
社会福祉法人　大分県社会福祉事業団

現況報告書（令和3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

44 大分県 201 大分市 44000 5320005000479 04 社会福祉事業団 01 運営中

社会福祉法人　大分県社会福祉事業団
大分県 大分市 大津町２丁目1-41-3Ｆ
097-552-1316 097-552-1094 2 無

(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.oitaswo.jp/ (14)法人のﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ oitaswo@coral.ocn.ne.jp
昭和42年9月29日 昭和42年10月4日

7 7 90,000

大分県精神福祉士会会⾧

神本　紀武 H29.4.1 Ｒ3.6月の定時評議員会まで
2 無 2 無 1

智泉福祉製菓専門学校講師

Ｒ3.6月の定時評議員会まで
2 無 2 無 0

大分県社会福祉事業団保護者連合会⾧

草野　俊介 H30.4.1 Ｒ3.6月の定時評議員会まで
2 無 1 有 1

大分県社会福祉協議会⾧

阿部　貴史 H29.4.1 Ｒ３.6月の定時評議員会まで
2 無 2 無 1

弁護士

齋藤　國芳 H29.4.1 Ｒ3.6月の定時評議員会まで
2 無 2 無 1

社団法人大分県手をつなぐ育成会会⾧

安倍　兵吾 H29.4.1

櫻木　正美 H29.4.1 Ｒ3.6月の定時評議員会まで
2 無 2 無 1

元大分県社会福祉事業団理事

藤波　志郎 H29.4.1 Ｒ3.6月の定時評議員会まで
2 無 2 無 1

2 無
R1.6.28 Ｒ3.6月の定時評議員会まで 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 1 理事報酬及び職員給料ともに支給 7穴井　貴雄

2 業務執行理事 1 常勤 令和1年6月28日 大分県社会福祉事業団常務理事兼事務局⾧

2 無
R1.6.28 Ｒ3.6月の定時評議員会まで 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 7青木　繁

1 理事⾧ 令和1年6月28日 1 常勤 令和1年6月28日 大分県社会福祉事業団理事⾧

(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 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

62,091,030

2 無
R1.6.28 Ｒ3.6月の定時評議員会まで 4 その他 2 無 2 理事報酬のみ支給 4首藤　忍

3 その他理事 2 非常勤 令和1年6月28日 大分県社会福祉事業団理事兼名誉会⾧

2 無
R1.6.28 Ｒ3.6月の定時評議員会まで 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加藤　るり子

2 業務執行理事 1 常勤 令和1年6月28日 大分県社会福祉事業団理事兼本部付き所属⾧

2 無
R1.6.28 Ｒ3.6月の定時評議員会まで 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 1 理事報酬及び職員給料ともに支給 7銅城　義則

2 業務執行理事 1 常勤 令和1年6月28日 大分県社会福祉事業団理事兼総務企画部⾧

2 無
R1.6.28 Ｒ3.6月の定時評議員会まで 4 その他 2 無 2 理事報酬のみ支給 6川野　義人

3 その他理事 2 非常勤 令和1年6月28日 住宅型有料老人ホーム桜手鞠施設⾧

5 財務管理に識見を有する者（税理士） 3

伊勢　強志
おおいた子ども支援ネット　理事 2 無

R1.6.28 Ｒ3.6月の定時評議員会まで 3 社会福祉事業に識見を有する者（その他） 6

(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

蔵前　達郎
税理士 2 無

R1.10.1 Ｒ3.6月の定時評議員会まで

2 2 345,000

(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）

貞閑　孝也 4,400,000 2 無 貞閑　孝也 4,400,000

10 0 0

令和2年6月26日 5 4 2 0
定款の変更について

(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

0.0 0.0

491 0 185
0.0 106.7
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社会福祉法人　大分県社会福祉事業団

