
社会福祉法人　群馬県社会福祉事業団

現況報告書様式（平成30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（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（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（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

＜議　案＞

平成29年6⽉19⽇ 6 6 1

＜議　案＞
　　　　　議案第　１号　社会福祉法人群馬県社会福祉事業団役員等報酬規程の一部改正について
　　　　　議案第　２号　平成２８年度群馬県社会福祉事業団事業報告及び計算関係書類について
　　　　　議案第　３号　平成２８年度群馬県社会福祉事業団財産目録について
　　　　　議案第　４号　社会福祉法人群馬県社会福祉事業団役員及び会計監査人の選任について

(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

1.5 0.0

318 3 238
1.5 165.1

5 3 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）

東陽監査法人 5,724,000 2 無 ⻄巻忠彦、柄澤徹 5,508,000

5 財務管理に識⾒を有する者（税理⼠） 3

田部井康夫 認知症の人と家族の会　群馬県支部代表 2 無 平成29年6⽉19⽇
H29.6.19 H31.6 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

永田智彦 永田会計事務所所⻑ 2 無 平成29年6⽉19⽇
H29.6.19 H31.6

2 2 165,000

(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

2 無
H29.6.19 H31.6 3 施設の管理者 2 無 3 職員給与のみ支給 6忠地久美子 3 その他理事 1 常勤 平成29年6⽉19⽇ 菱風園園⻑

1 有
H29.6.19 H31.6 3 施設の管理者 2 無 3 職員給与のみ支給 6尾池武 3 その他理事 1 常勤 平成29年6⽉19⽇ 障害者リハビリテーションセンター所⻑

1 有
H29.6.19 H31.6 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 6小川惠子 3 その他理事 2 非常勤 平成29年6⽉19⽇ 県看護協会会⻑

2 無
H29.6.19 H31.6 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鈴⽊利定 3 その他理事 2 非常勤 平成29年6⽉19⽇ 昌賢学園理事⻑

1 有
H29.6.19 H31.6 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片野清明 3 その他理事 2 非常勤 平成29年6⽉19⽇ 県社会福祉協議会会⻑

1 有
H29.6.19 H31.6 1 社会福祉事業の経営に関する識⾒を有する者 2 無 3 職員給与のみ支給 4塚越⽇出夫 1 理事⻑（会⻑等含む。） 平成29年6⽉19⽇ 1 常勤 平成29年6⽉19⽇ 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名以上8名以内 6 143,000 2 特例無

(3-1)理事の⽒名

(3-2)理事の役職 (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

北村幸雄 H29.4.1 H33.6 2 無 2 無 2上⽑新聞社社⻑

太田和雄 H29.4.1 H33.6 2 無 2 無 2NPOｷｬﾘｱ倶楽部理事⻑

井上謙一 H29.4.1 H33.6 2 無 2 無 2県地域密着型ｻｰﾋﾞｽ連絡協議会名誉会⻑

中島穣 H29.4.1 H33.6 2 無 1 有 1県知的障害者福祉協会会⻑

⽣⽅良作 H29.4.1 H33.6 2 無 2 無 2県⾝体障害者福祉団体連合会会⻑

小澤義孝 H29.4.1 H33.6 2 無 1 有 2県⺠⽣委員・児童委員協議会会⻑

中澤丈一 H29.4.1 H33.6 2 無 1 有 1県社会福祉法人経営者協議会会⻑

(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://gswc.or.jp/ (14)法人のﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ soumu@gswc.or.jp
昭和47年6⽉9⽇ 昭和47年6⽉12⽇

7名以上9名以内 7 143,000

社会福祉法人　群馬県社会福祉事業団
群馬県 前橋市 新前橋町13-12
027-255-6270 027-255-6271 2 無

10 群馬県 201 前橋市 10000 7070005000016 04 社会福祉事業団 01 運営中
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社会福祉法人　群馬県社会福祉事業団

現況報告書様式（平成30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

0

永田智彦
田部井康夫

平成30年3⽉19⽇ 6 1

　　　　　議案第　６号　群馬県社会福祉事業団給与規程の一部改正について
　　　　　議案第　７号　群馬県社会福祉事業団経理規程の一部改正について
　　　　　議案第　８号　就労支援事業所めーぷるの運営規程の制定について
　　　　　議案第　９号　平成２９年度群馬県社会福祉事業団収支補正予算（第４次）について
　　　　　議案第１０号　平成３０年度群馬県社会福祉事業団事業計画及び当初予算について
　　　　　議案第１１号　第４６回群馬県社会福祉事業団評議員会の招集について

平成30年3⽉19⽇ 6 1

　　　　　議案第１２号　施設⻑の任免について
＜報　告＞
　　　　　ア　群馬県社会福祉事業団就労支援事業所開設計画の一部変更について
　　　　　イ　平成２９年度群馬県社会福祉事業団収支補正予算（第３次）の報告について
　　　　　ウ　群馬県社会福祉事業団就労支援事業所開設に係る状況報告について
　　　　　エ　指定管理者の決定について

