
社会福祉法人緑風会

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

社会福祉法人緑風会
徳島県 徳島市 国府町東⾼輪352番地３
088-642-7855 088-642-7544 2 無

36 徳島県 201 徳島市 36000 7480005004909 01 一般法人 01 運営中

生杉久江 H29.4.1 H33年の定時評議員会終結時まで 2 無 2 無 3無職

中村憲明 H29.4.1 H33年の定時評議員会終結時まで 2 無 1 有 3無職

早渕正憲 H29.4.1 H33年の定時評議員会終結時まで 2 無 1 有 3弁護士

(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://www.ryokufu1984.or.jp/ (14)法人のﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ g-soumu@ryokufu1984.or.jp
昭和59年8⽉9⽇ 昭和59年8⽉20⽇

7 7 160,000

⽥中令⼦ H29.4.1 H33年の定時評議員会終結時まで 2 無 2 無 3無職

前⽥孝司 H29.4.1 H33年の定時評議員会終結時まで 2 無 2 無 3無職

山上和秀 H29.4.1 H33年の定時評議員会終結時まで 2 無 2 無 3無職

山﨑弘明 H29.4.1 H33年の定時評議員会終結時まで 2 無 2 無 3無職

2 無
H29.6.26 H31年の定時評議員会終結時 1 社会福祉事業の経営に関する識⾒を有する者 1 有 1 理事報酬及び職員給料ともに⽀給 7中村太一 1 理事⻑（会⻑等含む。） 平成28年8⽉21⽇ 2 非常勤 平成29年6⽉26⽇ 法人役員

(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 38,553,155 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

2 無
H29.6.26 H31年の定時評議員会終結時 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 7野間美恵 3 その他理事 1 常勤 平成29年6⽉26⽇ 施設⻑

2 無
H29.6.26 H31年の定時評議員会終結時 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 7⻄⾕功 3 その他理事 2 非常勤 平成29年6⽉26⽇ 無職

2 無
H29.6.26 H31年の定時評議員会終結時 1 社会福祉事業の経営に関する識⾒を有する者 1 有 1 理事報酬及び職員給料ともに⽀給 7中村晃⼦ 2 業務執⾏理事（常務理事等含む。） 2 非常勤 平成29年6⽉26⽇ 法人役員

2 無
H29.6.26 H31年の定時評議員会終結時 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 7藤井義文 3 その他理事 1 常勤 平成29年6⽉26⽇ 施設⻑

2 無
H29.6.26 H31年の定時評議員会終結時 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 7猪本勝代 3 その他理事 1 常勤 平成29年6⽉26⽇ 施設⻑

(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

松浦千秋 無職 2 無 平成29年6⽉26⽇
H29.6.26 H31年の定時評議員会終結時

2 2 120,000

(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

6 財務管理に識⾒を有する者（その他） 7

佐藤茂夫 無職 2 無 平成29年6⽉26⽇
H29.6.26 H31年の定時評議員会終結時 3 社会福祉事業に識⾒を有する者（その他） 7

(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）

明神監査法人 6,480,000 2 無 明神監査法人

平成29年6⽉26⽇ 7 0 2 0 1）平成28年度事業報告　　2）平成28年度収⽀決算　　3）役員の選任　　4）役員等の報酬等基準　　5）会計監査人の選任　　6）その他

(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

4.1 0.0

559 2 181
2.0 100.0

13 8 0
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社会福祉法人緑風会

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

(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

平成29年12⽉18⽇ 7 0 2 0 1）本部駐⾞場の⼟地の購⼊　　2）基本財産の処分　　3）平成29年度補正予算　　4）諸規程の制定・改正

平成30年3⽉16⽇ 7 0 2 0 1）定款変更　　2）平成29年度⼆次補正予算　　3）平成30年度事業計画・当初予算　　4）平成30年度施設⻑・管理者等の体制
5）諸規程の改正　　6）その他

平成30年3⽉16⽇ 6 2
1）定款変更　　2）平成29年度⼆次補正予算　　3）平成30年度事業計画・当初予算　　4）平成30年度施設⻑・管理者等の体制　　5）苦情解決第三者委員の選
任
6）諸規程の改正　　7）関連当事者取引及び利益相反取引　　8）その他

