
Ⅰ 基本情報
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Ⅱ 事業

障害児相談支援事業 友の家 公表 千葉県旭市野中3820-15 平成24年4月1日

障害福祉サービス事業 居宅介護／ロザリオ訪問介護事業所 公表 千葉県旭市野中3820-12 平成18年10月1日

老人居宅介護等事業 ロザリオ訪問介護事業所 公表 千葉県旭市野中3820-12 平成12年4月1日

老人デイサービス事業 デイサービスセンター・ローザ 公表 千葉県旭市野中4010 平成12年4月1日 15
老人短期入所事業 聖マリア園 公表 千葉県旭市野中800 平成12年4月1日 2

障害児通所支援事業 児童発達/聖母通園センター 公表 千葉県旭市野中3830-1 平成24年4月1日 11
障害児通所支援事業 児童発達/ﾛｻﾞﾘｵ発達支援ｾﾝﾀｰふたば保育園 公表 千葉県旭市野中3846 平成27年4月1日 10
障害児通所支援事業 放課後等/聖母通園センター 公表 千葉県旭市野中3830-1 平成24年4月1日 11
障害児通所支援事業 放課後等/ﾛｻﾞﾘｵ発達支援ｾﾝﾀｰふたばｸﾗﾌﾞ 10
障害児通所支援事業 放課後等/聖ヨセフつどいの家 公表 千葉県香取市高萩1100-2 平成24年4月1日 10
障害児通所支援事業 保育所等/ﾛｻﾞﾘｵ発達支援ｾﾝﾀｰ 公表 千葉県旭市野中3846

50

障害者支援施設
障害者支援施設

0600600479電話番号 FAX番号289 2513 千葉県旭市野中4017 600479

50
50
50

障害児相談支援事業

種類
各分野の
事業が同
一施設（敷
地）で実施

全ての事
業が同一
施設（敷

地）で実施

実施形態

定員

障害児入所施設

障害者支援施設

平成3年4月1日

平成6年4月1日

平成13年4月1日

聖母療育園

ロザリオ発達支援センター 公表 千葉県旭市野中3846 平成24年4月1日

障害児相談支援事業 香取障害者支援センター 公表 千葉県香取市高萩1100-2 平成24年4月1日

事業開始
年月日

千葉県旭市野中3831

千葉県旭市野中800
千葉県旭市野中792
千葉県香取市返田323-1

所在地

公表

平成24年4月1日

公表

公表 千葉県旭市野中3846 平成27年4月1日

公表

公表/非
公表

公表

平成27年5月1日

年４月１日現在平成 28

http://www.rosario.jp honbu@rosario.jp 昭和２７年５月２６日

0660

住所

千葉県旭市野中4060

ホーム
ページアド

レス

法人名

第
一
種

公表/非公表

障害児相談支援事業 海匝ネットワーク

公表 公表

施設名・事業所名

聖マリア園

設立認可
年月日

設立登記
年月日

所轄庁

社会福
祉事業

77

主たる事
務所の所

在地
ロザリオの聖母会

就任年月日
代表者

児
童
福
祉

第
一
種

老
人
福
祉

第
一
種

第
二
種

社会福祉法人現況報告書

昭和２７年５月２９日

氏名

桑島克子

公表/非公表

年齢
職業

法人理事 平成23年6月8日

メールアド
レス

公表 千葉県旭市ロ838 平成25年7月1日

障害児相談支援事業 障害者相談支援センター・みらい 公表 千葉県香取市返田323-1 平成27年10月1日

聖家族園
佐原聖家族園



第
二
種

地域生活支援事業　障害者就業・生活支援センター事業（生活支援等事業）　 香取就業センター 公表 千葉県香取市高萩1100-2 平成23年4月1日

地域生活支援事業　精神障害者地域移行支援事業　 友の家 公表 千葉県旭市野中3820-15 平成18月10月1日

地域生活支援事業　精神障害者地域移行支援事業　 香取障害者支援センター 公表 千葉県香取市高萩1100-2 平成24年10月1日

地域生活支援事業　基幹相談支援センター（旭市） 海匝ネットワーク 公表 千葉県旭市ロ838 平成25年4月1日

地域生活支援事業　日中一時事業　 佐原聖家族園 公表 千葉県香取市返田323-1 平成23年10月1日 4
地域生活支援事業　日中一時事業　 聖ヨセフつどいの家 公表 千葉県香取市高萩1100-2 平成22年4月1日 2
地域生活支援事業　障害者就業・生活支援センター事業（生活支援等事業）　 東総就業センター 公表 千葉県旭市野中3825 平成19年4月1日

地域生活支援事業　日中一時事業　 聖マリア園 公表 千葉県旭市野中800 平成23年4月1日

地域生活支援事業　日中一時事業　 聖家族園 公表 千葉県旭市野中792 平成23年10月1日 5
地域生活支援事業　日中一時事業　 聖家族作業所 公表 千葉県旭市野中787-1 平成23年10月1日 5

地域活動支援センター 友の家 公表 千葉県旭市野中3820-15 平成11年4月1日

地域生活支援事業　日中一時事業　 聖母療育園 公表 千葉県旭市野中3831 平成18年10月1日

地域生活支援事業　日中一時事業　 聖母通園センター 公表 千葉県旭市野中3830-1 平成24年4月1日

地域生活支援事業　相談支援事業 香取障害者支援センター 公表 千葉県香取市高萩1100-2 平成18年2月19日

地域生活支援事業　相談支援事業 障害者相談支援センター・みらい 公表 千葉県香取市返田323-1 平成27年10月1日

移動支援事業 ロザリオ訪問介護事業所 公表 千葉県旭市野中3820-12 平成18年10月1日

特定相談支援事業 ロザリオ発達支援センター 公表 千葉県旭市野中3846 平成24年11月1日

特定相談支援事業 海匝ネットワーク 公表 千葉県旭市ロ838 平成25年7月1日

地域生活支援事業　相談支援事業 友の家 公表 千葉県旭市野中3820-15 平成18年10月1日

一般相談支援事業 香取障害者支援センター 公表 千葉県香取市高萩1100-2 平成24年4月1日

特定相談支援事業 友の家 公表 千葉県旭市野中3820-15 平成24年4月1日

特定相談支援事業 香取障害者支援センター 公表 千葉県香取市高萩1100-2 平成24年4月1日

障害福祉サービス事業 共同生活援助／ナザレの家あさひ 公表 千葉県旭市野中4017 平成18年10月1日 83
障害福祉サービス事業 共同生活援助／ナザレの家かとり 公表 千葉県香取市返田323-1 平成18年10月1日 20
一般相談支援事業 友の家 公表 千葉県旭市野中3820-15 平成24年4月1日