現況報告書（令和3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

令和3年3月26日 6 4 2 0 決議事項なし（報告のみ）

令和2年4月10日 6 2 評議員選任・解任委員会委員の選任について、令和2年度年間主要事業計画案について、第6期大分県社会福祉事業団中⾧期計画の概要について

令和2年6月12日 5 2 令和元年度事業報告及び決算報告について、定款の変更について、諸規則の改正について、定時評議員会の日程及び附議する議案について

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3年2月19日 6 2 令和２年度主要事業の進捗状況について、業績一時金の支給について

令和3年3月17日 6 2
業務執行理事の呼称について、施設⾧等の任免について、諸規則の改正について、令和２年度第２回補正予算案について,令和３年度事業計画及び当初予算案について、
令和２年度第２回評議員会の日程及び附議する議案について

令和2年8月27日 5 1 施設⾧等の解任及び選任について

令和2年10月23日 6 2 評議員選任・会任意委員会委員の選任について、令和2年度第１回補正予算案について、諸規則の改正について、令和２年度主要事業の進捗状況について

0

蔵前　達郎
伊勢　強志

指摘事項なし

特に指摘事項なし

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

120
地域総合支
援センター

02090101 障害児通所支援事業（児童発達支援） 地域総合支援センターどんぐり
大分県 宇佐市 四日市2482-1 3 自己所有

イ大規模修繕

昭和40年5月1日 0 10,690
ア建設費 平成16年4月1日 77,421,940 787,834,129 865,256,069 4,857.930110

糸口学園児
童

01020401 障害児入所施設（福祉型障害児入所施設） 大分県糸口学園
大分県 宇佐市 猿渡１０３０－１ 3 自己所有 3 自己所有

平成20年4月1日 0 5,812
ア建設費 0120

地域総合支
援センター

02090103 障害児通所支援事業（放課後デイサービス） 地域総合支援センターどんぐり１
大分県 宇佐市 四日市2482-1 3 自己所有 3 自己所有

2,334.230
イ大規模修繕 11,619,011

3 自己所有 平成26年4月1日 0 4,006
ア建設費 平成28年6月1日 438,073,034 26,544,332 464,617,366

イ大規模修繕

2 民間からの賃借等 平成23年4月25日 0 2,679
ア建設費 0120

地域総合支
援センター

02090103 障害児通所支援事業（放課後デイサービス） 地域総合支援センターどんぐり２
大分県 宇佐市 四日市2482-1 2 民間からの賃借等

イ大規模修繕

130
地域生活支
援センターは

02090103 障害児通所支援事業（放課後デイサービス） こどもデイサービスぴーす
大分県 日田市 淡窓１丁目５３－５ 3 自己所有

イ大規模修繕

平成26年4月1日 0 2,734
ア建設費 0120

地域総合支
援センター

02090103 障害児通所支援事業（放課後デイサービス） 地域総合支援センターどんぐり３
大分県 中津市 万田616-9 2 民間からの賃借等 3 自己所有

3 自己所有 平成26年4月1日 0 2,405
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社会福祉法人　大分県社会福祉事業団

