
社会福祉法人日の出福祉会
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

28 兵庫県 381 加古郡稲美町 28000 4140005009218 01 一般法人 01 運営中

兵庫県 加古川市 平岡町新在家２３３３番地の２

社会福祉法人日の出福祉会

兵庫県 加古郡稲美町 国安字新開１２５６番地

079-492-7870 079-492-7704 1 有

(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

https://hinode.or.jp/about/hinodefukushikai/ (14)法人のﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ contact-hinode@hinode.or.jp

平成4年3月24日 平成4年3月31日

7名以上15名以内 14 790,000

元当法人副本部長

玉垣茂樹 R3.6.24 R7年定時評議員会の終結の時まで
2 無 2 無 3

自営業

R7年定時評議員会の終結の時まで
2 無 1 有 2

元当法人本部長

菊本三十六 R3.6.24 R7年定時評議員会の終結の時まで
2 無 2 無 3

元当法人施設長

西海美晴 R3.6.24 R7年定時評議員会の終結の時まで
2 無 1 有 3

自営業

冷泉為人 R3.6.24 R7年定時評議員会の終結の時まで
2 無 2 無 2

公益財団法人理事長

中垣正樹 R3.6.24

R7年定時評議員会の終結の時まで
2 無 2 無 2

元当法人施設長

瀧川勝吾 R1.12.12 R5年定時評議員会の終結の時まで
2 無 2 無 3

鉄鋼業役員

鎮西忠信 R1.12.12 R5年定時評議員会の終結の時まで
2 無 2 無 3

医師

増田優子 R3.6.24 R7年定時評議員会の終結の時まで
2 無 2 無 3

元警察学校参事官

田崎雅一 R3.6.24 R7年定時評議員会の終結の時まで
2 無 2 無 3

元当法人副本部長

石角弥生 R3.6.24 R7年定時評議員会の終結の時まで
2 無 1 有 3

元当法人ホーム長

植田眞一郎 R3.6.24 R7年定時評議員会の終結の時まで
2 無 2 無 3

花卉業

小田徳行 R3.6.24 R7年定時評議員会の終結の時まで
2 無 2 無 3

不動産業

野田秀世 R3.6.24 R7年定時評議員会の終結の時まで
2 無 2 無 3

山田喜栄 R3.6.24

2 無

R3.6.24 R5年定時評議員会の終結の時まで 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 2 理事報酬のみ支給 9
中山正紀

3 その他理事 2 非常勤 令和3年6月24日 税理士

2 無

R3.6.24 R5年定時評議員会の終結の時まで 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 10
中田喜久

1 理事長 令和3年6月24日 1 常勤 令和3年6月24日 当法人理事長

(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10名以内 7 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

12,998,592

2 無

R3.6.24 R5年定時評議員会の終結の時まで 4 その他 2 無 2 理事報酬のみ支給 10
多木有一

3 その他理事 2 非常勤 令和3年6月24日 社労士

2 無

R3.6.24 R5年定時評議員会の終結の時まで 4 その他 2 無 2 理事報酬のみ支給 8
竹原厚三郎

3 その他理事 2 非常勤 令和3年6月24日 大学教授

2 無

R3.6.24 R5年定時評議員会の終結の時まで 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 2 理事報酬のみ支給 10
橋本浩明

3 その他理事 2 非常勤 令和3年6月24日 元教育長

2 無

R3.6.24 R5年定時評議員会の終結の時まで 3 施設の管理者 2 無 3 職員給与のみ支給 10
大西浩之

3 その他理事 1 常勤 令和3年6月24日 児童福祉事業統括部　部長 兼 かなまち虹保育園園長

2 無

R3.6.24 R5年定時評議員会の終結の時まで 4 その他 2 無 2 理事報酬のみ支給 6
荒木徹也

3 その他理事 2 非常勤 令和3年6月24日 皮膚科医

3 社会福祉事業に識見を有する者（その他） 10

河野健一
税理士 2 無 令和3年6月24日

R3.6.24 R5年定時評議員会の終結の時まで 5 財務管理に識見を有する者（税理士） 10

(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

山田一成
元兵庫県民局長 2 無 令和3年6月24日

R3.6.24 R5年定時評議員会の終結の時まで

2名以内 2 730,000

(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）

遠藤眞廣 1,931,100 2 無 神戸監査法人 1,931,100
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社会福祉法人日の出福祉会
現況報告書（令和4年4月1日現在） 別紙１

