
社会福祉法人　江戸川豊生会

現況報告書（平成31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

13 東京都 123 江戸川区 13000 1011705000638 01 一般法人 01 運営中

茨城県 潮来市 上戸１９２１－１

社会福祉法人　江戸川豊生会
東京都 江戸川区 臨海町1丁目4‒4
03‒3804‒0702 03‒5659‒4132 1 有

(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://e‒houseikai.or.jp/ (14)法人のﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ houseikai@e‒houseikai.or.jp
平成9年8月6日 平成9年8月8日

9～10 9 220,000

無職

沼尾　康孝 H29.3.22 H33.6 2 無 2 無 3山一産協株式会社副社長

H33.6 2 無 2 無 3江商石油株式会社社長

須賀　精二 H29.3.22 H33.6 2 無 2 無 1江戸川区議会議員

中野　三郞 H30.12.5 H33.6 2 無 2 無 1無職

萩原　廣一 H29.3.22 H33.6 2 無 2 無 3東京都生活文化局元理事

田中　保夫 H29.3.22

山岡　達哉 H29.3.22 H33.6 2 無 2 無 3浦安市議会元事務局長

島田　行雄 H29.3.22 H33.6 2 無 1 有 2習志野市元副市長

大脇　知芳 H30.12.5 H33.6 2 無 2 無 2無職

大西　文代 H29.3.22 H33.6 2 無 2 無 3

2 無
H29.6.16 H31.6 2 事業区域における福祉に関する実情に通じている者 1 有 3 職員給与のみ支給 3村上　玲子 2 業務執行理事 2 非常勤 平成29年6月16日 当法人本部長

2 無
H29.6.16 H31.6 1 社会福祉事業の経営に関する識見を有する者 1 有 2 理事報酬のみ支給 3柳内　光子 1 理事長 平成29年6月16日 2 非常勤 平成29年6月16日 山一興産株式会社社長

(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

8～10 8 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

31,750,300

2 無
H29.6.16 H31.6 3 施設の管理者 2 無 3 職員給与のみ支給 3竹中　一雄 3 その他理事 2 非常勤 平成29年6月16日 特別養護老人ホームかとりの郷福楽園施設長

2 無
H29.6.16 H31.6 4 その他 2 無 2 理事報酬のみ支給 3高久　建児 3 その他理事 1 常勤 平成29年6月16日 当法人顧問

2 無
H30.12.5 H31.6 3 施設の管理者 2 無 3 職員給与のみ支給 1新宅　秀樹 3 その他理事 2 非常勤 平成30年12月5日 当法人副本部長

2 無
H29.6.16 H31.6 4 その他 2 無 2 理事報酬のみ支給 2吉成　庸子 3 その他理事 2 非常勤 平成29年6月16日 作家

2 無
H29.6.16 H31.6 4 その他 2 無 2 理事報酬のみ支給 3安田　祥子 3 その他理事 2 非常勤 平成29年6月16日 音楽家

2 無
H29.6.16 H31.6 4 その他 2 無 2 理事報酬のみ支給 0塙　　東男 3 その他理事 2 非常勤 平成29年6月16日 笠間稲荷神社宮司

5 財務管理に識見を有する者（税理士） 6

松崎　勝 弁護士 2 無 平成29年6月16日
H29.3.22 H31.6 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

醍醐　敦 税理士 2 無 平成29年6月16日
H29.6.16 H31.6

2 2 120,000

(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。

(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）

興亜監査法人 2,486,700 1 有 興亜監査法人 2,486,700

0 0 4
0.0 3.0

401 0 215
0.0 154.2
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社会福祉法人　江戸川豊生会

現況報告書（平成31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

平成31年3月29日 7 0 1 0 平成３０年度最終補正予算(案)について､２０１９年度事業計画(案)について､２０１９年度当初予算(案)について､定款の変更について､役員報酬規程の改
正について

平成30年12月5日 6 0 2 0 理事の選任について､評議員の解任について､評議員の選任について､業務執行代理者の選出について､その他報告事項

平成30年6月22日 7 0 1 0 平成２９年度事業報告（案）について､平成２９年度決算（案）について､会計監査人報告について､社会福祉充実計画について､会計監査人の選任について