平成29年11⽉16⽇ 6 2
中村太一理事⻑挨拶及び職務執⾏状況報告
中村晃⼦業務執⾏理事挨拶及び職務執⾏状況報告
1）規程の制定・変更について　　2）苦情解決第三者委員の変更　　3）評議員会の議案

平成29年12⽉18⽇ 6 2 1）本部駐⾞場の⼟地の購⼊　　2）基本財産の処分　　3）平成29年度補正予算　　4）諸規程の制定・改訂　　５）評議員会の議案　　６）その他

平成29年9⽉19⽇ 6 2
1）諸規程の改定（育児・介護休業等規程改定、給与規程改定、法令遵守規程改定）　　2）施設⻑・管理者の変更（特別養護⽼人ホーム樫⽥の⾥、デイセンターとんが
り帽⼦）
3）その他

平成29年11⽉6⽇ 6 2 1）⼟地の購⼊準備（農地転用許可申請書）　徳島市国府町花園字蛭⼦ノ元57番1、徳島市国府町花園字蛭⼦ノ元57番3

平成29年6⽉8⽇ 6 2 1）平成28年度事業報告　　2）平成28年度収⽀決算　　3）規程の変更　　4）役員の選任　　5）役員報酬　　6）会計監査人の選任　　7）評議員会の議案決定
8）その他

平成29年6⽉26⽇ 6 2 1）理事⻑及び業務執⾏理事の選定　　2）評議員・理事・監事及び会計監査人の報酬　　3）その他

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

なし

2

松浦千秋
佐藤茂夫

特になし

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

明神監査法人　緑風会.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

昭和59年8⽉20⽇ 0 0
ア建設費 平成10年3⽉31⽇ 114,988,147 0 0 114,988,147 610.830001

（社福）緑
風会　本部
会計拠点

00000001 本部経理区分 緑風会　本部会計
徳島県 徳島市 国府町東⾼輪352番地3 3 自己所有 3 自己所有

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）

4,583.490
イ大規模修繕

3 自己所有 昭和60年8⽉5⽇ 70 25,168
ア建設費 平成15年4⽉30⽇ 136,061,283 522,993,385 196,777,620 855,832,288002 （特養）緑

風荘拠点

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　緑風荘
徳島県 海部郡牟岐町 大字中村字山⽥30 3 自己所有

イ大規模修繕

昭和60年8⽉5⽇ 20 6,043
ア建設費 0002 （特養）緑

風荘拠点

02120401 ⽼人短期⼊所事業（短期⼊所生活介護） （特養）緑風荘　短期⼊所
徳島県 海部郡牟岐町 大字中村字山⽥30 3 自己所有 3 自己所有
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社会福祉法人緑風会

現況報告書様式（平成30年4⽉1⽇現在） 別紙１

002 （特養）緑
風荘拠点

02120202 ⽼人デイサービスセンター（通所介護） デイセンター緑風
徳島県 海部郡牟岐町 大字中村字山⽥30 3 自己所有

イ大規模修繕

平成12年4⽉1⽇ 0 520
ア建設費 0002 （特養）緑

風荘拠点

02120101 ⽼人居宅介護等事業（訪問介護） （特養）緑風荘　訪問介護
徳島県 海部郡牟岐町 大字中村字山⽥30 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5⽉1⽇ 25 6,358
ア建設費 0

イ大規模修繕

3 自己所有 平成15年5⽉1⽇ 0 1,431
ア建設費 0002 （特養）緑

風荘拠点

06260301 （公益）居宅介護⽀援事業 緑風会イントロセンター海部
徳島県 海部郡牟岐町 大字中村字山⽥30 3 自己所有

イ大規模修繕

002 （特養）緑
風荘拠点

06320401 （公益）⽇常生活⽀障状態の軽減・悪化防止事業 生きがい活動⽀援通所事業　デイ緑風
徳島県 海部郡牟岐町 大字中村字山⽥30 3 自己所有

イ大規模修繕

平成9年4⽉1⽇ 0 8
ア建設費 0002 （特養）緑

風荘拠点

02120901 ⽼人介護⽀援センター 牟岐町在宅介護⽀援センター緑風
徳島県 海部郡牟岐町 大字中村字山⽥30 3 自己所有 3 自己所有

平成10年7⽉1⽇ 50 17,420
ア建設費 平成10年6⽉30⽇ 13,236,681 479,346,557 316,292,672 808,875,910 3,860.450003

