
社会福祉法人　聖母会現況報告書（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

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

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 1.0

645 14 414

14.0 202.5

1 0 1

(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）

公認会計士渡部博事務所　渡部博　 8,650,000 2 無 公認会計士渡部博事務所　渡部博　 8,650,000

6 財務管理に識見を有する者（その他） 5

鶴　精三
中国残留孤児援護基金　理事 1 有 平成29年6月29日

H29.6.29 H31.6 3 社会福祉事業に識見を有する者（その他） 5

(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

石塚　時雄
日本カトリック神学院　財務担当 2 無 平成29年6月29日

H29.6.29 H31.6

２名 2 407,471

(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。

2 無

H29.6.29 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 2 無 3 職員給与のみ支給 5
濱崎　佐和子

3 その他理事 2 非常勤 平成29年6月29日 聖母会職員

2 無

H29.6.29 H31.6 3 施設の管理者 2 無 3 職員給与のみ支給 5
甲斐﨑　祥一

3 その他理事 2 非常勤 平成29年6月29日 聖母病院病院長

2 無

H29.6.29 H31.6 3 施設の管理者 2 無 3 職員給与のみ支給 5
田村　寛

3 その他理事 2 非常勤 平成29年6月29日 聖母ホーム施設長

1 有

H29.6.29 H31.6 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 5
山口　良路

3 その他理事 2 非常勤 平成29年6月29日 東京都身体障害者団体連合会所長

2 無

H29.6.29 H31.6 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 4
林　節子

3 その他理事 2 非常勤 平成29年6月29日 宗教法人マリアの宣教者フランシスコ修道会代表役員

2 無

H29.6.29 H31.6 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 5
塩塚　俊子

1 理事長 平成25年4月1日 1 常勤 平成29年6月29日 聖母会理事長

(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名以上 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

41,079,412

玉置　美智子 H29.4.1 H33.6
2 無 2 無 1

元幼稚園園長

村松　直子 H29.4.1 H33.6
2 無 2 無 1

元病院薬剤師

入江　純子 H29.4.1 H33.6
2 無 2 無 1

元高校校長

H33.6
2 無 2 無 1

元病院副院長

桐野　香 H29.4.1 H33.6
2 無 2 無 1

元保育園園長

池尾　久美 H29.4.1 H33.6
2 無 2 無 1

元大学準教授

佐久間　勤 H29.4.1 H33.6
2 無 1 有 1

学校法人上智学院理事長、大学教授

野村　洋子 H29.4.1

(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.seibokaihonbu.jp (14)法人のﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ honbuadmin@seibokaihonbu.jp

昭和27年5月24日 昭和27年5月31日

７名以上 7 201,154

社会福祉法人　聖母会

東京都 新宿区 中落合2丁目5-1

03-3954-5061 03-5996-6810 2 無

13 東京都 104 新宿区 13000 9011105002500 01 一般法人 01 運営中
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社会福祉法人　聖母会現況報告書（平成31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