障害福祉サービス事業 就労移行支援／みんなの家 公表 千葉県旭市野中3825 平成9年4月1日 10
障害福祉サービス事業 就労継続支援Ｂ型／ワークセンター 公表 千葉県旭市野中4074-1 平成17年4月1日 25
障害福祉サービス事業 就労継続支援Ｂ型／みんなの家 公表 千葉県旭市野中3825 平成9年4月1日 40

障害福祉サービス事業 短期入所／聖マリア園 公表 千葉県旭市野中800 平成18年10月1日 4
障害福祉サービス事業 短期入所／聖家族園 公表 千葉県旭市野中792 平成18年10月1日 5
障害福祉サービス事業 短期入所／佐原聖家族園 公表 千葉県香取市返田323-1 平成18年10月1日 7

障害福祉サービス事業 生活介護／佐原聖家族園 公表 千葉県香取市返田323-1 平成13年4月1日 60
障害福祉サービス事業 生活介護／聖ヨセフつどいの家 公表 千葉県香取市高萩1100-2 平成21年9月1日 20
障害福祉サービス事業 短期入所／聖母療育園 公表 千葉県旭市野中3831 平成18年10月1日 4

公表 千葉県旭市野中3820-12 平成18年10月1日

障害福祉サービス事業 療養介護／聖母療育園 公表 千葉県旭市野中3831 昭和63年7月15日 50
障害福祉サービス事業 生活介護／聖母通園センター 公表 千葉県旭市野中3830-1 平成12年4月1日 11

生活介護／聖家族作業所 公表 千葉県旭市野中787-1 平成14年4月1日 35

障害福祉サービス事業 生活介護／聖マリア園 公表 千葉県旭市野中800 平成3年4月1日 70
障害福祉サービス事業 生活介護／聖家族園 公表 千葉県旭市野中792 平成6年4月1日 50