平成29年11⽉6⽇ 5 1

　　　　　議案第　６号　第４５回群馬県社会福祉事業団評議員会の招集について
＜報　告＞
　　　　　ア　理事⻑の職務執⾏状況報告について
　　　　　イ　平成２９年度社会福祉法人等の指導検査等の結果について
　　　　　ウ　菱風園施設整備事業の⼯事請負契約締結の報告について

平成30年3⽉19⽇ 6 1

＜議　案＞
　　　　　議案第　１号　群馬県社会福祉事業団組織及び事務処理規程の一部改正について
  　　　　議案第　２号　基本財産（建物）の譲り受けについて
　　　　　議案第　３号　群馬県社会福祉事業団定款の一部改正について
　　　　　議案第　４号　群馬県社会福祉事業団監事監査規程の制定について
　　　　　議案第　５号　群馬県社会福祉事業団就業規則の一部改正について

平成29年9⽉27⽇ 5 2

　　　　　議案第　４号　平成２９年度⽼人福祉施設等施設整備事業費補助⾦の交付決定に伴う菱風園施設整備に係る指名競争⼊札の実施及び指名業者の選定につい
て
　　　　　議案第　５号　群馬県社会福祉事業団就労支援事業所の開設について
　　　　　議案第　６号　平成２９年度群馬県社会福祉事業団収支補正予算（第１次）について
　　　　　議案第　７号　第４４回群馬県社会福祉事業団評議員会の招集について

平成29年11⽉6⽇ 5 1

＜議　案＞
　　　　　議案第　１号　障がい者支援センターまるべりー運営規程の一部改正について
　　　　　議案第　２号　群馬県社会福祉事業団理事⻑専決規程の一部改正について
　　　　　議案第　３号　群馬県社会福祉事業団経理規程の一部改正について
　　　　　議案第　４号　群馬県社会福祉事業団育児・介護休業規程の一部改正について
　　　　　議案第　５号　平成２９年度群馬県社会福祉事業団収支補正予算（第２次）について

平成29年6⽉19⽇ 6 2
＜議　案＞
　　　　　議案第　１号　社会福祉法人群馬県社会福祉事業団理事⻑の選任について
　　　　　議案第　２号　施設⻑の任免について

平成29年9⽉27⽇ 5 2

＜報　告＞
　　　　　ア　第５期指定管理者指定申請について
＜議　案＞
　　　　　議案第　１号　介護福祉⼠実務者研修実施の⾒合わせについて
　　　　　議案第　２号　特別養護⽼人ホーム⾼風園運営規程の一部改正について
　　　　　議案第　３号　菱風園建物に係る基本財産の処分について

平成29年5⽉29⽇ 5 2

　　　　　議案第　４号　特別養護⽼人ホーム運営規程の一部改正について
　　　　　議案第　５号　県⽴障害者リハビリテーションセンターの運営規程の一部改正について
　　　　　議案第　６号　障がい者支援センターまるべりーの運営規程の一部改正について
　　　　　議案第　７号　介護福祉⼠実務者研修の実施について
　　　　　議案第　８号　平成２８年度群馬県社会福祉事業団事業報告及び計算関係書類について
　　　　　議案第　９号　平成２８年度群馬県社会福祉事業団財産目録について

平成29年5⽉29⽇ 5 2 　　　　　議案第１０号　社会福祉法人群馬県社会福祉事業団役員及び会計監査人の選任案について
　　　　　議案第１１号　評議員会の招集について

平成29年4⽉1⽇ 5 1 ＜議　案＞
　　　　　社会福祉法人群馬県社会福祉事業団理事⻑の選任について

平成29年5⽉29⽇ 5 2

＜報　告＞
　　　　　ア　平成２８年度収支補正予算理事⻑専決について
＜議　案＞
　　　　　議案第　１号　社会福祉法人群馬県社会福祉事業団内部管理体制の基本⽅針の制定について
　　　　　議案第　２号　社会福祉法人群馬県社会福祉事業団役員等報酬規程の一部改正について
　　　　　議案第　３号　社会福祉法人群馬県社会福祉事業団経理規程の一部改正について

2

(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

平成30年3⽉28⽇ 6 3

＜議　案＞
　　　　　議案第　１号　群馬県社会福祉事業団定款の一部改正について
　　　　　議案第　２号　平成２９年度群馬県社会福祉事業団収支補正予算（第４次）について
　　　　　議案第　３号　平成３０年度群馬県社会福祉事業団事業計画及び当初予算について