現況報告書（令和3年4月1日現在） 別紙１

130 援センターは
ぎの

平成30年4月1日 10 2,227
ア建設費 0140

大分県なお
み園

02090103 障害児通所支援事業（放課後デイサービス） こどもデイサービスダンボ
大分県 佐伯市 堅田3909-１ 3 自己所有 3 自己所有

285.090
イ大規模修繕
ア建設費 平成24年7月1日 50,822,801 50,822,801

イ大規模修繕

3 自己所有 平成24年4月1日 0 349
ア建設費 0120

地域総合支
援センター

06000009 相談支援 地域総合支援センターサポーネットすまいる
大分県 宇佐市 四日市2482-1 3 自己所有

イ大規模修繕

イ大規模修繕

3 自己所有 平成24年4月1日 0 504
ア建設費 0150

大分県渓泉
寮

06000009 相談支援 ほほえみ
大分県 速見郡日出町 藤原4617 3 自己所有

イ大規模修繕

平成25年4月1日 0 286
ア建設費 0160

大分県のぞ
み園

06000009 相談支援 相談支援センターこだま
大分県 由布市 挾間町赤野339－1 3 自己所有 3 自己所有

130
地域生活支
援センターは
ぎの

06000009 相談支援 相談支援事業所はぎの
大分県 日田市 淡窓１丁目５３－５ 3 自己所有

イ大規模修繕

平成24年4月1日 0 204
ア建設費 0140

大分県なお
み園

06000009 相談支援 ハートフルサポートｉｎなおみ
大分県 佐伯市 堅田3909－1 3 自己所有 3 自己所有

平成26年4月1日 2 579
ア建設費 0130

地域生活支
援センターは
ぎの

02090101 障害児通所支援事業（児童発達支援） こどもデイサービスぴーす
大分県 日田市 淡窓１丁目５３－５ 3 自己所有 3 自己所有

イ大規模修繕

3 自己所有 平成25年4月1日 0 432
ア建設費 0

イ大規模修繕

3 自己所有 平成30年7月1日 0 70
ア建設費 0130

地域生活支
援センターは
ぎの

02130116 障害福祉サービス事業（自立生活援助） 相談支援事業所はぎの
大分県 日田市 淡窓１丁目５３－５ 3 自己所有

イ大規模修繕

140
大分県なお
み園

02090101 障害児通所支援事業（児童発達支援） こどもデイサービスダンボ
大分県 佐伯市 堅田3909－1 3 自己所有

イ大規模修繕

平成30年4月1日 0 3,168
ア建設費 0130

地域生活支
援センターは
ぎの

02130110 障害福祉サービス事業（生活訓練） 地域生活支援センターはぎのアーチ
大分県 日田市 淡窓１丁目５３－５ 3 自己所有 3 自己所有

平成28年4月1日 20 4,738
ア建設費 0140

大分県なお
み園

02090103 障害児通所支援事業（放課後デイサービス） こどもデイサービスバンビ
大分県 佐伯市 ⾧島町３－１８－１８ 2 民間からの賃借等 2 民間からの賃借等

イ大規模修繕

3 自己所有 平成30年4月1日 10 617
ア建設費 4,009,440 6,000,000 10,009,440

イ大規模修繕

2 民間からの賃借等 平成30年7月1日 0 53
ア建設費 0160

大分県のぞ
み園

02130116 障害福祉サービス事業（自立生活援助） 相談支援事業所こだま
大分県 由布市 挟間町挟間 2 民間からの賃借等

イ大規模修繕

1,998,150

160
大分県のぞ
み園

01040402 障害者支援施設（生活介護） 大分県のぞみ園
大分県 由布市 挾間町赤野339－1 3 自己所有

イ大規模修繕

昭和48年11月20日 80 29,895
ア建設費 平成22年3月1日 344,168,481 311,149,717 655,318,198 4,083.900160

大分県のぞ
み園

01040401 障害者支援施設（施設入所支援） 大分県のぞみ園
大分県 由布市 挾間町赤野339－1 3 自己所有 3 自己所有

平成4年11月1日 60 21,603
ア建設費 0170

糸口学園成
人

01040401 障害者支援施設（施設入所支援） 大分県糸口学園
大分県 宇佐市 猿渡１０３０－１ 3 自己所有 3 自己所有

イ大規模修繕

3 自己所有 昭和48年11月20日 80 22,865
ア建設費 0

イ大規模修繕 平成25年3月22日 平成26年3月17日 120,707,835

3 自己所有 平成4年11月1日 60 16,008
ア建設費 0170

糸口学園成
人

01040402 障害者支援施設（生活介護） 大分県糸口学園
大分県 宇佐市 猿渡１０３０－１ 3 自己所有

イ大規模修繕

5,616,000

180 糸口厚生園

01040402 障害者支援施設（生活介護） 大分県糸口厚生園
大分県 宇佐市 上庄３１８ 3 自己所有

イ大規模修繕 令和1年10月1日

昭和46年4月1日 60 22,431
ア建設費 平成16年4月1日 239,264,544 256,346,000 495,610,544 3,450.520180 糸口厚生園

01040401 障害者支援施設（施設入所支援） 大分県糸口厚生園
大分県 宇佐市 上庄３１８ 3 自己所有 3 自己所有

昭和49年12月1日 60 16,352
ア建設費 平成24年3月1日 234,673,538 211,934,528 446,608,066 3,216.550190

