
社会福祉法人　京都老人福祉協会

現況報告書（令和2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

26 京都府 100 京都市 26100 7130005004472 01 一般法人 01 運営中

社会福祉法人　京都⽼人福祉協会
京都府 京都市 伏⾒区深草⼤⻲⾕東古御⾹町59番地60番地
075-641-6625 075-641-6633 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://kyoro.or.jp/ (14)法人のﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ jimkyoku@kyoro.or.jp
昭和32年6⽉11⽇ 昭和32年7⽉14⽇

7名以上13名以内 13 264,000

学校法人　龍⾕⼤学短期⼤学部教授

高橋　猛 H29.4.1 H33.6 2 無 2 無 3藤城学区⾃治連合会会⻑

H33.6 2 無 1 有 2京都市住吉児童連盟理事

⼤井　和子 H29.4.1 H33.6 2 無 2 無 3株式会社⼤井製作所取締役社⻑

今井　孝子 H29.4.1 H33.6 2 無 2 無 2京都市深草児童館運営委員⻑

井上　幸夫 H29.4.1 H33.6 2 無 2 無 3元京都⽼人ホーム家族会会⻑

國重　晴彦 H29.4.1

山田　尋志 H29.4.1 H33.6 2 無 1 有 3京都地域密着型サービス事業所協議会会⻑

美濃　敦子 H29.4.1 H33.6 2 無 2 無 2深草学区社会福祉協議会会⻑

前田　治彦 H29.4.1 H33.6 2 無 1 有 3春⽇野園理事

林　信子 H29.4.1 H33.6 2 無 2 無 1春⽇野学区社会福祉協議会　会⻑

小竹　健一 H29.4.1 H33.6 2 無 1 有 3社会福祉法人深縁会　深草福祉農園施設⻑

中路　賞江 H29.4.1 H33.6 2 無 1 有 3淀白鳥保育園相談役

中尾　朱⾥ H29.4.1 H33.6 2 無 1 有 3こぶしの⾥サテライト今宮施設⻑

川崎　昭博 H29.4.1 H33.6 2 無 1 有 3

2 無
R1.6.23 R2.6 1 社会福祉事業の経営に関する識⾒を有する者 2 無 1 理事報酬及び職員給料ともに⽀給 5瀬⼾　実 2 業務執⾏理事 1 常勤 令和1年6⽉23⽇ 法人役員

2 無
R1.6.23 R2.6 3 施設の管理者 2 無 1 理事報酬及び職員給料ともに⽀給 5三代　修 1 理事⻑ 令和1年6⽉23⽇ 1 常勤 令和1年6⽉23⽇ 法人役員　施設⻑

(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 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

10,410,725

2 無
R1.6.23 R2.6 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 2 理事報酬のみ⽀給 5橋本　信夫 3 その他理事 2 非常勤 令和1年6⽉23⽇ その他法人副理事⻑

2 無
R1.6.23 R2.6 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 2 理事報酬のみ⽀給 5松田　美智子 3 その他理事 2 非常勤 令和1年6⽉23⽇ ⼤学教員

2 無
R1.6.23 R2.6 1 社会福祉事業の経営に関する識⾒を有する者 2 無 1 理事報酬及び職員給料ともに⽀給 5⾺場　協一郎 2 業務執⾏理事 1 常勤 令和1年6⽉23⽇ 法人役員

2 無
R1.6.23 R2.6 1 社会福祉事業の経営に関する識⾒を有する者 2 無 1 理事報酬及び職員給料ともに⽀給 5熊⾕　幸江 2 業務執⾏理事 1 常勤 令和1年6⽉23⽇ 法人役員

4 財務管理に識⾒を有する者（公認会計⼠） 6

柴田　雄一 京都⽼人福祉協会 2 無 令和1年6⽉23⽇
R1.6.23 R2.6 3 社会福祉事業に識⾒を有する者（その他） 6

(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

神本　満男 公認会計⼠ 2 無 令和1年6⽉23⽇
R1.6.23 R2.6

2 2 2,507,150

(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。

(1-1)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）

監査法人グラヴィタス 3,400,000 2 無 監査法人グラヴィタス 3,400,000

20 5 7

471 17 378
8.5 191.5
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社会福祉法人　京都老人福祉協会

現況報告書（令和2年4⽉1⽇現在） 別紙１

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

(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

令和2年3⽉19⽇ 12 0 0 定款変更について、基本財産担保承認及び抵当権設定について

令和2年1⽉11⽇ 9 6 2 特になし

令和1年6⽉23⽇ 13 6 2 2018年度決算について、事業報告について、社会福祉充実計画について、新役員選任について、会計監査人選任について、定款変更について、給与規程変更につ
いて、評議員会の⽇時等並びに議案について

(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

令和1年6⽉1⽇ 6 2 2018年度決算について、2018年度事業報告について、社会福祉充実計画について、新役員選任について、会計監査人選任について、定款変更について、給与規程変更につ
いて、評議員会の⽇時等並びに議案について

