
社会福祉法人愛媛県社会福祉事業団

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

令和3年6⽉22⽇ 5 0 2 0
令和２年度収⽀決算について
社会福祉充実計画の変更について
役員の選任について

(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

224 0 79
0.0 49.5

11 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）

5 財務管理に識⾒を有する者（税理⼠） 6

高岡　順子 愛媛県⺠⽣児童委員協議会会⻑ 2 無 令和2年6⽉23⽇
R2.6.23 R4.6 3 社会福祉事業に識⾒を有する者（その他） 4

(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

成松　勲 税理⼠ 2 無 令和1年6⽉18⽇
R1.6.18 R4.6

2名 2 190,000

(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。

1 有
R4.4.1 R4.6 3 施設の管理者 2 無 3 職員給与のみ⽀給 0中川　幸⼠ 3 その他理事 2 非常勤 令和4年3⽉30⽇ 園⻑

1 有
R1.6.18 R4.6 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杉野　洋介 3 その他理事 2 非常勤 令和1年6⽉18⽇ 愛媛県社会福祉協議会常務理事

2 無
R4.4.1 R4.6 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 0星加　美樹 3 その他理事 2 非常勤 令和4年3⽉30⽇ 愛媛県保健福祉課⽣きがい推進局⻑

2 無
R1.6.18 R4.6 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内田　伸 3 その他理事 2 非常勤 令和1年6⽉18⽇ 愛媛県社会福祉法人経営者協議会会⻑

1 有
R2.4.1 R4.6 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菅　豊正 2 業務執⾏理事 1 常勤 令和2年4⽉1⽇ 愛媛県社会福祉事業団常務理事

1 有
R2.8.1 R4.6 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神野　一仁 1 理事⻑ 令和2年8⽉1⽇ 1 常勤 令和2年8⽉1⽇ 愛媛県社会福祉事業団理事⻑

(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〜7名 6 1 特例有

(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

12,582,850

菅　規⾏ R3.4.1 R6.6 2 無 2 無 1愛媛県保健福祉部⻑

河田　正道 R1.7.2 R6.6 2 無 1 有 2愛媛県社会福祉協議会会⻑

⼩⻄　佳子 R3.6.22 R6.6 2 無 2 無 1愛媛県⺟子寡婦福祉連合会会⻑

R6.6 2 無 2 無 2愛媛県⾝体障害者団体連合会会⻑

岡部　國男 H29.4.1 R6.6 2 無 2 無 2愛媛県⼿をつなぐ育成会会⻑

新谷　和志 R3.6.22 R6.6 2 無 2 無 1愛媛県教育会理事⻑

秋山　昌江 H29.4.1 R6.6 2 無 2 無 1聖カタリナ⼤学人間健康福祉学部⻑

河内　修二 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

https://www.ehime-swc.or.jp/ (14)法人のﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ webmaster@ehime-swc.or.jp
昭和47年3⽉24⽇ 昭和47年4⽉1⽇

7〜8名 7 50,000

社会福祉法人愛媛県社会福祉事業団
愛媛県 松山市 道後町二丁目12番11号
089-922-7486 089-923-3717 2 無

38 愛媛県 201 松山市 38000 7500005000855 04 社会福祉事業団 01 運営中
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社会福祉法人愛媛県社会福祉事業団

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

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

3 自己所有 昭和56年4⽉1⽇ 40 504003 しげのぶ清
愛園

01040401 障害者⽀援施設（施設入所⽀援） しげのぶ清愛園
愛媛県 東温市 東温市2219番地1 3 自己所有

イ⼤規模修繕

3 自己所有 昭和56年4⽉1⽇ 34 539
ア建設費 0003 しげのぶ清

愛園

01040402 障害者⽀援施設（⽣活介護） しげのぶ清愛園
愛媛県 東温市 東温市2219番地1 3 自己所有

イ⼤規模修繕

平成30年11⽉1⽇ 5 0
ア建設費 0002 しげのぶ清

流園

02120401 ⽼人短期入所事業（短期入所⽣活介護） しげのぶ清流園
愛媛県 東温市 東温市2219番地1 3 自己所有 3 自己所有

イ⼤規模修繕

3 自己所有 平成30年11⽉1⽇ 60 0
ア建設費 0002 しげのぶ清

流園

02120201 ⽼人デイサービス事業（通所介護） しげのぶ清流園
愛媛県 東温市 東温市2219番地1 3 自己所有

イ⼤規模修繕

平成30年4⽉1⽇ 5 54
ア建設費 0002 しげのぶ清

流園

02090103 障害児通所⽀援事業（放課後デイサービス） しげのぶ清流園
愛媛県 東温市 東温市2219番地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 5 429
ア建設費 0002 しげのぶ清

