
社会福祉法人　天水福祉事業会現況報告書（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）

43 熊本県 206 玉名市 43000 7330005004072 01 一般法人 01 運営中

社会福祉法人　天水福祉事業会

熊本県 玉名市 天水町小天6638

0968-71-5030 0968-71-5034 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://oama-hoikuen.jp/ (14)法人のﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ info@tensuifukushijigyoukai.or.jp

昭和33年11月1日 昭和39年10月29日

７ 7 0

世安神社　宮司

坂本　龍一郎 H31.4.1 H33.6
2 無 2 無 0

御幸保育園　理事長　笛田神社宮司

H33.6
2 無 1 有 3

司法書士・行政書士

松下　集 H29.4.1 H33.6
2 無 2 無 3

会社役員

緒方　隼人 H29.4.1 H33.6
2 無 1 有 3

小木保育園　副園長

三村　大和 H29.4.1 H33.6
2 無 1 有 3

宮地保育園　園長

荒川　貴史 H29.4.1

鶴田　倫明 H31.4.1 H33.6
2 無 2 無 0

社会保険労務士

湯田　和憲 H29.4.1 H33.6
2 無 1 有 2

(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

28,225,688
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～

～

～

～

～

～

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

2 無

H29.6.20 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
國友　哲太郎

3 その他理事 1 常勤 平成29年6月20日 天水生命学園 統括施設長

2 無

H29.6.20 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 3 職員給与のみ支給 3
國友　龍

1 理事長 平成20年10月1日 1 常勤 平成29年6月20日 小天保育園　園長

(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

(3-1)理事の氏名

2 無

H29.6.20 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 4 いずれも支給なし 3
村上　利弘

3 その他理事 2 非常勤 平成29年6月20日 会社社長

2 無

H29.6.20 H31.6 3 施設の管理者 2 無 3 職員給与のみ支給 3
藤吉　続治

3 その他理事 1 常勤 平成29年6月20日 睦合保育園　園長

2 無

H29.6.20 H31.6 4 その他 2 無 3 職員給与のみ支給 3
坂本　晶代

3 その他理事 1 常勤 平成29年6月20日 天水生命学園　事務長

2 無

H29.6.20 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 4 いずれも支給なし 3
池尻　昭正

3 その他理事 2 非常勤 平成29年6月20日 玉名市身体障害者協議会元会長

6 財務管理に識見を有する者（その他） 0

住田　剛士
高齢者福祉施設アップルハウス　施設長 2 無 平成29年6月20日

H29.6.20 H31.6 3 社会福祉事業に識見を有する者（その他） 3

(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

立川　信之
フィナンシャルプランナー 2 無 平成31年3月26日

H31.4.1 H31.6

2 2 0

(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）

0 0 0

0.0
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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

(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

平成31年3月26日 6 6 1

議案１：平成３０年度第２次補正予算（案）について　議案２：小規模保育所「でんでん」と、その入札指名業者選定について　議案３：みすみの上天草事業

所（仮称）について　議案４：運営協議会報告について　議案５：平成３１年度事業計画（案）について　議案６：平成３１年度当初予算（案）について

議案７：定款変更届について　議案８：就業規則の改定について　議案９：経理規程の改正について　議案１０：内部経理監査報告について　議案１１：施

設長の就任・交代について　議案１２：職員の採用・退職報告及び定年延長者について　議案１３：平成３１年度法人組織及び人員体制について　議案１

４：理事長専決事項について　議案１５：評議員選任・解任委員会報告及び監事選任について　議案１６：その他

平成30年12月28日 6 6 2 0
議案１：平成３０年度第１次補正予算について　議案２：小規模保育事業について　議案３：通所介護事業所ニコニコハウスの休止について　議案４：評議員