(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

(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

27 1 13

令和4年3月24日 12 1 2 (1)令和４年度事業計画（案）承認の件　(2)令和４年度予算（案）承認の件　(3)役員等報酬規程の一部改正の件

令和3年12月17日 14 1 2 (1)令和３年度補正予算の承認の件　(2)定款の一部改正の件

令和3年6月24日 13 1 2 (1)令和2年度事業実績報告承認の件　(2)令和2年度決算承認の件＊監事監査報告　(3)理事・監事選任の件

(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

1.0 9.2

640 21 297

19.6 139.6

令和3年4月13日 5 2 (1)旧）芦屋市立伊勢幼稚園解体費用入札予定価格決定について

令和3年4月13日 5 2 (1)旧）芦屋市立伊勢幼稚園解体工事請負業者決定について

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4年2月8日 7 2 (1)伽の里大規模修繕工事にかかる資金借入の件

令和4年3月10日 6 2

(1)令和4年度事業計画（案）承認の件　(2)令和4年度予算（案）承認の件　(3)就業規則の一部改正の件　(4)外国人介護人材就業規則の一部改正の件　(5)役員

等報酬規程の一部改正の件　(6)正職員給与規程の一部改正の件　(7)人事考課規程の一部改正の件　(8)年俸制役職運用規程の一部改正の件　(9)処遇改善手当運

用規程（企業主導型保育事業）の一部改正の件　(10)個人情報保護規程の一部改正の件　(11)特定個人情報取扱規程の改正の件　(12)社宅管理規程の一部改正

の件　(13)育児・介護休業規程の一部改正の件　(14)あかし虹保育園運営規程の一部改正の件　(15)保育所施設・設備整備積立金取崩の件　(16)幹部人事異動の承

認の件　(17)令和３年度第３回臨時評議員会開催の件

令和3年12月9日 7 2

(1)令和３年度補正予算の承認の件　(2)定款の一部改正の件　(3)就業規則の改正の件　(4)年俸制給与規程制定の件　(5)年俸制人事考課規程制定の件　(6)年俸

制役職運用規程制定の件　(7)等級運用規程の改正の件　(8)人事考課規程の改正の件　(9)給与規程の改正の件　(10)処遇改善手当運用規程の改正の件　(11)社宅

管理規程の改正の件　(12)経理規程の改正の件　(13)こだま虹保育園の一時預かり事業を休止する件　(14)いせ虹こども園開設にかかる資金借入の件　(15)①北おうじ虹

こども園の運営規程の改正　(16)幹部人事異動の承認の件　(17)令和３年度第２回臨時評議員会開催の件

令和4年1月14日 7 2 (1)伽の里大規模修繕工事について

令和3年8月27日 6 2 (1)（仮称）いせ虹こども園建設費用入札予定価格決定について

令和3年8月27日 6 2
(1)（仮称）いせ虹こども園建設工事請負業者決定について　(2)苦情解決規程の改正の件　(3)やくいんほけんの継続加入の件　(4)技能実習生給与規程の改正の件(5)

（仮称）いせ虹こども園の名称決定の件

令和3年6月9日 7 2

(1)令和２年度事業実績報告承認の件　(2)令和２年度決算承認の件＊監事監査報告　(3)社会福祉充実残額の承認の件　(4)理事・監事任期満了に伴う選任案の承

認の件　(5)名誉理事長任期満了に伴う選任案の承認の件　(6)評議員任期満了に伴う選任案の承認の件　(7)保育関連正職員と地域正職員の給与規程の一部改正の件

(8)定時評議員会開催の承認の件

令和3年6月24日 7 2 (1)理事長選定の件　(2)（仮称）いせ虹こども園建設工事の公告について
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社会福祉法人日の出福祉会
現況報告書（令和4年4月1日現在） 別紙１