平成18年2月1日 0 16,271
103 聖母の丘

02120101 老人居宅介護等事業（訪問介護） 聖母の丘ヘルパーステーション

熊本県 熊本市西区 島崎6-1-27 3 自己所有 3 自己所有

イ大規模修繕

3 自己所有 平成8年10月1日 10 2,211

ア建設費 0
103 聖母の丘

02120401 老人短期入所事業（短期入所生活介護） 聖母の丘

熊本県 熊本市西区 島崎6-1-27 3 自己所有

イ大規模修繕

平成28年5月1日 18 6,570

ア建設費 平成28年3月16日 285,492,345 285,492,345 1,025.160
103 聖母の丘

02120601 認知症対応型老人共同生活援助事業 グループホーム聖母の丘

熊本県 熊本市西区 島崎6-1-27 3 自己所有 3 自己所有

イ大規模修繕

3 自己所有 平成8年10月1日 30 6,911

ア建設費 0
103 聖母の丘

02120202 老人デイサービスセンター（通所介護） 聖母の丘

熊本県 熊本市西区 島崎6-1-27 3 自己所有

イ大規模修繕

平成11年9月6日 0 1,851

ア建設費 0
103 聖母の丘

06260301 （公益）居宅介護支援事業 聖母の丘

熊本県 熊本市西区 島崎6-1-27 3 自己所有 3 自己所有

453.600

イ大規模修繕

3 自己所有 平成2年2月27日 0 1

ア建設費 昭和52年5月1日 36,599,000 36,599,000

5,940,000

102 本部

06000001 生計困窮者に対する生活援助及び相談事業 本部事務局

東京都 新宿区 中落合2-5-1 3 自己所有

イ大規模修繕 平成29年10月21日

昭和27年5月24日 0 0

ア建設費 平成16年4月19日 294,117,887 294,117,887 638.090
102 本部

00000001 本部経理区分 本部事務局

東京都 新宿区 中落合2-5-1 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）

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

なし

なし

なし

0

石塚　時雄

鶴　精三

平成31年3月28日 6 2

H31年度事業計画、H30年度補正予算、H30年度当初予算承認の件、

施設長等の任期更新及び変更の件、評議員の辞任・評議員選任候補者の推薦の件、

聖母の園改修工事本部借入金申請の件、各施設規程変更及び新規定申請の件

平成30年11月29日 6 2

聖母病院本部借入金限度額申請の件、

聖母の園老人ホーム改修工事入札の件、

聖母の園老人ホーム改修工事本部借入金申請の件、

聖母ホームミニデイサービスの事業休止の件

平成30年12月13日 6 2

聖母の園老人ホーム改修工事一般競争入札申請の件、

公印規程申請の件、

鹿児島県立古仁屋高等学校奨学金規程申請の件

平成30年6月12日 6 2

平成29年度監事監査報告及び会計監査人監査実施報告書の件、H29年度事業報告、H29年度計算書及び財産目録・附属明細書・予算超過の件、

平成29年度社会福祉充実残額の件、定款変更の件、常勤役員報酬規程変更の件、評議員会の日時及び開催場所及び議案の件、

各施設規程変更の件、施設長等の任期更新及び変更の件、東京都福祉局指導監査実施検査改善状況報告の件

平成30年9月27日 5 2

会計監査人の監査報酬の件、聖母の園特養及び短期施設定員変更申請の件、

懲戒手続規程改正及び懲戒審査委員会委員の件、

定款細則短期資金借入の借入限度額理事長専決事項の件

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30年6月28日 7 1 2 0

H29年度計算書類及び財産目録、定款変更、

常勤役員報酬規程変更申請、非常勤役員酬規程変更申請

評議員報酬規程変更の申請
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社会福祉法人　聖母会現況報告書（平成31年4月1日現在） 別紙１

4,099.230

イ大規模修繕

3 自己所有 大正12年3月20日 72 16,898

ア建設費 平成20年8月1日 793,347,227 348,173,232 1,141,520,459
121 天使の園

01020301 児童養護施設 天使の園

北海道 北広島市 中央4-5-7 3 自己所有

イ大規模修繕

大正13年12月2日 50 18,213

ア建設費 平成13年9月1日 148,220,947 630,890,028 779,110,975 2,081.590
113

聖母ホーム

養護老人

ホーム

01030101 養護老人ホーム 聖母ホーム

東京都 新宿区 中落合2-5-21 3 自己所有 3 自己所有

2,347.270

イ大規模修繕

3 自己所有 昭和22年6月19日 50 18,085

ア建設費 昭和60年4月1日 141,945,571 292,063,280 12,500,000 446,508,851

26,229,634

112

聖母の園養

護老人ホー

ム

01030101 養護老人ホーム 聖母の園

神奈川県 横浜市戸塚区 原宿4-35-3 3 自己所有

イ大規模修繕 平成21年7月23日 平成26年3月20日 平成27年12月18日 平成29年2月20日

大正4年10月4日 50 16,151

ア建設費 平成8年10月1日 169,925,428 220,145,399 104,200,000 494,270,827 2,424.880
111

聖母の丘養

護老人ホー

ム

01030101 養護老人ホーム 聖母の丘

熊本県 熊本市西区 島崎6-1-27 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4月1日 15 0

ア建設費 0

2,484,000

107 聖母ホーム

06000002 (公益）介護予防・日常生活支援総合事業 ミニデイサービス聖母ホーム

東京都 新宿区 中落合2-5-21 3 自己所有

イ大規模修繕 平成28年6月10日

平成13年9月1日 80 27,580

ア建設費 平成13年9月1日 185,018,082 2,192,230,244 2,377,248,326 5,544.860
107 聖母ホーム

01030202 特別養護老人ホーム（介護福祉サービス） 聖母ホーム

東京都 新宿区 中落合2-5-21 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9月1日 0 2,408