（特養）緑
風会ルネッサ
ンス拠点

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　緑風会ルネッサンス
徳島県 阿南市 福井町湊1-8 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5⽉1⽇ 0 492
ア建設費 0

イ大規模修繕

3 自己所有 平成10年7⽉1⽇ 20 5,655
ア建設費 0003

（特養）緑
風会ルネッサ
ンス拠点

02120401 ⽼人短期⼊所事業（短期⼊所生活介護） （特養）緑風会ルネッサンス　短期⼊所
徳島県 阿南市 福井町湊1-8 3 自己所有

イ大規模修繕

003
（特養）緑
風会ルネッサ
ンス拠点

06260301 （公益）居宅介護⽀援事業 緑風会イントロセンター阿南
徳島県 阿南市 福井町湊1-8 3 自己所有

イ大規模修繕

平成10年7⽉1⽇ 25 4,136
ア建設費 0003

（特養）緑
風会ルネッサ
ンス拠点

02120202 ⽼人デイサービスセンター（通所介護） デイセンターモナ・リザ
徳島県 阿南市 福井町湊1-8 3 自己所有 3 自己所有

平成11年7⽉1⽇ 0 716
ア建設費 0003

（特養）緑
風会ルネッサ
ンス拠点

06320401 （公益）⽇常生活⽀障状態の軽減・悪化防止事業 市　配食サービス事業　デイモナ・リザ
徳島県 阿南市 福井町湊1-8 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 0 705
ア建設費 0

イ大規模修繕

3 自己所有 平成10年7⽉1⽇ 0 0
ア建設費 0003

（特養）緑
風会ルネッサ
ンス拠点

06320401 （公益）⽇常生活⽀障状態の軽減・悪化防止事業 通所型介護予防事業　緑風会ルネッサンス
徳島県 阿南市 福井町湊1-8 3 自己所有

イ大規模修繕

004
（特養）緑
風会チロル
拠点

02120401 ⽼人短期⼊所事業（短期⼊所生活介護） （特養）緑風会チロル　短期⼊所(従来)
徳島県 那賀郡那賀町 大字成瀬字小⾕口２ 1 ⾏政からの賃借等

イ大規模修繕

平成11年7⽉1⽇ 30 10,894
ア建設費 平成11年6⽉30⽇ 53,796,734 470,307,035 198,732,025 722,835,794 3,106.800004

（特養）緑
風会チロル
拠点

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　緑風会チロル従来
徳島県 那賀郡那賀町 大字成瀬字小⾕口２ 1 ⾏政からの賃借等 3 自己所有

平成28年10⽉3⽇ 18 4,338
ア建設費 0004

（特養）緑
風会チロル
拠点

02120204 ⽼人デイサービスセンター（地域密着型通所介護） チロルデイサービスセンター
徳島県 那賀郡那賀町 大字成瀬字小⾕口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 平成11年7⽉1⽇ 10 3,038
ア建設費 0

