
社会福祉法人みつみ福祉会現況報告書（令和4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

（審議事項）
　第１号議案　任期満了に伴う理事の選任について

(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

0.0 0.0

254 0 383
0.0

3 0 0

(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）

前原会計事務所　公認会計士　前原啓二 5,060,004 2 無 前原会計事務所　公認会計士　前原啓二 5,060,004

3 社会福祉事業に識⾒を有する者（その他） 10

雀部　幸雄 無 2 無 令和3年6⽉29⽇
R3.6.29 Ｒ5.6定時評議員会の終結の時 6 財務管理に識⾒を有する者（その他） 7

(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

大柿　⽇出樹 無 2 無 令和3年6⽉29⽇
R3.6.29 Ｒ5.6定時評議員会の終結の時

2 2 243,000

(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、「理事⻑」とは、社会福祉法45条の13第3項で規定する理事⻑(会⻑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
R3.6.29 Ｒ5.6 定時評議員会の終結の時 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 8藤本　喜章 2 業務執⾏理事 2 非常勤 令和3年6⽉29⽇ 無

2 無
R3.6.29 Ｒ5.6 定時評議員会の終結の時 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 2 理事報酬のみ⽀給 9夜久　豊基 2 業務執⾏理事 2 非常勤 令和3年6⽉29⽇ 無

2 無
R3.12.25 Ｒ5.6 定時評議員会の終結の時 3 施設の管理者 2 無 3 職員給与のみ⽀給 3中川　優一 2 業務執⾏理事 1 常勤 令和3年12⽉25⽇ 人権擁護・地域貢献担当理事・兵庫サポートセンター管理者

2 無
R3.12.25 Ｒ5.6 定時評議員会の終結の時 3 施設の管理者 2 無 3 職員給与のみ⽀給 3⾜⽴　裕幸 3 その他理事 1 常勤 令和3年12⽉25⽇ 事業担当理事・特別養護⽼人ホーム三愛荘管理者

2 無
R3.6.29 Ｒ5.6 定時評議員会の終結の時 3 施設の管理者 2 無 3 職員給与のみ⽀給 10三村　明 3 その他理事 1 常勤 令和3年6⽉29⽇ 財務担当理事・法人事務局⻑

2 無
R3.6.29 Ｒ5.6 定時評議員会の終結の時 3 施設の管理者 2 無 3 職員給与のみ⽀給 10吉⾒　直人 1 理事⻑ 令和3年4⽉1⽇ 1 常勤 令和3年6⽉29⽇ 理事⻑・人事労務担当理事

(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

６〜８ 6 2 特例無

(3-1)理事の⽒名

(3-2)理事の役職(注) (3-3)理事⻑への就任
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

19,323,615

⾜⽴　宣孝 R3.6.29 Ｒ7.6 定時評議員会の終結の時 2 無 2 無 2無

野路　修 R3.6.29 Ｒ7.6 定時評議員会の終結の時 2 無 2 無 3農業

根垣　万⾥⼦ R3.6.29 Ｒ7.6 定時評議員会の終結の時 2 無 2 無 3無

Ｒ7.6 定時評議員会の終結の時 2 無 2 無 3無

⼩林　伸 R3.6.29 Ｒ7.6 定時評議員会の終結の時 2 無 2 無 3無

楠⼾　良弘 R3.6.29 Ｒ7.6 定時評議員会の終結の時 2 無 2 無 2無

和田　克昭 R3.6.29 Ｒ7.6 定時評議員会の終結の時 2 無 2 無 2無

常石　文⼦ R3.6.29

(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.mitsumi.or.jp/ (14)法人のﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ mitumi00@mxa.nkansai.ne.jp
昭和36年9⽉4⽇ 昭和36年9⽉4⽇

7〜９ 7 216,000

社会福祉法人みつみ福祉会
兵庫県 丹波市 春⽇町野村６５－１
0795-75-0314 0795-75-1694 2 無

28 兵庫県 223 丹波市 28000 4140005007972 01 一般法人 01 運営中
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(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

特になし

特になし

1

大柿　⽇出樹
雀部　幸雄

令和4年2⽉24⽇ 5 2

（報告事項）
　①　理事⻑及び業務執⾏理事の職務執⾏状況報告について
　②　新型コロナウィルスの感染状況について

（審議事項）
　第１号議案　グループホームみつみ「建物賃貸契約」の更新について

令和4年3⽉18⽇ 6 2

（報告事項）
　①　理事⻑及び業務執⾏理事の職務執⾏状況報告について
　②　みつみ学苑で発生した虐待事案について
　③　ホームヘルプステーション「ブリッジ」廃止について
　④　定款細則第９条による評議員の提案権の⾏使について
　