解任・選任について　議案５：理事長専決事項報告及び職務執行報告について　議案６：その他

平成30年6月22日 5 6 2 0

議案１：平成29年度決算及び事業報告について　議案２：平成２９年度監事監査報告について　議案３：平成２９年度社会福祉充実残額について　議案

４：現況報告書（平成３０年４月１日現在）について　議案５：定款変更について　議案６：補正予算について　議案７：就業規則変更について　議案８：

経理規程変更について　議案９：固定資産物品の処分に係る報告について　議案１０：理事長専決事項（職員採用・退職関係）について　議案１１：その他

(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

11.9

平成30年6月7日 6 2

議案１：平成２９年度決算及び事業報告について　議案２：平成２９年度監事監査報告について　議案３：平成２９年度社会福祉充実残金について　議案４：現況

報告書（平成３０年４月１日現在）について　議案５：定款変更について　議案６：補正予算について　議案７：就業規則変更について　議案８：経理規程変更につい

て　議案９：固定資産物品の処分に係る報告について　議案１０：理事長専決事項（職員採用・退職関係）について　議案１１：定時評議員会の日程、議案について

議案１２：その他

平成30年11月27日 6 2
議案１：平成３０年度第１次補正予算について　議案２：小規模保育事業について　議案３：通所介護事業所ニコニコハウスの休止の件について　議案４：評議員解任・

選任について　議案５：評議員会開催日及び議案について　議案６：理事長専決事項報告及び職務執行報告について　議案７：その他

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
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(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30年11月27日 6 2
議案１：平成３０年度第１次補正予算について　議案２：小規模保育事業について　議案３：通所介護事業所ニコニコハウスの休止の件について　議案４：評議員解任・

選任について　議案５：評議員会開催日及び議案について　議案６：理事長専決事項報告及び職務執行報告について　議案７：その他

平成31年3月11日 6 2

議案１：平成３０年度第２次補正予算（案）について　議案２：小規模保育所「でんでん」と、その入札指名業者選定について　議案３：みすみの上天草事業所（仮

称）について　議案４：運営協議会報告について　議案５：平成３１年度事業計画（案）について　議案６：平成３１年度当初予算（案）について　議案７：定款変

更届について　議案８：就業規則の改定について　議案９：経理規程の改正について　議案１０：内部経理監査報告について　議案１１：施設長の就任・交代について

議案１２：職員の採用・退職報告及び定年延長者について　議案１３：平成３１年度法人組織及び人員体制について　議案１４：理事長専決事項について　議案１

５：評議員選任・解任委員会の報告について　議案１６：評議員会の日時、場所及び議案について　議案１７：その他

0

坂本　龍一郎　・　住田　剛士

特になし

特になし

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）

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

200
小天保育園

拠点

02101801 幼保連携型認定こども園 小天保育園

熊本県 玉名市 天水町小天6638 3 自己所有

イ大規模修繕

昭和33年11月1日 0 0

ア建設費 0
100 本部拠点

00000001 本部経理区分 法人本部

熊本県 玉名市 天水町小天6638 3 自己所有 3 自己所有

300
若宮児童館

拠点

02091302 児童厚生施設（児童館） 若宮児童館

758.700

イ大規模修繕

3 自己所有 昭和33年11月1日 80 1,079

ア建設費 平成9年4月1日 11,734,000 105,266,000 45,000,000 162,000,000
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平成9年1月1日 0 5,226