イ大規模修繕

3 自己所有 平成11年7⽉1⽇ 0 387
ア建設費 0004

（特養）緑
風会チロル
拠点

02120101 ⽼人居宅介護等事業（訪問介護） （特養）緑風会チロル　訪問介護
徳島県 那賀郡那賀町 大字成瀬字小⾕口２ 1 ⾏政からの賃借等

イ大規模修繕

004
（特養）緑
風会チロル
拠点

06320401 （公益）⽇常生活⽀障状態の軽減・悪化防止事業 町　配食サービス事業　チロル
徳島県 那賀郡那賀町 大字成瀬字小⾕口２ 1 ⾏政からの賃借等

イ大規模修繕

平成11年7⽉1⽇ 0 871
ア建設費 0004

（特養）緑
風会チロル
拠点

06260301 （公益）居宅介護⽀援事業 緑風会イントロセンター丹生⾕
徳島県 那賀郡那賀町 大字成瀬字小⾕口２ 1 ⾏政からの賃借等 3 自己所有

平成26年4⽉1⽇ 20 7,090
ア建設費 0004

（特養）緑
風会チロル
拠点

01030202 特別養護⽼人ホーム（介護福祉サービス） （特養）緑風会チロル（ユニット型）
徳島県 那賀郡那賀町 大字成瀬字小⾕口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 平成11年7⽉1⽇ 0 283
ア建設費 0

イ大規模修繕

3 自己所有 平成28年10⽉3⽇ 0 340
ア建設費 0004

（特養）緑
風会チロル
拠点

06320401 （公益）⽇常生活⽀障状態の軽減・悪化防止事業 通所型介護予防事業　チロルデイ
徳島県 那賀郡那賀町 大字成瀬字小⾕口２ 1 ⾏政からの賃借等

イ大規模修繕

005 （特養）樫
⽥の⾥拠点

02120401 ⽼人短期⼊所事業（短期⼊所生活介護） （特養）樫⽥の⾥　短期⼊所生活介護
大阪府 ⾼槻市 大字⽥能小字畑⼦⾕15-1 2 ⺠間からの賃借等

イ大規模修繕

平成17年4⽉1⽇ 100 34,571
ア建設費 平成17年3⽉31⽇ 171,872,259 614,730,771 578,586,961 1,365,189,991 6,850.690005 （特養）樫

⽥の⾥拠点

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　樫⽥の⾥
大阪府 ⾼槻市 大字⽥能小字畑⼦⾕15-1 2 ⺠間からの賃借等 3 自己所有

平成17年4⽉1⽇ 15 2,578
ア建設費 0005 （特養）樫

⽥の⾥拠点

02120204 ⽼人デイサービスセンター（地域密着型通所介護） デイセンターとんがり帽⼦
大阪府 ⾼槻市 大字⽥能小字畑⼦⾕15-1 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17年4⽉1⽇ 20 4,914
ア建設費

4,217.910
イ大規模修繕

3 自己所有 平成18年4⽉1⽇ 70 24,094
ア建設費 平成18年3⽉31⽇ 60,516,324 462,236,000 407,693,568 930,445,892006

（特養）緑
風会イサベ
ル拠点

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　緑風会イサベル
大阪府 吹⽥市 岸部北五丁目43-10 3 自己所有

イ大規模修繕

006
（特養）緑
風会イサベ
ル拠点

02120204 ⽼人デイサービスセンター（地域密着型通所介護） デイセンターコロンブス
大阪府 吹⽥市 岸部北五丁目43-10 3 自己所有

イ大規模修繕

平成18年4⽉1⽇ 10 3,276
ア建設費 0006

（特養）緑
風会イサベ
ル拠点

02120401 ⽼人短期⼊所事業（短期⼊所生活介護） （特養）緑風会イサベル　短期⼊所
大阪府 吹⽥市 岸部北五丁目43-10 3 自己所有 3 自己所有

平成27年4⽉1⽇ 0 321
ア建設費006

（特養）緑
風会イサベ
ル拠点

06260301 （公益）居宅介護⽀援事業 緑風会ケアプランセンター
大阪府 吹⽥市 岸部北五丁目43-10 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4⽉1⽇ 18 3,395
ア建設費 0

（地密特 01030201 特別養護⽼人ホーム（地域密着型） 介護⽼人福祉施設　ふるさと那賀
イ大規模修繕
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社会福祉法人緑風会

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

１１．前会計年度における事業等の概要　－　(3)収益事業

2,200.890
イ大規模修繕

3 自己所有 平成24年4⽉1⽇ 29 10,369
ア建設費 平成24年3⽉31⽇ 163,823,016 106,381,225 188,280,499 458,484,740007

（地密特
養）ふるさと
那賀拠点

徳島県 那賀郡那賀町 中山字とふめん18-7 1 ⾏政からの賃借等

008
（特養）エ
リザベート成
城拠点

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　エリザベート成城
東京都 世⽥⾕区 成城8丁目27-24 1 ⾏政からの賃借等