令和3年12⽉17⽇ 6 2

（報告事項）
　①　理事⻑及び業務執⾏理事の職務施⾏状況報告について
　②　みつみ学苑で発生した虐待事案について
　③　兵庫サポートセンターご利⽤者の訴えについて
　④　ききょうの杜利⽤者への不適切発⾔について
　⑤　令和３年度上半期⾏政監査受審報告

令和4年1⽉28⽇ 6 2

（報告事項）
　①　理事⻑及び業務執⾏理事の職務執⾏状況報告について
　②　みつみ学苑で発生した虐待事案について
　③　兵庫サポートセンターご利⽤者の訴えについて
　④　ききょうの杜利⽤者への不適切発⾔について

令和3年10⽉26⽇ 5 2

（報告事項）
　①　理事⻑及び業務執⾏理事の職務施⾏状況報告について
　②　三愛荘訪問介護事業所移動⽀援事業の廃止について
　③　新型コロナへの対応について（ワクチン接種状況他）
　④　職員の表彰について
　⑤　みつみ学苑で発生した虐待事案について

令和3年11⽉24⽇ 6 1

（報告事項）
　①　理事⻑及び業務執⾏理事の職務施⾏状況報告について
　②　令和３年度決算⾒込みについて
　③　みつみ学苑で発生した虐待事案について
　④　令和３年度上半期苦情受付報告
　⑤　令和３年度上半期事故報告

令和3年6⽉29⽇ 6 2
（審議事項）
　第１号議案　理事⻑の選定について
　第２号議案　業務執⾏理事の選定について

令和3年8⽉31⽇ 6 2

（審議事項）
　（１）　みつみ学苑が⾏う「男⼦棟内装建具、トイレ改修⼯事」の⼯事請負契約について
　（２）　コロナ対策⾦（仮称）の⽀給について
　（３）　グループホームみつみ「賃貸物件の契約更新について（ホープ）」
　（４）　ホームヘルプステーションブリッジの事業休止の延期について

令和3年4⽉27⽇ 7 2
書面決議
（審議事項）
　第１号議案　　みつみ学苑が⾏う「非常⽤放送設備売買契約」の締結について

令和3年6⽉14⽇ 6 2

（審議事項）
　令和２年度事業報告
　令和２年度決算報告
　会計監査人契約更新の評議員会への提出議案の承認
　会計監査人の報酬の決定
　定時評議員会の召集

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4年3⽉29⽇ 7 4 2 0

（決議事項）
　第１号議案　令和３年度第２次補正予算の承認について
　第２号議案　令和４年度事業計画の承認について
　第３号議案　令和４年度資⾦収⽀予算の承認について
　第４号議案  人材の確保・育成・定着の承認について

令和3年12⽉25⽇ 7 4 2 0

（審議事項）
　第１号議案　令和３年度第１次補正予算について
　第２号議案　理事退任に伴う理事の選任について
　第３号議案　ホームヘルプステーションブリッジの事業廃止について

　（報告事項）

令和3年6⽉29⽇ 7 4 2 0

　第１号議案　任期満了に伴う理事の選任について
　第２号議案　任期満了に伴う監事の選任について
　第３号議案　会計監査人の契約更新について
　第４号議案　三愛荘訪問介護事業所移動⽀援事業の廃止について
　第５号議案  みつみ学苑就労継続⽀援Ｂ型事業そらいろ出張所の閉所について
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(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