令和1年6⽉23⽇ 6 2 理事⻑選出について、業務執⾏理事選出について

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2年3⽉7⽇ 6 2 2019年度補正予算について、2020年度事業計画について、2020年度予算について、⼟地取得について、定款変更について、基本財産担保承認について、規程変更につい
て、評議員会の⽇時並びに議案について

令和1年9⽉7⽇ 6 2 就業規則変更について

令和1年11⽉30⽇ 6 2 経理規程変更について、評議員会の⽇時議案等について

0

神本　満男
柴田　雄一

無し

無し

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

002 養護⽼人
ホーム

01030101 養護⽼人ホーム 養護⽼人ホーム京都⽼人ホーム
京都府 京都市伏⾒区 深草⼤⻲⾕東古御⾹町59番地60番地 3 ⾃⼰所有

イ⼤規模修繕

昭和32年6⽉11⽇ 0 0
ア建設費 0001 法人本部

00000001 本部経理区分 法人本部
京都府 京都市伏⾒区 深草⼤⻲⾕東古御⾹町59番地60番地 3 ⾃⼰所有 3 ⾃⼰所有

昭和32年6⽉11⽇ 161 57,024
ア建設費 昭和54年8⽉1⽇ 1,485,055,813 1,100,702,000 0 2,585,757,813 5,843.390003 京都⽼人

ホーム

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京都⽼人ホーム
京都府 京都市伏⾒区 深草⼤⻲⾕東古御⾹町59番地60番地 3 ⾃⼰所有 3 ⾃⼰所有

1,503.280
イ⼤規模修繕 平成12年6⽉30⽇ 平成14年1⽉1⽇ 平成20年2⽉25⽇ 平成26年9⽉19⽇ 平成27年12⽉29⽇ 84,824,271

3 ⾃⼰所有 昭和32年6⽉11⽇ 80 27,784
ア建設費 昭和55年3⽉1⽇ 260,188,901 195,000,000 0 455,188,901
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社会福祉法人　京都老人福祉協会

現況報告書（令和2年4⽉1⽇現在） 別紙１

イ⼤規模修繕

3 ⾃⼰所有 平成12年4⽉1⽇ 14 3,090
ア建設費 0003 京都⽼人

ホーム

02120401 ⽼人短期⼊所事業（短期⼊所⽣活介護） 京都⽼人ホームショートステイ
京都府 京都市伏⾒区 深草⼤⻲⾕東古御⾹町59番地60番地 3 ⾃⼰所有

イ⼤規模修繕

004 京都⽼人
ホーム在宅

02120101 ⽼人居宅介護等事業（訪問介護） あんしんサポート伏⾒
京都府 京都市伏⾒区 深草⼤⻲⾕東古御⾹町59番地60番地 3 ⾃⼰所有

イ⼤規模修繕

平成12年4⽉1⽇ 0 0
ア建設費 0 443.310004 京都⽼人

ホーム在宅

02120202 ⽼人デイサービスセンター（通所介護） 京都⽼人ホームデイサービスセンター
京都府 京都市伏⾒区 深草⼤⻲⾕東古御⾹町59番地60番地 3 ⾃⼰所有 3 ⾃⼰所有

平成12年4⽉1⽇ 0 1,798
ア建設費 0032 墨染まちとく

らしセンター

06260301 （公益）居宅介護⽀援事業 墨染まちとくらしセンター居宅介護⽀援事業所
京都府 京都市伏⾒区 深草石橋町１８番地の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12年4⽉1⽇ 0 1,268
ア建設費 0

イ⼤規模修繕

3 ⾃⼰所有 平成8年4⽉1⽇ 0 135,480
ア建設費 0004 京都⽼人

ホーム在宅

06330101 （公益）独⾃定義の公益事業 京都⽼人ホーム訪問給⾷
京都府 京都市伏⾒区 深草⼤⻲⾕東古御⾹町59番地60番地 3 ⾃⼰所有

イ⼤規模修繕

イ⼤規模修繕

3 ⾃⼰所有 平成12年4⽉1⽇ 0 96
ア建設費 0004 京都⽼人

ホーム在宅

06260102 （公益）居宅サービス事業（訪問⼊浴介護） 京都⽼人ホーム
京都府 京都市伏⾒区 深草⼤⻲⾕東古御⾹町59番地60番地 3 ⾃⼰所有

イ⼤規模修繕

平成10年12⽉1⽇ 0 7,286
ア建設費 0004 京都⽼人

ホーム在宅

02120103 ⽼人居宅介護等事業（夜間対応型訪問介護） あんしんサポート伏⾒
京都府 京都市伏⾒区 深草⼤⻲⾕東古御⾹町59番地60番地 3 ⾃⼰所有 3 ⾃⼰所有