障害福祉サービス事業 重度訪問介護／ロザリオ訪問介護事業所 公表 千葉県旭市野中3820-12 平成18年10月1日

障害福祉サービス事業

障
害
者
福
祉 特定相談支援事業 障害者相談支援センター・みらい 公表 千葉県香取市返田323-1 平成27年10月1日

一般相談支援事業 海匝ネットワーク 公表 千葉県旭市ロ838 平成25年7月1日

一般相談支援事業 障害者相談支援センター・みらい 公表 千葉県香取市返田323-1 平成27年10月1日

障害福祉サービス事業

同行援護／ロザリオ訪問介護事業所 公表 千葉県旭市野中3820-12 平成23年10月1日

障害福祉サービス事業 行動援護／ロザリオ訪問介護事業所



（ ）

平成19年4月1日

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

16

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）

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、

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

公表

香取就業センター 公表

平成25年4月1日

障害者雇用アドバイザー（企業支援員）事業 東総就業センター 公表 千葉県旭市野中3825

千葉県香取市返田323-1 平成21年4月1日

障害者就業・生活支援センター事業（雇用安定等事業）／香取就業センター 千葉県香取市高萩1100-2 平成23年4月1日

16

千葉県香取市高萩1100-2 平成24年10月1日

12 居宅介護支援事業／ロザリオ高齢者支援センター 千葉県旭市野中3820-12 平成12年4月1日

16 障害者就業・生活支援センター事業（雇用安定等事業）／東総就業センター 千葉県旭市野中3825 平成19年4月1日

障害者虐待防止センター（香取市） 香取障害者支援センター 公表 千葉県香取市高萩1100-2 平成25年4月1日

障害者雇用アドバイザー（企業支援員）事業

千葉県障害児等療育支援事業 佐原聖家族園

千葉県香取市高萩1100-2 平成24年4月1日

千葉県香取市高萩1100-2 平成19年4月1日

障害者虐待防止センター（旭市） 海匝ネットワーク 公表 千葉県旭市ロ838 平成25年4月1日

障害者虐待防止センター（多古町・神崎町・東庄町） 香取障害者支援センター 公表

地域生活支援事業　基幹相談支援センター（多古町・神崎町・東庄町） 香取障害者支援センター 公表 千葉県香取市高萩1100-2 平成24年10月1日

中核地域生活支援センター 海匝ネットワーク 公表 千葉県旭市ロ838 平成16年10月1日

千葉県障害児等療育支援事業 聖母療育園 公表 千葉県旭市野中3831 平成19年4月1日

千葉県障害児等療育支援事業 ロザリオ発達支援センター 公表 千葉県旭市野中3846

地域生活支援事業　基幹相談支援センター（香取市） 香取障害者支援センター 公表

医療保護施設

　　地域支援事業を市町村から受託する事業

199海上寮療養所

平成24年4月1日

５　入所施設からの退院・退所を支援する事業

一時保護事業 非公開

１６　その他

そ
の
他

第
一
種

第
二
種

種類（番号を記載）

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

公益事
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

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

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

１３　有料老人ホーム

事業開始年月日

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

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

施設名・事業所名 所在地

12 訪問看護事業／ロザリオ訪問看護ステーション・ソフィア 千葉県旭市イ1775 平成27年10月1日

事業規模（定員）

公表 昭和22年4月16日千葉県旭市野中4017



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

（ ）

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

（ ）

Ⅲ 組織

～

～

～

～

～

～

～

～

～ ○

○ 8

8

6

○

H28.5.28松井　安俊 元小学校長 H26.5.29

理事 吉川　敦 カトリック司祭 H26.5.29 H28.5.28 ○

理事 木村　明夫 歯科医師 H26.5.29 H28.5.28

H28.5.28H26.5.29

理事長 桑島　克子 聖母療育園園長 H26.5.29 H28.5.28

8

理事

○ 8

H28.5.28元海上寮療養所院長 H26.5.29

その他

7

6

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

他の社
会福祉
法人の
役員

その他

小嶋　昭三 元小学校長 H26.5.29 H28.5.28 ○

施設整
備又は
運営と
密接に
関連す
る業務

を行う者

○

理事 元法人専務野口　厚司

理事 向後　文司 元銀行役員 H26.5.29 H28.5.28

理事

７　その他

定員

収益事
業

理事

その他
の事業

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）

現員

理事 佐々木　日出男

任期

親族等特殊関係者の有無

種類（番号を記載）

親族

資格

9 9

４　その他

施設名・事業所名

社会福
祉事業
の学識
経験者

地域の
福祉関
係者

施設長
理事報
酬のみ
支給

職員給
与のみ
支給

支給な
し

理事
会へ
の出
席回
数

○

8

8理事 石毛 　敦 法人常務 H26.5.29 H28.5.28 ○

役職 氏名 職業

所在地 事業開始年月日 事業規模（定員）



～

～

～

～

～

～

～

～ 4加瀬　和子 旭市母子寡婦福祉会旭地区会長 Ｈ27.9.1 Ｈ29.8.31 ○

○

江口　鎭男

地元代表 Ｈ27.9.1 Ｈ29.8.31

Ｈ29.8.31

元銀行支店長

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

3

4

4

○Ｈ29.8.31

Ｈ27.9.1

遠藤　誠

氏名 職業

旭市社会福祉協議会会長

○

○

4

4

○

Ｈ29.8.31

元会社役員

社会福
祉事業
の学識
経験者

地域の
福祉関
係者

その他

理事と
の兼務

職員と
の兼務

H26.5.29

H27.11.25

H28.5.28

H28.5.28

○ ○ 6

3

任期

親族等特殊関係者の有無

親族

理事の
親族

資格

社会福
祉事業
の学識
経験者

地域の
福祉関
係者

地域の
代表者

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

資格

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

伊藤　正一 旭市聴覚障害者協会会長 Ｈ29.8.31

支給なし

理事会
への出
席回数

評議
員会
への
出席
回数

21 21

安西 淳一 元会社役員 Ｈ27.9.1

伊藤 幸子 法人研修課長 Ｈ27.9.1

Ｈ27.9.1

塙　政美

現員

氏名 職業 任期

加瀬　博

2

監事

評議員

定員

定員 現員

2

監事報酬

支給あり

○

他の社
会福祉
法人の
役員



～

～

～

～

～

～

～

～

～

～

～

～

～

～

～

換算数

常勤兼務

ロザリオ高齢者支援センター 井上　創 平成17年4月1日 有