イ大規模修繕

3 自己所有 平成25年4⽉1⽇ 0 0
ア建設費 0003 みつみ学苑

02130204 地域定着⽀援 みつみ生活サポートセンター（指定地域定着⽀援事業）
兵庫県 丹波市 山南町岩屋６３５番地 3 自己所有

イ大規模修繕

平成25年4⽉1⽇ 0 0
ア建設費 0003 みつみ学苑

02130203 地域移⾏⽀援 みつみ生活サポートセンター（指定地域移⾏⽀援事業）
兵庫県 丹波市 山南町岩屋６３５番地 3 自己所有 3 自己所有

イ大規模修繕

3 自己所有 平成24年4⽉1⽇ 0 1,854
ア建設費 0

15,634,400

003 みつみ学苑

02130303 計画相談⽀援 みつみ生活サポートセンター（指定特定相談⽀援事業）
兵庫県 丹波市 山南町岩屋６３５番地 3 自己所有

イ大規模修繕 平成24年10⽉1⽇ 平成26年11⽉1⽇

平成21年10⽉1⽇ 25 4,494
ア建設費 0 266.250003 みつみ学苑

01040406 障害者⽀援施設（就労継続⽀援Ｂ型） 就労継続⽀援Ｂ型
兵庫県 丹波市 山南町岩屋2004 2 ⺠間からの賃借等 2 ⺠間からの賃借等

46.880
イ大規模修繕

2 ⺠間からの賃借等 平成25年4⽉1⽇ 0 2,668
ア建設費 0003 みつみ学苑

02130303 計画相談⽀援 障害者相談⽀援センター　ぱれっと
兵庫県 ⻄脇市 ⻄脇771 2 ⺠間からの賃借等

イ大規模修繕

平成21年10⽉1⽇ 6 0
ア建設費 0003 みつみ学苑

01040404 障害者⽀援施設（自⽴訓練（生活訓練）） 自⽴訓練
兵庫県 丹波市 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10⽉1⽇ 10 215
ア建設費 0003 みつみ学苑

02200101 福祉サービス利⽤援助事業 ⽇中一時⽀援事業
兵庫県 丹波市 山南町岩屋2004 3 自己所有

イ大規模修繕

平成18年4⽉1⽇ 5 382
ア建設費 0003 みつみ学苑

02130107 障害福祉サービス事業（短期入所） 短期入所
兵庫県 丹波市 山南町岩屋2004 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10⽉1⽇ 90 21,099
ア建設費 0

65,394,000

003 みつみ学苑

01040402 障害者⽀援施設（生活介護） 生活介護
兵庫県 丹波市 山南町岩屋2004 3 自己所有

イ大規模修繕 平成30年3⽉28⽇

昭和39年9⽉15⽇ 80 29,066
ア建設費 平成9年3⽉31⽇ 52,538,478 744,893,456 176,100,000 973,531,934 3,675.497003 みつみ学苑

01040401 障害者⽀援施設（施設入所⽀援） 施設入所⽀援
兵庫県 丹波市 山南町岩屋2004 3 自己所有 3 自己所有

イ大規模修繕

3 自己所有 平成23年7⽉1⽇ 0 0
ア建設費 0002 春⽇育成苑

02210101 社会福祉事業に関する連絡 総合相談ゆう
兵庫県 丹波市 春⽇町野村65-1 1 ⾏政からの賃借等

イ大規模修繕

平成22年3⽉1⽇ 25 6,025
ア建設費 0002 春⽇育成苑

01040406 障害者⽀援施設（就労継続⽀援Ｂ型） 就労継続⽀援Ｂ型
兵庫県 丹波市 春⽇町野村65-1 1 ⾏政からの賃借等 3 自己所有

イ大規模修繕

3 自己所有 平成22年3⽉1⽇ 5 1,175
ア建設費 0002 春⽇育成苑

02130107 障害福祉サービス事業（短期入所） 短期入所
兵庫県 丹波市 春⽇町野村65-1 1 ⾏政からの賃借等

イ大規模修繕

平成18年10⽉1⽇ 0 457
ア建設費 0002 春⽇育成苑

02200101 福祉サービス利⽤援助事業 ⽇中一時⽀援
兵庫県 丹波市 春⽇町野村65-1 1 ⾏政からの賃借等 3 自己所有

イ大規模修繕

3 自己所有 平成22年3⽉1⽇ 90 21,591
ア建設費 0002 春⽇育成苑

01040402 障害者⽀援施設（生活介護） 生活介護
兵庫県 丹波市 春⽇町野村65-1 1 ⾏政からの賃借等

イ大規模修繕

平成22年3⽉1⽇ 90 31,476
ア建設費 平成22年2⽉1⽇ 101,655,610 617,109,390 320,000,000 1,038,765,000 4,044.220002 春⽇育成苑

01040401 障害者⽀援施設（施設入所⽀援） 施設入所⽀援
兵庫県 丹波市 春⽇町野村65-1 2 ⺠間からの賃借等 3 自己所有

イ大規模修繕

3 自己所有 平成22年4⽉1⽇ 0 54
ア建設費 0001 春⽇学園

02090201 障害児相談⽀援事業（障害児⽀援利⽤援助） 障害児等療育⽀援
兵庫県 丹波市 春⽇町野村65-1 1 ⾏政からの賃借等

イ大規模修繕

平成26年3⽉1⽇ 10 1,870
ア建設費 平成26年2⽉10⽇ 16,301,450 26,393,000 42,694,450 120.000001 春⽇学園