イ大規模修繕

平成24年4⽉1⽇ 11 3,681
ア建設費007

（地密特
養）ふるさと
那賀拠点

02120401 ⽼人短期⼊所事業（短期⼊所生活介護） （特養）ふるさと那賀　短期⼊所
徳島県 那賀郡那賀町 中山字とふめん18-7 1 ⾏政からの賃借等 3 自己所有

平成26年12⽉1⽇ 20 6,715
ア建設費008

（特養）エ
リザベート成
城拠点

02120401 ⽼人短期⼊所事業（短期⼊所生活介護） （特養）エリザベート成城　短期⼊所
東京都 世⽥⾕区 成城8丁目27-24 1 ⾏政からの賃借等 3 自己所有

6,573.630
イ大規模修繕

3 自己所有 平成26年12⽉1⽇ 100 35,556
ア建設費 平成26年11⽉30⽇ 217,758,577 921,000,000 507,624,223 1,646,382,800

957.150
イ大規模修繕

3 自己所有 平成11年7⽉1⽇ 18 5,990
ア建設費 平成11年6⽉30⽇ 1,658,388 131,235,433 41,075,704 173,969,525009

ケアハウス モ
ントゼー拠
点

01030301 軽費⽼人ホーム ケアハウス　モントゼー
徳島県 那賀郡那賀町 大字成瀬字小⾕口２ 1 ⾏政からの賃借等

イ大規模修繕

010 都市型軽費
緑風拠点

01030301 軽費⽼人ホーム 都市型軽費⽼人ホーム　緑風
東京都 世⽥⾕区 成城8丁目27-24 1 ⾏政からの賃借等

イ大規模修繕

平成11年7⽉1⽇ 0 0
ア建設費009

ケアハウス モ
ントゼー拠
点

01030301 軽費⽼人ホーム モントゼー　建築
徳島県 那賀郡那賀町 大字成瀬字小⾕口２ 1 ⾏政からの賃借等 3 自己所有

平成26年12⽉1⽇ 0 0
ア建設費010 都市型軽費

緑風拠点

01030301 軽費⽼人ホーム 軽費緑風　建築
東京都 世⽥⾕区 成城8丁目27-24 1 ⾏政からの賃借等 3 自己所有

381.930
イ大規模修繕

3 自己所有 平成26年12⽉1⽇ 10 3,600
ア建設費 平成26年11⽉30⽇ 44,448,832 30,000,000 30,775,890 105,224,722

1,210.590
イ大規模修繕

3 自己所有 平成18年4⽉1⽇ 18 6,419
ア建設費 平成18年3⽉31⽇ 262,630,639 5,364,000 267,994,639011

グループホー
ム慎太郎拠
点

02120601 認知症対応型⽼人共同生活援助事業 グループホーム　慎太郎
⾼知県 安芸郡東洋町 河内字王⼦⽥353-1 3 自己所有

イ大規模修繕

011
グループホー
ム慎太郎拠
点

02130106 障害福祉サービス事業（生活介護） 障害福祉サービス事業　生活介護　海援隊
⾼知県 安芸郡東洋町 河内字王⼦⽥353-1 3 自己所有

イ大規模修繕

平成18年4⽉1⽇ 18 3,623
ア建設費011

グループホー
ム慎太郎拠
点

02120204 ⽼人デイサービスセンター（地域密着型通所介護） デイセンター海援隊
⾼知県 安芸郡東洋町 河内字王⼦⽥353-1 3 自己所有 3 自己所有

平成19年9⽉1⽇ 9 3,275
ア建設費 平成19年8⽉31⽇ 10,974,715 28,310,690 0 39,285,405012

グループホー
ムあめごの⾥
拠点

02120601 認知症対応型⽼人共同生活援助事業 グループホーム　あめごの⾥
徳島県 那賀郡那賀町 木頭和無⽥字イワツシ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29年2⽉23⽇ 0 279
ア建設費 0