005 春⽇丘セン
ター

02120402 ⽼人短期⼊所施設（短期⼊所⽣活介護） 春⽇丘センターショートステイ
京都府 京都市伏⾒区 醍醐⾠⺒町12番地の1 1 ⾏政からの賃借等

イ⼤規模修繕

平成25年1⽉1⽇ 0 397
ア建設費 0004 京都⽼人

ホーム在宅

02120102 ⽼人居宅介護等事業（定期・随時訪問介護） あんしんサポート伏⾒
京都府 京都市伏⾒区 深草⼤⻲⾕東古御⾹町59番地60番地 3 ⾃⼰所有 3 ⾃⼰所有

平成12年4⽉1⽇ 30 6,414
ア建設費 0005 春⽇丘セン

ター

02120202 ⽼人デイサービスセンター（通所介護） 京都市春⽇丘デイサービスセンター
京都府 京都市伏⾒区 醍醐⾠⺒町12番地の1 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12年4⽉1⽇ 30 8,601
ア建設費 0

イ⼤規模修繕

1 ⾏政からの賃借等 平成12年4⽉1⽇ 0 1,741
ア建設費 0005 春⽇丘セン

ター

06260301 （公益）居宅介護⽀援事業 春⽇丘居宅介護⽀援センター
京都府 京都市伏⾒区 醍醐⾠⺒町12番地の1 1 ⾏政からの賃借等

イ⼤規模修繕

006 東高瀬川セ
ンター

02120202 ⽼人デイサービスセンター（通所介護） 京都市東高瀬川デイサービスセンター
京都府 京都市伏⾒区 北端町44番地の7 1 ⾏政からの賃借等

イ⼤規模修繕

平成12年4⽉1⽇ 30 7,671
ア建設費 0006 東高瀬川セ

ンター

02120402 ⽼人短期⼊所施設（短期⼊所⽣活介護） 京都市東高瀬川センターショートステイ
京都府 京都市伏⾒区 北端町44番地の7 1 ⾏政からの賃借等 1 ⾏政からの賃借等

平成12年4⽉1⽇ 0 1,294
ア建設費 0006 東高瀬川セ

ンター

06260301 （公益）居宅介護⽀援事業 東高瀬川居宅介護⽀援センター
京都府 京都市伏⾒区 北端町44番地の7 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12年4⽉1⽇ 35 5,766
ア建設費 0

390.080
イ⼤規模修繕 平成13年8⽉10⽇

3 ⾃⼰所有 平成13年5⽉1⽇ 28 6,784
ア建設費 平成13年2⽉1⽇ 0007 深草セン

ターほっこり

02120202 ⽼人デイサービスセンター（通所介護） 深草センターほっこり
京都府 京都市伏⾒区 深草⻄浦町5丁目14番地の1 3 ⾃⼰所有

イ⼤規模修繕

007 深草セン
ターほっこり

06260301 （公益）居宅介護⽀援事業 ケアプランセンターはなみずき
京都府 京都市伏⾒区 深草⻄浦町5丁目15番地 3 ⾃⼰所有

イ⼤規模修繕

平成13年5⽉1⽇ 0 483
ア建設費 0007 深草セン

ターほっこり

06260301 （公益）居宅介護⽀援事業 深草センターほっこり
京都府 京都市伏⾒区 深草⻄浦町5丁目14番地の1 3 ⾃⼰所有 3 ⾃⼰所有

平成19年4⽉1⽇ 0 10,592
ア建設費 0007 深草セン

ターほっこり

02120101 ⽼人居宅介護等事業（訪問介護） 深草センター
京都府 京都市伏⾒区 深草⻄浦町5丁目15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5⽉1⽇ 0 3,396
ア建設費 0

イ⼤規模修繕

3 ⾃⼰所有 平成23年2⽉1⽇ 0 2,966
ア建設費 0007 深草セン

ターほっこり

02130101 障害福祉サービス事業（居宅介護） 深草センター
京都府 京都市伏⾒区 深草⻄浦町5丁目15番地 3 ⾃⼰所有

イ⼤規模修繕

008 醍醐の家
ほっこり

02120204 ⽼人デイサービスセンター（地域密着型通所介護） デイサービスセンター醍醐の家ほっこり
京都府 京都市伏⾒区 醍醐南⾥町30番地の1 2 ⺠間からの賃借等

イ⼤規模修繕

平成14年6⽉1⽇ 18 6,380
ア建設費 0008 醍醐の家

ほっこり

02120601 認知症対応型⽼人共同⽣活援助事業 グループホーム醍醐の家ほっこり
京都府 京都市伏⾒区 醍醐南⾥町30番地の1 2 ⺠間からの賃借等 2 ⺠間からの賃借等

平成14年6⽉1⽇ 0 1,741
ア建設費 0008 醍醐の家

ほっこり

06260301 （公益）居宅介護⽀援事業 ケアプランセンター醍醐の家ほっこり
京都府 京都市伏⾒区 醍醐南⾥町30番地の1 2 ⺠間からの賃借等 2 ⺠間からの賃借等

イ⼤規模修繕

2 ⺠間からの賃借等 平成14年6⽉1⽇ 18 3,482
ア建設費 0

イ⼤規模修繕

2 ⺠間からの賃借等 平成19年4⽉1⽇ 29 311
ア建設費 0008 醍醐の家

ほっこり

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醍醐の家ほっこり
京都府 京都市伏⾒区 醍醐南⾥町30番地の1 2 ⺠間からの賃借等