ア建設費 0
107 聖母ホーム

02120101 老人居宅介護等事業（訪問介護） 聖母ホームヘルパーステーション

東京都 新宿区 中落合2-5-21 3 自己所有

イ大規模修繕

平成13年9月1日 10 3,722

ア建設費 0
107 聖母ホーム

02120401 老人短期入所事業（短期入所生活介護） 聖母ホーム

東京都 新宿区 中落合2-5-21 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5月1日 9 3,228

ア建設費 0
107 聖母ホーム

02120601 認知症対応型老人共同生活援助事業 グループホーム聖母

東京都 新宿区 中落合2-5-21 3 自己所有

イ大規模修繕

平成13年9月1日 12 2,374

ア建設費 0
107 聖母ホーム

02120302 老人デイサービスセンター（認知症対応型） 聖母ホーム

東京都 新宿区 中落合2-5-21 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9月1日 0 1,205

ア建設費 0
107 聖母ホーム

06260301 （公益）居宅介護支援事業 聖母ホーム

東京都 新宿区 中落合2-5-21 3 自己所有

イ大規模修繕

平成11年12月1日 40 11,195

ア建設費 0
106

原宿地域ケ

アプラザ

02120201 老人デイサービス事業（通所介護） 横浜市原宿地域ケアプラザ

神奈川県 横浜市戸塚区 原宿4-36-1 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11年9月1日 0 1,242