デイサービスセンター・ローザ 安西　八恵子 平成27年4月1日 有

佐原聖家族園 髙木　美枝子 平成22年4月1日 有

聖ヨセフつどいの家 杉田　明 平成25年7月1日 有

友の家 白井　正和 平成22年4月1日

有

香取就業センター 辻内　理章 平成28年4月1日

平成22年4月1日

換算数

ロザリオ訪問介護事業所 石毛　美津子 平成27年4月1日 有

障害者相談支援センター・みらい 髙木　美枝子 平成27年10月1日

海匝ネットワーク 英　一馬 平成28年4月1日

東総就業センター 辻内　理章 平成24年4月1日

聖マリア園 菅谷　一恵 平成28年4月1日 有

聖家族園 中曽根　才智 平成22年4月1日 有

みんなの家 辻内　理章 平成23年6月8日 有

聖家族作業所 古山　勇一 平成23年4月1日 有

ナザレの家あさひ

齊藤　惣一 平成22年1月29日 有

聖母療育園 桑島　克子 平成20年4月1日 有

聖母通園センター 高安　きみ江 平成24年4月1日 有

旭市こども発達センター 斉藤　利広 平成27年4月1日 有

ロザリオ訪問看護ステーション・ソフィア 小野　忠一 平成28年4月1日 有

○

荒井　隆一 平成22年4月1日 有

海上寮療養所 加瀬　光一 平成27年11月1日 有

ワークセンター

障害児支援活動グループWITH代表 Ｈ27.9.1 Ｈ29.8.31

4

吉田 政男 家族会（佐原聖家族園）代表 Ｈ27.9.1 Ｈ29.8.31 ○ 4

村岡 龍太郎 特定非営利活動法人ライフサポート樂樂理事長 Ｈ27.9.1 Ｈ29.8.31

○ 4

平山　佐知子 東総地域の療育を考える会世話人代表 Ｈ27.9.1 Ｈ29.8.31 ○ 4

林　幸子

4

3

4

関　光雄 カトリック成田教会司祭 Ｈ27.9.1 Ｈ29.8.31 ○ 3

鈴木　悦子

○

ボランティア Ｈ27.9.1 Ｈ29.8.31 ○

元聖マリア園園長 Ｈ27.9.1 Ｈ29.8.31 ○

○

4

久保寺 満典 特定非営利活動法人あんしん理事長 Ｈ27.9.1 Ｈ29.8.31 ○ 2

木村　潔 特定非営利活動法人スペースぴあ理事長 Ｈ27.9.1 Ｈ29.8.31 ○

4

河辺 真宏 利用者家族 Ｈ27.9.1 Ｈ29.8.31 ○ 2

加瀬 政衛 元聖マリア園園長 Ｈ27.9.1 Ｈ29.8.31 ○

加瀬 敏雄 職員代表 Ｈ27.9.1 Ｈ29.8.31 ○ ○ 4

非常勤

ナザレの家かとり 髙木　美枝子

小池　秋男

施設名 氏名

施設長

職員 常勤専従

就任年月日 法令等に定める資格の有無

2

小原 謙二 元会社部長 Ｈ27.9.1 Ｈ29.8.31

香取障害者支援センター 白井　正和 平成27年4月1日

ロザオ発達支援センター 桑島　克子 平成27年4月1日 有

2

向後　文司 元銀行役員 Ｈ27.9.1 Ｈ29.8.31 ○

越川 一幸 家族会（聖母療育園）代表 Ｈ27.9.1 Ｈ29.8.31



Ⅳ 資産管理

無 海上寮療養所医療事故調査委員会の設置

決議事項

平成２７年７月２２日 8名/9名

9名/9名 0名 有 定款改正、事業報告、決算、資金運用報告・計画、夏季賞与、佐原聖家族園トイレ改修工事内容変更、聖ヨセフつどいの家車両整備、規程改正

無 役員就退任、定款改正、新規事業、事業計画修正、上半期予算執行状況及び補正予算

8名/9名 1名 有 補正予算、事業計画、新予算、施設長役付理事人事、資金運用計画、匝瑳市水田の貸借、千葉県監査改善報告、土曜通所、規程改正等

平成２７年５月２7日 20名/21名 無 定款改正、事業報告、決算

平成２７年７月２２日

０名 有 新規事業、聖母通園センター車両整備、事業計画一部修正、海上寮療養所用途変更、ナザレの家あさひ屋根外壁改修工事契約、聖家族園舗装工事等

平成２７年１１月２５日

16名/21名 無 新規事業、定款改正

決議事項

平成２８年１月２７日 9名/9名

０名 無 ナザレの家あさひ屋根外壁改修工事に入札参加業者選定

０名 有 新年度事業計画、県監査指摘事項、40時間制調整休日、土地購入、聖母療育園用途変更、聖マリア園・聖家族園・みんなの家車両整備、規程改正

平成２８年３月２３日

平成２７年１１月２５日 19名/21名

平成２７年７月２８日 6名/9名 0名

平成２７年９月３０日 9名/9名

9名/9名 ０名 有 役員就退任、定款改正、施設長人事、上半期予算執行状況及び補正予算、冬季賞与、海上寮療養所転倒事故防止・経営改善実施状況等

0名 有 評議員改選、新規事業、定款改正、ナザレの家あさひ屋根外壁改修工事計画入札方法、土地購入、規程改正

平成２７年５月２7日

331

1 0

0

平成２７年８月２６日 9名/9名

千葉県旭市野中字出羽4008-1 644.00 0

千葉県旭市野中字出羽4002-1 465.02 0

千葉県旭市野中字出羽4006-1

千葉県旭市野中字出羽4005 168.00 0

千葉県旭市野中字出羽3999-1 161.00 0

千葉県旭市野中字出羽4000-1 122.00 0

平成 年3月31日現在

446.00 0

千葉県旭市野中字出羽4011-1 909.00 0

0

千葉県旭市野中字出羽4009-1 310.00 0

面積 評価額（千円）

担保提供の状況

提供年月日 借入額（千円）

無

借入先 償還期限
所轄庁の
承認の有

無

監査年月日 監査報告の有無監査者 指摘事項 改善事項

平成２８年５月１７日 加瀬博、塙　政美 有 適正に処理されている なし

17名/21名

開催年月日

千葉県旭市野中字出羽4001 132.00

出席者数

所在地

書面出席者数 監事出席の有無

補正予算、事業計画、新年度予算、定款施行細則の一部変更

開催年月日

平成２８年３月２３日

監事出席の有無

272 185

不動産
の所有
状況

監事監
査

理事会

法人本部

施設

評議員
会

5

出席者数

8 39



千葉県旭市野中字古野場3641-3 24.00 0

千葉県旭市野中字古野場3629-1 1,050.00 0

千葉県旭市野中字古野場3636-2 373.00 0

千葉県旭市野中字古野場3638-1 428.00 0

千葉県旭市野中字古野場3635 39.00 0

千葉県旭市野中字古野場3636-1 218.00 0

千葉県旭市野中字古野場3639 264.00 0

千葉県旭市野中字古野場3633 357.00 0

千葉県旭市野中字古野場3634-1 102.00 0

千葉県旭市野中字古野場3634-2 76.00 0

千葉県旭市野中字古野場3630 208.00 0

千葉県旭市野中字古野場3631 492.00 0

千葉県旭市野中字古野場3632 99.00 0

千葉県旭市野中字出羽4057-1 902.00 7,599

千葉県旭市野中字出羽4057-2 280.00 2,359

千葉県旭市野中字古野場3628 446.00 0

千葉県旭市野中字出羽4040-1 247.00 0

千葉県旭市野中字出羽4040-2 69.42 0

千葉県旭市野中字出羽4055 826.00 7,438

千葉県旭市野中字出羽4037-3 33.00 0

千葉県旭市野中字出羽4038-1 273.68 0

千葉県旭市野中字出羽4039-1 226.46 0

千葉県旭市野中字出羽4003-1 215.19 0

千葉県旭市野中字出羽4037-1 178.00 0

千葉県旭市野中字出羽4037-2 42.00 0

千葉県旭市野中字出羽4053 442.00 0

千葉県旭市野中字出羽4054 314.00 0

千葉県旭市野中字出羽4051-3 122.00 0

千葉県旭市野中字出羽4051-4 65.00 0

千葉県旭市野中字出羽4050-2 234.00 0

千葉県旭市野中字出羽4051-1 170.78 0

千葉県旭市野中字出羽4050-1 377.10

千葉県旭市野中字出羽4041-1 364.72 0

千葉県旭市野中字出羽4041-2 95.00 0

千葉県旭市野中字出羽4017-1 8,963.98 0

千葉県旭市野中字出羽4017-2 292.21 0

千葉県旭市野中字出羽4019-2 33.00 0

0

