
Ⅰ 基本情報 〒 - － － － －
Ⅱ 事業

社会福祉法人現況報告書

公表/非公表年齢
公表/非公表種類

公表

放課後等デイサービス「めだか」
サポートセンターしゃきょうサポートセンターしゃきょう

平成24年4月1日

公表公表

公表/非公表 職業無職
公表

裾野市ホームヘルプサービスセンター
公表

公表公表
公表公表

代表者 就任年月日所轄庁
社会福祉事業 77

市 主たる事務所の所在地社会福祉法人裾野市社会福祉協議会ホームページアドレス法人名 氏名星野　季夫

その他 第一種第二種 社会福祉を目的とする事業の企画及び実施福祉サービス利用援助事業社会福祉に関する活動への住民の参加のための援助

児童福祉 第一種第二種
障害者福祉 第二種第一種
老人福祉 第一種第二種

5909

裾野市石脇524-1

住所裾野市平松385-24メールアドレス公表 公表 施設名・事業所名
info@syakyo-susono.or.jp 昭和57年3月15日992055電話番号設立認可年月日 5750設立登記年月日FAX番号 昭和57年4月1日

年４月１日現在平成 28

特定相談支援事業

http//www.syakyo-susono.or.jp

障害福祉サービス事業 裾野市石脇524-1裾野市社会福祉協議会裾野市社会福祉協議会
平成12年4月1日裾野市デイサービスセンターいきいきホーム裾野市老人福祉センター 公表 平成12年4月1日老人居宅介護等事業 裾野市茶畑302-1裾野市石脇524-1公表

サポートセンターしゃきょう 裾野市石脇524-1
裾野市須山1632-98裾野市デイサービスセンターすやまホーム

全ての事業が同一施設（敷地）で実施

裾野市石脇524-1
裾野市石脇524-1 平成12年4月1日平成27年4月1日

実施形態定員 各分野の事業が同一施設（敷地）で実施

平成19年4月1日平成27年4月1日
障害児相談支援事業 平成26年4月1日

裾野市石脇524-1一般相談支援事業 裾野市石脇524-1
裾野市ホームヘルプサービスセンター

平成24年4月1日昭和57年4月1日
18

993055

障害児通所支援事業

平成27年4月1日平成7年4月1日

410 1117 裾野市石脇524-1

老人デイサービスセンター 公表裾野市デイサービスセンターいずみ荘老人デイサービスセンター老人デイサービスセンター 裾野市石脇524-1 平成13年4月1日老人福祉センター 35
10裾野市佐野821-1

所在地 事業開始年月日
30

裾野市社会福祉協議会 公表 裾野市石脇524-1 昭和57年4月1日社会福祉を目的とする事業に関する調査、普及、宣伝、連絡、調整及び助成 裾野市社会福祉協議会 公表 裾野市石脇524-1 昭和57年4月1日社会福祉を目的とする事業の健全な発達を図るために必要な事業 裾野市社会福祉協議会 公表 裾野市石脇524-1 昭和57年4月1日



（ ）
１　法人の所有する不動産を活用して行う貸ビル２　駐車場の経営３　公共的、公共的施設内の売店の経営（ ）

2 緊急通報システム事業 裾野市石脇524-1 平成7年4月1日

事業規模（定員）裾野市居宅介護支援センター 所在地裾野市石脇524-1

種類（番号を記載） 施設名・事業所名 所在地 事業開始年月日 事業規模（定員）４　その他 裾野市石脇524-1 平成12年4月1日
種類（番号を記載） 施設名・事業所名 所在地 事業開始年月日１５　公益的事業を行う団体に事務所等として無償又は実費に近い対価で使用させるために会館等を経営する事業

裾野市ホームヘルプサービスセンター
なし１４　社会福祉協議会等において、社会福祉協議会活動等に参加する者の福利厚生を図ることを目的として、宿泊所、保養所、食堂等を経営する事業 事業規模（定員）