イ⼤規模修繕

009 板橋の町家
ほっこり

02120302 ⽼人デイサービスセンター（認知症対応型） 板橋の町家ほっこり
京都府 京都市伏⾒区 ⼟橋町334番地1 2 ⺠間からの賃借等

イ⼤規模修繕

平成18年6⽉1⽇ 29 210
ア建設費 平成18年9⽉6⽇ 10,000,000 18,884,686 28,884,686009 板橋の町家

ほっこり

02120501 小規模多機能型居宅介護事業 板橋の町家ほっこり
京都府 京都市伏⾒区 ⼟橋町334番地1 2 ⺠間からの賃借等 2 ⺠間からの賃借等

平成24年11⽉21⽇ 22 242
ア建設費 平成25年10⽉31⽇ 29,409,500 19,005,000 160,000,000 208,414,500 838.770009 板橋の町家

ほっこり

06321101 （公益）有料⽼人ホームを経営する事業 さくらハウス板橋
京都府 京都市伏⾒区 ⼟橋町334番地1 2 ⺠間からの賃借等 3 ⾃⼰所有

イ⼤規模修繕

2 ⺠間からの賃借等 平成20年3⽉1⽇ 12 1,984
ア建設費 0

稲荷の家
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稲荷の家ほっこり
イ⼤規模修繕
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341.580
イ⼤規模修繕

3 ⾃⼰所有 平成19年5⽉21⽇ 29 269
ア建設費 平成19年7⽉5⽇ 15,000,000 86,849,086 101,849,086010 稲荷の家

ほっこり
京都府 京都市伏⾒区 深草稲荷鳥居前町17番地の4 3 ⾃⼰所有

011 おぐりすセン
ター

02120101 ⽼人居宅介護等事業（訪問介護） おぐりすセンター
京都府 京都市伏⾒区 小栗栖南後藤町84-2　ヴァンベール⻄井　北号室 2 ⺠間からの賃借等

イ⼤規模修繕

平成20年3⽉1⽇ 0 0
ア建設費 0010 稲荷の家

ほっこり

02090801 地域子育て⽀援拠点事業 つどいの広場稲荷の家ほっこり
京都府 京都市伏⾒区 深草稲荷鳥居前町17番地の4 3 ⾃⼰所有 3 ⾃⼰所有

平成23年2⽉1⽇ 0 1,764
ア建設費 0011 おぐりすセン

ター

02130101 障害福祉サービス事業（居宅介護） おぐりすセンター
京都府 京都市伏⾒区 小栗栖南後藤町84-2　ヴァンベール⻄井　北号室 2 ⺠間からの賃借等 2 ⺠間からの賃借等

イ⼤規模修繕

2 ⺠間からの賃借等 平成19年4⽉1⽇ 0 7,338
ア建設費 0

イ⼤規模修繕

1 ⾏政からの賃借等 平成18年4⽉1⽇ 0 0
ア建設費 0012

東高瀬川地
域包括⽀援
センター

06280002 （公益）地域包括⽀援センター 京都市東高瀬川地域包括⽀援センター指定介護予防⽀援事業所(地域包括)
京都府 京都市伏⾒区 北端町44番地の7 1 ⾏政からの賃借等

イ⼤規模修繕

014

深草・醍醐
地域介護予
防推進セン
ター

06330101 （公益）独⾃定義の公益事業 京都市深草・醍醐地域介護予防推進センター
京都府 京都市伏⾒区 深草直違橋2丁目452-3　コーポクロサワ20-A 3 ⾃⼰所有

イ⼤規模修繕

平成18年4⽉1⽇ 0 0
ア建設費 0013

深草・北部
地域包括⽀
援センター

06280002 （公益）地域包括⽀援センター 京都市深草・北部地域包括⽀援センター指定介護予防⽀援事業所(地域包括)
京都府 京都市伏⾒区 京都市伏⾒区深草一ノ坪町40-6 2 ⺠間からの賃借等 2 ⺠間からの賃借等

平成21年5⽉1⽇ 18 6,105
ア建設費 平成21年3⽉31⽇ 60,000,000 161,036,580 221,036,580 1,100.080015 小栗栖の家

ほっこり

01030201 特別養護⽼人ホーム（地域密着型） 小栗栖の家ほっこり
京都府 京都市伏⾒区 小栗栖⽜ヶ淵町30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18年6⽉1⽇ 0 0
ア建設費 0

イ⼤規模修繕

3 ⾃⼰所有 平成21年5⽉1⽇ 29 308
ア建設費 平成21年3⽉31⽇ 15,000,000 178,167,927 193,167,927015 小栗栖の家