(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

平成30年6月6日 6 2
平成２９年度事業報告(案)について､平成２９年度決算(案)について､平成２９年度監事監査について､会計監査人の報告書について､就業規則・給与規程の改正につい
て､評議員会の招集について､法人特養の運営規程の改正について､業務執行状況の報告について

平成30年11月13日 6 2
平成３０年度補正予算(案)について､理事欠員による新理事候補者について､業務執行理事の選任について､評議員会の招集について､給与規程・就業規則・旅費規程・個
人情報保護規定等の改正について､理事長専決処分の承認について､業務執行状況の報告について

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

平成31年3月14日 7 1

平成３０年度　最終補正予算（案）について､２０１９年度　事業計画（案）について､２０１９年度　当初予算（案）について､定款の変更について､法人規程等の改
正について（就業規則、ﾊﾟｰﾄﾀｲﾏｰ・非常勤職員等就業規則、再雇用職員就業規則、給与規程、江戸川豊生会組織及び業務所掌規程、ハラスメント防止規程、資格取得
向上支援規程、役員報酬規程）､２０１９年度　契約状況について､法人本部借入金について､幹部職員人事について､香取市養護老人ホームひまわり苑の譲渡について､オ
ウトピアみどり苑みどりヘルパーステーションの廃止及びデイサービス事業の休止について､オウトピア保育園の増改築について､日本財団助成車両の譲受について､みどりの郷福楽園
大規模改修について､平成３０年度　第２回評議員会の開催について

0

醍醐　敦
松崎　勝

特になし

特になし

01 無限定適正意見
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社会福祉法人　江戸川豊生会

現況報告書（平成31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　－　(1)社会福祉事業の実施状況

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

001 福楽園　社
会福祉事業

01030202 特別養護老人ホーム（介護福祉サービス） 福楽園　特別養護老人ホーム
茨城県 潮来市 上戸1921‒1 3 自己所有

イ大規模修繕

平成9年8月8日 0 0
ア建設費 0020 本部　社会

福祉事業

00000001 本部経理区分 本部
東京都 江戸川区 臨海町1‒4‒4 4 その他 4 その他

平成10年5月13日 10 3,758
ア建設費 0001 福楽園　社

会福祉事業

02120402 老人短期入所施設（短期入所生活介護） 福楽園　ショート
茨城県 潮来市 上戸1921‒1 3 自己所有 3 自己所有

3,357.070
イ大規模修繕 平成24年2月29日 平成25年10月28日 平成26年7月20日 平成27年11月19日 平成28年12月1日 199,290,400

3 自己所有 平成10年5月13日 70 25,416
ア建設費 平成10年3月31日 208,906,000 503,754,000 250,000,000 962,660,000

イ大規模修繕

3 自己所有 平成10年5月13日 34 8,171
ア建設費 0001 福楽園　社

会福祉事業

02120202 老人デイサービスセンター（通所介護） 福楽園　デイサービス
茨城県 潮来市 上戸1921‒1 3 自己所有

イ大規模修繕

14,030,000

001 福楽園　社
会福祉事業

02120901 老人介護支援センター 福楽園　在宅介護支援センター
茨城県 潮来市 上戸1921‒1 3 自己所有

イ大規模修繕 平成21年4月30日 平成22年3月31日 平成26年8月8日

平成12年4月1日 18 6,539
ア建設費 平成11年11月10日 11,196,420 67,000,000 41,000,000 119,196,420 624.910001 福楽園　社

会福祉事業

02120601 認知症対応型老人共同生活援助事業 福楽園コスモス
茨城県 潮来市 上戸1921‒1 3 自己所有 3 自己所有

平成14年4月1日 104 35,747
ア建設費 平成14年2月20日 67,161,737 1,420,783,475 244,748,756 1,732,693,968 5,112.000003