千葉県旭市野中字出羽4051-2 579.72 0

千葉県旭市野中字出羽4052 502.00 0



千葉県旭市野中字大割3808-1 1,061.00

30,560
千葉県旭市野中字大割3808-2 272.00

千葉県旭市野中字大割3813-1 878.00

千葉県旭市野中字大割3813-2 309.00

千葉県旭市野中字大割3815 347.00
7,482

千葉県旭市野中字大割3819 476.00

千葉県旭市野中字大割3716 59.00 720

千葉県旭市野中字小割3835-1 601.65 10,782 2013/2/27 100,000 （独）福祉医療機構 2033/2/10 無

千葉県旭市野中字小割3837-1 178.51 3,193 2013/2/27 100,000 （独）福祉医療機構 2033/2/10 無

千葉県旭市野中字小割3838 287.60 5,149 2013/2/27 100,000 （独）福祉医療機構 2033/2/10 無

千葉県旭市野中字小割3831 710.74 5,377 2013/2/27 100,000 （独）福祉医療機構 2033/2/10 無

千葉県旭市野中字小割3832 79.33 598 2013/2/27 100,000 （独）福祉医療機構 2033/2/10 無

千葉県旭市野中字小割3833 152.06 1,207 2013/2/27 100,000 （独）福祉医療機構 2033/2/10 無

〃 2013/2/27 100,000 （独）福祉医療機構 2033/2/10 無

千葉県旭市野中字小割3839 42.97 333 2013/2/27 100,000 （独）福祉医療機構 2033/2/10 無

千葉県旭市野中字小割3836-1 264.46 4,736 2013/2/27 100,000 （独）福祉医療機構 2033/2/10 無

千葉県旭市野中字小割3846 555.37 0

千葉県旭市野中字小割3847 555.37 8,229

千葉県旭市野中字小割3824-1 578.51 895 1999/11/11 19,200 （独）福祉医療機構 2018/11/10 無

千葉県旭市野中字小割3841 400.00 0 2013/2/27 100,000 （独）福祉医療機構 2033/2/10 無

千葉県旭市野中字小割3842 763.63 0 2013/2/27 100,000 （独）福祉医療機構 2033/2/10 無

千葉県旭市野中字小割3843 442.97 0 2013/2/27 100,000 （独）福祉医療機構 2033/2/10 無

〃 2013/2/27 100,000 （独）福祉医療機構 2033/2/10 無

千葉県旭市野中字小割3834-1 261.15 0 2013/2/27 100,000 （独）福祉医療機構 2033/2/10 無

千葉県旭市野中字小割3840 188.42 0 2013/2/27 100,000 （独）福祉医療機構 2033/2/10 無

千葉県旭市野中字小割3829 743.80 0 1999/11/11 19,200 （独）福祉医療機構 2018/11/10 無

〃 2013/2/27 100,000 （独）福祉医療機構 2033/2/10 無

千葉県旭市野中字小割3830-1 423.14 0 1999/11/11 19,200 （独）福祉医療機構 2018/11/10 無

千葉県旭市野中字小割3828-1 390.08 0 1999/11/11 19,200 （独）福祉医療機構 2018/11/10 無

〃 2013/2/27 100,000 （独）福祉医療機構 2033/2/10 無

千葉県旭市野中字小割3828-2 119.00 0 2013/2/27 100,000 （独）福祉医療機構 2033/2/10 無

〃 2013/2/27 100,000 （独）福祉医療機構 2033/2/10 無

千葉県旭市野中字小割3827 314.04 0 1999/11/11 19,200 （独）福祉医療機構 2018/11/10 無

〃 2013/2/27 100,000 （独）福祉医療機構 2033/2/10 無

千葉県旭市野中字小割3825 714.04 0 1999/11/11 19,200 （独）福祉医療機構 2018/11/10 無

〃 2013/2/27 100,000 （独）福祉医療機構 2033/2/10 無

千葉県旭市野中字小割3826 909.09 0 1999/11/11 19,200 （独）福祉医療機構 2018/11/10 無

千葉県旭市野中字古野場3642-1 22.00 5,099

千葉県旭市野中字古野場3637 72.00 300

土
地



千葉県旭市野中字寺山下821 499.00 5,896

千葉県旭市野中字寺山下792 191.00 4,447

千葉県旭市野中字寺山下816 383.00 5,810

千葉県旭市野中字寺山下817 85.00 1,050

千葉県旭市野中字寺山下819 909.00 13,775

千葉県旭市野中字寺山下812 119.00 1,450

千葉県旭市野中字寺山下813 23.00 280

千葉県旭市野中字寺山下815 62.00 970

千葉県旭市野中字寺山下808 327.00 3,980

千葉県旭市野中字寺山下809 257.00 3,130

千葉県旭市野中字寺山下811 99.00 1,210

千葉県旭市野中字寺山下804 234.00 2,860

千葉県旭市野中字寺山下805 95.00 1,160

千葉県旭市野中字寺山下807 528.00 6,400

千葉県旭市野中字寺山下801 145.00 2,420

千葉県旭市野中字寺山下802 204.00 2,490

千葉県旭市野中字寺山下803 211.00 2,560

千葉県旭市野中字寺山下798 125.00 1,530

千葉県旭市野中字寺山下799 33.00 410

千葉県旭市野中字寺山下800 155.00 1,900

千葉県旭市野中字寺山下810 42.00
920

千葉県旭市野中字寺山下814 33.00

千葉県旭市野中字寺山下797 247.00 3,000

千葉県旭市野中字大割3800-1 290.00

23,750
千葉県旭市野中字大割3801-1 354.00

千葉県旭市野中字大割3810-2 211.00

千葉県旭市野中字大割3811 1,179.00

千葉県旭市野中字大割3820-15 102.00

5,255千葉県旭市野中字大割3820-16 35.00

千葉県旭市野中字大割3820-22 79.00

千葉県旭市野中字大割3818-2 337.00 10,520

千葉県旭市野中字大割3801-5 134.00 2,831

千葉県旭市野中字大割3802-1 373.00 7,941

千葉県旭市野中字大割3807 142.00 2,360

千葉県旭市野中字大割3810-1 991.00 12,000

千葉県旭市野中字大割3818-1 819.00 22,756

千葉県旭市野中字大割3816 224.00
5,190

千葉県旭市野中字大割3817 201.00

千葉県旭市野中字大割3806 433.00 5,250

基
本
財
産



千葉県旭市三川字大林乜4092-15 6.61

千葉県旭市三川字大林乜4092-18 79.33

千葉県旭市三川字大林乜4091-7 7.63

千葉県旭市三川字大林乜4092-9 6.61

千葉県旭市三川字大林乜4092-13 6.61

千葉県旭市三川字大林乜4091-1 2.45

千葉県旭市三川字大林乜4091-2 21.55

千葉県旭市ニ字若衆内3500-11 181.61 5,230

千葉県旭市三川字横大道7542-2 141.13

8,700

千葉県旭市三川字横大道7542-3 17.92

千葉県旭市三川字横大道7543-3 53.42

千葉県旭市東足洗字浜方2746-13 1,457.00
30,939

千葉県旭市東足洗字浜方2746-29 1,781.00

千葉県旭市イ字生沼1669-6 9.27

14,062千葉県旭市イ字生沼1694-8 116.37

千葉県旭市イ字生沼1693-12 85.68

千葉県旭市野中字神原台4074-1 309.08

12,477千葉県旭市野中字神原台4075-1 23.14