02090103 障害児通所⽀援事業（放課後デイサービス） 放課後等デイサービス
兵庫県 丹波市 春⽇町野村65-1 1 ⾏政からの賃借等 3 自己所有

イ大規模修繕

3 自己所有 平成18年10⽉1⽇ 0 684
ア建設費 0001 春⽇学園

02090901 一時預かり事業 ⽇中一時
兵庫県 丹波市 春⽇町野村65-1 1 ⾏政からの賃借等

イ大規模修繕

平成18年10⽉1⽇ 0 514
ア建設費 0001 春⽇学園

02130107 障害福祉サービス事業（短期入所） 短期入所
兵庫県 丹波市 春⽇町野村65-1 1 ⾏政からの賃借等 3 自己所有

899.550
イ大規模修繕

3 自己所有 昭和36年2⽉1⽇ 30 9,028
ア建設費 平成22年9⽉30⽇ 33,973,148 184,245,000 50,000,000 268,218,148001 春⽇学園

01020401 障害児入所施設（福祉型障害児入所施設） 施設入所
兵庫県 丹波市 春⽇町野村65-1 1 ⾏政からの賃借等

イ大規模修繕

昭和36年8⽉2⽇ 0 0
ア建設費 0000 本部

00000001 本部経理区分 本部
兵庫県 丹波市 春⽇町野村65-1 1 ⾏政からの賃借等 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
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236.580
3 自己所有 平成24年4⽉1⽇ 35 10,732

ア建設費 0007 京都サポー
トセンター

02130106 障害福祉サービス事業（生活介護） 生活介護事業所しんあい
京都府 福知山市 字堀345番地 3 自己所有

イ大規模修繕

平成20年4⽉1⽇ 30 10,813
ア建設費 平成20年3⽉1⽇ 179,718,000 179,718,000 786.000007 京都サポー

トセンター

02130114 障害福祉サービス事業（共同生活援助） グループホームひよしの杜
京都府 福知山市 字堀345番地 3 自己所有 3 自己所有

909.500
イ大規模修繕

3 自己所有 平成24年8⽉11⽇ 48 16,518
ア建設費 平成24年9⽉1⽇ 52,869,932 106,875,000 105,300,000 265,044,932007 京都サポー

