

イ大規模修繕

1 行政からの賃借等 平成12年4月1日 35 7,937

ア建設費

平成12年4月1日 160 1,596

ア建設費

埼玉県 秩父市 蒔田1977 1 行政からの賃借等 1 行政からの賃借等

160 高篠デイ

02120202 老人デイサービスセンター（通所介護） 秩父市高篠デイサービスセンター

埼玉県 秩父市 栃谷369-1 1 行政からの賃借等

イ大規模修繕

150
秩父市ヘル

パー

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

イ大規模修繕

1 行政からの賃借等 平成21年4月1日 33 8,400

ア建設費

平成19年4月1日 18 4,738

ア建設費

埼玉県 秩父市 上吉田3352-1 1 行政からの賃借等 1 行政からの賃借等

180

障がい者相

談支援　ほの

ぼの

02130303 計画相談支援 障がい者相談支援センター　ほのぼの

埼玉県 秩父市 中宮地町4-30 2 民間からの賃借等

イ大規模修繕

170 上吉田デイ

02120204 老人デイサービスセンター（地域密着型通所介護） 秩父市上吉田デイサービスセンター

イ大規模修繕

2 民間からの賃借等 平成28年3月15日 0 1,306

ア建設費

平成30年4月1日 10 2,086

ア建設費

埼玉県 秩父市 中宮地町4-30 2 民間からの賃借等 2 民間からの賃借等

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

190

放課後等デイ

サービス　ゆく

る

02090103 障害児通所支援事業（放課後デイサービス） 放課後等デイサービス　ゆくる

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

（イ）修繕費合計額（円）

210
事業団　居

宅

03260301 居宅介護支援事業 秩父市社会福祉事業団　居宅介護支援事業所

埼玉県 秩父市 蒔田1977 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）

イ大規模修繕

1 行政からの賃借等 平成12年4月1日 0 2,717

ア建設費

平成19年4月1日 20 7,214

ア建設費

埼玉県 秩父市 上吉田3352-1 1 行政からの賃借等 1 行政からの賃借等

230 ふぁいん・ユー

03321401 その他所轄庁が認めた事業 秩父市重度心身障害者通所施設　ふぁいん・ユー

埼玉県 秩父市 近戸町9-9 1 行政からの賃借等

イ大規模修繕

220 吉祥苑

03260206 地域密着型サービス事業（入居者生活介護） 秩父市立上吉田高齢者生活支援ハウス　吉祥苑

1 行政からの賃借等 平成23年4月1日 10 593

ア建設費

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

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

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）

彩の国あんしんセーフティーネット 秩父市全域

生活困窮者の相談支援、金銭面の支援

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）

ほのぼのネット 秩父市（中蒔田地区）

一人暮らしや生活に不安のある人の見守り支援（登録制）

（イ）修繕費合計額（円）

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）

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

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）

ちょっくらおでかけサポート 秩父市（浦山地区、中津川地区）

山間地域の移動支援（買い物や外出のサポート）

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）

あんきなくらしサポート 秩父市（浦山地区、中津川地区）

専門職などを地域に派遣して、一緒に体を動かしたり、困りごとや相談に応じる



社会福祉法人秩父市社会福祉事業団

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

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）

研修講師派遣 秩父郡市内

認知症サポーター養成講座、あいサポーター養成講座への講師派遣

0

555,960,000

186,828,150

平成29年4月1日 令和4年3月31日

1 有

1 有

1 有

0

0

555,960,000

186,828,150

0

0

0

施設名 直近の受審年度

2 無

2 無

1 有

1 有

776,068,630

0