平成29年11⽉14⽇ 7 ＜議　案＞
　　　　　議案第　１号　平成２９年度群馬県社会福祉事業団収支補正予算（第２次）について

平成29年10⽉10⽇ 7

＜議　案＞
　　　　　議案第　１号　菱風園建物に係る基本財産の処分について
　　　　　議案第　２号　群馬県社会福祉事業団就労支援事業所の開設について
　　　　　議案第　３号　平成２９年度群馬県社会福祉事業団収支補正予算（第１次）について
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社会福祉法人　群馬県社会福祉事業団

現況報告書様式（平成30年4⽉1⽇現在） 別紙１

(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

(2)会計監査人による監査報告書

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18年10⽉1⽇ 0 5,790
ア建設費 0

16,378,800

060
●特別養護
⽼人ホーム
菱風園

02120101 ⽼人居宅介護等事業（訪問介護） 菱風園ヘルパーステーション
群馬県 桐⽣市 浜松町1-3-3 3 自己所有

イ大規模修繕 平成21年8⽉14⽇

平成21年9⽉1⽇ 15 2,985
ア建設費 平成20年9⽉18⽇ 7,240,000 7,240,000 179.270060

●特別養護
⽼人ホーム
菱風園

02120202 ⽼人デイサービスセンター（通所介護） 菱風園デイサービス
群馬県 桐⽣市 浜松町1-3-3 3 自己所有 3 自己所有

イ大規模修繕

3 自己所有 昭和53年8⽉1⽇ 8 1,448
ア建設費 0

32,343,395

060
●特別養護
⽼人ホーム
菱風園

02120401 ⽼人短期⼊所事業（短期⼊所⽣活介護） 菱風園短期⼊所
群馬県 桐⽣市 菱町1-3016-1 1 ⾏政からの賃借等

イ大規模修繕 平成28年7⽉19⽇ 平成28年9⽉13⽇ 平成28年12⽉28⽇ 平成29年3⽉31⽇ 平成30年3⽉8⽇

昭和52年4⽉1⽇ 120 41,794
ア建設費 0 4,117.120060

●特別養護
⽼人ホーム
菱風園

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菱風園
群馬県 桐⽣市 菱町1-3016-1 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4⽉1⽇ 0 1,088
ア建設費 0050

●特別養護
⽼人ホーム
明風園

06260301 （公益）居宅介護支援事業 明風園居宅介護支援
群馬県 前橋市 ⻲泉町1-26 1 ⾏政からの賃借等

イ大規模修繕

平成22年4⽉1⽇ 30 6,497
ア建設費 0050

●特別養護
⽼人ホーム
明風園

02120201 ⽼人デイサービス事業（通所介護） 明風園デイサービス
群馬県 前橋市 ⻲泉町1-26 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4⽉1⽇ 10 2,599
ア建設費 0050

●特別養護
⽼人ホーム
明風園

02120401 ⽼人短期⼊所事業（短期⼊所⽣活介護） 明風園短期⼊所
群馬県 前橋市 ⻲泉町1-26 1 ⾏政からの賃借等

イ大規模修繕

平成22年4⽉1⽇ 80 27,911
ア建設費 0050

●特別養護
⽼人ホーム
明風園

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明風園
群馬県 前橋市 ⻲泉町1-26 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20年11⽉1⽇ 0 941
ア建設費 0040

●特別養護
⽼人ホーム
⾼風園｢そめ
やの⾥｣

06260301 （公益）居宅介護支援事業 そめやの⾥居宅介護支援
群馬県 ⾼崎市 新保町993 3 自己所有

イ大規模修繕

平成20年11⽉1⽇ 18 2,026
ア建設費 0040

●特別養護
⽼人ホーム
⾼風園｢そめ
やの⾥｣

02120203 ⽼人デイサービス事業（地域密着型通所介護） そめやの⾥デイサービス
群馬県 ⾼崎市 新保町993 3 自己所有 3 自己所有

イ大規模修繕

3 自己所有 平成20年11⽉1⽇ 10 2,555
ア建設費 0040

●特別養護
⽼人ホーム
⾼風園｢そめ
やの⾥｣

02120401 ⽼人短期⼊所事業（短期⼊所⽣活介護） そめやの⾥短期⼊所
群馬県 ⾼崎市 新保町993 3 自己所有

イ大規模修繕

平成20年11⽉1⽇ 20 7,139
ア建設費 0040

●特別養護
⽼人ホーム
⾼風園｢そめ
やの⾥｣

01030201 特別養護⽼人ホーム（地域密着型） そめやの⾥（地域密着型）
群馬県 ⾼崎市 新保町993 3 自己所有 3 自己所有

3,558.920
イ大規模修繕

3 自己所有 平成20年11⽉1⽇ 30 10,596
ア建設費 平成20年9⽉11⽇ 197,782,792 135,481,118 394,100,000 727,363,910040