(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

2

山田一成

河野健一

なし

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

020
ケアハウス万

葉の郷

01030301 軽費老人ホーム ケアハウス稲美　万葉の郷

兵庫県 加古郡稲美町 国安字新開1256 3 自己所有

イ大規模修繕

平成4年5月1日 0 0

ア建設費 84,109,000 0 84,109,000
010 本部

00000001 本部経理区分 法人本部

兵庫県 加古郡稲美町 国安字新開1256 2 民間からの賃借等 2 民間からの賃借等

平成4年5月1日 80 29,035

ア建設費 平成5年3月31日 0 510,495,000 200,000,000 710,495,000 3,747.430
110 稲美苑

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　稲美苑

兵庫県 加古郡稲美町 国安字新開1256 3 自己所有 3 自己所有

3,111.280

イ大規模修繕 平成25年11月30日

3 自己所有 平成10年12月1日 60 21,900

ア建設費 平成11年3月31日 34,350,000 572,476,000 156,650,000 763,476,000

イ大規模修繕

3 自己所有 平成15年5月1日 20 7,140

ア建設費 0

89,000,000

110 稲美苑

02120401 老人短期入所事業（短期入所生活介護） 稲美苑　ショートステイサービス

兵庫県 加古郡稲美町 国安字新開1256 3 自己所有

イ大規模修繕 平成16年7月22日 平成24年5月31日 平成30年6月30日

110 稲美苑

06260301 （公益）居宅介護支援事業 稲美苑　介護相談センター

兵庫県 加古郡稲美町 国安字新開1256 3 自己所有

イ大規模修繕

平成4年6月1日 45 9,048

ア建設費 0
110 稲美苑

02120201 老人デイサービス事業（通所介護） 稲美苑　デイサービスセンター

兵庫県 加古郡稲美町 国安字新開1256 3 自己所有 3 自己所有

平成8年5月1日 0 14,208

ア建設費 0
110 稲美苑

02120101 老人居宅介護等事業（訪問介護） 稲美苑　ホームヘルプサービス

兵庫県 加古郡稲美町 国安字新開1256 3 自己所有 3 自己所有

イ大規模修繕

3 自己所有 平成12年4月1日 0 2,339

ア建設費 0

イ大規模修繕

3 自己所有 平成4年6月1日 0 108

ア建設費 0
110 稲美苑

02120901 老人介護支援センター 在宅介護支援センター　稲美苑

兵庫県 加古郡稲美町 国安字新開1256 3 自己所有

イ大規模修繕

775.920

イ大規模修繕 平成23年9月30日 平成25年10月21日 平成25年9月10日 平成26年2月10日

3 自己所有 平成15年5月1日 18 6,570

ア建設費 平成15年4月21日 34,272,000 73,034,000 45,000,000 152,306,000
110 稲美苑

02120601 認知症対応型老人共同生活援助事業 グループホーム　琴音

兵庫県 加古郡稲美町 国安字新開1256 3 自己所有

イ大規模修繕 平成23年2月26日

平成21年6月1日 29 310

ア建設費 平成21年6月17日 9,841,000 15,000,000 40,000,000 64,841,000 233.810
110 稲美苑

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所　あさざ

兵庫県 加古郡稲美町 六分一1406-14 2 民間からの賃借等 3 自己所有

110 稲美苑

02120601 認知症対応型老人共同生活援助事業 グループホーム国岡

兵庫県 加古郡稲美町 国岡1丁目117番 2 民間からの賃借等

イ大規模修繕

平成26年4月1日 12 2,688

ア建設費 0
110 稲美苑

02120302 老人デイサービスセンター（認知症対応型） デイサービス　琴池

兵庫県 加古郡稲美町 国安字新開1256 3 自己所有 3 自己所有

平成15年4月16日 70 25,258

ア建設費 平成15年3月31日 4,818,000 403,660,000 400,000,000 808,478,000 4,541.830
120 伽の里

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　伽の里

兵庫県 加東市 天神608 3 自己所有 3 自己所有

525.240

イ大規模修繕

3 自己所有 平成30年5月1日 18 6,562

ア建設費 平成30年5月1日 29,982,000 43,178,000 89,900,000 163,060,000

イ大規模修繕

3 自己所有 平成15年5月1日 10 4,131