ア建設費 平成12年4月1日 21,678,000 23,262,000 44,940,000 330.970
300

若宮児童館

拠点

熊本県 玉名市 天水町小天6638 3 自己所有 3 自己所有

イ大規模修繕

3 自己所有 平成7年6月1日 40 3,860

ア建設費 0
480

若宮児童ク

ラブ拠点

02090401 放課後児童健全育成事業 若宮児童ｸﾗﾌﾞ

熊本県 玉名市 天水町小天6638 3 自己所有

イ大規模修繕

500
天水生命学

園拠点

01040401 障害者支援施設（施設入所支援） 天水施設入所支援

熊本県 玉名市 天水町小天6640 3 自己所有

イ大規模修繕

平成20年4月1日 20 0

ア建設費 0 378.620
400

小天東保育

園拠点

02091201 保育所 小天東保育園

熊本県 玉名市 天水町小天2968-1 3 自己所有 3 自己所有

平成26年4月1日 50 12,270

ア建設費 0
500

天水生命学

園拠点

01040402 障害者支援施設（生活介護） 天水生活介護

熊本県 玉名市 天水町小天6640 3 自己所有 3 自己所有

2,261.360

イ大規模修繕

3 自己所有 平成26年4月1日 40 14,762

ア建設費 平成25年3月23日 43,153,000 402,947,000 100,000,000 546,100,000

イ大規模修繕

3 自己所有 平成26年4月1日 2 446

ア建設費 0
500

天水生命学

園拠点

02130107 障害福祉サービス事業（短期入所） 天水短期入所

熊本県 玉名市 天水町小天6640 3 自己所有

イ大規模修繕

イ大規模修繕

平成26年4月1日 15 4,195

ア建設費 平成14年3月23日 3,136,000 54,639,000 21,500,000 79,275,000 351.020
500

天水生命学

園拠点

02130501 地域活動支援センター 天水地域活動支援ｾﾝﾀｰ

熊本県 玉名市 天水町小天6640 3 自己所有 3 自己所有

600
第二天水学

園拠点

01040406 障害者支援施設（就労継続支援Ｂ型） 第二就労継続B型

熊本県 玉名市 天水町小天6645-1 3 自己所有

イ大規模修繕

平成26年4月1日 0 134

ア建設費 0
500

天水生命学

園拠点

02130303 計画相談支援 天水計画相談

熊本県 玉名市 天水町小天6640 3 自己所有 3 自己所有

平成26年4月1日 29 7,344

ア建設費 0 460.730
600

第二天水学

園拠点

02130114 障害福祉サービス事業（共同生活援助） 第二共同生活介護援助

熊本県 玉名市 天水町小天6645-1 2 民間からの賃借等 2 民間からの賃借等

682.080

イ大規模修繕

3 自己所有 平成26年4月1日 34 6,783

ア建設費 平成17年3月22日 50,450,551 54,210,994 104,661,545

イ大規模修繕

平成26年4月1日 15 4,787

ア建設費 0 404.430
700

ﾜｰｸｾﾝﾀｰみ

すみ拠点

02130114 障害福祉サービス事業（共同生活援助） みすみ共同生活介護援助

熊本県 宇城市 三角町波多3118-16 2 民間からの賃借等 2 民間からの賃借等

45.000

3 自己所有 平成26年4月1日 6 278

ア建設費 0
700

ﾜｰｸｾﾝﾀｰみ

すみ拠点

02130110 障害福祉サービス事業（生活訓練） みすみ生活訓練

熊本県 宇城市 三角町波多3118-16 3 自己所有

イ大規模修繕
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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