みどりの郷福
楽園　社会
福祉事業

01030202 特別養護老人ホーム（介護福祉サービス） みどりの郷福楽園　特別養護老人ホーム
東京都 江戸川区 臨海町1‒4‒4 3 自己所有 3 自己所有

イ大規模修繕

3 自己所有 平成19年4月1日 0 0
ア建設費 0

イ大規模修繕

3 自己所有 平成14年4月1日 10 2,986
ア建設費 0003

みどりの郷福
楽園　社会
福祉事業

02120402 老人短期入所施設（短期入所生活介護） みどりの郷福楽園　ショート
東京都 江戸川区 臨海町1‒4‒4 3 自己所有

イ大規模修繕

イ大規模修繕

3 自己所有 平成14年4月1日 25 5,645
ア建設費 0003

みどりの郷福
楽園　社会
福祉事業

02120202 老人デイサービスセンター（通所介護） みどりの郷福楽園　デイサービス
東京都 江戸川区 臨海町1‒4‒4 3 自己所有

イ大規模修繕

平成14年4月1日 12 2,554
ア建設費 0 1,320.110003

みどりの郷福
楽園　社会
福祉事業

02120204 老人デイサービスセンター（地域密着型通所介護） みどりの郷福楽園　デイサービス　認知
東京都 江戸川区 臨海町1‒4‒4 3 自己所有 3 自己所有

030
第二みどりの
郷　社会福
祉事業

01030202 特別養護老人ホーム（介護福祉サービス） 第二みどりの郷　特別養護老人ホーム
東京都 江戸川区 江戸川２－１５－２２ 3 自己所有

イ大規模修繕

平成28年1月1日 29 10,235
ア建設費 0003

みどりの郷福
楽園　社会
福祉事業

01030201 特別養護老人ホーム（地域密着型） みどりの郷福楽園　地域密着型特別養護老人ホーム
東京都 江戸川区 東小松川1‒13‒2 3 自己所有 3 自己所有

平成17年4月1日 25 5,996
ア建設費 0030

第二みどりの
郷　社会福
祉事業

02120202 老人デイサービスセンター（通所介護） 第二みどりの郷　デイサービス
東京都 江戸川区 江戸川２－１５－２２ 3 自己所有 3 自己所有

3,183.700
イ大規模修繕

3 自己所有 平成17年4月1日 48 16,835
ア建設費 平成17年2月28日 131,524,000 624,026,000 557,100,000 1,312,650,000