糸口第二厚
生園

01040401 障害者支援施設（施設入所支援） 大分県糸口第二厚生園
大分県 宇佐市 上時枝１２２３－５ 3 自己所有 3 自己所有

イ大規模修繕

3 自己所有 昭和46年4月1日 60 17,452
ア建設費 9,565,030 9,565,030

イ大規模修繕

3 自己所有 昭和46年4月1日 60 21,733
ア建設費 平成23年10月31日 11,113,844 11,113,844190

糸口第二厚
生園

01040402 障害者支援施設（生活介護） 大分県糸口第二厚生園
大分県 宇佐市 上時枝１２２３－５ 3 自己所有

イ大規模修繕

5,542,560

140
大分県なお
み園

01040402 障害者支援施設（生活介護） 大分県なおみ園
大分県 佐伯市 堅田3909－1 3 自己所有

イ大規模修繕

昭和52年4月1日 60 20,944
ア建設費 平成23年3月1日 300,533,651 174,835,500 475,369,151 3,247.730140

大分県なお
み園

01040401 障害者支援施設（施設入所支援） 大分県なおみ園
大分県 佐伯市 堅田3909－1 3 自己所有 3 自己所有

昭和52年4月1日 10 2,726
ア建設費 0140

大分県なお
み園

01040406 障害者支援施設（就労継続支援Ｂ型） 大分県なおみ園
大分県 佐伯市 堅田3909－1 3 自己所有 3 自己所有

イ大規模修繕

3 自己所有 昭和52年4月1日 60 14,098
ア建設費 平成23年3月10日 0

4,548.480
イ大規模修繕

3 自己所有 昭和58年11月1日 80 29,748
ア建設費 平成28年3月1日 537,305,895 397,800,000 935,105,895200

日田はぎの
園

01040401 障害者支援施設（施設入所支援） 大分県日田はぎの園
大分県 日田市 石井７８９－１ 3 自己所有

イ大規模修繕

120
地域総合支
援センター

06000005 居宅介護等 地域総合支援センターサポートネットすまいる
大分県 宇佐市 四日市2482-1 3 自己所有

イ大規模修繕

昭和58年11月1日 80 22,939
ア建設費 平成28年3月16日 0200

日田はぎの
園

01040402 障害者支援施設（生活介護） 大分県日田はぎの園
大分県 日田市 石井７８９－１ 3 自己所有 3 自己所有

イ大規模修繕 平成23年12月27日 25,695,000

3 自己所有 平成18年10月1日 0 10,825
ア建設費 0
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平成30年4月1日 37 12,951
ア建設費 平成30年3月1日 95,675,566 95,675,566200

