
社会福祉法人　京都身体障害者福祉センター

現況報告書（平成31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

0.2 0.4

159 6 166
5.8 83.8

11 1 1

(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）

3 社会福祉事業に識見を有する者（その他） 5

永野　義典 税理士 2 無 平成30年10月25日
H30.10.25 平成30年度会計に関する定時評議員会の終結の時まで 5 財務管理に識見を有する者（税理士） 3

(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

市村　理一 無 2 無 平成29年6月15日
H29.6.15 平成30年度会計に関する定時評議員会の終結の時まで

2名 2 320,000

(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、「理事長」とは、社会福祉法45条の13第3項で規定する理事長(会長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。

2 無
H30.6.21 平成30年度会計に関する定時評議員会の終結の時まで 3 施設の管理者 2 無 3 職員給与のみ支給 5酒伊　良行 3 その他理事 1 常勤 平成29年6月15日 法人センター長

2 無
H29.6.15 平成30年度会計に関する定時評議員会の終結の時まで 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 5竹内　竜也 3 その他理事 1 常勤 平成29年6月15日 法人センター長

2 無
H29.6.15 平成30年度会計に関する定時評議員会の終結の時まで 3 施設の管理者 2 無 3 職員給与のみ支給 5松原　直之 3 その他理事 1 常勤 平成29年6月15日 法人センター長

1 有
H29.6.15 平成30年度会計に関する定時評議員会の終結の時まで 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 5山口　昌巳 3 その他理事 1 常勤 平成29年6月15日 法人事務局長

1 有
H29.6.15 平成30年度会計に関する定時評議員会の終結の時まで 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 5前田　文男 2 業務執行理事 1 常勤 平成29年6月15日 法人本部長

2 無
H29.6.15 平成30年度会計に関する定時評議員会の終結の時まで 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 5安田　行雄 1 理事長 平成12年1月18日 2 非常勤 平成29年6月15日 法人理事長

(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９名以下 6 2 特例無

(3-1)理事の氏名

(3-2)理事の役職(注) (3-3)理事長への就任
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

40,003,992

大河内　清子 H30.3.23 平成32年度会計に関する定時評議員会の終結の時まで 2 無 1 有 3山科区社会福祉協議会評議員

井上　直樹 H30.3.23 平成32年度会計に関する定時評議員会の終結の時まで 2 無 1 有 1公益社団法人 京都市保育連盟副理事長

前田　ハル子 H29.4.1 平成32年度会計に関する定時評議員会の終結の時まで 2 無 2 無 1医師

髙橋肇子 H29.4.1 平成32年度会計に関する定時評議員会の終結の時まで 2 無 1 有 2

西田澄枝 H30.10.25 平成32年度会計に関する定時評議員会の終結の時まで 2 無 2 無 1前法人監事

伏見区地域女性連合会会長

佐治俊彦 H29.4.1 平成32年度会計に関する定時評議員会の終結の時まで 2 無 1 有 3京都市社会福祉協議会副会長

平成32年度会計に関する定時評議員会の終結の時まで 2 無 2 無 3京都市身体障害者団体連合会副会長

久保田惠美子 H29.4.1 平成32年度会計に関する定時評議員会の終結の時まで 2 無 2 無 3元法人施設長

中川　慶子 H29.4.1 平成32年度会計に関する定時評議員会の終結の時まで 2 無 2 無 3板橋学区社協副会長

木下文男 H29.4.1 平成32年度会計に関する定時評議員会の終結の時まで 2 無 2 無 3京都市身体障害者団体連合会副会長

日野　勝 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

http://www.kyofc.or.jp/ (14)法人のﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ k-fukusi@kyofc.or.jp
昭和59年3月31日 昭和59年5月31日

7名以上10名以内 10 360,000

社会福祉法人　京都障害者福祉センター
京都府 京都市 南区 祥院西定成町35番地
075-691-4101 075-691-4102 2 無

26 京都府 100 京都市 26100 5130005004482 01 一般法人 01 運営中
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社会福祉法人　京都身体障害者福祉センター

現況報告書（平成31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

昭和61年4月1日 0 0
ア建設費 0100 法人本部

00000001 本部経理区分 法人本部
京都府 京都市南区 吉祥院西定成町35 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

　ー

なし

0

市村　理一
永野　義典

平成31年3月20日 6 2

1 平成30年度補正予算案について
2 平成31年度予算案について
3 平成31年度各施設事業計画案について
4 主要職員の任免について
5 規程等の一部改正について 