イ大規模修繕

2 民間からの賃借等 平成26年7月1日 18 6,465
ア建設費 0030

第二みどりの
郷　社会福
祉事業

02120601 認知症対応型老人共同生活援助事業 第二みどりの郷　グループホーム心
東京都 江戸川区 江戸川２－８－１ 2 民間からの賃借等

イ大規模修繕

040 白鷺園　社
会福祉事業

01030101 養護老人ホーム 白鷺園　養護老人ホーム
千葉県 習志野市 鷺沼3‒6‒44 1 行政からの賃借等

イ大規模修繕

平成16年4月1日 32 7,493
ア建設費 平成17年2月28日 0015

みどりの郷保
育園　社会
福祉事業

02091201 保育所 みどりの郷保育園
東京都 江戸川区 江戸川２－１５－２２ 3 自己所有 3 自己所有

平成18年4月1日 4 895
ア建設費 0040 白鷺園　社

会福祉事業

02120402 老人短期入所施設（短期入所生活介護） 白鷺園　ショート
千葉県 習志野市 鷺沼3‒6‒44 1 行政からの賃借等 1 行政からの賃借等

1,028.480
イ大規模修繕

1 行政からの賃借等 平成18年4月1日 50 17,016
ア建設費 0

イ大規模修繕

1 行政からの賃借等 平成18年4月1日 35 7,875
ア建設費 0040 白鷺園　社

会福祉事業

02120202 老人デイサービスセンター（通所介護） 白鷺園　デイサービス
千葉県 習志野市 鷺沼3‒6‒44 1 行政からの賃借等

イ大規模修繕

050

福楽園前原
在宅センター
社会福祉事
業

02120202 老人デイサービスセンター（通所介護） 福楽園前原　デイサービス
千葉県 船橋市 前原西6‒1‒72 3 自己所有

イ大規模修繕

平成18年11月1日 0 10,775
ア建設費 0040 白鷺園　社

会福祉事業

02120101 老人居宅介護等事業（訪問介護） 白鷺園　訪問介護事業所
千葉県 習志野市 鷺沼3‒6‒44 1 行政からの賃借等 1 行政からの賃借等

平成19年4月1日 12 3,093
ア建設費 0050

福楽園前原
在宅センター
社会福祉事
業

02120302 老人デイサービスセンター（認知症対応型） 福楽園前原　デイサービス　認知
千葉県 船橋市 前原西6‒1‒72 3 自己所有 3 自己所有

965.670
イ大規模修繕

3 自己所有 平成19年2月1日 28 7,114
ア建設費 0

イ大規模修繕

3 自己所有 平成21年4月1日 20 5,868
ア建設費 0050

福楽園前原
在宅センター
社会福祉事
業

02120202 老人デイサービスセンター（通所介護） 福楽園前原　アフタヌーンデイサービス
千葉県 船橋市 前原西6‒1‒72 3 自己所有

イ大規模修繕
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070
ひまわり苑
社会福祉事
業

01030101 養護老人ホーム 香取市ひまわり苑　養護老人ホーム
千葉県 香取市 津宮４１０２ 1 行政からの賃借等

イ大規模修繕

平成19年2月1日 0 0
ア建設費 0050

福楽園前原
在宅センター
社会福祉事
業

02120101 老人居宅介護等事業（訪問介護） 福楽園ヘルパーステーション前原
千葉県 船橋市 前原西6‒1‒72 3 自己所有 3 自己所有

平成23年4月1日 5 1,412
ア建設費 0070

ひまわり苑
社会福祉事
業

02120402 老人短期入所施設（短期入所生活介護） 香取市ひまわり苑　ショート
千葉県 香取市 津宮４１０２ 1 行政からの賃借等 1 行政からの賃借等

1,981.390
イ大規模修繕

1 行政からの賃借等 平成23年4月1日 50 15,380
ア建設費 0

イ大規模修繕

1 行政からの賃借等 平成23年4月1日 30 6,869
ア建設費 0070

ひまわり苑
社会福祉事
業

02120202 老人デイサービスセンター（通所介護） 香取市ひまわり苑　デイサービスセンター
千葉県 香取市 津宮４１０２ 1 行政からの賃借等

イ大規模修繕

060
愛和元町保
育園　社会
福祉事業

02091201 保育所 愛和元町保育園
千葉県 浦安市 堀江5‒20‒11 3 自己所有

イ大規模修繕

平成23年4月1日 0 25,690
ア建設費 0070

ひまわり苑
社会福祉事
業

02120101 老人居宅介護等事業（訪問介護） 香取市ひまわり苑　訪問介護事業所
千葉県 香取市 津宮４１０２ 1 行政からの賃借等 1 行政からの賃借等

平成12年4月1日 18 3,521
ア建設費 平成12年2月8日 52,566,000 169,309,000 80,000,000 301,875,000 673.890080

オウトピアみ
どり苑　社会
福祉事業

02120202 老人デイサービスセンター（通所介護） オウトピアみどり苑高齢者在宅サービスセンター
東京都 墨田区 緑2丁目5番12号 3 自己所有 3 自己所有

1,532.280
イ大規模修繕

3 自己所有 平成23年4月1日 170 20,204
ア建設費 平成23年2月28日 0 319,677,000 120,000,000 439,677,000

イ大規模修繕

3 自己所有 平成12年4月1日 0 24
ア建設費 0080

オウトピアみ
どり苑　社会
福祉事業

02120101 老人居宅介護等事業（訪問介護） オウトピアみどり苑ヘルパーステーション
東京都 墨田区 緑2丁目5番12号 3 自己所有

イ大規模修繕

071
かとりの郷福
楽園　社会
福祉事業

01030202 特別養護老人ホーム（介護福祉サービス） かとりの郷福楽園　特別養護老人ホーム　ユニット型
千葉県 香取市 内野４４８－１ 1 行政からの賃借等

イ大規模修繕

平成29年9月1日 30 4,431
ア建設費 平成29年7月31日 3,139,722 33,471,628 0 36,611,350 191.340081

オウトピア保
育園　社会
福祉事業

02091201 保育所 オウトピア保育園
東京都 墨田区 緑2丁目5番12号 3 自己所有 3 自己所有

平成29年5月1日 30 10,709
ア建設費 0071

かとりの郷福
楽園　社会
福祉事業

01030202 特別養護老人ホーム（介護福祉サービス） かとりの郷福楽園　特別養護老人ホーム　従来型
千葉県 香取市 内野４４８－１ 1 行政からの賃借等 3 自己所有

4,651.230
イ大規模修繕

3 自己所有 平成29年5月1日 70 24,895
ア建設費 平成29年2月28日 0 513,000,000 1,125,800,000 1,638,800,000