千葉県旭市野中字神原台4074-3 291.07

千葉県旭市野中字神原台4093 542.00 8,007

千葉県旭市野中字神原台4099 469.00 7,928

千葉県旭市野中字神原台4070-2 13.00
4,512

千葉県旭市野中字神原台4071-2 495.00

千葉県旭市野中字神原台4075-4 221.00

6,006千葉県旭市野中字神原台4076-1 211.57

千葉県旭市野中字神原台4077-1 234.71

千葉県旭市野中字下立野3622-1 59.00
9,657

千葉県旭市野中字下立野3622-2 396.00

千葉県旭市野中字下立野3625-2 297.52 3,600

千葉県旭市野中字寺山下788-2 153.00 837

千葉県旭市野中字寺山下789-2 226.00 3,521

千葉県旭市野中字下立野3625-1 657.00 7,960

千葉県旭市野中字寺山下787-1 379.00

31,150千葉県旭市野中字寺山下788-1 913.00

千葉県旭市野中字寺山下789-1 762.00

千葉県旭市野中字寺山下794 945.00 26,579

千葉県旭市野中字寺山下795 403.00 12,049

千葉県旭市野中字寺山下796 373.00 11,284

千葉県旭市野中字寺山下793 571.00 12,567



千葉県香取市返田字鴨ケ谷台324 157.33 27,469

千葉県旭市野中字小割3825 578.66 72,438 1999/11/11 19,200 （独）福祉医療機構 2018/11/10 無

〃 51,087 2013/2/27 100,000 （独）福祉医療機構 2033/2/10 無

千葉県香取市返田字鴨ケ谷台323-1-2 67.07 15,750 2001/3/8 100,000 （独）福祉医療機構 2021/2/10 無

千葉県香取市返田字毛内322-2 370.98 26,406 2001/3/8 100,000 （独）福祉医療機構 2021/2/10 無

千葉県香取市返田字毛内322-3 87.77 1

千葉県香取市返田字鴨ケ谷台323-1-1 2,044.26 430,547 2001/3/8 100,000 （独）福祉医療機構 2021/2/10 無

千葉県香取市返田字鴨ケ谷台323-1-1 4.96 1,802

千葉県香取市返田字鴨ケ谷台173-3 204.75 30,159 2001/3/8 100,000 （独）福祉医療機構 2021/2/10 無

千葉県旭市野中字大割3818-1 4.96 1,732

千葉県旭市野中字大割3818-1 131.66 19,844

千葉県旭市野中字大割3801-5 149.05 11,790

千葉県旭市野中字大割3806 2,450.88 293,498

千葉県旭市野中字寺山下794 446.40 550,247

千葉県旭市野中字大割3818-1 1,768.12 220,251

〃 9,106 2013/2/27 100,000 （独）福祉医療機構 2033/2/10 無

千葉県旭市野中字小割3829 460.84 87,864 1999/11/11 19,200 （独）福祉医療機構 2018/11/10 無

〃 61,887 2013/2/27 100,000 （独）福祉医療機構 2033/2/10 無

千葉県旭市野中字小割3835-1 2,558.99
258,271

2013/2/27 100,000 （独）福祉医療機構 2033/2/10 無

千葉県旭市野中字小割3835-1 33.53

千葉県旭市野中字小割3824-1 132.49 19,566 1999/11/11 19,200 （独）福祉医療機構 2018/11/10 無

千葉県旭市野中字出羽4017-1-9 318.62 27,368

千葉県旭市野中字出羽4041-1 293.20 42,051

千葉県旭市野中字出羽4017-12 2,001.95
433,763

千葉県旭市野中字出羽4017-12 90.00

千葉県旭市野中字出羽4017-1-8 1,360.11 36,770

千葉県旭市野中字出羽4017-1-8 58.24 2,427

千葉県旭市野中字出羽3842 28.00 3,696

千葉県旭市野中字出羽4008-1 354.50 59,608

千葉県旭市野中字出羽4017-7 376.10 3,254

千葉県旭市野中字出羽4017-1-10 75.97 2,646

千葉県旭市野中字出羽4017-6 2,154.57 1

千葉県旭市野中字出羽4017-1-10 175.56 1

千葉県香取市返田字毛内322-3 493.00 3,238

建
物

千葉県旭市野中字出羽4017-1 65.35 1

千葉県旭市野中字出羽4017-1 94.30 1

千葉県旭市野中字出羽4017-1 94.26 1

100,000 （独）福祉医療機構 2021/2/10 無

千葉県香取市返田字鴨ケ谷323-1 4,048.00 2001/3/8 100,000 （独）福祉医療機構 2021/2/10 無

千葉県香取市返田字鴨ケ谷324 971.00 2001/3/8 100,000 （独）福祉医療機構 2021/2/10 無

千葉県香取市返田字鴨ケ谷173-2 2,846.00

60,049

2001/3/8 100,000 （独）福祉医療機構 2021/2/10 無

千葉県香取市返田字鴨ケ谷173-3 1,282.00 2001/3/8 100,000 （独）福祉医療機構 2021/2/10 無

千葉県香取市返田字毛内322-2 505.00 2001/3/8



千葉県旭市野中字大割3846 331.50 72,937

千葉県旭市野中字出羽4060-1 706.75

12,450

2012/2/29 150,000 民間金融機関 2032/2/25

千葉県旭市野中字出羽4060-4 18.24 2012/2/29 150,000 民間金融機関 2032/2/25

千葉県旭市野中字出羽4059-1 695.00 2012/2/29 150,000 民間金融機関 2032/2/25

千葉県旭市野中字出羽4059-2 11.00 2012/2/29 150,000 民間金融機関 2032/2/25

千葉県旭市野中字出羽4010-1 380.00

千葉県旭市野中字出羽4011-2 26.00

千葉県旭市野中字小割3810-1-2 74.52 2,317

14,027

千葉県旭市野中字出羽4056 221.00

千葉県旭市野中字出羽4058-1 692.00 1971/10/30 13,000 民間金融機関 無

千葉県旭市野中字出羽4058-2 17.00 1971/10/30 13,000 民間金融機関 無

千葉県旭市野中字出羽4057-1 66.24 722

千葉県旭市野中字小割3830-1 582.00 96,387 1999/11/11 19,200 （独）福祉医療機構 2018/11/10 無

〃 61,875 2013/2/27 100,000 （独）福祉医療機構 2033/2/10 無

千葉県旭市野中字大割3820-10 288.00 42,578

千葉県旭市野中字大割3811-2 266.26 35,531

千葉県旭市野中字出羽4057-2 66.24 192

千葉県旭市ニ字若衆内3500-11 116.71 3,168

千葉県旭市野中字下立野3625-1 158.35 367

千葉県旭市イ字生沼1694-8 82.81 3,335

千葉県旭市野中字下立野3622-2 268.30 27,869

千葉県旭市野中字下立野3625-2 94.39 240

千葉県旭市野中字神原台4075-4 52.16 764

千葉県旭市野中字神原台4071-2 279.06 18,264

千葉県旭市三川字横大道7542-2 182.48 4,759

千葉県旭市野中字大割3811 126.21 1

千葉県香取市高萩字根崎1099-4 58.79 1 2013/4/25 20,000 （独）福祉医療機構 2033/4/10 無

千葉県香取市高萩字根崎1099-4 19.24 1 2013/4/25 20,000 （独）福祉医療機構 2033/4/10 無

千葉県香取市高萩字根崎1099-4 21.35 1 2013/4/25 20,000 （独）福祉医療機構 2033/4/10 無