ア建設費 0

57,559,520

120 伽の里

02120401 老人短期入所事業（短期入所生活介護） 伽の里　ショートステイサービス

兵庫県 加東市 天神608 3 自己所有

イ大規模修繕 平成25年3月15日

120 伽の里

06260301 （公益）居宅介護支援事業 伽の里　介護相談センター

兵庫県 加東市 天神608 3 自己所有

イ大規模修繕

平成15年5月1日 40 9,206

ア建設費 0
120 伽の里

02120201 老人デイサービス事業（通所介護） 伽の里　デイサービスセンター

兵庫県 加東市 天神608 3 自己所有 3 自己所有

平成15年5月1日 0 7,567

ア建設費 0
120 伽の里

02120101 老人居宅介護等事業（訪問介護） 伽の里　ホームヘルプサービス

兵庫県 加東市 天神608 3 自己所有 3 自己所有

イ大規模修繕

3 自己所有 平成15年6月1日 0 1,623

ア建設費 0

イ大規模修繕

1 行政からの賃借等 平成22年4月1日 29 326

ア建設費 平成22年3月15日 5,938,000 26,250,000 32,188,000
120 伽の里

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所　しんじょ

兵庫県 加東市 新定559-1 1 行政からの賃借等

イ大規模修繕

平成16年10月5日 50 18,057
130 ふたばの里

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　ふたばの里

兵庫県 小野市 二葉町80-123 3 自己所有 3 自己所有
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57,420,000

130 ふたばの里

02120401 老人短期入所事業（短期入所生活介護） ふたばの里　ショートステイサービス

兵庫県 小野市 二葉町80-123 3 自己所有

イ大規模修繕 平成19年10月4日 令和2年6月8日

ア建設費 平成16年1月5日 0 284,078,000 470,100,000 754,178,000 3,816.110
130 ふたばの里

平成16年11月1日 45 7,206

ア建設費 0
130 ふたばの里

02120201 老人デイサービス事業（通所介護） ふたばの里　デイサービスセンター

兵庫県 小野市 二葉町80-123 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10月15日 20 7,473

ア建設費 0

イ大規模修繕

3 自己所有 平成16年11月1日 0 2,579

ア建設費 0
130 ふたばの里

06260301 （公益）居宅介護支援事業 ふたばの里　介護相談センター

兵庫県 小野市 二葉町80-123 3 自己所有

イ大規模修繕

130 ふたばの里

02120901 老人介護支援センター 在宅介護支援センター　ふたばの里

兵庫県 小野市 二葉町80-123 3 自己所有

イ大規模修繕

平成16年11月1日 0 2,729

ア建設費 0
130 ふたばの里

02120101 老人居宅介護等事業（訪問介護） ふたばの里　ホームヘルプサービス

兵庫県 小野市 二葉町80-123 3 自己所有 3 自己所有

平成16年10月15日 9 3,285

ア建設費 0
130 ふたばの里

02120601 認知症対応型老人共同生活援助事業 グループホーム　ふたば

兵庫県 小野市 二葉町80-123 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11月1日 0 148

ア建設費 0

イ大規模修繕

2 民間からの賃借等 平成19年4月1日 25 269

ア建設費 平成19年3月28日 346,000 11,166,000 0 11,512,000
130 ふたばの里

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所　ふなき

兵庫県 小野市 船木町字前田7-3 2 民間からの賃借等

イ大規模修繕

130 ふたばの里

02090202 障害児相談支援事業（継続障害児利用援助） 障害相談支援

兵庫県 小野市 二葉町80-123 3 自己所有

イ大規模修繕

令和3年3月1日 29 246

ア建設費 令和3年3月25日 370,000 33,600,000 41,600,000 75,570,000 229.520
130 ふたばの里

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所　ゆとり庵鹿野

兵庫県 小野市 鹿野町2471-3 2 民間からの賃借等 3 自己所有

平成26年5月2日 29 10,307

ア建設費 平成26年4月21日 36,466,000 144,555,000 330,000,000 511,021,000 2,113.210
140 しのべの里