平成30年11月9日 6 2
1 職員就業規則の一部改正について 
2 非常勤職員就業規則の一部改正について

平成30年12月20日 6 2

1 平成30年度第3次補正予算案について
2定款の一部改正について
3 規則等の一部改正について
(1) 各規程中における法人名称変更
(2) 職員就業規則及び非常勤職員就業規則の一部改正
(3) 職員の給与及び退職金支給規程の一部改正
(4) 組織及び事務分掌規則並びに施設長等給与決定基準の一部改正
(5) 非常勤職員採用及び賃金の方針の一部改正並びに職員継続雇用規程の一部改正
(6) 経理規程の一部改正
4 平成30年度第３回評議員会の招集事項について

平成30年6月4日 6 2

1 平成29年度第６次補正予算について
2 平成30年度第１次補正予算について
3 平成29年度決算について
4 平成29年度事業報告について
5 理事の辞任に伴う補充理事候補者の選任について
6 定時評議員会の招集事項について
7 評議員選任・解任委員会委員の辞任に伴う欠員の補充について
8 就労定着支援事業の新規実施及び運営規程の新設について
9 就労定着支援事業の新規実施に伴う経理規程の一部改正について

平成30年9月27日 6 2

1 平成30年度第２次補正予算について
2 定款の一部改正について
3 基本財産の担保提供承認申請について
4 評議員候補者の評議員選任・解任委員会への推薦について
5 監事候補者の評議員会への推薦について
6 平成30年度第2回評議員会の招集事項について

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

平成31年1月15日 8 6 2 0 1 定款の一部改正について

平成30年10月25日 7 6 2 0
1 定款の一部改正について
2 基本財産の担保提供について
3 監事の選任について

平成30年6月21日 8 6 2 0 1 平成29年度決算について
2 理事の辞任に伴う補充理事の選任について

(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
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社会福祉法人　京都身体障害者福祉センター

現況報告書（平成31年4月1日現在） 別紙１

平成24年5月1日 0 1,269320
生活サポー
トセンター『と

02130104 障害福祉サービス事業（行動援護） とらい：行動援護
京都府 京都市伏見区 桝形町435番地１の2 3 自己所有 3 自己所有

イ大規模修繕

3 自己所有 平成24年5月1日 0 129
ア建設費 0320

生活サポー
トセンター『と
らい』

02130103 障害福祉サービス事業（同行援護） とらい：同行援護
京都府 京都市伏見区 桝形町435番地１の2 3 自己所有

イ大規模修繕

平成24年10月1日 0 12
ア建設費 0320

生活サポー
トセンター『と
らい』

02130102 障害福祉サービス事業（重度訪問介護） とらい：重度訪問介護
京都府 京都市伏見区 桝形町435番地１の2 3 自己所有 3 自己所有

204.540
イ大規模修繕

3 自己所有 平成17年8月1日 0 3,065
ア建設費 平成26年3月28日 55,448,500 55,448,500320

生活サポー
トセンター『と
らい』

02130101 障害福祉サービス事業（居宅介護） とらい：居宅介護
京都府 京都市伏見区 桝形町435番地１の2 3 自己所有

イ大規模修繕

平成26年4月1日 0 75
ア建設費 0310

京都市伏見
障害者デイ
サービスセン
ター

02130303 計画相談支援 伏見デイ：計画相談
京都府 京都市伏見区 紙子屋町544 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4年5月1日 20 5,132
ア建設費 0310

京都市伏見
障害者デイ
サービスセン
ター

02130106 障害福祉サービス事業（生活介護） 伏見デイ：生活介護事業
京都府 京都市伏見区 紙子屋町544 1 行政からの賃借等

イ大規模修繕

平成26年4月1日 0 9
ア建設費 0240

京都市洛南
障害者授産
所

02130303 計画相談支援 洛南授産：計画相談
京都府 京都市南区 吉祥院西定成町35 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59年9月10日 20 6,594
ア建設費 0240

京都市洛南
障害者授産
所

02130113 障害福祉サービス事業（就労継続支援Ｂ型） 洛南授産：福祉事業
京都府 京都市南区 吉祥院西定成町35 1 行政からの賃借等

イ大規模修繕

平成24年4月1日 0 136
ア建設費 0232

京都市東部
障害者地域
生活支援セ
ンター｢らくと

02130303 計画相談支援 らくとう：計画相談支援事業
京都府 京都市山科区 竹鼻外田町8・エスポワール京都101 2 民間からの賃借等 2 民間からの賃借等

イ大規模修繕

2 民間からの賃借等 平成27年4月1日 0 5
ア建設費 0232

京都市東部
障害者地域
生活支援セ
ンター｢らくと

02130303 計画相談支援 らくとう：障害児計画相談事業
京都府 京都市山科区 竹鼻外田町8・エスポワール京都101 2 民間からの賃借等

イ大規模修繕

平成25年4月1日 0 0
ア建設費 0232

京都市東部
障害者地域
生活支援セ
ンター｢らくと

02130204 地域定着支援 らくとう：地域定着支援事業
京都府 京都市山科区 竹鼻外田町8・エスポワール京都101 2 民間からの賃借等 2 民間からの賃借等