イ大規模修繕

1 ⾏政からの賃借等 平成19年9⽉1⽇ 0 578
ア建設費 0012

グループホー
ムあめごの⾥
拠点

06320401 （公益）⽇常生活⽀障状態の軽減・悪化防止事業 町　配食サービス事業　あめごの⾥
徳島県 那賀郡那賀町 木頭和無⽥字イワツシ１ 1 ⾏政からの賃借等

イ大規模修繕

013
（⽼健）
ジャンボ緑風
会拠点

06260107 （公益）居宅サービス事業（通所リハ） （⽼健）ジャンボ緑風会　通所リハビリ
徳島県 海部郡海陽町 久保字板取243-310 1 ⾏政からの賃借等

イ大規模修繕

平成8年4⽉1⽇ 120 42,948
ア建設費 平成8年3⽉31⽇ 167,900,688 162,135,000 605,542,437 935,578,125 5,080.410013

（⽼健）
ジャンボ緑風
会拠点

02180101 生計困難者に対する無料低額⽼健利用事業 ⽼人保健施設　ジャンボ緑風会
徳島県 海部郡海陽町 久保字板取243-310 1 ⾏政からの賃借等 3 自己所有

平成29年6⽉1⽇ 0 621
ア建設費013

（⽼健）
ジャンボ緑風
会拠点

06260104 （公益）居宅サービス事業（訪問リハ） （⽼健）ジャンボ緑風会　訪問リハビリ
徳島県 海部郡海陽町 久保字板取243-310 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8年4⽉1⽇ 40 8,303
ア建設費 0

5,069.060
イ大規模修繕

3 自己所有 平成24年10⽉1⽇ 120 40,980
ア建設費 平成24年9⽉30⽇ 55,389,599 0 855,682,438 911,072,037014 （⽼健）マ

リアンヌ拠点

02180101 生計困難者に対する無料低額⽼健利用事業 介護⽼人保健施設　マリアンヌ
京都府 京都市右京区 梅津中倉町10 3 自己所有

イ大規模修繕

014 （⽼健）マ
リアンヌ拠点

06260104 （公益）居宅サービス事業（訪問リハ） （⽼健）マリアンヌ　訪問リハビリ
京都府 京都市右京区 梅津中倉町10 3 自己所有

イ大規模修繕

平成24年10⽉1⽇ 30 5,711
ア建設費 0014 （⽼健）マ

リアンヌ拠点

06260107 （公益）居宅サービス事業（通所リハ） （⽼健）マリアンヌ　通所リハビリ
京都府 京都市右京区 梅津中倉町10 3 自己所有 3 自己所有

平成23年5⽉1⽇ 25 221
ア建設費 平成23年4⽉30⽇ 204,300,000 26,250,000 0 230,550,000 860.830015

（小多機）
緑風会登⼦
拠点

02120501 小規模多機能型居宅介護事業 小規模多機能ホーム　緑風会登⼦
徳島県 阿南市 下大野町五反畑126-1 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10⽉1⽇ 0 446
ア建設費 0

イ大規模修繕

3 自己所有 平成23年5⽉1⽇ 35 7,135
ア建設費015

（小多機）
緑風会登⼦
拠点

02120202 ⽼人デイサービスセンター（通所介護） デイセンター緑風会尊氏
徳島県 阿南市 下大野町五反畑126-1 3 自己所有

イ大規模修繕

（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）

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

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 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4/6



社会福祉法人緑風会

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　－　(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）