ア建設費 0
106

原宿地域ケ

アプラザ

06260301 （公益）居宅介護支援事業 横浜市原宿地域ケアプラザ

神奈川県 横浜市戸塚区 原宿4-36-1 1 行政からの賃借等

イ大規模修繕

昭和60年5月15日 72 24,845

ア建設費 昭和60年4月1日 25,065,146 471,603,337 227,500,000 724,168,483 2,187.760
105 聖母の園

01030202 特別養護老人ホーム（介護福祉サービス） 聖母の園

神奈川県 横浜市戸塚区 原宿4-35-3 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 4,694

ア建設費 0
105 聖母の園

02120101 老人居宅介護等事業（訪問介護） 聖母の園ヘルパーステーション

神奈川県 横浜市戸塚区 原宿4-35-3 3 自己所有

イ大規模修繕

昭和60年10月1日 10 2,528

ア建設費 0
105 聖母の園

02120401 老人短期入所事業（短期入所生活介護） 聖母の園

神奈川県 横浜市戸塚区 原宿4-35-3 3 自己所有 3 自己所有

370.360

イ大規模修繕

3 自己所有 昭和60年10月1日 42 7,905

ア建設費 平成6年9月1日 96,426,800 32,470,000 128,896,800
105 聖母の園

02120201 老人デイサービス事業（通所介護） 聖母の園

神奈川県 横浜市戸塚区 原宿4-35-3 3 自己所有

イ大規模修繕

平成11年8月2日 0 1,000

ア建設費 0
105 聖母の園

06260301 （公益）居宅介護支援事業 聖母の園

神奈川県 横浜市戸塚区 原宿4-35-3 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 0

60,824,400

104 奄美の園

02120901 老人介護支援センター 奄美の園在宅支援センター

鹿児島県 大島郡瀬戸内町 古仁屋1283-27 3 自己所有

イ大規模修繕 平成22年5月20日 平成24年7月14日 平成26年1月31日 平成26年8月15日

昭和47年4月12日 55 18,880

ア建設費 平成4年3月1日 793,893,406 793,893,406 2,920.330
104 奄美の園

01030202 特別養護老人ホーム（介護福祉サービス） 奄美の園

鹿児島県 大島郡瀬戸内町 古仁屋1283-27 3 自己所有 3 自己所有

イ大規模修繕

3 自己所有 昭和53年8月1日 8 2,781

ア建設費 0
104 奄美の園

02120401 老人短期入所事業（短期入所生活介護） 奄美の園

鹿児島県 大島郡瀬戸内町 古仁屋1283-27 3 自己所有

イ大規模修繕

平成5年10月1日 30 5,114

ア建設費 平成6年3月1日 40,586,282 40,586,282 92.870
104 奄美の園

02120202 老人デイサービスセンター（通所介護） 奄美の園

鹿児島県 大島郡瀬戸内町 古仁屋1283-27 3 自己所有 3 自己所有

イ大規模修繕

3 自己所有 平成21年11月1日 12 484

ア建設費 0
103 聖母の丘

02120302 老人デイサービスセンター（認知症対応型） 聖母の丘ディサービスゆり苑

熊本県 熊本市西区 島崎6-1-27 3 自己所有

イ大規模修繕

平成11年10月28日 0 523

ア建設費 0
104 奄美の園

06260301 （公益）居宅介護支援事業 奄美の園

鹿児島県 大島郡瀬戸内町 古仁屋1283-27 3 自己所有 3 自己所有

2,858.100

イ大規模修繕 平成21年7月23日 平成26年3月20日 平成27年12月18日 平成29年2月20日 48,119,326

3 自己所有 平成8年10月1日 50 17,757

ア建設費 平成8年10月1日 106,147,765 383,542,171 95,800,000 585,489,936
103 聖母の丘

01030202 特別養護老人ホーム（介護福祉サービス） 聖母の丘

熊本県 熊本市西区 島崎6-1-27 3 自己所有

イ大規模修繕

ア建設費 0
103 聖母の丘
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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

イ大規模修繕

昭和54年4月1日 0 12,470

ア建設費 平成14年1月1日 319,076,138 199,617,000 518,693,138 1,539.660
302

収益事業

聖母病院

05340101 収益事業 収益事業　聖母病院

東京都 新宿区 中落合2-5-1 3 自己所有 3 自己所有

イ大規模修繕

3 自己所有 昭和57年7月16日 0 0

ア建設費 0

（イ）修繕費合計額（円）

301
収益事業

本部

05340101 収益事業 収益事業　本部

東京都 新宿区 中落合2-5-1 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）

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

1 行政からの賃借等 平成29年7月1日 0 1,012

ア建設費 0
204

深谷俣野地

域ケアプラザ

03260301 居宅介護支援事業 深谷俣野地域ケアプラザ

神奈川県 横浜市戸塚区 深谷町1432-11 1 行政からの賃借等

イ大規模修繕

平成29年7月1日 0 0

ア建設費 0
204

深谷俣野地

域ケアプラザ

04330401 生活支援体制整備事業 深谷俣野地域ケアプラザ

神奈川県 横浜市戸塚区 深谷町1432-11 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29年7月1日 0 0

ア建設費 0
204

深谷俣野地

域ケアプラザ

04330301 地域交流 深谷俣野地域ケアプラザ

神奈川県 横浜市戸塚区 深谷町1432-11 1 行政からの賃借等

イ大規模修繕

平成29年7月1日 0 1,016

ア建設費 0
204

深谷俣野地

域ケアプラザ

03280002 地域包括支援センター 深谷俣野地域ケアプラザ

神奈川県 横浜市戸塚区 深谷町1432-11 1 行政からの賃借等 1 行政からの賃借等

104.200

イ大規模修繕

3 自己所有 平成13年9月1日 0 1,816

ア建設費 平成13年9月1日 10,520,269 26,090,264 36,610,533
203

聖母ﾎｰﾑ地

域包括支援

ｾﾝﾀｰ

03280002 地域包括支援センター 聖母ホーム地域包括支援センター

東京都 新宿区 中落合2-5-21 3 自己所有

イ大規模修繕

平成28年4月1日 0 0

ア建設費 0
202

(公益）原

宿地域ケア

プラザ

04330401 生活支援体制整備事業 横浜市原宿地域ケアプラザ

神奈川県 横浜市戸塚区 原宿4-36-1 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11年10月1日 0 0