●特別養護
⽼人ホーム
⾼風園｢そめ
やの⾥｣

01030202 特別養護⽼人ホーム（介護福祉サービス） そめやの⾥（従来型）
群馬県 ⾼崎市 新保町993 3 自己所有

イ大規模修繕

平成27年4⽉1⽇ 0 1,280
ア建設費 0030

●特別養護
⽼人ホーム
⾼風園

06330101 （公益）独自定義の公益事業 ⾼齢者あんしんセンター⾼風園
群馬県 ⾼崎市 寺尾町2412 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 0 573
ア建設費 0030

●特別養護
⽼人ホーム
⾼風園

06260301 （公益）居宅介護支援事業 ⾼風園居宅介護支援
群馬県 ⾼崎市 寺尾町2412 1 ⾏政からの賃借等

イ大規模修繕

平成4年4⽉1⽇ 18 3,444
ア建設費 0030

●特別養護
⽼人ホーム
⾼風園

02120203 ⽼人デイサービス事業（地域密着型通所介護） ⾼風園デイサービス
群馬県 ⾼崎市 寺尾町2412 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53年8⽉1⽇ 8 2,646
ア建設費 0

111,411,600

030
●特別養護
⽼人ホーム
⾼風園

02120401 ⽼人短期⼊所事業（短期⼊所⽣活介護） ⾼風園短期⼊所
群馬県 ⾼崎市 寺尾町2412 1 ⾏政からの賃借等

イ大規模修繕 平成21年3⽉27⽇ 平成30年3⽉31⽇

昭和47年8⽉1⽇ 80 25,988
ア建設費 0 4,335.000030

●特別養護
⽼人ホーム
⾼風園

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⾼風園
群馬県 ⾼崎市 寺尾町2412 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23年4⽉1⽇ 0 0
ア建設費 0010 ●本部事務

局

06320901 （公益）社会福祉の増進に資する人材育成・確保事業 研修指導センター
群馬県 前橋市 ⻲泉町1-26 1 ⾏政からの賃借等

イ大規模修繕

昭和47年6⽉12⽇ 0 0
ア建設費 0010 ●本部事務

局

00000001 本部経理区分 本部事務局
群馬県 前橋市 新前橋町13-12 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）

01 無限定適正意⾒

H29監査報告書(会計監査人).pdf

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
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社会福祉法人　群馬県社会福祉事業団

現況報告書様式（平成30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

●ゆうあい 03320401 ⽇常⽣活支障状態の軽減・悪化防止事業 ●ゆうあいピック記念温⽔プール
イ大規模修繕

平成3年7⽉21⽇ 0 93,643
ア建設費 0140

●ふれあい
スポーツプラ
ザ

03320401 ⽇常⽣活支障状態の軽減・悪化防止事業 ●ふれあいスポーツプラザ
群馬県 伊勢崎市 伊勢崎市下触町238-3 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51年11⽉1⽇ 0 0
ア建設費 0

（イ）修繕費合計額（円）

130
●リハビリセ
ンター附属
診療所

03321401 その他所轄庁が認めた事業 ●リハビリセンター附属診療所
群馬県 伊勢崎市 波志江町3030-1 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10年2⽉1⽇ 0 0
ア建設費 0120

●コミュニ
ケーションプ
ラザ

02140801 視聴覚障害者情報提供施設 ●コミュニケーションプラザ
群馬県 前橋市 新前橋町13-12 1 ⾏政からの賃借等

イ大規模修繕

昭和62年4⽉1⽇ 0 0
ア建設費 0110 ●義肢製作

所

02140601 補装具製作施設 ●義肢製作所
群馬県 前橋市 新前橋町13-12 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48年9⽉1⽇ 0 0
ア建設費 0100 ●点字図書

館

02140801 視聴覚障害者情報提供施設 ●点字図書館
群馬県 前橋市 新前橋町13-12 1 ⾏政からの賃借等

イ大規模修繕

平成26年7⽉1⽇ 0 201
ア建設費 0090

●館林市障
がい者総合
支援セン
ター

02130303 計画相談支援 相談支援（館林市）
群馬県 館林市 成島町1565 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7⽉1⽇ 10 1,832
ア建設費 0090

●館林市障
がい者総合
支援セン
ター

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
群馬県 館林市 成島町1565 1 ⾏政からの賃借等

イ大規模修繕

平成26年4⽉1⽇ 10 2,073
ア建設費 0090

●館林市障
がい者総合
支援セン
ター

02090101 障害児通所支援事業（児童発達支援） 児童発達支援
群馬県 館林市 成島町1565 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4⽉1⽇ 20 2,643
ア建設費 0090

●館林市障
がい者総合
支援セン
ター

02130501 地域活動支援センター 地域活動支援センター
群馬県 館林市 成島町1565 1 ⾏政からの賃借等

イ大規模修繕

平成26年4⽉1⽇ 10 848
ア建設費 0090

●館林市障
がい者総合
支援セン
ター

06320201 （公益）⽣活に関する調整等を支援する事業 在宅重度⼼⾝障がい者等デイサービス
群馬県 館林市 成島町1565 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 平成29年9⽉27⽇ 0 0
ア建設費 0080