01030201 特別養護老人ホーム（地域密着型） 地域密着型特別養護老人ホーム　しのべの里

兵庫県 加古川市 別府町新野辺2528 3 自己所有 3 自己所有

イ大規模修繕

3 自己所有 令和3年4月1日 0 0

ア建設費 0

イ大規模修繕

3 自己所有 平成26年5月2日 10 3,335

ア建設費 0
140 しのべの里

02120401 老人短期入所事業（短期入所生活介護） しのべの里　ショートステイサービス

兵庫県 加古川市 別府町新野辺2528 3 自己所有

イ大規模修繕

140 しのべの里

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所　しのべ

兵庫県 加古川市 別府町新野辺2527 3 自己所有

イ大規模修繕

平成26年5月2日 18 6,377

ア建設費 0
140 しのべの里

02120601 認知症対応型老人共同生活援助事業 グループホーム　しのべ

兵庫県 加古川市 別府町新野辺2528 3 自己所有 3 自己所有

平成17年5月1日 105 25,237

ア建設費 平成17年5月1日 43,724,000 81,485,000 100,000,000 225,209,000 798.580
201

ふかえ虹こど

も園

02101801 幼保連携型認定こども園 ふかえ虹こども園

兵庫県 神戸市東灘区 深江本町4丁目1-12 3 自己所有 3 自己所有

204.190

イ大規模修繕

3 自己所有 平成29年3月1日 29 310

ア建設費 平成29年3月1日 31,231,000 32,000,000 72,400,000 135,631,000

662.670

イ大規模修繕 平成20年7月26日 平成21年12月20日 平成26年9月30日

3 自己所有 平成20年4月1日 85 19,799

ア建設費 平成20年3月31日 85,382,000 49,305,000 100,000,000 234,687,000
202

おかもと虹こ

ども園

02101801 幼保連携型認定こども園 おかもと虹こども園

兵庫県 神戸市東灘区 岡本3丁目2-6 3 自己所有

イ大規模修繕 平成21年12月29日 平成25年6月29日

204
北おうじ虹こ

ども園

02101801 幼保連携型認定こども園 北おうじ虹こども園

兵庫県 明石市 北王子町376-3 2 民間からの賃借等

イ大規模修繕

平成22年4月1日 105 24,630

ア建設費 平成22年3月20日 14,639,000 118,638,000 81,000,000 214,277,000 900.360
203

かすみがおか

虹こども園

02101801 幼保連携型認定こども園 かすみがおか虹こども園

兵庫県 神戸市垂水区 霞ヶ丘1丁目6-19 3 自己所有 3 自己所有

平成27年4月1日 60 21,044

ア建設費 平成27年3月16日 10,085,000 114,475,000 69,000,000 193,560,000 578.760
205

あかし虹保

育園

02091201 保育所 あかし虹保育園

兵庫県 明石市 明南町1丁目8-8 2 民間からの賃借等 3 自己所有

918.360

イ大規模修繕

3 自己所有 平成31年4月1日 95 18,792

ア建設費 平成31年3月18日 6,894,000 248,937,000 56,000,000 311,831,000

577.820

イ大規模修繕

3 自己所有 令和3年4月1日 60 11,284

ア建設費 令和3年3月25日 11,115,000 219,998,000 60,000,000 291,113,000
206

めいなん虹

保育園

02091201 保育所 めいなん虹保育園

兵庫県 明石市 明南町1-7-3 2 民間からの賃借等

イ大規模修繕

208
とだ虹保育

園

02091201 保育所 とだ虹保育園

埼玉県 戸田市 川岸3丁目９-22 2 民間からの賃借等

イ大規模修繕

平成28年7月1日 32 5,236

ア建設費 平成28年7月31日 21,054,000 7,386,000 0 28,440,000
207

いなみ虹保

育園

06000002 事業所内保育事業・保育所型 いなみ虹保育園　事業所内保育

兵庫県 加古郡稲美町 国安字新開1256 3 自己所有 3 自己所有

平成24年4月1日 90 21,996

ア建設費 平成24年3月8日 6,868,000 150,287,000 100,000,000 257,155,000 944.100
209

しらおか虹

保育園

02091201 保育所 しらおか虹保育園

埼玉県 白岡市 上野田1252-1 1 行政からの賃借等 3 自己所有

968.900

イ大規模修繕

3 自己所有 平成23年10月1日 100 25,550

ア建設費 平成23年8月26日 2,418,000 173,726,000 80,000,000 256,144,000

946.550

イ大規模修繕

3 自己所有 平成25年4月1日 120 26,364

ア建設費 平成25年3月12日 0 205,488,000 80,000,000 285,488,000
210

南よの虹保

育園

02091201 保育所 南よの虹保育園

埼玉県 さいたま市中央区 鈴谷1丁目18-6 2 民間からの賃借等

イ大規模修繕