ほっこり

02120501 小規模多機能型居宅介護事業 小栗栖の家ほっこり
京都府 京都市伏⾒区 小栗栖⽜ヶ淵町30番地 3 ⾃⼰所有

イ⼤規模修繕

015 小栗栖の家
ほっこり

06321101 （公益）有料⽼人ホームを経営する事業 さくらハウス小栗栖
京都府 京都市伏⾒区 小栗栖⽜ヶ淵町30番地 3 ⾃⼰所有

イ⼤規模修繕

平成12年4⽉1⽇ 0 0
ア建設費 平成21年3⽉31⽇ 0015 小栗栖の家

ほっこり

06260301 （公益）居宅介護⽀援事業 ケアプランセンターおぐりす
京都府 京都市伏⾒区 小栗栖⽜ヶ淵町30番地 3 ⾃⼰所有 3 ⾃⼰所有

平成21年4⽉1⽇ 0 0
ア建設費 0016

深草・中部
地域包括⽀
援センター

06280002 （公益）地域包括⽀援センター 京都市深草・中部地域包括⽀援センター指定介護予防⽀援事業所(地域包括)
京都府 京都市伏⾒区 深草⻄浦町五丁目15番地 3 ⾃⼰所有 3 ⾃⼰所有

389.550
イ⼤規模修繕

3 ⾃⼰所有 平成21年5⽉1⽇ 14 169
ア建設費 157,892,337 157,892,337

796.150
イ⼤規模修繕

3 ⾃⼰所有 昭和28年10⽉1⽇ 170 41,595
ア建設費 平成21年10⽉30⽇ 8,654,435 116,000,000 124,654,435017 うづらこども

園

02101801 幼保連携型認定こども園 うづらこども園
京都府 京都市伏⾒区 深草直違橋2丁目452-4 3 ⾃⼰所有

イ⼤規模修繕

032 墨染まちとく
らしセンター

02090801 地域子育て⽀援拠点事業 墨染つどいの広場ほっこり
京都府 京都市伏⾒区 深草石橋町18番地の1 2 ⺠間からの賃借等

イ⼤規模修繕

平成22年4⽉1⽇ 0 4,865
ア建設費 0017 うづらこども

園

02090901 一時預かり事業 うづらこども園
京都府 京都市伏⾒区 深草直違橋2丁目452-4 3 ⾃⼰所有 3 ⾃⼰所有

平成25年4⽉22⽇ 10 2,823
ア建設費 0019 療育セン

ターなないろ

02090101 障害児通所⽀援事業（児童発達⽀援） 京都市児童療育センター「なないろ」
京都府 京都市伏⾒区 深草⻄浦町六丁目65番地 1 ⾏政からの賃借等 1 ⾏政からの賃借等

イ⼤規模修繕

3 ⾃⼰所有 令和1年6⽉1⽇ 0 0
ア建設費 0

400.050
イ⼤規模修繕

3 ⾃⼰所有 平成26年3⽉1⽇ 36 5,796
ア建設費 平成25年5⽉3⽇ 28,042,040 4,519,000 130,200,000 162,761,040020 藤森セン

ターほっこり

02120202 ⽼人デイサービスセンター（通所介護） 藤森センターほっこりデイサービスセンター
京都府 京都市伏⾒区 深草直違橋片町532番地8,9 3 ⾃⼰所有

イ⼤規模修繕

022 ワークパート
ナーYUI

02130112 障害福祉サービス事業（就労継続⽀援Ａ型） ワークパートナーYUI
京都府 京都市伏⾒区 深草⼤⻲⾕東古御⾹町59番地60番地 3 ⾃⼰所有

イ⼤規模修繕

平成26年3⽉31⽇ 10 2,740
ア建設費 0021 にじっこひろ

ば

02090103 障害児通所⽀援事業（放課後デイサービス） にじっこひろば
京都府 京都市伏⾒区 深草直違橋片町532番地8,9 3 ⾃⼰所有 3 ⾃⼰所有

平成27年4⽉1⽇ 0 0
ア建設費 0023

深草・南部
地域包括⽀
援センター

06280002 （公益）地域包括⽀援センター 京都市深草・南部地域包括⽀援センター指定介護予防⽀援事業所(地域包括)
京都府 京都市伏⾒区 深草⼤⻲⾕東古御⾹町59番地60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5⽉1⽇ 20 4,626
ア建設費 0

485.520
イ⼤規模修繕

3 ⾃⼰所有 平成28年12⽉1⽇ 15 4,532
ア建設費 平成27年5⽉29⽇ 121,620,075 121,620,075024 伏⾒セン

ター

02120202 ⽼人デイサービスセンター（通所介護） デイサービスセンターつどいば
京都府 京都市伏⾒区 撞木町1155番地の1 3 ⾃⼰所有

イ⼤規模修繕

024 伏⾒セン
ター

02120101 ⽼人居宅介護等事業（訪問介護） 伏⾒センター
京都府 京都市伏⾒区 撞木町1155番地の1 3 ⾃⼰所有

イ⼤規模修繕

平成28年12⽉1⽇ 0 0
ア建設費 0024 伏⾒セン

ター

06260301 （公益）居宅介護⽀援事業 ケアプランセンターつどいば
京都府 京都市伏⾒区 撞木町1155番地の1 3 ⾃⼰所有 3 ⾃⼰所有

平成23年2⽉1⽇ 0 0
ア建設費 0024 伏⾒セン

ター

02130101 障害福祉サービス事業（居宅介護） 伏⾒センター
京都府 京都市伏⾒区 撞木町1155番地の1 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4⽉1⽇ 0 6,336
ア建設費 0