●障がい者
支援セン
ターまるべ
りー

01040406 障害者支援施設（就労継続支援Ｂ型） 就労支援事業準備
群馬県 伊勢崎市 稲荷町697-5 2 ⺠間からの賃借等

イ大規模修繕

平成24年12⽉1⽇ 0 307
ア建設費 0080

●障がい者
支援セン
ターまるべ
りー

02130303 計画相談支援 相談支援（地域⽣活）
群馬県 伊勢崎市 稲荷町697-1 3 自己所有 3 自己所有

706.420
イ大規模修繕

3 自己所有 平成27年4⽉1⽇ 20 6,701
ア建設費 平成27年3⽉16⽇ 129,692,550 51,226,000 180,918,550080

●障がい者
支援セン
ターまるべ
りー

02130114 障害福祉サービス事業（共同⽣活援助） グループホームまるべりー
群馬県 伊勢崎市 稲荷町697-1 3 自己所有

イ大規模修繕

昭和50年1⽉1⽇ 6 909
ア建設費 0070

●障害者リ
ハビリテーショ
ンセンター

01040405 障害者支援施設（就労移⾏支援） リハビリセンター就労移⾏
群馬県 伊勢崎市 波志江町3030-1 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 昭和50年1⽉1⽇ 34 6,590
ア建設費 0070

●障害者リ
ハビリテーショ
ンセンター

01040406 障害者支援施設（就労継続支援Ｂ型） リハビリセンター就労継続Ｂ型
群馬県 伊勢崎市 波志江町3030-1 1 ⾏政からの賃借等

イ大規模修繕

平成29年3⽉1⽇ 10 1,411
ア建設費 0070

●障害者リ
ハビリテーショ
ンセンター

01040404 障害者支援施設（自⽴訓練（⽣活訓練）） リハビリセンター自⽴訓練（⽣活訓練）
群馬県 伊勢崎市 波志江町3030-1 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 昭和53年4⽉1⽇ 20 4,014
ア建設費 0070

●障害者リ
ハビリテーショ
ンセンター

01040403 障害者支援施設（自⽴訓練（機能訓練）） リハビリセンター自⽴訓練（機能訓練）
群馬県 伊勢崎市 波志江町3030-1 1 ⾏政からの賃借等

イ大規模修繕

平成1年4⽉1⽇ 8 1,387
ア建設費 0070

●障害者リ
ハビリテーショ
ンセンター

02130107 障害福祉サービス事業（短期⼊所） リハビリセンター短期⼊所
群馬県 伊勢崎市 波志江町3030-1 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 昭和51年1⽉1⽇ 140 46,325
ア建設費 0070

●障害者リ
ハビリテーショ
ンセンター

01040401 障害者支援施設（施設⼊所支援） 施設⼊所支援（⽣活介護）
群馬県 伊勢崎市 波志江町3030-1 1 ⾏政からの賃借等

イ大規模修繕

昭和51年1⽉1⽇ 120 31,301
ア建設費 0070

●障害者リ
ハビリテーショ
ンセンター

01040402 障害者支援施設（⽣活介護） リハビリセンター⽣活介護
群馬県 伊勢崎市 波志江町3030-1 1 ⾏政からの賃借等 1 ⾏政からの賃借等

イ大規模修繕

3 自己所有 平成27年4⽉1⽇ 0 2,573
ア建設費 0060

●特別養護
⽼人ホーム
菱風園

06330101 （公益）独自定義の公益事業 桐⽣市地域包括支援センター菱風園
群馬県 桐⽣市 菱町1-3016-1 1 ⾏政からの賃借等

イ大規模修繕

平成26年11⽉1⽇ 0 176
ア建設費 0060

●特別養護
⽼人ホーム
菱風園

02130303 計画相談支援 相談支援事業所つぼみ
群馬県 桐⽣市 浜松町1-3-3 3 自己所有 3 自己所有

イ大規模修繕

平成12年4⽉1⽇ 0 1,434
ア建設費 0060

●特別養護
⽼人ホーム
菱風園

06260301 （公益）居宅介護支援事業 菱風園居宅介護支援
群馬県 桐⽣市 浜松町1-3-3 3 自己所有 3 自己所有
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社会福祉法人　群馬県社会福祉事業団

現況報告書様式（平成30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　－　(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．うち地域における公益的な取組（地域公益事業含む）（再掲）