イ大規模修繕

3 自己所有 平成29年5月1日 10 3,155
ア建設費 0071

かとりの郷福
楽園　社会
福祉事業

02120402 老人短期入所施設（短期入所生活介護） かとりの郷福楽園　ショート
千葉県 香取市 内野４４８－１ 1 行政からの賃借等

イ大規模修繕

イ大規模修繕

平成29年5月1日 25 7,230
ア建設費 0071

かとりの郷福
楽園　社会
福祉事業

02120202 老人デイサービスセンター（通所介護） かとりの郷福楽園　デイサービス
千葉県 香取市 内野４４８－１ 1 行政からの賃借等 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　－　(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）

101 福楽園　公
益事業

03260301 居宅介護支援事業 福楽園居宅介護支援事業所
茨城県 潮来市 上戸1921‒1 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）

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

平成27年6月11日 0 0
ア建設費 0101 福楽園　公

益事業

03320901 社会福祉の増進に資する人材育成・確保事業 介護職員初任者研修事業
茨城県 潮来市 上戸1921‒1 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5月13日 0 1,636
ア建設費 0

イ大規模修繕

3 自己所有 平成14年4月1日 0 669
ア建設費 0103

みどりの郷福
楽園　公益
事業

03260301 居宅介護支援事業 みどりの郷福楽園居宅介護支援事業所
東京都 江戸川区 臨海町1‒4‒4 3 自己所有

イ大規模修繕

103
みどりの郷福
楽園　公益
事業

03321509 地域における公益的な取組⑨（その他） みどりの郷福楽園熟年ふれあいセンター
東京都 江戸川区 臨海町1‒4‒4 3 自己所有

イ大規模修繕

平成18年4月1日 0 0
ア建設費 0 56.270103

みどりの郷福
楽園　公益
事業

03280002 地域包括支援センター みどりの郷福楽園地域包括支援センター
東京都 江戸川区 臨海町1‒4‒4 2 民間からの賃借等 2 民間からの賃借等

平成24年4月1日 0 1,360
ア建設費 0103

みどりの郷福
楽園　公益
事業

03321509 地域における公益的な取組⑨（その他） みどりの郷福楽園熟年いきいきトレーニングセンター
東京都 江戸川区 臨海町1‒4‒4 3 自己所有 3 自己所有

イ大規模修繕

3 自己所有 平成19年4月1日 0 433
ア建設費 0

イ大規模修繕

3 自己所有 平成17年6月1日 0 607
ア建設費 平成17年2月28日 0130

第二みどりの
郷　公益事
業

03260301 居宅介護支援事業 第二みどりの郷居宅介護支援事業所
東京都 江戸川区 江戸川２－１５－２２ 3 自己所有

イ大規模修繕

140 白鷺園　公
益事業

03260301 居宅介護支援事業 白鷺園居宅介護支援事業所
千葉県 習志野市 鷺沼3‒6‒44 1 行政からの賃借等

平成19年2月1日 0 0
ア建設費 0150

福楽園前原
在宅センター
公益事業

03260301 居宅介護支援事業 福楽園前原居宅介護支援事業所
千葉県 船橋市 前原西6‒1‒72 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 平成18年10月1日 0 755
ア建設費 0

イ大規模修繕

1 行政からの賃借等 平成23年4月1日 0 336
ア建設費 0170 ひまわり苑

公益事業

03260301 居宅介護支援事業 ひまわり苑居宅介護支援事業所
千葉県 香取市 津宮４１０２ 1 行政からの賃借等

イ大規模修繕

180
オウトピアみ
どり苑　公益
事業

03280002 地域包括支援センター オウトピアみどり苑地域包括支援センター
東京都 墨田区 緑2丁目5番12号 3 自己所有

イ大規模修繕

平成12年4月1日 0 1,393
ア建設費 0180

オウトピアみ
どり苑　公益
事業

03260301 居宅介護支援事業 オウトピアみどり苑居宅介護支援事業所
東京都 墨田区 緑2丁目5番12号 3 自己所有 3 自己所有

平成18年4月1日 0 1,539
ア建設費 0180

オウトピアみ
どり苑　公益
事業

03321502 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） オウトピアみどり苑高齢者みまもり相談室
東京都 墨田区 緑2丁目5番12号 3 自己所有 3 自己所有