イ⼤規模修繕

3 ⾃⼰所有 平成28年11⽉1⽇ 10 3,201
ア建設費 0025 第二にじっこ

02090103 障害児通所⽀援事業（放課後デイサービス） 第二にじっこひろば
京都府 京都市伏⾒区 撞木町1155番地の1 3 ⾃⼰所有

イ⼤規模修繕

012
東高瀬川地
域包括⽀援
センター

06260401 （公益）介護予防⽀援事業 京都市東高瀬川地域包括⽀援センター指定介護予防⽀援事業所(介護保険)
京都府 京都市伏⾒区 北端町44番地の7 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 0026

京都市南部
障害者地域
⽣活⽀援セ
ンターふかく

02130303 計画相談⽀援 京都市南部障害者地域⽣活⽀援センターふかくさ
京都府 京都市伏⾒区 撞木町1155番地の1 3 ⾃⼰所有 3 ⾃⼰所有

1 ⾏政からの賃借等 平成18年4⽉1⽇ 0 2,322
ア建設費 0
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センター

平成18年4⽉1⽇ 0 2,968
ア建設費 0013

深草・北部
地域包括⽀
援センター

06260401 （公益）介護予防⽀援事業 京都市深草・北部地域包括⽀援センター指定介護予防⽀援事業所(介護保険)
京都府 京都市伏⾒区 京都市伏⾒区深草一ノ坪町40-6 2 ⺠間からの賃借等 2 ⺠間からの賃借等

イ⼤規模修繕

イ⼤規模修繕

3 ⾃⼰所有 平成21年4⽉1⽇ 0 3,357
ア建設費 0016

深草・中部
地域包括⽀
援センター

06260401 （公益）介護予防⽀援事業 京都市深草・中部地域包括⽀援センター指定介護予防⽀援事業所(介護保険)
京都府 京都市伏⾒区 深草⻄浦町五丁目15番地 3 ⾃⼰所有

イ⼤規模修繕

022 ワークパート
ナーYUI

02130113 障害福祉サービス事業（就労継続⽀援Ｂ型） ワークパートナーYUI
京都府 京都市伏⾒区 深草⼤⻲⾕東古御⾹町59番地60番地 3 ⾃⼰所有

イ⼤規模修繕

平成27年4⽉1⽇ 0 3,855
ア建設費 0023

深草・南部
地域包括⽀
援センター

06260401 （公益）介護予防⽀援事業 京都市深草・南部地域包括⽀援センター指定介護予防⽀援事業所(介護保険)
京都府 京都市伏⾒区 深草⼤⻲⾕東古御⾹町59番地60番地 3 ⾃⼰所有 3 ⾃⼰所有

平成29年4⽉1⽇ 10 361
ア建設費 平成21年3⽉31⽇ 0015 小栗栖の家

ほっこり

02120202 ⽼人デイサービスセンター（通所介護） 春⽇丘つどいば健康教室
京都府 京都市伏⾒区 伏⾒区小栗栖⽜ヶ淵町30 3 ⾃⼰所有 3 ⾃⼰所有

イ⼤規模修繕

3 ⾃⼰所有 平成29年3⽉1⽇ 10 2,329
ア建設費 0

イ⼤規模修繕

2 ⺠間からの賃借等 平成30年7⽉1⽇ 18 57
ア建設費 0008 醍醐の家

ほっこり

02120501 小規模多機能型居宅介護事業 小規模多機能型居宅⽀援事業所 醍醐の家ほっこりはなれ
京都府 京都市伏⾒区 醍醐南⾥町30番地の11 2 ⺠間からの賃借等

イ⼤規模修繕

030 さくらハウス
七瀬川

02120101 ⽼人居宅介護等事業（訪問介護） さくらハウス七瀬川
京都府 京都市伏⾒区 深草小久保町261番地 2 ⺠間からの賃借等

イ⼤規模修繕

平成30年7⽉1⽇ 26 204
ア建設費 0008 醍醐の家

ほっこり

06321101 （公益）有料⽼人ホームを経営する事業 さくらハウス醍醐
京都府 京都市伏⾒区 醍醐南⾥町30番地の11 2 ⺠間からの賃借等 2 ⺠間からの賃借等

平成30年4⽉20⽇ 18 4,732
ア建設費 0030 さくらハウス

七瀬川

02120204 ⽼人デイサービスセンター（地域密着型通所介護） さくらハウス七瀬川
京都府 京都市伏⾒区 深草小久保町261番地 2 ⺠間からの賃借等 2 ⺠間からの賃借等