地域における公益的な取
組⑦（地域住⺠に対する

(プール)子供福祉体験 当館内

地域における公益的な取
組⑦（地域住⺠に対する

(プール)グラウンドゴルフ大会 榛東村グラウンドゴルフ場
企業の協賛により、主に県内の⾝体障害者と⾼齢者を対象に、障害の有無に関わらず参加者相互の親睦を図る。

地域における公益的な取
組⑦（地域住⺠に対する

(プール)ゆうあいフェスティバル 当館プール及び敷地内
多くの企業の協賛により、スポーツを通じて障害者・健常者の交流を図る。

地域における公益的な取
組⑧（地域の関係者との

(プラザ)ふれあい祭 ふれあいスポーツプラザ施設内
施設を開放し、障害者・⾼齢者を含む地域住⺠の交流の場を提供

地域における公益的な取
組⑦（地域住⺠に対する

(プール)障害児（者）⽔中運動会 当館プール
企業の協賛により障害者手帳を持つ⽅とその家族を対象に、ボランティアと共に参加者相互の親睦を図る。

地域における公益的な取
組④（地域の要支援者

(プラザ)障害者スポーツ器具貸し出し 群馬県内
障害者・⾼齢者におけるスポーツ・レクリエーション参加のための⽤具を施設外へ貸し出し

地域における公益的な取
組⑦（地域住⺠に対する

(プラザ)障害者スポーツ協会への参画 群馬県内
障害者スポーツへの周知・支援のため職員派遣

地域における公益的な取
組⑦（地域住⺠に対する

(義肢)義⾜使⽤者への歩⾏訓練 県⽴ふれあいスポーツプラザ
地域の義⾜使⽤者やリハビリ関係者等へ義⾜での歩⾏⽅法改善等のセミナー開催

地域における公益的な取
組⑨（その他）

(義肢)障害者スポーツ大会救護員派遣 県⽴ふれあいスポーツプラザ
群馬県障害者スポーツ大会参加者の補装具破損に対する修理対応

地域における公益的な取
組⑦（地域住⺠に対する

(点字)県内団体点字体験・⾒学 県内全域
県内の小学⽣を中⼼に、福祉教育として点字図書館の⾒学、点字体験等を積極的に受け⼊れている

地域における公益的な取
組⑦（地域住⺠に対する

(義肢)義肢製作所施設⾒学対応 義肢製作所組⽴室他
地域の⺠⽣委員、学⽣等への補装具等の説明、⾒学対応

地域における公益的な取
組⑧（地域の関係者との

(点字)奉仕員研修会 県内全域
群点の奉仕員研修会に、広く他団体の奉仕員も参加（30年度実績、群点51人、他団体38人）

地域における公益的な取
組⑦（地域住⺠に対する

(点字)まゆだまネットフェスタ 県⺠対象
県内の関係団体で連携し、広く一般県⺠に視覚障害者を取り巻く環境等の理解の促進に努める

地域における公益的な取
組④（地域の要支援者

(館林セ)防災訓練の実施、備品貸出 センター敷地内
地域の⽅々と消防訓練を実施し、防災意識向上と防災備品等の説明を⾏う。

地域における公益的な取
組⑧（地域の関係者との

(館林セ)歩け歩け大会の支援、参加 センター敷地内
歩け歩け大会の会場および物品の貸出し、運営の手伝いを⾏うとともに、地域の⽅々と一緒に大会に参加する。

地域における公益的な取
組⑨（その他）

(まるべり)一般就労者への支援 就労支援事業所めーぷる及び就労先企業等
一般就労した利⽤者のフォローアップ支援を継続的に実施。

地域における公益的な取
組④（地域の要支援者

(館林セ)福祉避難所、防災備蓄品の提供 センター敷地内、赤十字倉庫
災害時に地域の要支援者の受⼊を⾏う。また、災害⽤の備蓄品を⽤意し、地域の⽅に提供を⾏う。

地域における公益的な取
組⑧（地域の関係者との

(まるべり)稲荷町区自主防災組織 稲荷町区（障がい者支援センターまるべりー）
災害時の一時集合場所、備蓄非常⾷・⽑布・⾞椅子等の提供

地域における公益的な取
組⑨（その他）

(まるべり)納涼会 障がい者支援センターまるべりー
地域のフォークダンスサークルの発表や地域ボランティアが参加して利⽤者と交流を図る。

地域における公益的な取
組⑤（既存事業の利⽤

(菱風園)利⽤者負担軽減制度 菱風園
低所得者の介護サービスの利⽤者負担の減免

地域における公益的な取
組⑧（地域の関係者との

(リハビリ)秋まつり リハビリセンター
秋まつりでの花⽕の打ち上げ等を通じて、地域住⺠との交流を図り、障害福祉の理解促進に取組む

地域における公益的な取
組⑦（地域住⺠に対する

(菱風園)菱風園認知症サポーター養成講座 菱風園会議室
地域住⺠に向けて認知症サポーター養成講座

地域における公益的な取
組⑦（地域住⺠に対する

(菱風園)菱風園⾷中毒の予防の勉強会 菱風園⾷堂
地域住⺠に向けて⾷中毒の予防の勉強会

地域における公益的な取
組⑦（地域住⺠に対する

(菱風園)菱風園手話の勉強会 菱風園ディサービスホール