流園

02130107 障害福祉サービス事業（短期入所） しげのぶ清流園
愛媛県 東温市 東温市2219番地1 3 自己所有

イ⼤規模修繕

昭和47年7⽉1⽇ 60 567
ア建設費 0002 しげのぶ清

流園

01040402 障害者⽀援施設（⽣活介護） しげのぶ清流園
愛媛県 東温市 東温市2219番地1 3 自己所有 3 自己所有

3,177.260
イ⼤規模修繕

3 自己所有 昭和47年7⽉1⽇ 40 482
ア建設費 平成21年2⽉19⽇ 1,836,000 686,110,936 687,946,936002 しげのぶ清

流園

01040401 障害者⽀援施設（施設入所⽀援） しげのぶ清流園
愛媛県 東温市 東温市2219番地1 3 自己所有

イ⼤規模修繕

昭和47年4⽉1⽇ 0 0
ア建設費 0001 事務局

00000001 本部経理区分 事務局
愛媛県 松山市 道後町二丁目12番11号 1 ⾏政からの賃借等 1 ⾏政からの賃借等

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

無し

無し

2

成松　勲
高岡　順子

令和3年9⽉27⽇ 6 2 令和３年度収⽀補正予算について

令和4年3⽉23⽇ 6 2

令和３年度収⽀補正予算について
令和４年度事業計画並びに当初予算について
社会福祉法人愛媛県社会福祉事業団職員の育児又は家族介護のための休業その他勤務の取り扱いに関する規定の一部改正について
社会福祉法人愛媛県社会福祉事業団特定職職員給与等⽀給規程の一部改正について
役員等賠償責任保険の契約内容について
施設⻑の選任について
評議員選任等委員会委員の選任について
評議員会の招集について

令和3年6⽉2⽇ 6 2

令和２年度事業報告並びに収⽀決算について
令和３年度収⽀補正予算について
社会福祉充実計画の変更について
定時評議員会の招集について
評議員選任等委員会の招集について
評議員候補者の推薦について

令和3年6⽉22⽇ 6 2 理事⻑及び常務理事の選定について

1

(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30⽇ 7 0 2 0 理事の選任について
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社会福祉法人愛媛県社会福祉事業団

現況報告書（令和4年4⽉1⽇現在） 別紙１

イ⼤規模修繕

昭和58年4⽉1⽇ 0 9,151
ア建設費 0012

愛媛県視聴
覚福祉セン
ター

02140801 視聴覚障害者情報提供施設 愛媛県視聴覚福祉センター
愛媛県 松山市 本町6丁目11番5号 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 昭和58年10⽉1⽇ 45 32,952
ア建設費 0011

愛媛県障が
い者更⽣セ
ンター

06000001 障害者更⽣センター 愛媛県障がい者更⽣センター
愛媛県 松山市 道後町二丁目12番11号 1 ⾏政からの賃借等

イ⼤規模修繕

昭和57年10⽉1⽇ 0 13,219
ア建設費 0010

愛媛県⾝体
障がい者福
祉センター

02140501 ⾝体障害者福祉センター 愛媛県⾝体障がい者福祉センター
愛媛県 松山市 道後町二丁目12番11号 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14年10⽉4⽇ 0 7
ア建設費 0009

愛媛⺟子⽣
活⽀援セン
ター

02090901 一時預かり事業 愛媛⺟子⽣活⽀援センター
愛媛県 松山市 道後今市12番30号 1 ⾏政からの賃借等

イ⼤規模修繕

昭和47年4⽉1⽇ 20 92
ア建設費 0009

愛媛⺟子⽣
活⽀援セン
ター

01020201 ⺟子⽣活⽀援施設 愛媛⺟子⽣活⽀援センター
愛媛県 松山市 道後今市12番30号 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26年2⽉1⽇ 0 872
ア建設費 0008

ほほえみ特
定相談⽀援
事業所

02130303 計画相談⽀援 ほほえみ特定相談⽀援事業所
愛媛県 松山市 道後町二丁目12番11号 1 ⾏政からの賃借等

イ⼤規模修繕

平成30年12⽉1⽇ 40 0
ア建設費 0007 いだい清風

園

02120201 ⽼人デイサービス事業（通所介護） いだい清風園
愛媛県 松山市 下伊台町1048番地2 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 昭和62年4⽉1⽇ 15 201
ア建設費 0007 いだい清風