２　必要な者に対し、入浴、排せつ、食事、外出時の移動、コミュニケーション、スポーツ・文化的活動、就労、住環境の調整等を支援する事業３　入浴等の支援が必要な者、独力では住居の確保が困難な者等に対し、住居を提供又は確保する事業
種類（番号を記載）12 事業開始年月日平成12年4月1日平成23年10月1日４　日常生活を営むのに支障がある状態の軽減又は悪化の防止に関する事業12 裾野市北部地域包括支援センター 裾野市石脇524-1施設名・事業所名

１３　有料老人ホーム１２　介護保険法の居宅サービス事業、地域密着型サービス事業、介護予防サービス事業、地域密着型介護予防サービス事業、居宅介護支援事業、介護予防支援事業、介護老人保健施設、　　地域支援事業を市町村から受託する事業１１　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５　入所施設からの退院・退所を支援する事業１　必要な者に対し、相談、情報提供・助言、行政や福祉・保健・医療サービス事業者等との連絡調整を行う等の事業
９　社会福祉の増進に資する人材の育成・確保に関する事業（社会福祉士・介護福祉士・精神保健福祉士・保育士・コミュニケーション支援者等の養成事業等）６　子育て支援に関する事業７　福祉用具その他の用具又は機器及び住環境に関する情報の収集・整理・提供に関する事業８　ボランティアの育成に関する事業１０　社会福祉に関する調査研究等

1
収益事業

その他の事業

公益事業

１６　その他
1 裾野市デイサービスセンターいきいきホーム 裾野市石脇524-1 平成12年4月1日 351 裾野市デイサービスセンターいずみ荘 裾野市茶畑302-1 平成12年4月1日 301 裾野市デイサービスセンターすやまホーム 裾野市須山1632-98 平成13年4月1日 202 ふれあい給食事業（裾野市社会福祉協議会） 裾野市石脇524-1 平成7年4月1日4 災害時要援護者避難支援計画作成事業 裾野市石脇524-1 平成21年4月1日7 生活福祉資金貸付事業 裾野市石脇524-17 住民参加型在宅福祉サービス事業 裾野市石脇524-1 平成27年4月1日



１　介護保険、障害福祉サービス等における低所得者の利用者負担減免２　地域の単身高齢者等を対象とした見守り・配食サービス等の実施３　地域の単身高齢者等を対象とした各種相談事業の実施４　災害時における各種支援活動の実施５　貧困・生活困窮者等を対象とした住宅の斡旋、食事提供等の生活支援の実施６　他法人との連携による人材育成事業（ ）
7 家族介護者交流事業 裾野市石脇524-1 平成7年4月1日7 介護予防事業 裾野市石脇524-1 平成22年4月1日

の事業

７　その他

7 福祉有償運送事業 裾野市石脇524-1 平成19年3月1日7 車椅子貸出事業 裾野市石脇524-1 平成8年4月1日7 福祉車両貸出事業 裾野市石脇524-1 平成16年4月1日7 共同募金への協力 裾野市石脇524-17 生きがい対応型デイサービス事業 裾野市佐野1466-1 平成12年4月1日7 福祉総合相談事業 裾野市石脇524-1 昭和57年4月1日7 手話通訳者派遣事業 裾野市石脇524-1 平成14年4月1日



Ⅲ 組織
～～～～～～～～～～～～～

～～～

1

原　静雄 無職髙田　文男 無職 H28.4.1 H30.3.31 ○

○ 1副会長 山口　正巳 無職 Ｈ28.4.1 Ｈ30.3.31 ○Ｈ30.3.31 ○副会長 土屋　相子 自営業 Ｈ28.4.1 ○ 1○ ○ 1理事 中川　好大 会社役員 Ｈ28.4.1 Ｈ30.3.31理事 勝又　一郎 施設職員 Ｈ28.4.1 Ｈ30.3.31理事 望月　康男 無職 Ｈ28.4.1Ｈ28.4.1Ｈ28.4.1土屋　八重子山本　譲治 Ｈ28.4.1理事 施設長理事
他の社会福祉法人の役員 その他 社会福祉事業の学識経験者 職員給与のみ支給理事報酬（職員と兼務の場合は支給方法）理事報酬・職員給与ともに支給 理事報酬のみ支給氏名 その他 施設整備又は運営と密接に関連する業務を行う者任期 地域の福祉関係者 施設長親族親族等特殊関係者の有無役職 支給なし 理事会への出席回数職業会長