イ⼤規模修繕

2 ⺠間からの賃借等 平成30年4⽉20⽇ 0 2,207
ア建設費 0

イ⼤規模修繕

2 ⺠間からの賃借等 平成30年4⽉20⽇ 0 730
ア建設費 0030 さくらハウス

七瀬川

02120102 ⽼人居宅介護等事業（定期・随時訪問介護） さくらハウス七瀬川
京都府 京都市伏⾒区 深草小久保町261番地 2 ⺠間からの賃借等

イ⼤規模修繕

031 鷹匠の家
ほっこり

01030201 特別養護⽼人ホーム（地域密着型） 鷹匠の家ほっこり
京都府 京都市伏⾒区 鷹匠町13番1 2 ⺠間からの賃借等

イ⼤規模修繕

平成30年4⽉6⽇ 32 394
ア建設費 0030 さくらハウス

七瀬川

06321101 （公益）有料⽼人ホームを経営する事業 さくらハウス七瀬川
京都府 京都市伏⾒区 深草小久保町261番地 2 ⺠間からの賃借等 2 ⺠間からの賃借等

平成31年2⽉1⽇ 0 285
ア建設費 0031 鷹匠の家

ほっこり

06260301 （公益）居宅介護⽀援事業 鷹匠の家ほっこり
京都府 京都市伏⾒区 鷹匠町13番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31年2⽉1⽇ 22 6,901
ア建設費 0

イ⼤規模修繕

3 ⾃⼰所有 平成31年2⽉1⽇ 29 38
ア建設費 0031 鷹匠の家

ほっこり

02120501 小規模多機能型居宅介護事業 鷹匠の家ほっこり
京都府 京都市伏⾒区 鷹匠町13番1 2 ⺠間からの賃借等

イ⼤規模修繕

007 深草セン
ターほっこり

02120302 ⽼人デイサービスセンター（認知症対応型） 深草センターほっこり
京都府 京都市伏⾒区 深草⻄浦町5丁目15番地 3 ⾃⼰所有

イ⼤規模修繕

令和1年6⽉1⽇ 29 85
ア建設費 令和1年5⽉8⽇ 0 118,489,000 290,000,000 408,489,000 927.330032 墨染まちとく

らしセンター

02120701 複合型サービス福祉事業（複合型サービス） 墨染の家ほっこり
京都府 京都市伏⾒区 深草石橋町１８番地の１ 1 ⾏政からの賃借等 3 ⾃⼰所有

平成19年4⽉1⽇ 12 2,219
ア建設費 0008 醍醐の家

ほっこり

02120302 ⽼人デイサービスセンター（認知症対応型） デイサービスセンター醍醐の家ほっこり
京都府 京都市伏⾒区 醍醐南⾥町30番地の1 2 ⺠間からの賃借等 2 ⺠間からの賃借等

イ⼤規模修繕

3 ⾃⼰所有 平成13年5⽉1⽇ 12 2,178
ア建設費 0

イ⼤規模修繕

3 ⾃⼰所有 平成30年4⽉5⽇ 0 880
ア建設費032 墨染まちとく

らしセンター

06260103 （公益）居宅サービス事業（訪問看護） 墨染の家ほっこり
京都府 京都市伏⾒区 深草石橋町１８番地の１ 1 ⾏政からの賃借等

イ⼤規模修繕

011 おぐりすセン
ター

02130104 障害福祉サービス事業（⾏動援護） おぐりすセンター
京都府 京都市伏⾒区 小栗栖南後藤町84-2　ヴァンベール⻄井　北号室 2 ⺠間からの賃借等

イ⼤規模修繕

平成23年2⽉1⽇ 0 11
ア建設費 0007 深草セン

ターほっこり

02130104 障害福祉サービス事業（⾏動援護） 深草センター
京都府 京都市伏⾒区 深草⻄浦町5丁目15番地 3 ⾃⼰所有 3 ⾃⼰所有

平成23年2⽉1⽇ 0 86
ア建設費 0024 伏⾒セン

ター

02130104 障害福祉サービス事業（⾏動援護） 伏⾒センター
京都府 京都市伏⾒区 撞木町1155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23年2⽉1⽇ 0 46
ア建設費 0

イ⼤規模修繕

3 ⾃⼰所有 平成24年4⽉1⽇ 0 57
ア建設費 0024 伏⾒セン

ター

02130103 障害福祉サービス事業（同⾏援護） 伏⾒センター
京都府 京都市伏⾒区 撞木町1155番地1 3 ⾃⼰所有

イ⼤規模修繕

011 おぐりすセン
ター

02130403 移動⽀援事業 おぐりすセンター
京都府 京都市伏⾒区 小栗栖南後藤町84-2　ヴァンベール⻄井　北号室 2 ⺠間からの賃借等

イ⼤規模修繕

平成23年2⽉15⽇ 0 524
ア建設費 0007 深草セン

ターほっこり

02130403 移動⽀援事業 深草センター
京都府 京都市伏⾒区 深草⻄浦町5丁目15番地 3 ⾃⼰所有 3 ⾃⼰所有

平成23年2⽉15⽇ 0 961
ア建設費 0024 伏⾒セン

ター

02130403 移動⽀援事業 伏⾒センター
京都府 京都市伏⾒区 撞木町1155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23年2⽉15⽇ 0 260
ア建設費 0