ア建設費 0
202

(公益）原

宿地域ケア

プラザ

04330301 地域交流 横浜市原宿地域ケアプラザ

神奈川県 横浜市戸塚区 原宿4-36-1 1 行政からの賃借等

イ大規模修繕

平成11年10月1日 0 1,170

ア建設費 0
202

(公益）原

宿地域ケア

プラザ

03280002 地域包括支援センター 横浜市原宿地域ケアプラザ

神奈川県 横浜市戸塚区 原宿4-36-1 1 行政からの賃借等 1 行政からの賃借等

イ大規模修繕

3 自己所有 平成11年12月1日 0 3,816

ア建設費 0

（イ）修繕費合計額（円）

201

聖母病院

訪問看護ｽ

ﾃｰｼｮﾝ

03260103 居宅サービス事業（訪問看護） 聖母訪問看護ステーション

東京都 新宿区 中落合2-5-1 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

イ大規模修繕

平成29年4月1日 6 2,190

ア建設費 0
121 天使の園

06000003 地域小規模児童養護施設 天使の園

北海道 北広島市 新富町西2丁目3番16号 2 民間からの賃借等 2 民間からの賃借等

14,707.730

イ大規模修繕 平成27年6月21日 31,698,000

3 自己所有 昭和6年12月21日 154 183,711

ア建設費 平成16年3月31日 5,051,507,567 501,385,000 1,000,000,000 6,552,892,567
141 聖母病院

02170101 生計困難者に対する無料低額診療事業 聖母病院

東京都 新宿区 中落合2-5-1 3 自己所有

イ大規模修繕

昭和45年5月1日 60 25,185

ア建設費 平成2年3月1日 88,548,915 33,426,000 121,974,915 560.720
132

平和の園保

育園

02091201 保育所 平和の園保育園

鹿児島県 西之表市 西之表6879 3 自己所有 3 自己所有

794.590

イ大規模修繕 平成27年6月15日 488,376

3 自己所有 昭和43年4月1日 100 33,762

ア建設費 平成22年2月1日 135,591,275 90,074,616 225,665,891
131

聖母の園保

育園

02091201 保育所 聖母の園保育園

神奈川県 横浜市戸塚区 原宿4-35-4 3 自己所有

イ大規模修繕

平成14年4月1日 0 0

ア建設費 0
121 天使の園

02091401 児童家庭支援センター 天使の園ｴﾝｾﾞﾙｷｯｽﾞこども家庭支援ｾﾝﾀｰ

北海道 北広島市 中央4-5-7 3 自己所有 3 自己所有
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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）

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

グループホーム聖母 平成30年度

聖母ホーム（特養、養護） 平成30年度

聖母の園保育園 平成30年度

原宿ケアプラザ(介護、公益） 平成29年度

天使の園 平成29年度

グループホーム聖母の丘 平成30年度

2 無

5,274,566,935

35,740,970

3,535,606,189

施設名 直近の受審年度

2 無

2 無

2 無

1 有

2 無

2 無

0

0

0

0

0

0

0

0

0

地域における公益的な取

組⑨（その他）

看護自費サービス 聖母病院訪問看護ｽﾃｰｼｮﾝ

公的サービスの隙間を埋めるようなインフォーマルサービス（生活の質を高める援助等）を低額な料金で行う。

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）

災害時に備えた地域コミュニティーづくり 聖母の園、奄美の園、聖母ﾎｰﾑ、天使の園他

地域住民と連携した防災体制の構築、地域住民との防災訓練の実施、福祉避難場所。

地域における公益的な取

組⑨（その他）

行事やバザーの開催、場所の提供 聖母の丘、聖母の園、奄美の園、天使の園他

入所者、通所者及び地域住民の参加により、交流の場としている。ホールを地域住民が無料で利用。

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）

公開講座、子育て支援 聖母病院

医師、医療従事者による公開講座の開催を行い、疾病に対する理解、高齢者介護予防、子育て支援を行う。

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）

複数法人間連携事業への参画 聖母の丘、奄美の園、原宿地域ｹｱﾌﾟﾗｻﾞ

地域の関係者とのネットーワークづくり

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）

実習生の受け入れ 聖母の丘、聖母の園、奄美の園、天使の園他

近隣小・中学生の受け入れや福祉授業の実施、実習生等の受け入れにより福祉人材の育成を行う。

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）

ボランティアの受け入れ 聖母の丘、聖母の園、奄美の園、天使の園他

認知症ｻﾎﾟｰﾀｰ養成講座、ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱの受け入れや講座への講師派遣により福祉人材の育成を行う。

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）

認知症カフェ 聖母の丘、奄美の園、聖母ﾎｰﾑ、原宿地域ｹｱﾌﾟﾗｻﾞ

地域住民向けのカフェの開催による集いの場の提供、地域課題等の把握、認知症への理解と課題共有。

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）

子育てサロン 聖母の丘、原宿地域ｹｱﾌﾟﾗｻﾞ

父親育児相談・母親育休復帰支援講座の開催

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）

配食サービス 聖母の園

地域の要支援者に対する配食サービス、見守り移動等の生活支援

地域における公益的な取

組③（地域の要支援者

に対する権利擁護支援）

児童虐待防止ネットワーク 天使の園

近隣の市で開催する関係者会議に参加し、情報を共有している。

地域における公益的な取

組

生計困難者に対する生活援助及び相談事業 本部

経済的に困窮する者等を支援するために、無料又は低額な料金で福祉サービスを積極的に提供する

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）

退所者への継続的支援 天使の園

ｱﾌﾀｰｹｱを目的に、退所者との連絡、自宅訪問、相談等を行う。

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　聖母会現況報告書（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

確定給付企業年金

2 無

2 無

1 有

2 無

2 無

1 有

なし

なし
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