千葉県旭市野中字出羽4017-1-11 333.26 33,141

千葉県香取市高萩字根崎1099-4 1,552.63 190,825 2013/4/25 20,000 （独）福祉医療機構 2033/4/10 無

千葉県香取市高萩字根崎1099-4 872.11 32,580 2013/4/25 20,000 （独）福祉医療機構 2033/4/10 無

千葉県旭市野中字大割3820-12 193.76 17,082

千葉県旭市野中字神原台4074-1 114.64 0

千葉県旭市野中字神原台4099 445.00 47,079

千葉県旭市野中字大割3810-1-1 105.99 3,823

千葉県旭市野中字大割3810-2 34.78 1

千葉県旭市野中字大割3820-15 240.00 30,830

千葉県旭市野中字寺山下788-1 351.00 41,288

千葉県旭市野中字寺山下787-1 264.75 37,807

千葉県旭市野中字寺山下793 33.12 360

千葉県旭市野中字大割3813-1 187.02 9,015



千葉県旭市野中字大割3820-6 160.00
1,210

千葉県旭市野中字大割3820-20 22/424

千葉県旭市野中字大割3820-21 82.00 790-2.790-6と合算取得

千葉県旭市野中字大割3820-10 190.00
1,645

千葉県旭市野中字大割3820-20 27/424

千葉県旭市野中字大割3820-20 23/424 0

千葉県旭市野中字大割3820-20 30/424 0

千葉県旭市野中字大割3820-20 24/424 0

千葉県旭市野中字大割3820-9 99.00 0

千葉県旭市野中字大割3820-20 26/424 0

千葉県旭市野中字大割3820-20 30/424 0

千葉県旭市野中字大割3820-14 123.00 790-4と合算取得

千葉県旭市野中字大割3820-11 188.00
1,768

千葉県旭市野中字大割3820-20 27/424

千葉県旭市野中字大割3820-4 161.00 4,932

千葉県旭市野中字大割3820-12 214.00 4,255

千葉県旭市野中字大割3814 509.00 4,581

千葉県旭市野中字大割3820-19 132.00 1,188

千葉県旭市野中字大割3820-20 19/424 0

千葉県旭市野中字大割3820-2 159.00 1,431

千葉県旭市野中字小割3844-1 909.00
23,129

2013/2/27 100,000 （独）福祉医療機構 2033/2/10

千葉県旭市野中字小割3844-2 201.00

千葉県旭市野中字小割3851-1 1,292.00 30,147

千葉県旭市野中字小割3845-2 142.53 1,290

千葉県旭市野中字小割3830-3 127.79 2,846 1999/11/11 19,200 （独）福祉医療機構 2018/11/10

〃 2,846 2013/2/27 100,000 （独）福祉医療機構 2033/2/10

千葉県旭市野中字古野場3650-1 71.00

千葉県旭市野中字古野場3645-1 204.00

千葉県旭市野中字古野場3629-3 330.00

2,342

千葉県旭市野中字古野場3646-4 23.00

千葉県旭市野中字古野場3647-11 6.99

千葉県旭市野中字古野場3646-2 257.00

千葉県旭市野中字出羽4003-2 2.98 0

千葉県旭市野中字出羽4038-2 7.30 0

千葉県旭市野中字出羽4039-2 8.24 0

千葉県旭市野中字出羽4050-3 15.89 0

千葉県旭市野中字出羽4051-5 11.21 0

千葉県旭市野中字出羽4051-6 15.27 0

150,000 民間金融機関 2032/2/25

千葉県旭市野中字出羽4002-2 11.00 0

千葉県旭市野中字出羽4041-3 9.27 0

千葉県旭市野中字出羽4057-4 219.26 2012/2/29



千葉県旭市野中字寺山下790-5 13.23 3820-17、3820-20と合算取得

千葉県旭市野中字下立野3616-1 826.00
5,227

千葉県旭市野中字下立野3624 753.00

千葉県旭市野中字大割3820-17 132.00
1,300

千葉県旭市野中字大割3820-20 22/424

千葉県旭市イ字生沼1669-1 83×45/493 0

千葉県旭市イ字生沼1693-4 ４２０×45/493 0

千葉県旭市東足洗字浜方2746-1 386.00 0

千葉県旭市東足洗字浜方2746-12 2,148.00

14,930
千葉県旭市東足洗字浜方2753-30 647.00

千葉県旭市東足洗字浜方2753-31 386.00

千葉県旭市東足洗字浜方2753-42 595.00

千葉県旭市東足洗字浜方2746-31 608.00 2,208 1971/10/30 13,000 民間金融機関 無

千葉県旭市東足洗字浜方2746-62 385.00 2,142 1971/10/30 13,000 民間金融機関 無

千葉県旭市東足洗字浜方2746-2 506.00
9,500

千葉県旭市東足洗字浜方2746-73 994.00

千葉県旭市野中字堀込田4439 22.00 58

千葉県旭市野中字長井折戸3958 383.00
9,730

千葉県旭市野中字長井折戸3959 376.00

千葉県旭市野中字神原台4096 436.00

千葉県旭市野中字神原台4069-1 267.00
1,500

千葉県旭市野中字神原台4070-1 333.00

22,304

千葉県旭市野中字神原台4088 294.00

千葉県旭市野中字神原台4097 386.00

千葉県旭市野中字神原台4095 340.00

千葉県旭市野中字神原台4112-11 42.00 1971/10/30 13,000 民間金融機関 無

千葉県旭市野中字神原台4109-9 21.00 1971/10/30 13,000 民間金融機関 無

千葉県旭市野中字神原台4092 152.00

千葉県旭市野中字神原台4105-2 11.00 1971/10/30 13,000 民間金融機関 無

千葉県旭市野中字神原台4106-1 355.00 1971/10/30 13,000 民間金融機関 無

千葉県旭市野中字神原台4108-10 22.00 1971/10/30 13,000 民間金融機関 無

千葉県旭市野中字仙塚1749-3 590.00 7,120

千葉県旭市野中字仙塚4428 990.00 10,000

千葉県旭市野中字神原台4098-1 589.00 1971/10/30 13,000 民間金融機関 無

千葉県旭市野中字寺山下822 320.00 2,886

千葉県旭市野中字寺山下787-2 69.00 1,075

千葉県旭市野中字寺山下790-2 207.11
3,310

千葉県旭市野中字寺山下790-6 70.17

千葉県旭市野中字寺山下843-1 284.00 3,440

千葉県旭市野中字寺山下790-4 45.35 3,049

千葉県旭市野中字寺山下838-1 834.00 10,080

千葉県旭市野中字寺山下789-3 83.00 1,843

運
用
財
産

土
地



千葉県旭市野中字出羽4060-1 82.09 500 2012/2/29 150,000 民間金融機関

193.78 10,900

千葉県旭市野中字古野場3637 118.01 425

千葉県旭市野中字小割3831 94.80 4,851

2032/2/25

千葉県旭市野中字大割3820-4

千葉県旭市野中字大割3814 6.60 374

千葉県旭市野中字神原台4075-4 98.31 1,520

千葉県旭市野中字大割3820-19 160.64 3,431

千葉県旭市野中字古野場3628 370.98 6,201

千葉県旭市野中字古野場3630 264.99 2,662

千葉県匝瑳市久方字マノタ屋敷272　 4.99 1

千葉県匝瑳市久方字マノタ屋敷272　 31.63 1

千葉県旭市野中字下立野3625-1-2 158.35 1,506

千葉県匝瑳市久方字マノタ屋敷272　 130.44 1