トセンター

02130114 障害福祉サービス事業（共同生活援助） グループホームきらり
京都府 福知山市 字堀345番地 3 自己所有

イ大規模修繕

平成19年10⽉1⽇ 0 1,941
ア建設費 0 142.410007 京都サポー

トセンター

02130303 計画相談⽀援 生活サポートセンターとも
京都府 福知山市 字堀345番地 3 自己所有 3 自己所有

316.320
イ大規模修繕

3 自己所有 平成22年2⽉1⽇ 10 3,593
ア建設費 平成22年2⽉1⽇ 62,477,100 0 0 62,477,100006 兵庫サポー

トセンター

02130114 障害福祉サービス事業（共同生活援助） もみじ＆かえで
兵庫県 丹波市 山南町岩屋2004-6 4 その他

イ大規模修繕

平成22年3⽉1⽇ 17 5,823
ア建設費 0 434.090006 兵庫サポー

トセンター

02130114 障害福祉サービス事業（共同生活援助） 幸福の⾥1丁目＆2丁目
兵庫県 丹波市 春⽇町野村2350 3 自己所有 2 ⺠間からの賃借等

165.620
イ大規模修繕

2 ⺠間からの賃借等 平成18年5⽉1⽇ 6 1,801
ア建設費 0006 兵庫サポー

トセンター

02130114 障害福祉サービス事業（共同生活援助） さくら
兵庫県 丹波市 氷上町石生2293-10 2 ⺠間からの賃借等

イ大規模修繕

平成14年10⽉1⽇ 5 1,764
ア建設費 0 140.770006 兵庫サポー

トセンター

02130114 障害福祉サービス事業（共同生活援助） エンジョイ
兵庫県 丹波市 氷上町石生2293-8 3 自己所有 2 ⺠間からの賃借等

320.940
イ大規模修繕

2 ⺠間からの賃借等 平成16年4⽉1⽇ 10 2,555
ア建設費 0006 兵庫サポー

トセンター

02130114 障害福祉サービス事業（共同生活援助） フレンド
兵庫県 丹波市 氷上町石生45-1 2 ⺠間からの賃借等

イ大規模修繕

平成22年3⽉1⽇ 8 2,920
ア建設費 0 366.710006 兵庫サポー

トセンター

02130114 障害福祉サービス事業（共同生活援助） ハートタウン
兵庫県 丹波市 氷上町石生2558 3 自己所有 2 ⺠間からの賃借等

357.040
イ大規模修繕

2 ⺠間からの賃借等 平成19年5⽉1⽇ 10 3,649
ア建設費 0006 兵庫サポー

トセンター

02130114 障害福祉サービス事業（共同生活援助） エスポワール
兵庫県 丹波市 氷上町石生2558 2 ⺠間からの賃借等

イ大規模修繕

平成19年4⽉1⽇ 0 0
ア建設費 0 231.860006 兵庫サポー

トセンター

02130114 障害福祉サービス事業（共同生活援助） フェニックス
兵庫県 丹波市 春⽇町野村2000 2 ⺠間からの賃借等 2 ⺠間からの賃借等

113.440
イ大規模修繕

2 ⺠間からの賃借等 平成19年7⽉1⽇ 5 1,825
ア建設費 0006 兵庫サポー

トセンター

02130114 障害福祉サービス事業（共同生活援助） ホープ
兵庫県 丹波市 春⽇町野村1999-7 2 ⺠間からの賃借等

イ大規模修繕

平成23年4⽉1⽇ 0 392
ア建設費 0005 おがわの⾥

06260301 （公益）居宅介護⽀援事業 居宅介護⽀援事業所ブリッジ
兵庫県 丹波市 山南町岩屋635番地 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9⽉1⽇ 0 166
ア建設費 0005 おがわの⾥

02120101 ⽼人居宅介護等事業（訪問介護） ホームヘルプステーション「ブリッジ」
兵庫県 丹波市 山南町岩屋635番地 3 自己所有

イ大規模修繕

平成17年5⽉1⽇ 0 26
ア建設費 0005 おがわの⾥

02130403 移動⽀援事業 ホームヘルプステーション「ブリッジ」
兵庫県 丹波市 山南町岩屋635番地 3 自己所有 3 自己所有

イ大規模修繕

3 自己所有 平成22年8⽉1⽇ 0 8
ア建設費 0005 おがわの⾥

02130104 障害福祉サービス事業（⾏動援護） ホームヘルプステーション「ブリッジ」
兵庫県 丹波市 山南町岩屋635番地 3 自己所有

イ大規模修繕

平成18年10⽉1⽇ 0 86
ア建設費 0005 おがわの⾥

02130102 障害福祉サービス事業（重度訪問介護） ホームヘルプステーション「ブリッジ」
兵庫県 丹波市 山南町岩屋635番地 3 自己所有 3 自己所有

イ大規模修繕

3 自己所有 平成17年5⽉1⽇ 0 218
ア建設費 0005 おがわの⾥

02130101 障害福祉サービス事業（居宅介護） ホームヘルプステーション「ブリッジ」
兵庫県 丹波市 山南町岩屋635番地 3 自己所有

イ大規模修繕

平成25年1⽉1⽇ 18 0
ア建設費 平成25年1⽉1⽇ 0 0 77,571,775 77,571,775 357.070005 おがわの⾥

02120203 ⽼人デイサービス事業（地域密着型通所介護） デイサービスセンターおがわの⾥
兵庫県 丹波市 山南町岩屋635番地 3 自己所有 3 自己所有

イ大規模修繕

3 自己所有 平成26年6⽉1⽇ 10 3,166
ア建設費 0005 おがわの⾥

02120401 ⽼人短期入所事業（短期入所生活介護） 短期入所生活介護事業所おがわの⾥
兵庫県 丹波市 山南町岩屋637番地 3 自己所有

イ大規模修繕

平成26年6⽉1⽇ 29 10,553
ア建設費 平成26年6⽉1⽇ 43,367,770 116,000,000 448,250,000 607,617,770 1,942.100005 おがわの⾥

01030201 特別養護⽼人ホーム（地域密着型） 特別養護⽼人ホームおがわの⾥
兵庫県 丹波市 山南町岩屋637番地 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 0
ア建設費 0004 認定こども

園みつみ

02101801 幼保連携型認定こども園 バス会計
兵庫県 丹波市 山南町谷川1124 3 自己所有

イ大規模修繕

昭和45年4⽉1⽇ 190 42,206
ア建設費 平成20年3⽉1⽇ 54,900,721 392,388,697 447,289,418 1,935.680004 認定こども