212
かなまち虹

保育園

02091201 保育所 かなまち虹保育園

東京都 葛飾区 金町4丁目20-13 2 民間からの賃借等

イ大規模修繕

平成27年4月1日 70 18,576

ア建設費 平成27年3月25日 31,490,000 150,481,000 78,000,000 259,971,000 602.280
211

にいぞ虹保

育園

02091201 保育所 にいぞ虹保育園

埼玉県 戸田市 新曽132-1 3 自己所有 3 自己所有

213
こだま虹保

育園

02091201 保育所 こだま虹保育園

561.690

イ大規模修繕

3 自己所有 平成28年4月1日 60 13,632

ア建設費 平成28年3月18日 0 163,711,000 70,000,000 233,711,000
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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）

平成30年4月1日 120 28,224

ア建設費 平成30年4月1日 15,063,000 307,282,000 0 322,345,000 855.380
213

こだま虹保

育園

埼玉県 戸田市 新曽255-12 2 民間からの賃借等 3 自己所有

イ大規模修繕

1 行政からの賃借等 令和3年4月1日 120 25,020

ア建設費 0
214

たいら虹保

育園

02091201 保育所 たいら虹保育園

神奈川県 川崎市宮前区 平2-13-1 1 行政からの賃借等

イ大規模修繕

イ大規模修繕

令和4年4月1日 149 0

ア建設費 令和4年3月10日 9,942,000 337,628,000 223,000,000 570,570,000 1,310.320
215

いせ虹こども

園

02101801 幼保連携型認定こども園 いせ虹こども園

兵庫県 芦屋市 伊勢町13番14号 1 行政からの賃借等 3 自己所有

（イ）修繕費合計額（円）

310
研修施設事

業

03320901 社会福祉の増進に資する人材育成・確保事業 研修部

兵庫県 加古郡稲美町 国安字新開1256 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

平成30年4月1日 18 4,141

ア建設費 平成30年4月1日 3,624,000 6,549,000 0 10,173,000 98.420
311

ﾋﾉﾃﾞｷｯｽﾞ東

条保育園

03320601 子育て支援に関する事業 ﾋﾉﾃﾞｷｯｽﾞ東条保育園

兵庫県 加東市 天神608 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 0 0

ア建設費 0

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

（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）

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（地域サポート事業） 小野市内

市内の独居高齢者等で食事の確保が困難な方への配食

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）

地域住民主体の活動への支援 小野市（来住）

買い出し等困難な高齢者と買い物ツアー及び出張相談所

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）

見守り 稲美町

概ね65歳以上の要援護者の実態把握訪問および24時間対応の相談および緊急時訪問

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）

社会福祉法人減免 加古川市

利用者1名の利用料を減額する

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）

ささえあい協議会 加古川市

町内の民生委員、町内会長、加古川市地域福祉課、社協、福祉事業者代表で地域課題についての話し合い

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）

1人暮らし高齢者を励ます会 小野市内

近隣の自治体へ職員を派遣し健康講和、介護相談等の実施

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）

認知症サポーター養成講座 加古川市

浜の宮小学校5年生を対象として、認知症サポーター養成講座を開催

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）

見守りサービス 小野市内

24時間対応での緊急訪問を伴う見守り活動

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）

介護教室 小野市内

認知症kidsサポーター養成研修の講師派遣
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社会福祉法人日の出福祉会
現況報告書（令和4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