地域住⺠に向けて手話の勉強会

地域における公益的な取
組⑦（地域住⺠に対する

(菱風園)菱風園救急講習会 菱風園⾷堂
地域住⺠に向けて救急講習（AED）の勉強会

地域における公益的な取
組⑦（地域住⺠に対する

(明風園)桂萱地区のびゆくこどものつどい 桂萱公⺠館他
地域の子供たちの健全育成、⾼齢者や障害者への理解と交流を促進するためのイベントに協⼒団体として参加

地域における公益的な取
組⑤（既存事業の利⽤

(明風園)利⽤者負担軽減制度 明風園
低所得者の介護保険サービスの利⽤者負担減免

地域における公益的な取
組⑦（地域住⺠に対する

(そめや)地域サロン支援 地域住⺠センター
在宅⾼齢者への介護予防体操等の指導

地域における公益的な取
組⑥（地域の福祉ニーズ

(明風園)明風園サロンぽるか 明風園内ロビースペース
地域⾼齢者等への交流・相談等の場の提供

地域における公益的な取
組⑦（地域住⺠に対する

(そめや)認知症サポーター養成 そめやの⾥研修室
認知症サポーターを育成し地域における認知症⾼齢者への理解・支援を促進。

地域における公益的な取
組⑦（地域住⺠に対する

(そめや)介護者対象「介護⾷研修会」 そめやの⾥研修室
管理栄養⼠が在宅介護者を対象に要介護⾼齢者のための「介護⾷づくり」技術・知識を伝達。

地域における公益的な取
組⑦（地域住⺠に対する

(⾼風園)介護実習体験 ⾼風園内多目的ホール
災害時等における地域住⺠向けの⾼齢者等の避難援助⽅法指導

地域における公益的な取
組⑤（既存事業の利⽤

(そめや)利⽤者負担軽減制度 そめや
低所得による⽣計困難者及び⽣活保護受給者への利⽤負担軽減による制度申出をしている。

地域における公益的な取
組⑦（地域住⺠に対する

(研修セ)認知症キャラバンサポーター養成 明風園内ロビースペース
地域住⺠（サロン利⽤者）に向けて、認知症サポーター養成講座を実施

地域における公益的な取
組⑤（既存事業の利⽤

(⾼風園)利⽤者負担軽減制度 ⾼風園
低所得者の介護保険サービスの利⽤者負担減免

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

イ大規模修繕

1 ⾏政からの賃借等 平成10年2⽉10⽇ 0 4,981
ア建設費 0

（イ）修繕費合計額（円）

160
●社会福祉
総合セン
ター

05340101 収益事業 ●社会福祉総合センター
群馬県 前橋市 新前橋町13-12 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）

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

1 ⾏政からの賃借等 平成9年7⽉24⽇ 0 55,622
ア建設費 0150

●ゆうあい
ピック記念温
⽔プール

群馬県 渋川市 ⾏幸田3011 1 ⾏政からの賃借等
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社会福祉法人　群馬県社会福祉事業団

現況報告書様式（平成30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

明確に記録していきます。
③運動器機能向上計画は、1⽉目、2⽉目、3⽉目の短期目標を⽴てたうえで、利⽤者に対する説明、

③医師からの指示が6⽉を超えた場合に1⽉ごとに書面で得られるように、経口維持の取組実施の指示書を
作成しました。経口維持加算について、手順についてのフローチャートを作成し、必要な書面や流れが
わかるようにしました。
Ⅱ．（予防）通所介護(明風園)
①職員休憩室を別室に設け、相談室は専⽤としました。
②個別機能訓練計画を作成する際に多職種で協議した事がわかるような様式の作成を⾏い、作成経過を

①皮膚の清潔保持に関する⼊浴や排泄についての項目を、アセスメントに基づき、個人に適した⼊浴⽅法や
排泄介助⽅法を具体的に記載していきます。
②(１)医師からの指示が明確に書面で得られるように、経口移⾏計画書を作成しました。
②(２)医師からの指示が概ね2週間ごとに書面で得られるように、経口移⾏計画書及び医師指示書を
作成しました。経口移⾏加算について、手順についてのフローチャートを作成し、必要な書面や流れが
わかるようにしました。

Ⅰ．介護⽼人福祉施設(明風園)

保険者に返還し、返還後は挙証書類を添えて報告してください。
④特定事業所加算（Ⅲ）の算定に当たっては、介護支援専門員ごとに、個別具体的な研修の内容、
研修期間、実施時期等について、毎年度少なくとも次年度が始まるまでに次年度の計画を定めてください。