イ⼤規模修繕

3 ⾃⼰所有 平成29年4⽉1⽇ 10 498
ア建設費 0032 墨染まちとく

らしセンター

02120202 ⽼人デイサービスセンター（通所介護） 墨染つどいば健康教室
京都府 京都市伏⾒区 深草石橋町18-1 1 ⾏政からの賃借等

イ⼤規模修繕

墨染まちとく
06330101 （公益）独⾃定義の公益事業 墨染まちとこども保育園(企業主導型保育)
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社会福祉法人　京都老人福祉協会

現況報告書（令和2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）

イ⼤規模修繕

令和2年6⽉1⽇ 30 2,784
ア建設費 0032 墨染まちとく

らしセンター
京都府 京都市伏⾒区 深草石橋町18-1 1 ⾏政からの賃借等 3 ⾃⼰所有

（イ）修繕費合計額（円）

027 診療所

03280006 診療所 京都⽼人ホーム診療所
京都府 京都市伏⾒区 深草⼤⻲⾕東古御⾹町59番地60番地 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11年12⽉1⽇ 0 0
ア建設費 0028

ホームヘル
パー養成事
業

03320901 社会福祉の増進に資する人材育成・確保事業 ホームヘルパー養成事業
京都府 京都市伏⾒区 深草⼤⻲⾕東古御⾹町59番地60番地 3 ⾃⼰所有 3 ⾃⼰所有

イ⼤規模修繕

3 ⾃⼰所有 昭和33年11⽉25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

999.920
イ⼤規模修繕

3 ⾃⼰所有 平成28年10⽉3⽇ 0 0
ア建設費 平成28年10⽉3⽇ 8,835,332 100,000,000 108,835,332

（イ）修繕費合計額（円）

029 コーポクロサ
ワ

05340101 収益事業 コーポクロサワ
京都府 京都市伏⾒区 深草直違橋２丁目４５２３ 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）

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）

住まい⽣活⽀援事業 伏⾒区全域

住み替えのご相談とご提案、また住み替え後の定期的な⾒守り⽀援を⾏っている。

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）

異年齢交流と共⽣ 伏⾒区全域

地域交流の場として、施設の開放。地域のこども⾷堂へ場所の提供、職員参加による協⼒等も⾏っている。

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⑧（地域の関係者との
ネットワークづくり）

地域買い物⽀援への⾞両提供 伏⾒区深草

藤城小学校区域で⾏われている交通弱者への買い物⽀援にあたり⾞両の無償貸し出しをしている。

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）

認知症サポーター養成及び児童への理解⽀援 伏⾒区全域

地域の学校や集会所で認知症サポーター養成講座を実施。地域全体で高齢者を⽀えるための啓蒙活動等。

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）

地域交流・活動スペースの開放(予約制) 伏⾒区、伏⾒区深草

伏⾒エリアと深草エリアに地域交流・活動スペースを開放し、地域福祉の促進を目標に常時予約を承っている。

地域における公益的な取
組⑨（その他）

ユニバーサル就労⽀援 伏⾒区全域

⼼⾝の障害者だけでなく、社会的な理由により働くことが難しい⽅を対象とした就労⽀援を⾏っている。

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）

マルシェ開催や地域で⾏われる夏祭りに参加 伏⾒区深草

マルシェは年3回の実施また地域の学校で⾏われる夏祭りに参加し地域の⽅々と繋がる機会をもっている。

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）

地域サロンの活動及び⽀援 伏⾒区全域

各拠点での地域サロン活動。高齢者や認知症の⽅以外にも地域住⺠や福祉に携わる⽅の集う場を提供。

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）

災害時における緊急避難受け⼊れ等 伏⾒区深草

地域との防災協定を結び、災害時の緊急避難受け⼊れ体制を整備、また防災訓練を実施。

0

0
0
0
0
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社会福祉法人　京都老人福祉協会

現況報告書（令和2年4⽉1⽇現在） 別紙１

（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

0

おぐりすセンター 平成27年度
京都⽼人ホーム 平成28年度
小栗栖の家ほっこり 平成28年度

うづらこども園 平成27年度
春⽇丘センター 平成27年度
東高瀬川センター 平成27年度

伏⾒センター 平成26年度
深草センター 平成26年度
ケアプランセンターはなみずき 平成26年度

1 有

2,569,667,616
60,785,692
68,934,100

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

春⽇丘センター 平成31年度

おぐりすセンター 平成31年度
深草センター 平成31年度
小栗栖の家ほっこり 平成31年度

京都⽼人ホーム 平成29年度
京都⽼人ホーム 平成31年度
醍醐の家ほっこり 平成31年度

深草センターほっこり 平成28年度
醍醐の家ほっこり 平成28年度
醍醐の家ほっこり 平成29年度

特になし

特になし

2 無
2 無

1 有
2 無
2 無

1 有
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