イ大規模修繕

700
ﾜｰｸｾﾝﾀｰみ

すみ拠点

1,711,553

800
ｹｱﾋﾞﾚｯｼﾞた

がの里拠点

01030201 特別養護老人ホーム（地域密着型） ｹｱﾋﾞﾚｯｼﾞたがの里

熊本県 玉名市 天水町小天6633-1 3 自己所有

イ大規模修繕 平成29年6月5日

平成26年4月1日 20 3,755

ア建設費 0 32.140
700

ﾜｰｸｾﾝﾀｰみ

すみ拠点

01040406 障害者支援施設（就労継続支援Ｂ型） みすみ就労継続B型

熊本県 宇城市 三角町波多3118-16 3 自己所有 3 自己所有

平成28年8月1日 10 468

ア建設費 0
800

ｹｱﾋﾞﾚｯｼﾞた

がの里拠点

02120401 老人短期入所事業（短期入所生活介護） たがの里短期入所生活介護

熊本県 玉名市 天水町小天6633-1 3 自己所有 3 自己所有

1,976.860

イ大規模修繕 平成29年6月6日 6,231,759

3 自己所有 平成28年8月1日 29 9,896

ア建設費 平成23年4月1日 65,030,720 99,149,008 200,000,000 364,179,728

386.270

イ大規模修繕 平成29年6月6日 3,087,852

3 自己所有 平成28年8月1日 15 7,995

ア建設費 0
800

ｹｱﾋﾞﾚｯｼﾞた

がの里拠点

02120501 小規模多機能型居宅介護事業 小規模多機能ﾎｰﾑきらめき

熊本県 玉名市 天水町小天6634-2 3 自己所有

イ大規模修繕

450
睦合保育園

拠点

02091201 保育所 睦合保育園

熊本県 玉名市 岱明町古閑307 1 行政からの賃借等

イ大規模修繕

平成17年3月1日 19 2,020

ア建設費 0
900

通所介護ﾆｺ

ﾆｺﾊｳｽ拠点

02120201 老人デイサービス事業（通所介護） 通所介護ﾆｺﾆｺﾊｳｽ

熊本県 玉名市 天水町小天6638 3 自己所有 3 自己所有

533.490

イ大規模修繕

3 自己所有 平成29年4月1日 60 784

ア建設費 0

408.190

イ大規模修繕

3 自己所有 平成30年9月1日 10 338

ア建設費 平成30年8月6日 0
550

障害児通所

支援事業所

くるり拠点

02090101 障害児通所支援事業（児童発達支援） 障害児通所支援事業所くるり

熊本県 玉名市 3 自己所有

（イ）修繕費合計額（円）

950

居宅介護支

援事業所わ

かみや拠点

03260301 居宅介護支援事業 居宅介護支援事業所わかみや

熊本県 玉名市 天水町小天6646-7 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

19,880.000

イ大規模修繕

3 自己所有 平成29年9月1日 0 23

ア建設費 0
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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）

平成30年4月1日 19 46

ア建設費 0
951

地域支援事

業拠点

03320201 生活に関する調整等を支援する事業 地域支援事業

熊本県 玉名市 天水町小天6633-1 3 自己所有 3 自己所有

イ大規模修繕

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

316.330

イ大規模修繕

4 その他 平成25年5月1日 9 2,100

ア建設費 0

（イ）修繕費合計額（円）

000
ふれあいﾎｰﾑ

ひまわり拠点

05340101 収益事業 ふれあいﾎｰﾑひまわり

熊本県 玉名市 小天6646-7 4 その他

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）

生活に関する調整等を支

援する事業

生活困窮者レスキュー事業 荒玉地域

ライフライン・食材・住まいの提供

生活支援必要者に対する

住居提供・確保事業

一時生活支援事業 玉名市

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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生活支援必要者に対する

住居提供・確保事業
食事・住まいの提供

地域における公益的な取

組⑨（その他）

天水福祉祭り 天水地区

地域の方々との交流

地域における公益的な取

組⑨（その他）

天水生命学園前バス停清掃 天水生命学園前バス停

清掃

地域における公益的な取

組⑨（その他）

独居老人友愛訪問（お米配り） 天水地区

独居老人宅訪問

地域における公益的な取

組⑨（その他）

玉名市出初め式 玉名市

幼年消防隊が参加

地域における公益的な取

組⑨（その他）

若宮天子宮大祭 天水地区

地域の方々との交流

地域における公益的な取

組⑨（その他）

地域のボランティア清掃 小天地区

清掃

地域における公益的な取

組⑨（その他）

天水地区あいあい交流会 天水地区

高齢者とのふれあい

地域における公益的な取

組⑨（その他）

天水つながる夏祭り 玉名郡市全域

地域の方々との交流

地域における公益的な取

組

ポールあるく 玉名郡市全域

ポールを使った健康運動

地域における公益的な取

組⑨（その他）

地域の縁がわ「リハ室トッキー」 天水地区

健康運動
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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）