園みつみ

02101801 幼保連携型認定こども園 認定こども園みつみ
兵庫県 丹波市 山南町谷川1124 3 自己所有 3 自己所有

イ大規模修繕

3 自己所有 平成16年7⽉1⽇ 0 0
ア建設費 0003 みつみ学苑

02200101 福祉サービス利⽤援助事業 ジョブコーチ
兵庫県 丹波市 山南町岩屋６３５番地 3 自己所有

イ大規模修繕

平成25年4⽉1⽇ 0 0
ア建設費 0003 みつみ学苑

02200101 福祉サービス利⽤援助事業 丹波市障がい者基幹相談⽀援センター
兵庫県 丹波市 山南町岩屋６３５番地 3 自己所有 3 自己所有

4/7



社会福祉法人みつみ福祉会現況報告書（令和4年4⽉1⽇現在） 別紙１

2 ⺠間からの賃借等 平成22年7⽉1⽇ 0 230016
兵庫県地域
生活定着⽀

02130204 地域定着⽀援 兵庫県地域生活定着⽀援事業
兵庫県 神⼾市中央区 二宮町4丁目7-6 2 ⺠間からの賃借等

イ大規模修繕

昭和51年5⽉1⽇ 110 36,673
ア建設費 平成19年2⽉28⽇ 180,540,276 71,727,000 42,000,000 294,267,276 965.780015 わかばこども

園

02101801 幼保連携型認定こども園 わかばこども園
京都府 福知山市 字⼾田1155 2 ⺠間からの賃借等 3 自己所有

1,215.380
イ大規模修繕

3 自己所有 平成24年12⽉10⽇ 20 7,279
ア建設費 平成24年11⽉1⽇ 60,654,983 80,000,000 158,000,000 298,654,983014 ケアハウスと

だ

01030301 軽費⽼人ホーム ケアハウスとだ
京都府 福知山市 字⼾田1156 2 ⺠間からの賃借等

イ大規模修繕

平成19年5⽉1⽇ 18 6,588
ア建設費 平成19年3⽉31⽇ 55,516,851 45,000,000 116,800,000 217,316,851 841.740013 グループホー

ムとだ

02120601 認知症対応型⽼人共同生活援助事業 認知症高齢者グループホームとだ
京都府 福知山市 字⼾田82 2 ⺠間からの賃借等 3 自己所有

2,071.850
イ大規模修繕

3 自己所有 平成25年8⽉1⽇ 50 17,385
ア建設費 平成25年8⽉1⽇ 4,500,860 218,238,000 175,800,000 398,538,860012 サポートハウ

スけいあい

01030301 軽費⽼人ホーム サポートハウスけいあい
京都府 福知山市 字猪崎31番地 3 自己所有

イ大規模修繕

平成14年4⽉1⽇ 15 5,490
ア建設費 平成14年3⽉1⽇ 84,524,968 112,643,000 104,828,000 301,995,968 902.910011 三愛荘（ケ

アハウス）

01030301 軽費⽼人ホーム ケアハウス三愛荘
京都府 福知山市 字猪崎25-1 3 自己所有 3 自己所有

403.190
イ大規模修繕

3 自己所有 平成23年3⽉1⽇ 24 216
ア建設費 平成23年3⽉1⽇ 18,124,360 30,000,000 0 48,124,360010 三愛荘（特

養）

02120501 ⼩規模多機能型居宅介護事業 ⼩規模多機能型居宅介護事業おとなせ
京都府 福知山市 字猪崎754-53 2 ⺠間からの賃借等

イ大規模修繕

平成12年4⽉1⽇ 0 1,072
ア建設費 0010 三愛荘（特

養）

06260301 （公益）居宅介護⽀援事業 三愛荘居宅介護⽀援事業所
京都府 福知山市 字猪崎25-1 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4⽉1⽇ 0 0
ア建設費 0010 三愛荘（特

養）

02130403 移動⽀援事業 三愛荘指定訪問介護事業所
京都府 福知山市 字猪崎25-1 3 自己所有

イ大規模修繕

平成21年4⽉1⽇ 0 0
ア建設費 0010 三愛荘（特

養）

02130102 障害福祉サービス事業（重度訪問介護） 三愛荘指定訪問介護事業所
京都府 福知山市 字猪崎25-1 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4⽉1⽇ 0 612
ア建設費 0010 三愛荘（特

養）

02130101 障害福祉サービス事業（居宅介護） 三愛荘指定訪問介護事業所
京都府 福知山市 字猪崎25-1 3 自己所有

イ大規模修繕

平成8年4⽉1⽇ 0 2,762
ア建設費 0010 三愛荘（特

養）

02120101 ⽼人居宅介護等事業（訪問介護） 三愛荘指定訪問介護事業所
京都府 福知山市 字猪崎25-1 3 自己所有 3 自己所有

179.120
イ大規模修繕

3 自己所有 平成24年5⽉7⽇ 12 1,990
ア建設費 平成24年3⽉1⽇ 1,297,000 10,000,000 31,500,000 42,797,000010 三愛荘（特