イ大規模修繕

3 自己所有 平成12年4月1日 0 2,225
ア建設費 0

662.800
イ大規模修繕

3 自己所有 平成25年4月1日 20 6,605
ア建設費 平成16年8月11日 83,295,000 0 488,955,000 572,250,000190

みどりの里江
戸川　公益
事業

03321101 有料老人ホームを経営する事業 みどりの里江戸川
東京都 江戸川区 東小松川1‒13‒2 3 自己所有

イ大規模修繕

イ大規模修繕

平成29年5月1日 0 339
ア建設費 0171

かとりの郷福
楽園　公益
事業

03260301 居宅介護支援事業 かとりの郷福楽園　居宅介護支援事業所
千葉県 香取市 内野４４８－１ 1 行政からの賃借等 3 自己所有

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）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）

特になし
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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）

赤ちゃんほっとすてーしょん 千葉県浦安市（愛和元町保育園）

授乳やおむつ替えのできる場所を提供した

地域における公益的な取
組⑨（その他）

地域交流 千葉県浦安市（愛和元町保育園）

地域交流イベントの開催　園庭開放、栄養士看護師の講座等を開催

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

地域における公益的な取
組⑨（その他）

ミニデイサービスへの派遣 東京都江戸川区（みどりの郷福楽園）

機能訓練指導員を定期的に派遣し活動を支援。

地域における公益的な取
組⑨（その他）

地域交流スペースの活用 東京都江戸川区（みどりの郷福楽園）

地域還元目的で施設登録をした地域団体へ無償で貸し出しする。

ボランティアの育成に関する
事業

子ども、障がい者、高齢者等の社会参加 東京都墨田区（オウトピアみどり苑）

就労のステップアップや自立支援として施設機能を生かしたボランティアの育成。

地域における公益的な取
組⑨（その他）

みどりの郷まつり 東京都江戸川区（みどりの郷福楽園）

地域の方に施設を開放し、社会福祉施設として社会資源を地域に還元する。

地域における公益的な取
組⑨（その他）

地域交流行事への出店 東京都墨田区（オウトピアみどり苑）

職員と地域の見守り協力員さんとで模擬店を開催。

地域における公益的な取
組⑨（その他）

自主サークルへの施設の開放 東京都墨田区（オウトピアみどり苑）

今年度、5グループ延べ約3,000名の方が住民同志の交流や、介護予防を目的に活動。

地域における公益的な取
組⑨（その他）

納涼祭 江戸川区江戸川（みどりの郷保育園）

地域の方や地域の子どもたちとの交流。

地域における公益的な取
組⑨（その他）

おはなし会 江戸川区江戸川（みどりの郷保育園）

子育てに悩みを抱える母親に対して、専門職である職員が悩みを聞き、アドバイス対応しました。

地域における公益的な取
組⑨（その他）

学びの場 千葉県浦安市（愛和元町保育園）

近隣のこども園、小中高校生等に対し、保育園の理解を深める、「学びの場」を提供しました。

地域における公益的な取
組⑨（その他）

園の開放 江戸川区江戸川（みどりの郷保育園）

保育園の体験をしてもらうことで保育園の雰囲気を知っていただきました。

地域における公益的な取
組⑨（その他）

出張相談窓口 茨城県潮来市（福楽園）

出張相談窓口のブース設置（牛堀公民館祭り）

地域における公益的な取
組⑨（その他）

セミナーの開催 千葉県香取市（ひまわり苑）

「これだけは知っておきたい遺言と相続のはなし」､その他「施設入所のはなし」と「契約書のはなし」

ボランティアの育成に関する
事業

福祉の仕事紹介活動 茨城県潮来市（福楽園）

福祉の仕事を知ってもらう活動

地域における公益的な取
組⑨（その他）

ＲＵＮ．ＴＯＭＯ 茨城県潮来市（福楽園）

認知症啓発活動

地域における公益的な取
組⑨（その他）

さくらまつりの合同開催 千葉県習志野市（白鷺園）

近隣の小学校や地域住民参加型の地域交流事業として実施した。

地域における公益的な取
組⑨（その他）

納涼祭の開催 千葉県習志野市（白鷺園）

地域交流の場を提供し地域住民へ還元を行った。

地域における公益的な取
組⑨（その他）

地域交流スペースの開放 千葉県香取市（かとりの郷福楽園）

地域交流スペースを開放し、活動スペースの提供を行った。

地域における公益的な取
組⑨（その他）

 園庭の開放 千葉県習志野市（白鷺園）

桜の季節に限らず、年間を通して園庭開放を実施し、地域住民の憩いの場としてご利用頂けるようにした。

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）

学生交流 東京都江戸川区（みどりの郷福楽園､みどりの里江戸川合同）

授業の一環として高齢者との交流を行う場として施設で受け入れを行っている。

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）