資格15 12
理事

氏名 職業

理事理事定員3 現員3髙村　寿彦
Ｈ28.4.1 Ｈ30.3.31Ｈ30.3.31

安田　雄志郎

Ｈ30.3.31
Ｈ30.3.31無職自営業農業
任期

Ｈ28.4.1
Ｈ30.3.31

○

定員 現員

岩﨑　正子星野　季夫 無職

監事
○○
○○

○Ｈ30.3.31 ○○ ○
○

○
○○○

監事報酬
支給あり 支給なし 理事会への出席回数

○
財務諸表等を監査し得る者公認会計士、税理士 弁護士 会社等の監査役、経理責任者等 その他 地域の福祉関係者

1111
社会福祉事業の学識経験者 その他 施設整備又は運営と密接に関連する業務を行う者

11資格
○ ○ 0無職 H28.4.1Ｈ28.4.1 H30.3.31Ｈ30.3.31 ○ 0○ 0○○ ○

理事理事理事 斎藤　三雄杉山　延江米山　茂樹 ○○○Ｈ28.4.1 Ｈ30.3.31Ｈ28.4.1 Ｈ30.3.31Ｈ28.4.1 Ｈ30.3.31 ○ ○○自営業施設職員公務員 111



～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

勝又　和一 農林業 ○
水口　君江 無職 H28.4.1 H30.3.31

0○○ 000農業 H28.4.1 H30.3.31 ○飯塚　博計 無職平野　光良 自営業 H28.4.1 H30.3.31H28.4.1 H30.3.31H28.4.1 H30.3.31

0
0○ 0赤松　達子 無職 H28.4.1 H30.3.31 0無職 H28.4.1 H30.3.31 ○ 0○○ 0野際　優寛 無職 H28.4.1 H30.3.31 ○H28.4.1 H30.3.31 0○ 0手綱　正美 農林業 H28.4.1 H30.3.31 ○ 0芹澤　宏誌 会社員 H28.4.1 H30.3.31 ○ 0岩田　拓也 団体職員 H28.4.1 H30.3.31 ○ 0田代　寿夫 会社役員 H28.4.1 H30.3.31H28.4.1 H30.3.31 ○

田口　建一 会社役員
土屋　幸子

00
無職会社員小幡　敬馬 0団体職員無職公務員

定員 現員

無職片山　正三郎 無職
氏名 職業関野　孝平

杉山　信子

31 29

会社員会社役員無職公務員鈴木　浩司
0000○○ 0草薙　貴鈴木　晴之上山　励眞田　さおり 00H28.4.1H28.4.1

秋山　ひろ子横山　清美

評議員会への出席回数

杉山　辰江
渡辺　園子

会社員
評議員

職員との兼務地域の代表者任期 親族等特殊関係者の有無親族 他の社会福祉法人の役員 その他 理事の親族 施設長 利用者の家族の代表 その他 施設整備又は運営と密接に関連する業務を行う者 理事との兼務資格社会福祉事業の学識経験者 地域の福祉関係者

H30.3.31H30.3.31H30.3.31H30.3.31H30.3.31
H30.3.31

H28.4.1H28.4.1H28.4.1H28.4.1 H30.3.31H30.3.31H30.3.31H30.3.31
H30.3.31H28.4.1H28.4.1H28.4.1H28.4.1H28.4.1 ○○ ○○○ ○○○ ○○



2 ・平成28年度社会福祉法人裾野市社会福祉協議会事業計画について・平成28年度社会福祉法人裾野市社会福祉協議会資金収支予算について・評議員の選任につき同意を求めることについて・会長の選任・副会長の選任平成28年3月31日 14