日田はぎの
園

02130114 障害福祉サービス事業（共同生活援助） はぎのホーム
大分県 日田市 石井７８９-１ 3 自己所有 3 自己所有

イ大規模修繕

3 自己所有 平成30年4月1日 10 3,644
ア建設費 平成30年2月16日 87,901,311 87,901,311230 八つ星の丘

02130114 障害福祉サービス事業（共同生活援助） 八つ星の丘
大分県 宇佐市 上時枝１２２３－５ 3 自己所有

イ大規模修繕

180 糸口厚生園

02130114 障害福祉サービス事業（共同生活援助） 大分県糸口厚生園すまいるホーム
大分県 宇佐市 四日市2482-1 2 民間からの賃借等

イ大規模修繕

平成30年4月1日 40 7,624
ア建設費 平成30年2月16日 106,179,859 106,179,859230 八つ星の丘

02120201 老人デイサービス事業（通所介護） デイサービスセンター和々
大分県 宇佐市 上時枝１２２３－５ 3 自己所有 3 自己所有

平成19年7月1日 6 1,461
ア建設費 0120

地域総合支
援センター

02130111 障害福祉サービス事業（就労移行支援） 地域総合支援センター大福
大分県 宇佐市 四日市2482-1 3 自己所有 3 自己所有

イ大規模修繕

2 民間からの賃借等 平成18年10月1日 45 16,302
ア建設費 0

イ大規模修繕

120
地域総合支
援センター

02130115 障害福祉サービス事業（就労定着支援） 地域総合支援センターサポートネットすまいる
大分県 宇佐市 四日市2482-1 3 自己所有

イ大規模修繕

平成24年4月1日 34 10,299
ア建設費 0120

地域総合支
援センター

02130112 障害福祉サービス事業（就労継続支援Ａ型） 地域総合支援センター工房大福
大分県 宇佐市 四日市2482-1 3 自己所有 3 自己所有

平成28年6月1日 0 1,120
ア建設費 0120

地域総合支
援センター

06260301 （公益）居宅介護支援事業 地域総合支援センターサポートネットすまいる
大分県 宇佐市 四日市2482-1 3 自己所有 3 自己所有

イ大規模修繕

3 自己所有 平成30年7月1日 0 41
ア建設費 0

イ大規模修繕

1 行政からの賃借等 平成31年4月1日 10 2,200
ア建設費 平成31年3月15日 81,850 35,300,029 35,381,879120

地域総合支
援センター

02090103 障害児通所支援事業（放課後デイサービス） 地域総合支援センターどんぐり河内
大分県 豊後高田市 佐野1608番地 1 行政からの賃借等

イ大規模修繕

150
大分県渓泉
寮

02130114 障害福祉サービス事業（共同生活援助） 共同生活援助事業所けいせん
大分県 速見郡日出町 藤原4617 3 自己所有

平成21年4月1日 6 1,227
ア建設費 0150

大分県渓泉
寮

02130111 障害福祉サービス事業（就労移行支援） 福祉農園ハイテク
大分県 速見郡日出町 藤原4617 3 自己所有 3 自己所有

イ大規模修繕

3 自己所有 平成18年10月1日 30 10,552
ア建設費 0

イ大規模修繕

3 自己所有 平成21年4月1日 14 3,749
ア建設費 4,016,206 49,386,789 53,402,995150

大分県渓泉
寮

02130113 障害福祉サービス事業（就労継続支援Ｂ型） 福祉農園ハイテク
大分県 速見郡日出町 藤原4617 3 自己所有

イ大規模修繕

150
大分県渓泉
寮

02130107 障害福祉サービス事業（短期入所） けいせんプラザ
大分県 速見郡日出町 藤原4617 3 自己所有

平成18年10月1日 4 684
ア建設費 0160

大分県のぞ
み園

02130107 障害福祉サービス事業（短期入所） 大分県のぞみ園
大分県 由布市 挾間町赤野339－1 3 自己所有 3 自己所有

イ大規模修繕

3 自己所有 平成27年12月1日 1 49
ア建設費 平成27年12月1日 116,062,000 116,062,000

イ大規模修繕

3 自己所有 平成19年4月1日 0 1,608
ア建設費 0160

大分県のぞ
み園

06000005 居宅介護等 ヘルパーステーションのぞみ
大分県 由布市 挾間町赤野339－1 3 自己所有

イ大規模修繕

イ大規模修繕

平成28年7月1日 0 4,513
ア建設費 0160

大分県のぞ
み園

02130501 地域活動支援センター ふれあいサロンのぞみ
大分県 由布市 挟間町挟間 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16年4月1日 0 0
ア建設費 0100 法人本部

00000001 本部経理区分 大分県社会福祉事業団事務局
大分県 大分市 大津町２ー１－４１ 1 行政からの賃借等

180 糸口厚生園

02130107 障害福祉サービス事業（短期入所） 大分県糸口厚生園
大分県 宇佐市 上庄３１８ 3 自己所有

イ大規模修繕

平成18年10月1日 4 48
ア建設費 0170

糸口学園成
人

02130107 障害福祉サービス事業（短期入所） 大分県糸口学園（成人）
大分県 宇佐市 猿渡１０３０－１ 3 自己所有 3 自己所有

平成18年10月1日 2 134
ア建設費 0190

糸口第二厚
生園

02130107 障害福祉サービス事業（短期入所） 大分県糸口第二厚生園
大分県 宇佐市 上時枝１２２３－５ 3 自己所有 3 自己所有

イ大規模修繕

3 自己所有 平成18年10月1日 6 673
ア建設費 0

1,143.860
イ大規模修繕 390,000

3 自己所有 昭和56年4月1日 20 2,844
ア建設費 平成25年2月1日 119,739,610 91,039,573 210,779,183210 糸口通勤寮