保険者に返還し、返還後は挙証書類を添えて報告してください。
(１)利⽤者の希望による居宅サービス計画の軽微な場合ではないのにもかかわらず、当該計画の変更に
当たって、利⽤者が自⽴した⽇常⽣活を営むことができるように支援する上で解決すべき課題の把握
（アセスメント）を実施していないこと。
③特定事業所加算（Ⅲ）は、居宅介護支援費に係る運営基準減算の適⽤を受けている場合は、
算定できないことから、運営基準減算の適⽤を受ける期間に算定した当該加算について、自主的に点検を⾏い、

Ⅲ．居宅介護支援(明風園)
①利⽤者の希望による居宅サービス計画の軽微な変更の場合を除き、当該計画の変更に当たっては、
利⽤者が自⽴した⽇常⽣活を営むことができるように支援する上で解決すべき課題の把握（アセスメント）を
必ず実施してください。
②居宅介護支援の業務が適切に⾏われていない事例が以下のとおり確認されました。
所要の運営基準減算を⾏わず、所定単位数を算定した居宅介護支援費について、自主的に点検を⾏い、

できるよう改善してください。
②個別機能訓練加算（Ⅱ）に係る個別機能訓練計画については、機能訓練指導員、看護職員、
介護職員、⽣活相談員その他の職種の者が共同して作成する必要があることから、多職種共同での
作成経過を明確にしてください。
③運動機能向上加算に係る運動器機能向上計画について、２⽉目及び３⽉目の短期目標についても
利⽤者に対する説明、同意の受領及び交付の対象としてください。

(１)経口による⾷事の摂取を進めるための栄養管理及び支援が必要であるとの医師の指示を書面で得ること。
(２)１８０⽇を超えて引き続き算定する場合の医師の指示について、概ね２週間ごとに書面で得ること。
③経口維持加算（Ⅰ）について、６⽉を超えて算定する場合は、医師の指示を概ね１⽉ごとに書面で
得てください。
Ⅱ．（予防）通所介護(明風園)
①相談室について、職員の休憩室を兼ねていることが確認されました。常に相談の⽤に供することが

前橋市（指導⽇：平成29年9⽉8⽇）
Ⅰ．介護⽼人福祉施設(明風園)
①施設サービス計画の第２表について、皮膚の清潔保持に関する⼊浴や排泄について
項目の記載がないことが確認されたので、アセスメントに基づき具体的に記載するように
改善してください。
②経口移⾏加算の算定に当たっては、以下の点に留意してください。

2 無

2,042,284,401
5,003,000

323,019,677

施設名 直近の受審年度

1 有
1 有
1 有
3 該当なし
2 無
1 有

0
0
0

0

0
0
0
0

0

地域における公益的な取
組④（地域の要支援者

(総合セ)防災備蓄品の提供 センター内倉庫
災害⽤の備蓄品を⽤意し、災害時には地域の⽅に提供を⾏う。

地域における公益的な取
組⑨（その他）

(プール)クリーン作戦（道路清掃） 当館プール近隣の道路
プール利⽤者の参加者を中⼼に近隣の道路清掃による環境美化を実施。

地域における公益的な取
組⑦（地域住⺠に対する

(総合セ)福祉⽤具展示場出張展示 市内公⺠館、イベント等
福祉⽤具展示場職員が会場に赴き、相談業務や情報提供を⾏う。

地域における公益的な取
組⑦（地域住⺠に対する

(プール)当プール所属手話クラブ 当館内
来館者を中⼼に参加し、手話コーラスの練習と発表を通して聴覚障害者への理解啓蒙の場を提供している。

地域における公益的な取
組⑨（その他）

(プール)プール授業へのサポート 当館プール
特別支援学校のプール授業に当プールを使⽤する際、ボランティアが指導補助等のサポートを⾏う。

組⑦（地域住⺠に対する 子供たちを対象に、障害の疑似体験や手話の学習などにより障害への理解を深める。
地域における公益的な取
組⑦（地域住⺠に対する

(プール)障害者週間記念事業 当館内
来館者を対象に、義⾜体験や手話教室、福祉⽤具の展示等を⾏い、障害への理解を図る。
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社会福祉法人　群馬県社会福祉事業団

現況報告書様式（平成30年4⽉1⽇現在） 別紙１

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

1 有
2 無

1 有
2 無
2 無

1 有

②(１)指摘のとおり、返還手続きを実施
③指摘のとおり、返還手続きを実施
④個別具体的な研修の内容、研修期間、実施時期等について、毎年度少なくとも次年度が始まるまでに
次年度の計画を定めていきます。今年度については、残りの期間について定めます。

同意の受領印を頂き、交付していきます。
Ⅲ．居宅介護支援(明風園)
①居宅サービス計画書作成時は、利⽤者が自⽴した⽇常⽣活が営めるよう課題の把握（アセスメント）
を必ず実施していきます。
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