養）

02120301 ⽼人デイサービス事業（認知症対応型） デイサービスセンター庵
京都府 福知山市 字猪崎25-1 3 自己所有

イ大規模修繕

平成11年2⽉1⽇ 30 7,557
ア建設費 平成11年1⽉1⽇ 1,707,748 99,955,000 38,800,000 140,462,748 563.660010 三愛荘（特

養）

02120201 ⽼人デイサービス事業（通所介護） 三愛荘デイサービスセンター
京都府 福知山市 字猪崎25-1 3 自己所有 3 自己所有

イ大規模修繕

3 自己所有 平成14年7⽉10⽇ 10 2,676
ア建設費 0010 三愛荘（特

養）

02120401 ⽼人短期入所事業（短期入所生活介護） 三愛荘短期入所生活介護事業所
京都府 福知山市 字猪崎25-1 3 自己所有

イ大規模修繕

平成14年4⽉1⽇ 0 18,361
ア建設費 平成14年3⽉1⽇ 69,386,881 487,534,000 139,078,000 695,998,881 3,205.810010 三愛荘（特

養）

01030202 特別養護⽼人ホーム（介護福祉サービス） 特別養護⽼人ホーム三愛荘
京都府 福知山市 字猪崎25-1 3 自己所有 3 自己所有

2,598.590
イ大規模修繕

3 自己所有 平成14年4⽉1⽇ 80 27,694
ア建設費 平成14年3⽉1⽇ 122,490,188 547,480,830 202,094,000 872,065,018009 三愛荘（養

護）

01030101 養護⽼人ホーム 養護⽼人ホーム三愛荘
京都府 福知山市 字猪崎25-1 3 自己所有

イ大規模修繕

平成31年1⽉1⽇ 0 0
ア建設費 0008 ききょうの杜

02130115 障害福祉サービス事業（就労定着⽀援） 就労定着⽀援
京都府 福知山市 桔梗が丘6丁目31番地 3 自己所有 3 自己所有

154.000
イ大規模修繕

3 自己所有 平成19年8⽉1⽇ 18 5,049
ア建設費 0008 ききょうの杜

01040406 障害者⽀援施設（就労継続⽀援Ｂ型） 就労継続⽀援Ｂ型
京都府 福知山市 桔梗が丘6丁目31番地 3 自己所有

イ大規模修繕

平成19年8⽉1⽇ 12 2,747
ア建設費 0 154.000008 ききょうの杜

02130112 障害福祉サービス事業（就労継続⽀援Ａ型） 就労継続⽀援Ａ型
京都府 福知山市 桔梗が丘6丁目31番地 3 自己所有 3 自己所有

65.000
イ大規模修繕

3 自己所有 平成19年8⽉1⽇ 6 784
ア建設費 0008 ききょうの杜

01040405 障害者⽀援施設（就労移⾏⽀援） 就労移⾏
京都府 福知山市 桔梗が丘6丁目31番地 3 自己所有

イ大規模修繕

平成19年8⽉1⽇ 6 0
ア建設費 0 43.000008 ききょうの杜

01040404 障害者⽀援施設（自⽴訓練（生活訓練）） 自⽴訓練
京都府 福知山市 桔梗が丘6丁目31番地 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8⽉1⽇ 6 659
ア建設費 0008 ききょうの杜

02200101 福祉サービス利⽤援助事業 ⽇中一時
京都府 福知山市 桔梗が丘6丁目31番地 3 自己所有

イ大規模修繕

平成19年8⽉1⽇ 10 1,000
ア建設費 0 266.000008 ききょうの杜

02130107 障害福祉サービス事業（短期入所） 短期入所
京都府 福知山市 桔梗が丘6丁目31番地 3 自己所有 3 自己所有

397.000
イ大規模修繕

3 自己所有 平成19年8⽉1⽇ 58 17,178
ア建設費 0008 ききょうの杜

01040402 障害者⽀援施設（生活介護） 生活介護
京都府 福知山市 桔梗が丘6丁目31番地 3 自己所有

イ大規模修繕

平成19年8⽉1⽇ 70 25,589
ア建設費 平成19年7⽉1⽇ 86,276,289 416,815,000 294,700,000 797,791,289 1,969.000008 ききょうの杜

01040401 障害者⽀援施設（施設入所⽀援） 施設入所⽀援
京都府 福知山市 桔梗が丘6丁目31番地 3 自己所有 3 自己所有

イ大規模修繕
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社会福祉法人みつみ福祉会現況報告書（令和4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　－　(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）