園

01040406 障害者⽀援施設（就労継続⽀援Ｂ型） いだい清風園
愛媛県 松山市 下伊台町1048番地2 1 ⾏政からの賃借等

イ⼤規模修繕

昭和62年4⽉1⽇ 40 442
ア建設費 0007 いだい清風

園

01040402 障害者⽀援施設（⽣活介護） いだい清風園
愛媛県 松山市 下伊台町1048番地2 1 ⾏政からの賃借等 3 自己所有

1,991.600
イ⼤規模修繕

3 自己所有 昭和62年4⽉1⽇ 50 576
ア建設費 昭和62年4⽉20⽇ 1,617,367 257,409,851 259,027,218007 いだい清風

園

01040401 障害者⽀援施設（施設入所⽀援） いだい清風園
愛媛県 松山市 下伊台町1048番地2 1 ⾏政からの賃借等

イ⼤規模修繕

昭和60年4⽉1⽇ 37 442
ア建設費 昭和60年3⽉20⽇ 257,250 49,450,362 49,707,612 504.340006 どうご清友寮

02130114 障害福祉サービス事業（共同⽣活援助） どうご清友寮
愛媛県 松山市 道後今市1番7号 3 自己所有 3 自己所有

557.250
イ⼤規模修繕

3 自己所有 昭和60年4⽉1⽇ 40 492
ア建設費 昭和60年3⽉25⽇ 246,750 84,769,162 85,015,912005 ぱれっと道後

02130113 障害福祉サービス事業（就労継続⽀援Ｂ型） ぱれっと道後
愛媛県 松山市 道後町二丁目12番10号 3 自己所有

イ⼤規模修繕

平成30年12⽉1⽇ 35 0
ア建設費 0004 道後ゆう

02120201 ⽼人デイサービス事業（通所介護） 道後ゆう
愛媛県 松山市 道後今市1番2号 3 自己所有 3 自己所有

イ⼤規模修繕

3 自己所有 平成30年11⽉1⽇ 4 36
ア建設費 0004 道後ゆう

02130115 障害福祉サービス事業（就労定着⽀援） 道後ゆう
愛媛県 松山市 道後今市1番2号 3 自己所有

イ⼤規模修繕

昭和58年10⽉1⽇ 15 126
ア建設費 0004 道後ゆう

01040405 障害者⽀援施設（就労移⾏⽀援） 道後ゆう
愛媛県 松山市 道後今市1番2号 3 自己所有 3 自己所有

イ⼤規模修繕

3 自己所有 昭和58年10⽉1⽇ 20 158
ア建設費 0004 道後ゆう

01040403 障害者⽀援施設（自⽴訓練（機能訓練）） 道後ゆう
愛媛県 松山市 道後今市1番2号 3 自己所有

イ⼤規模修繕

昭和58年10⽉1⽇ 35 472
ア建設費 0004 道後ゆう

01040402 障害者⽀援施設（⽣活介護） 道後ゆう
愛媛県 松山市 道後今市1番2号 3 自己所有 3 自己所有

1,545.700
イ⼤規模修繕

3 自己所有 昭和58年10⽉1⽇ 40 485
ア建設費 昭和58年7⽉31⽇ 245,316,048 245,316,048004 道後ゆう

01040401 障害者⽀援施設（施設入所⽀援） 道後ゆう
愛媛県 松山市 道後今市1番2号 3 自己所有

イ⼤規模修繕

平成30年11⽉1⽇ 5 100
ア建設費 0003 しげのぶ清

愛園

02120401 ⽼人短期入所事業（短期入所⽣活介護） しげのぶ清愛園
愛媛県 東温市 東温市2219番地1 3 自己所有 3 自己所有

イ⼤規模修繕

3 自己所有 平成30年11⽉1⽇ 34 0
ア建設費 0003 しげのぶ清

愛園

02120201 ⽼人デイサービス事業（通所介護） しげのぶ清愛園
愛媛県 東温市 東温市2219番地1 3 自己所有

イ⼤規模修繕

平成18年4⽉1⽇ 10 781
ア建設費 平成15年3⽉31⽇ 2,325,801 5,126,403 7,452,204 42.000003 しげのぶ清

愛園

02090901 一時預かり事業 しげのぶ清愛園
愛媛県 東温市 東温市2219番地1 3 自己所有 3 自己所有

イ⼤規模修繕

2 ⺠間からの賃借等 平成21年4⽉1⽇ 18 211
ア建設費 0003 しげのぶ清

愛園

02130114 障害福祉サービス事業（共同⽣活援助） しげのぶ清愛園
愛媛県 東温市 東温市2219番地1 2 ⺠間からの賃借等

イ⼤規模修繕

平成21年4⽉1⽇ 20 264
ア建設費 0003 しげのぶ清

愛園

02130113 障害福祉サービス事業（就労継続⽀援Ｂ型） しげのぶ清愛園