平成28年4月1日 無

・社会福祉法人裾野市社会福祉協議会裾野市デイサービスセンターすやまホーム指定介護予防通所介護事業所運営規程の一部を改正することについて

裾野市デイサービスセンターいきいきホーム 髙村　寿彦 平成28年4月1日 無前田　世津子 平成21年4月1日 有放課後等デイサービス「めだか」 勝又　昌一 平成27年4月1日 有

無

・社会福祉法人裾野市社会福祉協議会裾野市デイサービスセンターいきいきホーム指定通所介護事業所運営規程の一部を改正することについて・社会福祉法人裾野市社会福祉協議会裾野市デイサービスセンターいきいきホーム指定介護予防通所介護事業所運営規程の一部を改正することについて・社会福祉法人裾野市社会福祉協議会裾野市デイサービスセンターいずみ荘指定通所介護事業所運営規程の一部を改正することについて・社会福祉法人裾野市社会福祉協議会裾野市デイサービスセンターすやまホーム指定通所介護事業所運営規程の一部を改正することについて・社会福祉法人裾野市社会福祉協議会裾野市デイサービスセンターすやまホーム指定介護予防通所介護事業所運営規程の一部を改正することについて
・平成27年度社会福祉法人裾野市社会福祉協議会一般会計資金収支補正予算（第2回）について

平成27年4月1日
6書面出席者数 監事出席の有無有出席者数37 1 130.51 19.63 0.954

サポートセンター「しゃきょう」 髙村　寿彦
0.5

就任年月日
髙村　寿彦 平成28年4月1日 無換算数

平成28年4月1日
平成27年4月1日裾野市北部包括支援センター 安藤　千鶴 平成23年10月1日 有裾野市居宅介護支援センター裾野市老人福祉センター

裾野市デイサービスセンターいずみ荘 坂田　卓也 有換算数常勤兼務裾野市デイサービスセンターすやまホーム
髙村　寿彦
池田　教次郎

法令等に定める資格の有無無
有6常勤専従 非常勤

施設名 氏名施設長 裾野市ホームヘルプサービスセンター

理事会

職員法人本部施設 決議事項・平成26年度社会福祉法人裾野市社会福祉協議会事業報告の認定について開催年月日平成27年5月28日 ・監査結果報告について・平成26年度社会福祉法人裾野市社会福祉協議会一般会計資金収支決算及び事業活動収支決算の認定について・平成27年度社会福祉法人裾野市社会福祉協議会一般会計資金収支補正予算（第1回）について
・評議員の選任につき同意を求めることについて平成28年1月20日 13 2 無 ・社会福祉法人裾野市社会福祉協議会特定個人情報等取扱規程の制定について・社会福祉法人裾野市社会福祉協議会就業規程の一部を改正することについて・社会福祉法人裾野市社会福祉協議会非常勤職員就業規程の一部を改正することについて・社会福祉法人裾野市社会福祉協議会裾野市デイサービスセンターすやまホーム指定通所j介護事業所運営規程の一部を改正することについて・評議員の選任につき同意を求めることについて平成28年3月25日 14 2 無 ・平成27年度社会福祉法人裾野市社会福祉協議会資金収支補正予算（第3回）について
・会長代理者の指名・常務理事の指名



・社会福祉法人裾野市社会福祉協議会裾野市デイサービスセンターいずみ荘指定通所介護事業所運営規程の一部を改正することについて・社会福祉法人裾野市社会福祉協議会裾野市デイサービスセンターいきいきホーム指定介護予防通所介護事業所運営規程の一部を改正することについて
出席者数 監事出席の有無有開催年月日平成27年5月28日