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

1 有
1 有
1 有
1 有
1 有
1 有

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）

熱中症対策掲⽰物配布 丹波市内

熱中症対策掲⽰物（尿の濃さで⽔分補給目安がわかるものを公衆トイレに掲⽰するもの）を配布

地域における公益的な取
組⑨（その他）

こども⾒守りたい 地域の⼩学校区内（丹波市）

地域の⼩学校区の⼦供の登下校の⾒守り

地域における公益的な取
組⑨（その他）

クリーンキャンペーン 地域の歩道・公園

歩道・公園の草刈とゴミ拾い

地域における公益的な取
組⑤（既存事業の利⽤
料の減額・免除）

利⽤者負担軽減制度 おがわの⾥（丹波市）

低所得で生計が困難な⽅について、介護保険サービスの利⽤者負担軽減を図る

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）

お出かけサポート 丹波市内

地域の住⺠を対象に、買い物ツアーを実施（⽉2回程度）

地域における公益的な取
組⑨（その他）

ほっとかへんネットへの参画 兵庫県下

国が進めている「我が事・丸ごと」地域共生社会の実現に向けてその一環として実施する。

地域における公益的な取
組⑨（その他）

「わっかプロジェクト」への参画 京都府下

難しい福祉課題を抱える人が増加している中で、社会福祉法人が一丸となりそのニーズにこたえる取組みです。

保育・高齢・⽼人・障害すべての福祉事業関係の事業を展開している。法人の経営理念である『共生』を基に展開しております。

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

（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）

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）

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
ア建設費 0016 生活定着⽀

援事業
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　　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⺠間社会福祉事業職員共済会等が⾏う⺠間の社会福祉事業･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

2 無
2 無

1 有
2 無
2 無

1 有

　　　その合理的理由、業者選定の経緯等を明記した説明資料を決裁文書に
　　　添付することと致します。

　　　ことを指摘されていると考えます。
　　　当法人では、この件以降の同社（近畿⽀店）との、平成30年2⽉28⽇に締結した
　　　「⾷事サービス提供業務委託契約（随意契約）」に於いては、平成29年7⽉27⽇
　　（第3回）、平成29年9⽉29⽇（第5回）、平成30年1⽉18⽇（第9回）
　　　の理事会に於いて「競争入札に適さないと判断した理由や業者選定の経緯等」
　　　について審議し決定しております。また、これに限らず、随意契約につきましては、

　　　本年度中に予定する（平成30年11⽉27⽇障福第1666号の2により承認）
　　　財産処分による定款変更申請時に併せて⼿続きを⾏います。
２．契約
　　　本件は、平成29年4⽉1⽇に契約した「⽇清医療⾷品株式会社 関⻄⽀店 ⽀店⻑ 高橋 昌克」
　　　との業務委託契約（更新）の他、随意契約とした場合に「競争入札に適さないと判断した理由
　　　や業者選定の経緯等の説明が、決裁書類等に明記されていなかった。」

文書指摘事項の改善内容
１．基本財産について

２．契約
　　　予定価格が250万円を超える給⾷業務委託契約において「契約の性質又は目的が競争入札に適さない」
　　　ことを理由として、随意契約としているが、競争入札に適さないと判断した理由や
　　　業者選定の経緯等の説明が、決裁書類等に明記されていなかった。
　　　随意契約が適正な理由及び⼿続により⾏われたものであることを明らかにするため、

兵庫県健康福祉部社会福祉局
　　実施⽇　　平成30年10⽉19⽇　文書指摘通知⽇　平成30年12⽉5⽇
文書指摘事項
１．基本財産について
　　　基本財産について、登記簿謄本と照合したところ定款の記載と齟齬がみとめられた。
　　　ついては、所有する基本財産の登記簿謄本と定款を朱⼩郷の上、速やかに定款変更の⼿続う⾏うこと。

認定こども園みつみ 令和元年度
特別養護⽼人ホームおがわの⾥ 令和元年度

グループホームきらり 平成２９年度
春⽇学園 平成２９年度
グループホームとだ 平成２９年度

デイサービスセンター庵 令和２年度
三愛荘訪問介護事業所 令和２年度
三愛荘居宅介護⽀援事業所 令和元年度

みつみ学苑 平成２９年度
特別養護⽼人ホーム三愛荘 平成３０年度
三愛荘デイサービスセンター 令和２年度

春⽇育成苑 平成２９年度
養護⽼人ホーム三愛荘 令和元年度
ケアハウス三愛荘 令和元年度

ききょうの杜 令和２年度
わかばこども園 -
ケアハウスとだ 令和２年度

サポートハウスけいあい 令和２年度
兵庫サポートセンター 令和元年度
生活介護事業所しんあい 令和元年度

1 有

2,829,686,245
15,267,812

2,436,970,948

施設名 直近の受審年度
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