愛媛県 東温市 東温市2219番地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 5 876
ア建設費 0003 しげのぶ清

愛園

02130107 障害福祉サービス事業（短期入所） しげのぶ清愛園
愛媛県 東温市 東温市2219番地1 3 自己所有

イ⼤規模修繕

昭和56年4⽉1⽇ 10 51
ア建設費 0003 しげのぶ清

愛園

01040405 障害者⽀援施設（就労移⾏⽀援） しげのぶ清愛園
愛媛県 東温市 東温市2219番地1 3 自己所有 3 自己所有

3,651.880
イ⼤規模修繕
ア建設費 平成21年2⽉19⽇ 10,260,323 743,890,043 754,150,366003 愛園

イ⼤規模修繕

昭和56年4⽉1⽇ 6 43
ア建設費 0003 しげのぶ清

愛園

01040404 障害者⽀援施設（自⽴訓練（⽣活訓練）） しげのぶ清愛園
愛媛県 東温市 東温市2219番地 3 自己所有 3 自己所有
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社会福祉法人愛媛県社会福祉事業団

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）

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）

地域と連携した防災⼒向上への取組み 愛媛県松山市道後地区

⼤規模災害等の発⽣に備え、地域住⺠と連携し、防災体制の整備等の取組を実施

地域における公益的な取
組⑦（地域住⺠に対する
福祉教育）

実習⽣の受入れ 愛媛県松山市及び東温市

実習⽣の受入れによる福祉人材の育成のための取組を実施

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）

買物弱者等⽀援試⾏的事業 愛媛県松山市伊台地区

交通不便地域に居住する高齢者を対象として、地区社協と連携した買物⽀援を実施

地域における公益的な取
組⑨（その他）

文化祭、夏祭り等の実施 愛媛県松山市及び東温市

施設利⽤者や地域住⺠等が交流する文化祭のオンライン開催など、障がいへの理解促進に向けた取組を実施

〇　新型コロナウイルス感染症の影響を受け、顧客や作業受注が減少し⼯賃が低下した就労⽀援事業については、(公財)えひめ産業振興財団の⽀援を受け、県内企業とのマッチングにより新製品の開発、ブランド化及び販路開拓に取り
組んだ。
〇　県内のパラアスリートの活動を⽀援し、東京パラリンピックの出場選⼿を輩出するなど、パラスポーツを推進するとともに、芸術文化活動を⾏う障がい者の相談⽀援や⽀援人材の育成、作品発表の機会創出に努めたほか、障がい者アート
作品の商品化⽀援にも取り組んだ。
〇　昨年度策定した「新型コロナウイルス感染症対応事業継続計画（ＢＣＰ）」に基づき、感染症発⽣を想定した机上訓練を実施するなど、職員の注意喚起、リスク管理を徹底し、年明けのオミクロン株の流⾏以降、職員・利⽤者に感
染者が散発した際、迅速かつ的確に対応することが出来、早期の事業再開に結び付けた。

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

イ⼤規模修繕

平成18年4⽉1⽇ 0 0
ア建設費 0016 施設整備等

積⽴⾦

03321401 その他所轄庁が認めた事業 施設整備等積⽴⾦
愛媛県 松山市 道後町二丁目12番11号 4 その他 4 その他

イ⼤規模修繕

1 ⾏政からの賃借等 平成31年4⽉1⽇ 0 84
ア建設費 0015

障がい者
アートサポー
トセンター

04330301 その他(国又は県等からの委託事業) 地域における障がい者の芸術文化活動の振興事業
愛媛県 松山市 道後町二丁目12番11号 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25年4⽉12⽇ 0 0
ア建設費 0014

愛媛県障が
い者スポーツ
協会事務局

04330301 その他(国又は県等からの委託事業) 障がい者スポーツ振興事業
愛媛県 松山市 道後町二丁目12番11号 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25年4⽉12⽇ 0 0
ア建設費 0014