小見川西地区　高齢者の集い 千葉県香取市（かとりの郷福楽園）

認知症の予防と介護・健康体操を実施した。
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社会福祉法人　江戸川豊生会

現況報告書（平成31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

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）

英語で遊ぼう 江戸川区江戸川（みどりの郷保育園）

地域の方対象に、ネイティブの英語の先生を招き歌やゲームを通して英語で遊ぶ楽しさを伝えた。

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）

保育所体験 東京都墨田区（オウトピア保育園）

自宅で育児に取り組んでいる保護者を招き、母子で楽しんでもらった。

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）

職場体験学習 千葉県習志野市（福楽園前原在宅センター）

中学校の職場体験学習の生徒を受け入れた。

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）

職場体験学習 江戸川区江戸川（みどりの郷保育園）

保育園での体験を通し、働くことへの意義を考え、職員や園児と交流で社会性を養う場を提供した。

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）

前原地区福祉まつり 千葉県習志野市（福楽園前原在宅センター）

協力参加。全体プログラムの中で、「福楽園前原デイサービスセンター」として健康体操を2回行った。

地域における公益的な取
組⑨（その他）

研修会 千葉県習志野市（福楽園前原在宅センター）

地域の居宅介護支援事業所向け研修会を開き、他の介護支援専門員との関係づくりと、勉強会の機会を作った。

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）

第二みどりの郷　地域交流会 東京都江戸川区（第二みどりの郷）

自施設の理学療法士による集団体操、介護用品の展示会、介護相談ブースを設置。

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）

盆おどり大会 千葉県習志野市（福楽園前原在宅センター）

事前協議、準備への参加・協力を行い、模擬店を出店し地域還元に努めた。

0

0
0
0
0

0

オウトピアみどり苑 平成２８年度
みどりの里江戸川 平成２９年度
オウトピア保育園 平成３０年度

グループホーム・心 平成３０年度
みどりの郷保育園 平成２９年度
愛和元町保育園 平成３０年度

福楽園コスモス(グループホーム) 平成３０年度
特養・みどりの郷福楽園 平成３０年度
特養・第二みどりの郷 平成３０年度

1 有

2,974,298,837
7,791,174

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
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社会福祉法人　江戸川豊生会

現況報告書（平成31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

　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

理事の報酬等の額が評議員会の決議により定められていないので、是正すること。
期限までに変更登記が行われておらず、かつ、変更登記の手続が行われていないので、是正すること。

決議に特別の利害関係を有する評議員がいるかを法人が確認していないので、是正すること。
理事候補者が欠格事由に該当しないこと等について、法人において確認がされていないので、是正すること。
監事候補者が欠格事由に該当しないこと等について、法人において確認がされていないので、是正すること。
議案について特別な利害関係を有する理事がいないことを法人が確認していないので、是正すること。
監事の報酬等の額が評議員会の決議によって定められていないので、是正すること。
会計監査人の報酬について、監事の過半数の同意を得て、理事会で定めること。

監事候補者から欠格事由に該当しない旨の申立書を徴収し、整備・保存している。
決議に特別の利害関係を有する理事がいるかを、その決議を行う前に確認し、議事録に記載します。
監事の報酬等の額について、評議員会の決議により定めました。
会計監査人の報酬について、監事の過半数の同意を得て、理事会において定め、議事録に記載しました。
理事の報酬等の額については、評議員会の決議により定めました。
変更登記済み

決議に特別の利害関係を有する評議員がいるかを、その決議を行う前に議案ごとに確認します。
理事候補者から欠格事由に該当しない旨の申立書を徴収し、整備・保存している。

2 無
2 無

1 有
1 有
2 無

1 有
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