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）

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
類

（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

認知症サポーター養成講座 徳島県全域
認知症サポーター養成講座

⽇常生活⽀障状態の軽
減・悪化防止事業

生きがい活動⽀援通所事業　緑風荘 徳島県海部郡牟岐町大字中村字山⽥30
介護予防事業

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⑤（既存事業の利用

低所得者に対する利用者負担額軽減制度 徳島県全域・⾼知県東洋町・大阪府吹⽥市、⾼槻市
低所得で生活困難な⽅の利用者負担額を軽減する

地域における公益的な取
組⑤（既存事業の利用

⽼健減免 徳島県全域・京都府右京区
低所得で生活困難な⽅の利用者負担額を軽減する

居宅介護⽀援事業 緑風会イントロセンター丹生⾕ 徳島県那賀郡那賀町大字成瀬字小⾕口2
居宅介護⽀援事業

居宅介護⽀援事業 緑風会ケアプランセンター 大阪府吹⽥市岸部北五丁目43-10
居宅介護⽀援事業

居宅介護⽀援事業 緑風会イントロセンター海部 徳島県海部郡牟岐町大字中村字山⽥30
居宅介護⽀援事業

居宅介護⽀援事業 緑風会イントロセンター阿南 徳島県阿南市福井町湊1-8
居宅介護⽀援事業

⽇常生活⽀障状態の軽
減・悪化防止事業

通所介護予防　チロルデイ 徳島県那賀郡那賀町大字成瀬字小⾕口2
介護予防事業

⽇常生活⽀障状態の軽
減・悪化防止事業

配食サービス事業　あめごの⾥ 徳島県那賀郡那賀町木頭和無⽥字イワツシ1
配食サービス

⽇常生活⽀障状態の軽
減・悪化防止事業

配食サービス事業 デイモナ・リザ 徳島県阿南市福井町湊1-8
配食サービス

⽇常生活⽀障状態の軽
減・悪化防止事業

配食サービス事業　緑風会チロル 徳島県那賀郡那賀町大字成瀬字小⾕口2
配食サービス

地域における公益的な取
組⑨（その他）

地域清掃活動 徳島県全域・⾼知県東洋町・大阪府吹⽥市、⾼槻市・京都府右京区
施設周辺の清掃活動を⾏い、地域の環境美化に努める

地域における公益的な取
組⑨（その他）

マラソン　給水ボランティア 板野郡上板町・海部郡
給水ボランティアを担う

地域における公益的な取
組⑧（地域の関係者との

合同敬⽼会 徳島県全域・⾼知県東洋町・大阪府吹⽥市、⾼槻市・京都府右京区
地域の⽅々と合同での敬⽼会の実施

地域における公益的な取
組⑨（その他）

納涼祭 徳島県全域・⾼知県東洋町・大阪府吹⽥市、⾼槻市・京都府右京区
地域の⽅々を招いて納涼祭の実施

地域における公益的な取
組⑨（その他）

まごの手サービス 大阪府⾼槻市
生活⽀援サービス等

地域における公益的な取
組⑥（地域の福祉ニーズ

サロン活動・出前講座等 徳島県全域
サロン活動・出前講座（介護予防教室)等の実施

地域における公益的な取
組①（地域の要⽀援者

介護・医療・保育相談センター 徳島市
アンテナショップとして相談窓口の設置

地域における公益的な取
組①（地域の要⽀援者

介護なんでも相談 徳島県全域
無料相談電話の受付

地域における公益的な取
組②（地域の要⽀援者

独居⾼齢者世帯⾒守りネットワーク 徳島県南部
独居⾼齢者世帯⾒守り

地域における公益的な取
組②（地域の要⽀援者

独居⾼齢者訪問 徳島県南部
独居⾼齢者訪問

地域における公益的な取
組⑧（地域の関係者との

地域の祭りに参画（地域の伝統継承） 徳島県那賀町
御神輿担ぎ、運営準備、食事づくり

地域における公益的な取
組⑨（その他）

東洋町体⼒測定会 ⾼知県（東洋町）
地域⾼齢者の健康をサポート

地域における公益的な取
組⑧（地域の関係者との

認知症⾒守りネットワーク 徳島県那賀町
徘徊模擬訓練等に参画

地域における公益的な取
組①（地域の要⽀援者

認知症カフェ 大阪府（吹⽥市）
認知症カフェ

地域における公益的な取
組⑧（地域の関係者との

地域合同防災訓練 徳島県全域・⾼知県（東洋町）
地域と合同で⾏い、福祉避難所としての役割を担う

0

0
0
0
0

0

2 無

3,352,200,064
10,280,662

1,745,826,076

1 有
1 有
2 無
2 無
1 有
1 有

0
0
0
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(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

施設名 直近の受審年度

1 有
2 無

1 有
2 無
2 無

2 無

6/6