評議員会
監事監査

・平成26年度社会福祉法人裾野市社会福祉協議会事業報告の承認について決議事項

監査年月日平成28年5月13日 監査報告の有無 指摘事項 改善事項監査者原・安田・高田 なし なし有

・社会福祉法人裾野市社会福祉協議会裾野市デイサービスセンターいきいきホーム指定通所介護事業所運営規程の一部を改正することについて
・平成28年度社会福祉法人裾野市社会福祉協議会事業計画について

・平成26年度社会福祉法人裾野市社会福祉協議会一般会計資金収支決算及び事業活動収支決算の承認について18

・平成27年度社会福祉法人裾野市社会福祉協議会一般会計資金収支補正予算（第2回）について・社会福祉法人裾野市社会福祉協議会特定個人情報等取扱規程の制定について
・監査結果報告について・平成26年度社会福祉法人裾野市社会福祉協議会一般会計資金収支補正予算（第1回）について
・理事の選任について・社会福祉法人裾野市社会福祉協議会非常勤職員就業規程の一部を改正することについて平成28年1月20日 23 無 ・社会福祉法人裾野市社会福祉協議会就業規程の一部を改正することについて

平成28年3月25日 23 無 ・平成27年度社会福祉法人裾野市社会福祉協議会一般会計資金収支補正予算（第3回）について・理事の選任について・平成28年度社会福祉法人裾野市社会福祉協議会資金収支予算について・理事の選任について
・社会福祉法人裾野市社会福祉協議会裾野市デイサービスセンターすやまホーム指定通所介護事業所運営規程の一部を改正することについて・社会福祉法人裾野市社会福祉協議会裾野市デイサービスセンターすやまホーム指定介護予防通所介護事業所運営規程の一部を改正することについて・社会福祉法人裾野市社会福祉協議会裾野市デイサービスセンターすやまホーム指定通所介護事業所運営規程の一部を改正することについて・社会福祉法人裾野市社会福祉協議会裾野市デイサービスセンターすやまホーム指定介護予防通所介護事業所運営規程の一部を改正することについて



Ⅳ 資産管理

なし
なし

担保提供の状況土地
土地建物収益事業用財産

不動産の所有状況基本財産運用財産 土地建物
土地建物

公益事業用財産
建物

所轄庁の承認の有無提供年月日
なし
所在地 面積 評価額（千円）なしなし

償還期限借入額（千円） 借入先

なしなしなし

平成 年3月31日現在28



Ⅴ その他
年度6月まで事業活動計算書(事業活動収支計算書)公表時期（予定）6月まで 法人HP26 年度年度23 年度 6月まで平成 25平成 年度 平成 24

定款 役員名簿
○ 事業活動計算書(事業活動収支計算書)評議員名簿 公表時期（予定） 公表方法（予定） 公表時期（予定）法人HP法人HP貸借対照表 法人HP法人HP財産目録 事業計画書

広報誌新聞
インターネット広報誌新聞

外部監査
インターネット監査法人税理士その他

準拠している会計基準
第三者評価

公認会計士
情報公開

指摘事項

年4月1日現在28平成事業報告書 役員報酬規程 第三者評価結果 苦情処理結果資金収支計算書○公表方法（予定）前々年度の財務諸表貸借対照表 資金収支計算書 前年度の財務諸表公表予定あり○ 公表方法（予定）○○ 525 540平成 27525○ ○525○ 540費用（千円） 費用（千円） 費用（千円） 費用（千円）平成
年度 年度受審施設・事業所名 平成なし 年度平成
就労会計基準

費用（千円）
○ 病院会計準則 企業会計基準授産会計基準

費用（千円）
その他

費用（千円）
社会福祉法人新会計基準 社会福祉法人旧会計基準 経理規程準則 指定介護老人福祉施設等会計処理等取扱指導指針 訪問看護会計・経理準則 介護老人保健施設会計・経理準則 平成 28 年3月31日現在平成

費用（千円）