愛媛県障が
い者スポーツ
協会事務局

04330301 その他(国又は県等からの委託事業) 愛媛県障がい者スポーツ協会事務局
愛媛県 松山市 道後町二丁目12番11号 1 ⾏政からの賃借等

イ⼤規模修繕

平成20年4⽉1⽇ 0 0
ア建設費 0013

えひめ障が
い者就業・
⽣活⽀援セ
ンター

04330301 その他(国又は県等からの委託事業) 障がい者一般就労移⾏等促進事業
愛媛県 松山市 道後町二丁目12番11号 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27年4⽉1⽇ 0 0
ア建設費 0013

えひめ障が
い者就業・
⽣活⽀援セ
ンター

04330301 その他(国又は県等からの委託事業) 障がい者マッチング⽀援事業
愛媛県 松山市 道後町二丁目12番11号 1 ⾏政からの賃借等

イ⼤規模修繕

平成14年10⽉1⽇ 0 0
ア建設費 0013

えひめ障が
い者就業・
⽣活⽀援セ
ンター

04330201 障害者就業・⽣活⽀援センター ⽣活⽀援等事業
愛媛県 松山市 道後町二丁目12番11号 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14年10⽉1⽇ 0 13,183
ア建設費 0

（イ）修繕費合計額（円）

013

えひめ障が
い者就業・
⽣活⽀援セ
ンター

04330201 障害者就業・⽣活⽀援センター 雇⽤安定等事業
愛媛県 松山市 道後町二丁目12番11号 1 ⾏政からの賃借等

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

1 ⾏政からの賃借等 平成27年4⽉1⽇ 0 0
ア建設費 0012

愛媛県視聴
覚福祉セン
ター

06000004 視覚障がい者⽤選挙公報等発⾏事業 視覚障がい者⽤選挙公報等発⾏事業
愛媛県 松山市 本町6丁目11番5号 1 ⾏政からの賃借等

イ⼤規模修繕

平成25年4⽉1⽇ 0 9
ア建設費 0012

愛媛県視聴
覚福祉セン
ター

06000003 要約筆記者養成事業 要約筆記者養成事業
愛媛県 松山市 本町6丁目11番5号 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25年4⽉1⽇ 0 27
ア建設費 0012

愛媛県視聴
覚福祉セン
ター

06000002 ⼿話通訳者養成事業 ⼿話通訳者養成事業
愛媛県 松山市 本町6丁目11番5号 1 ⾏政からの賃借等
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社会福祉法人愛媛県社会福祉事業団

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

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

2 無

(1)理事等の選任に当たり、候補者の⽋格事由等への該当の有無については、これまで⼝頭によることのみで
確認していた。今後は、候補者本人から誓約書を徴し、確認する。

令和２年２⽉６⽇
(1)理事、監事、評議員の選任⼿続きについて
　理事、監事、評議員の選任に当たり、各候補者が⽋格事由に該当していないこと、暴⼒団等の反社会的勢
⼒の者でないこと、特殊の関係の有無について書面で確認していないので、誓約書等により確認すること。

愛媛県⽴愛媛⺟子⽣活⽀援センター 元年度

2 無

1,255,456,829
0

1,366,820,527

施設名 直近の受審年度

1 有
2 無
1 有
1 有
2 無
1 有

0
0

10,800,131
平成29年10⽉1⽇ 令和9年3⽉31⽇

528,510,000

340,302,000
0
0

340,302,000

10,800,131

地域における公益的な取
組⑦（地域住⺠に対する
福祉教育）

親子点字・⼿話体験教室の実施 愛媛県松山市

視聴覚障がい者への理解と関⼼を深めるため、⼩中学⽣及び保護者を対象に点字や⼿話を体験できる教室を実施

地域における公益的な取
組⑨（その他）

障がい者（児）の余暇活動⽀援の実施 愛媛県松山市

地域の障がい者（児）に対し、気軽に参加できる活動を提供し、社会参加の⽀援を実施

地域における公益的な取
組⑦（地域住⺠に対する
福祉教育）

合理的配慮に関する研修の実施 愛媛県

障がい者福祉等の専門性を活かし、市町職員や地域住⺠を対象とした障がいへの理解促進の研修会を実施

地域における公益的な取
組⑦（地域住⺠に対する
福祉教育）

福祉体験学習の実施 愛媛県松山市及び東温市

⼩中学⽣を対象に、障がい者福祉への理解促進を図ることを目的として実施
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