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）

収穫感謝祭 宇城市

地域の方々との交流

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）

地域の清掃 宇城市三角町

清掃

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）

天水中学校文化祭への参加 天水中学校校区

中学生との交流

地域における公益的な取

組⑨（その他）

災害時の食料として米を備蓄 玉名市

米の備蓄

地域における公益的な取

組⑨（その他）

「たいめい苑」交流会 玉名市

入居者との交流

地域における公益的な取

組⑨（その他）

立石川の清掃活動 立石川流域

清掃

子育て支援に関する事業

オレンジキッズ児童館自主事業 小天東小校区

子育て支援

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）

睦合地区交流会 睦合地区

地域の方々との交流

0

0

0

0

0

0

0
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　　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

1 有

738,929,736

5,419,000

565,444,377

施設名 直近の受審年度

1 有

1 有

1 有

3 該当なし

3 該当なし

1 有

0

0

＜根拠：熊本県指定障害福祉サービスの事業等の人員、

設備及び運営の基準等に関する条例（平成24年12月25日条例第76号）第95条（第10条準用）＞

【指定短期入所事業所：天水生命学園】

貴施設に報告がされていませんので、委託先に実施記録を提出させた上で、

貴施設において実施状況を確認してください。

＜根拠：保護施設等における調理業務の委託について（昭和62年3月9日社施第38号＞

【指定生活介護事業所:天水生命学園】

①重要事項説明書に第三者評価の実施状況について記載し、

サービス提供の開始に際し、利用申込者に説明を行ってください。

【指定障害者支援施設：天水生命学園】

①重要次項説明書に第三者評価の実施状況について記載し、

サービス提供の開始に際し、利用申込書に説明を行って下さい。

＜根拠：熊本県指定障害福祉サービスの事業等の人員、

設備及び運営の基準等に関する条例（平成24年12月25日条例第76号）第110条（第10条準用）＞

②調理業務の委託先において調理従事者の健康診断及び検便が実施されていますが、

イ　財務会計に関する事務処理体制の向上に対する支援

1,771,200

01 公認会計士

岩下　彰夫
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　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

①重要事項説明書に第三者評価の実施状況について記載し、

サービス提供の開始に際し、利用申込者に説明を行ってください。

＜根拠：熊本県指定障害福祉サービスの事業等の人員、

①実施状況の記載と説明を致します。

【指定共同生活援助事業所：天水生命学園】

①実施状況の記載と説明を致します。

②委託先に実施記録を提出してもらい、確認を致します。又、その記録を当施設にて保管致します。

【指定生活介護事業所：天水生命学園】

①実施状況の記載と説明を致します。

【指定短期入所事業所：天水生命学園】

①実施状況の記載と説明を致します。

【指定就労継続支援（B型）事業所：第二天水学園】

【指定障害者支援施設：天水生命学園】

①実施状況の記載と説明を致します。

【指定共同生活援助事業所：天水生命学園】

①重要事項説明書に第三者評価の実施状況について記載し、

サービス提供の開始に際し、入所申込者に説明を行ってください。

＜根拠：熊本県指定障害福祉サービスの事業等の人員、

設備及び運営の基準等に関する条例（平成24年12月25日条例第76号）第201条（第10条準用）＞

設備及び運営の基準等に関する条例（平成24年12月25日条例第76号）第110条（第10条準用）＞

【指定就労継続支援（B型）事業所：第二天水学園】

①重要事項説明書に第三者評価の実施状況について記載し、

サービス提供の開始に際し、利用申込者に説明を行ってください。

＜根拠：熊本県指定障害福祉サービスの事業等の人員、

設備及び運営の基準等に関する条例（平成24年12月25日条例第76号）第190条（第10条準用）＞

2 無

2 無

1 有

2 無

2 無

1 有
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