千葉県旭市野中字出羽4009-1 397.70 12,747

千葉県旭市野中字出羽4056 66.25 1

千葉県旭市野中字寺山下800 89.44 4,952

千葉県旭市野中字寺山下792 33.00 1

千葉県旭市野中字小割3831 34.23 2,301

千葉県旭市野中字寺山下800 59.62 1

千葉県旭市野中字小割3831 33.00 1

千葉県旭市野中字小割3831 209.08 23,331

千葉県匝瑳市木積字山ノ崎418　 2,314.00 9,230

千葉県匝瑳市吉田字新田4529　 1,484.00 4,452

建
物

千葉県旭市野中字出羽4017 8.25 1

千葉県旭市野中字出羽4041-1 165.62 12,198

千葉県匝瑳市久方字部田場310-2　 198.34 2,083

千葉県匝瑳市久方字大作縁222-1　 112.00 4

千葉県匝瑳市久方字岩崎出口473-1　 581.00 20

千葉県匝瑳市久方字堂下271　 56.19 590

千葉県匝瑳市久方字マノタ屋敷272　 413.22 4,339

千葉県匝瑳市久方字堂下谷275-2　 185.12 1,944

千葉県匝瑳市久方字内平327　 1,137.00 62

千葉県匝瑳市久方字岩崎出口473-2　 115.00 4

千葉県匝瑳市久方字大作縁222-2　 142.14 1,492

千葉県匝瑳市久方字獅子の前422　 978.00 79

千葉県匝瑳市久方字居下276-1　 182.00 2

千葉県匝瑳市久方字寺の角319　 978.00 57

千葉県旭市イ字生沼1693-9 ７０×45/493 0

千葉県旭市イ字生沼1694-1 １．５９×45/493 0

千葉県匝瑳市久方字神宮寺417-1　 2,040.34 172

公
益
事

土
地



Ⅴ その他

資金収支計算書

費用（千円） 費用（千円） 費用（千円） 費用（千円）

公表時期（予定）

年度 平成

6月まで

事業報告書 役員報酬規程 第三者評価結果 苦情処理結果

公表予定あり 6月まで
法人HP 6月まで

公表予定あり

聖家族園 ○ 250

法人HP

28平成

費用（千円）

費用（千円）

年度年度平成 27 平成 26 年度 平成 25

6月まで

費用（千円） 費用（千円）
受審施設・事業所名

平成

6月まで
法人HP

法人HP 法人HP 公表していない 法人HP

○

○
法人HP 公表していない 法人HP 公表していない

○

年4月1日現在

第三者

公認会計士

情
報
公
開

指摘事項

新聞

外
部
監
査

インターネット

事
業
用
財
産

監査法人

税理士

その他

インターネット

広報誌

広報誌

新聞

地

建
物

収
益
事
業
用
財
産

土
地

建
物

公表していない

前々年度の財務諸表

貸借対照表 資金収支計算書

法人HP
○

公表方法（予定）
事業活動計算書(事業活動収支計算書)

公表方法（予定） 公表時期（予定）
法人HP

前年度の財務諸表
貸借対照表

平成 年度 平成 年度

6月まで

年度 平成 年度

公表方法（予定） 公表時期（予定）

定款 役員名簿 評議員名簿 財産目録 事業計画書

法人HP
○ 公表予定あり

事業活動計算書
(事業活動収支計算書)



○ 250

年3月31日現在28平成

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
授産会計基準 病院会計準則 企業会計基準 その他就労会計基準

佐原聖家族園

○

○ 150聖家族作業所

準拠し
ている
会計基

準

第三者
評価



１．法人単位の資金収支の状況 ２．法人単位の事業活動の状況 ３．法人単位の資産等の状況

（１）サービス活動増減差額 （１）資産の部
①事業活動収入 ①サービス活動収益 ①流動資産

・介護報酬等の公費（※） ②サービス活動費用 ②固定資産
・利用者負担金（※） （２）負債の部
・その他収入 ①流動負債

②事業活動支出 ②固定負債
・人件費支出 （２）サービス活動外増減差額 （３）純資産の部
・事業費支出 ①サービス活動外収益 減価償却累計額
・利用者負担軽減額 ②サービス活動外費用
・その他支出 （３）特別増減差額

①特別収益
①施設整備等収入 ②特別費用

・施設整備補助金等の公費 当期活動増減差額
・その他収入 前期繰越活動増減差額

②施設整備等支出 当期末繰越活動増減差額
基本金取崩額

①その他の活動収入 その他の積立金取崩額
②その他の活動支出 その他の積立金積立額

当期末資金収支差額 次期繰越活動増減差額
前期末支払資金残高
当期末支払資金残高

４．積立金の状況

老人施設積立金 老人施設 1,786

備品等購入積立金 備品購入 81,010 ○

修繕積立金 修繕 835,260 ○ 大規模修繕

人件費積立金 人件費 108,700

積立計
画の有

無

積立目標額（千
円）

施設整備の場合

整備事由 整備時期 整備対象施設名

1,459,876
（※）医療事業収入分を除く。（社会福祉法人新会計基
準の勘定科目上、算出できないため。）

（※）端数処理の関係で合計が一致しないこともあり得る。

貸借対照表上の
積立金の勘定科

目
積立目的

本年度末時
点の積立金
額（千円）

190,241 ▲ 165,238
37,149 2,414,490

1,422,727 （※）端数処理の関係で合計が一致しないこともあり得る。

155,088 2,578,077
（３）その他の活動資金収支差額 ▲ 160,131 0

30,109 1,651

11,637 5,951
5,005 206,535
6,632 2,371,542

26,453 37,817 （※）端数処理の関係で合計が一致しないこともあり得る。

322,576 20,652
（２）施設整備等資金収支差額 ▲ 143,450 26,604

2,332,962 4,686 6,633,714
428,004 42,504 3,388,375

1,418,645 国庫補助金等特別積立金取崩額 ▲ 80,125 197,750
3,109,995 その他サービス活動費用 3,082,027 501,560

1,884,339 3,227,035 5,695,376
147,743 減価償却費 225,133 699,311

（１）事業活動資金収支差額 340,731 181,196 7,333,025
3,450,727 3,408,231 1,637,648

平成 27 年度の法人の経営状況（総括表）

項目 金額（千円） 項目 金額（千円） 項目 金額（千円）



５．関連当事者との取引の内容

６．地域の福祉ニーズへの対応状況

７　その他 （ ）

（注）「本年度支出額」については、当該事業に対する費用として、明確に算定出来る場合に限り記載しており、明確に算定出来ない場合は「－」を記載してい
る。

６　他法人との連携による人材育成事業

コミュニケーションセンター ○ 平成27年度 6,830

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 ○ 平成18年度 2,485

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 ○ 平成17年度 -

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

事業概要 実施の有無 事業開始年度 本年度支出額（千円）

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 ○ 平成5年度 26,453

関係内容

取引の内容
取引金
額（千
円）

科目
期末残
高（千
円）役員等の兼務等

事業上の関
係

種類 法人等の名称 住所
資産総
額（千
円）

事業の内容
又は職業

議決権の
所有割合

設備等整備積立金 就労支援事業備品購入 1,498 ○

和田ハツ江基金積立金 国債運用 67,145

記念館等積立金 聖堂等の修繕費 11,700

ロザリオ福祉積立金 運転資金及び大規模修繕費などの注入資金 279,593

聖母療育園建設積立金 聖母療育園建設 16,654