06000012 自立訓練 大分県糸口通勤寮
大分県 宇佐市 上庄７１７ 3 自己所有

イ大規模修繕

140
大分県なお
み園

02130107 障害福祉サービス事業（短期入所） 大分県なおみ園
大分県 佐伯市 堅田3909－1 3 自己所有

イ大規模修繕

平成27年4月1日 18 6,487
ア建設費 平成27年4月1日 94,856,204 94,856,204 477.300210 糸口通勤寮

02130114 障害福祉サービス事業（共同生活援助） いとぐちホーム
大分県 宇佐市 上時枝１２２３－５ 3 自己所有 3 自己所有

平成18年10月1日 6 2,055
ア建設費 0140

大分県なお
み園

02130114 障害福祉サービス事業（共同生活援助） ライフサポートなおみ
大分県 佐伯市 堅田3909－1 3 自己所有 3 自己所有

イ大規模修繕

3 自己所有 平成18年10月1日 4 66
ア建設費 0

イ大規模修繕

3 自己所有 昭和56年4月1日 3 150
ア建設費 0210 糸口通勤寮

02130107 障害福祉サービス事業（短期入所） 大分県糸口通勤寮
大分県 宇佐市 上庄717 3 自己所有

イ大規模修繕

140
大分県なお
み園

06000005 居宅介護等 ホームヘルプサービスすてっぷ
大分県 佐伯市 堅田3909－1 3 自己所有

イ大規模修繕

平成30年7月1日 0 76
ア建設費 0210 糸口通勤寮

02130115 障害福祉サービス事業（就労定着支援） 大分県糸口通勤寮
大分県 宇佐市 上庄717 3 自己所有 3 自己所有

3 自己所有 平成15年12月15日 0 3,204
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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）