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）

認知症相談窓口連絡会 稲美町

地域包括支援センター等、認知症でサービスに繋がっていない困難ケースの情報共有および支援内容を検討する

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）

「認知症カフェ」ネットワークづくり 稲美町

『認知症カフェ』開催に向けて、在介センター、地域包括支援センター等関係機関と地域住民との話し合い

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）

相談担当者連絡会 稲美町

地域包括、社会福祉協議会等の関係者と、概ね65歳以上の要援護者の情報共有および支援内容を検討する

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）

トライやるウィーク受入 加東市

地域の中学生の実習受入（新型コロナ感染症予防のため、屋外での合唱による交流を実施）

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）

地域住民の方への介護研修実施 加東市

認知症の方に寄り添う介護について・福祉用具の体験学習

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）

認知症キャラバンメイト 稲美町

認知症について正しく理解し、認知症の人やその家族を見守り、支援する「認知症サポーター」を養成する。

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）

民生委員研修会講義 稲美町

地域におけるケアマネジャーの役割についての講義（介護相談センター）

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）

社会福祉法人減免 稲美町

利用者1名の利用料を減額する（デイサービス）

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）

家庭介護教室 稲美町

地域へ介護に関する基礎知識・技術の習得教室を開催。在宅介護の推進及び介護予防の普及啓発を図る。

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）

二市二町管理者総会 稲美町

二市二町GH管理者が集い、新型コロナ対応の連携強化について話し合う（GH琴音、GH国岡）

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）

運営推進会議 稲美町

役場、社協、民生委員、自治会長、家族代表と事業所の情報交換（GH琴音、GH国岡、あさざ、デイ琴池）

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）

琴池を愛する会 稲美町

自治会、土地改良区、水利組合等との共同清掃活動、交流行事（稲美苑、GH琴音、GH国岡、デイ琴池）

地域における公益的な取

組⑨（その他）

いなみ野学園絵画部 稲美町

作品掲示の場所を提供（デイサービス）

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）

認知症サポーター養成研修実施 加東市

地域の中学校へ講師派遣

0

0

0

0

0

0

伽の里　特養 平成29年度

伽の里　短期入所 平成29年度

稲美苑　相談センター 平成29年度

稲美苑　訪問介護 平成29年度

デイサービス琴池 平成29年度

稲美苑　特養 平成29年度

稲美苑　短期入所 平成29年度

稲美苑　通所 平成29年度

1 有

3,655,340,587

368,592,424

1,945,668,650

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
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社会福祉法人日の出福祉会
現況報告書（令和4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

伽の里　通所 平成29年度

いなみ虹保育園 平成29年度

とだ虹保育園 平成29年度

小規模多機能型居宅介護事業所しんじょ 平成30年度

おかもと虹こども園 平成29年度

かすみがおか虹こども園 平成29年度

あかし虹保育園 平成29年度

しのべの里　特養 平成29年度

しのべの里　短期入所 平成29年度

ふかえ虹こども園 平成29年度

ふたばの里　相談センター 平成29年度

ふたばの里　訪問介護 平成29年度

ふたばの里　支援センター 平成29年度

ふたばの里　特養 平成29年度

ふたばの里　短期入所 平成29年度

ふたばの里　通所 平成29年度

伽の里　相談センター 平成29年度

伽の里　訪問介護 平成29年度

ショートステイいろは 平成29年度

小規模多機能型居宅介護事業所ゆとり庵鹿野 令和3年度

グループホーム国岡 令和3年度

グループホームふたば 令和3年度

こだま虹保育園 令和2年度

小規模多機能型居宅介護事業所しのべ 令和元年度

かなまち虹保育園 令和元年度

グループホーム琴音 令和2年度

にいぞ虹保育園 平成30年度

小規模多機能型居宅介護事業所あさざ 令和3年度

小規模多機能型居宅介護事業所ふなき 令和元年度

グループホームしのべ 令和3年度

しらおか虹保育園 平成30年度

南よの虹保育園 平成28年度

(平成29年12月13日付兵庫県健康福祉部社会福祉局長より通知）

1.評議員会の招集・運営について

評議員会を招集する場合には、その日時及び場所、目的である事項があるときは当該事項等を理事会の

決議により定めること。

【社会福祉法第45条の9第10項において準用する一般社団及び一般財団に関する法律第181条第1項】

平成29年度第7回理事会第3号議案により、平成29年度第2回評議員の日時及び場所、目的について

決議を行い招集した。

1 有

2 無

1 有

2 無

2 無

1 有
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