140
み園

平成30年7月1日 0 30
ア建設費 0210 糸口通勤寮

02130116 障害福祉サービス事業（自立生活援助） 大分県糸口通勤寮
大分県 宇佐市 上庄717 3 自己所有 3 自己所有

イ大規模修繕
ア建設費 0

イ大規模修繕

3 自己所有 平成30年7月1日 0 84
ア建設費 0150

大分県渓泉
寮

02130115 障害福祉サービス事業（就労定着支援） 福祉農園ハイテク
大分県 速見郡日出町 藤原4617 3 自己所有

イ大規模修繕

イ大規模修繕

平成30年7月1日 0 16
ア建設費 0150

大分県渓泉
寮

02130116 障害福祉サービス事業（自立生活援助） 共同生活援助事業所けいせん
大分県 速見郡日出町 藤原4617 3 自己所有 3 自己所有

平成18年10月1日 6 1,545
ア建設費 0200

日田はぎの
園

02130107 障害福祉サービス事業（短期入所） 大分県日田はぎの園
大分県 日田市 石井７８９－１ 3 自己所有 3 自己所有

285.090
イ大規模修繕

3 自己所有 平成18年10月1日 0 2,681
ア建設費 0130

地域生活支
援センターは
ぎの

06000005 居宅介護等 ホームヘルプサービスはぎの
大分県 日田市 淡窓１丁目５３－５ 3 自己所有

イ大規模修繕

5,708.910
イ大規模修繕 平成25年3月12日 38,206,274

3 自己所有 昭和36年7月1日 120 41,663
ア建設費 平成16年4月1日 498,940,312 498,940,312150

大分県渓泉
寮

01010101 救護施設 大分県渓泉寮
大分県 速見郡日出町 藤原4617 3 自己所有

453.050
イ大規模修繕

3 自己所有 平成27年12月1日 0 758
ア建設費 平成27年11月1日 111,590,685 111,590,685150

大分県渓泉
寮

02160101 生計困難者に対する無料低額宿泊利用事業 けいせんプラザ
大分県 日田市 藤原4617 3 自己所有

140
大分県なお
み園

02160101 生計困難者に対する無料低額宿泊利用事業 大分県なおみ園
大分県 佐伯市 堅田3909－1 3 自己所有

イ大規模修繕

平成28年3月31日 0 22
ア建設費 0210 糸口通勤寮

02160101 生計困難者に対する無料低額宿泊利用事業 大分県糸口通勤寮
大分県 宇佐市 上庄７１７ 3 自己所有 3 自己所有

平成28年3月31日 0 0
ア建設費 0200

日田はぎの
園

02160101 生計困難者に対する無料低額宿泊利用事業 大分県日田はぎの園
大分県 日田市 石井７８９－１ 3 自己所有 3 自己所有

イ大規模修繕

3 自己所有 平成28年3月31日 0 12
ア建設費 0

イ大規模修繕

140
大分県なお
み園

06000013 就業・生活支援センター 就業・生活支援センター（佐伯）
大分県 佐伯市 向島1-3-8 1 行政からの賃借等

イ大規模修繕

平成16年4月1日 0 79
ア建設費 0120

地域総合支
援センター

06000013 就業・生活支援センター 就業・生活支援センター（宇佐）
大分県 宇佐市 四日市2482-1 3 自己所有 3 自己所有

平成18年4月1日 0 55
ア建設費 0130

地域生活支
援センターは
ぎの

06000013 就業・生活支援センター 就業・生活支援センター（日田）
大分県 日田市 淡窓１丁目５３－５ 3 自己所有 3 自己所有

イ大規模修繕

1 行政からの賃借等 平成23年4月1日 0 42
ア建設費 0

イ大規模修繕

130
地域生活支
援センターは
ぎの

02130114 障害福祉サービス事業（共同生活援助） ここのえ夢ホーム
大分県 玖珠郡九重町 町田５５４番地１ 3 自己所有

イ大規模修繕

令和3年1月1日 10 39
ア建設費 0120

地域総合支
援センター

02090101 障害児通所支援事業（児童発達支援） 地域総合支援センターどんぐり河内
大分県 豊後高田市 佐野1608番地 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 令和2年4月1日 7 2,345
ア建設費 令和2年3月17日 61,645,000 61,645,000

（イ）修繕費合計額（円）

250
八つ星の丘
(公益事
業）

03260110 居宅サービス事業（特定施設入居生活介護） 八つ星の丘
大分県 宇佐市 上時枝1223-10 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

イ大規模修繕

3 自己所有 平成30年4月1日 45 2,781
ア建設費 平成30年2月16日 657,977,047 657,977,047

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）
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社会福祉法人　大分県社会福祉事業団

現況報告書（令和3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

　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①（地域の要支援者
に対する相談支援）

生活困窮者支援 大分市大津町2-1-41

生活困窮者の社会参加活動に取り組んだ。

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）

地域に向けた事業展開 大分市大津町2-1-41

地域の高齢者等を対象とした配食サービスを行った。

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

地域における公益的な取
組⑨（その他）

地域活性化の取り組み 大分市大津町2-1-41

施設行事に地域住民が参加した。

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）

地域福祉サービスのニーズ調査 大分市大津町2-1-41

年間を通じてサロンを開設し地域のニーズ調査を行った。

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）

福祉教育活動 大分市大津町2-1-41

実習生や研修生の受け入れを通して、人材育成や関係機関とのネットワークづくりに取り組んだ。

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）

地域の他機関とのネットワーク活動 大分市大津町2-1-41

行政、医療機関など他機関との連携・協働を図った。

0

0
0
0
0

0

大分県渓泉寮 令和元年度
八つ星の丘 令和２年度

1 有

3,684,435,599
6,196,656

0

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

1 有
2 無

1 有
2 無
2 無

2 無
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