イ大規模修繕

2 民間からの賃借等 平成25年4月1日 0 0
ア建設費 0232

京都市東部
障害者地域
生活支援セ
ンター｢らくと

02130203 地域移行支援 らくとう：地域移行支援事業
京都府 京都市山科区 竹鼻外田町8・エスポワール京都101 2 民間からの賃借等

イ大規模修繕

平成14年10月1日 0 22,305
ア建設費 0232

京都市東部
障害者地域
生活支援セ
ンター｢らくと

02130303 計画相談支援 らくとう：委託相談事業
京都府 京都市山科区 竹鼻外田町8・エスポワール京都101 2 民間からの賃借等 2 民間からの賃借等

イ大規模修繕

1 行政からの賃借等 平成25年4月1日 0 0
ア建設費 0231

京都市中部
障害者地域
生活支援セ
ンター｢らくな

02130204 地域定着支援 らくなん：地域定着支援事業
京都府 京都市南区 吉祥院西定成町35 1 行政からの賃借等

イ大規模修繕

平成27年4月1日 0 2
ア建設費 0231

京都市中部
障害者地域
生活支援セ
ンター｢らくな

02130303 計画相談支援 らくなん：障害児相談事業
京都府 京都市南区 吉祥院西定成町35 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24年4月1日 0 178
ア建設費 0231

京都市中部
障害者地域
生活支援セ
ンター｢らくな

02130303 計画相談支援 らくなん：計画相談支援事業
京都府 京都市南区 吉祥院西定成町35 1 行政からの賃借等

イ大規模修繕

平成25年4月1日 0 0
ア建設費 0231

京都市中部
障害者地域
生活支援セ
ンター｢らくな

02130203 地域移行支援 らくなん：地域移行支援事業
京都府 京都市南区 吉祥院西定成町35 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10月1日 0 16
ア建設費 0220

洛南障害者
デイサービス
センター｢あ
すなろ｣

02130303 計画相談支援 あすなろ：計画相談
京都府 京都市南区 上鳥羽高畠町29 3 自己所有

イ大規模修繕

平成13年1月4日 0 12,047
ア建設費 0231

京都市中部
障害者地域
生活支援セ
ンター｢らくな

02130303 計画相談支援 らくなん：委託相談事業
京都府 京都市南区 吉祥院西定成町35 1 行政からの賃借等 1 行政からの賃借等

477.870
イ大規模修繕

3 自己所有 平成27年10月1日 20 4,554
ア建設費 平成28年10月1日 183,626,371 183,626,371220

洛南障害者
デイサービス
センター｢あ
すなろ｣

02130106 障害福祉サービス事業（生活介護） あすなろ：生活介護事業
京都府 京都市南区 上鳥羽高畠町29 3 自己所有

イ大規模修繕

昭和45年4月9日 0 514
ア建設費 0210

京都市洛南
身体障害者
福祉会館

02130403 移動支援事業 京都市重度身体障害者移動支援事業
京都府 京都市南区 吉祥院西定成町35 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 0 10
ア建設費 0210

京都市洛南
身体障害者
福祉会館

02130303 計画相談支援 洛南会館：計画相談
京都府 京都市南区 吉祥院西定成町35 1 行政からの賃借等

イ大規模修繕

昭和45年4月9日 0 1,230
ア建設費 0210

京都市洛南
身体障害者
福祉会館

06321401 （公益）その他所轄庁が認めた事業 洛南会館：ＩＴ事業
京都府 京都市南区 吉祥院西定成町35 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10月1日 10 2,554
ア建設費 0210

京都市洛南
身体障害者
福祉会館

02130113 障害福祉サービス事業（就労継続支援Ｂ型） 洛会Ｂ型：福祉事業
京都府 京都市南区 吉祥院西定成町35 1 行政からの賃借等

イ大規模修繕

昭和55年7月1日 10 2,728
ア建設費 0210

京都市洛南
身体障害者
福祉会館

02130106 障害福祉サービス事業（生活介護） 洛南会館：生活介護事業
京都府 京都市南区 吉祥院西定成町35 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45年4月9日 0 49,728
ア建設費 0210

京都市洛南
身体障害者
福祉会館

02140501 身体障害者福祉センター 洛南会館：会館事業
京都府 京都市南区 吉祥院西定成町35 1 行政からの賃借等

イ大規模修繕
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生活サポー 02130107 障害福祉サービス事業（短期入所） あんど：短期入所

260.860
イ大規模修繕

3 自己所有 平成29年5月1日 10 2,844
ア建設費 平成29年4月23日 102,100,484 102,100,484440

生活サポー
トセンター
『ほっと』

02130114 障害福祉サービス事業（共同生活援助） あんど：共同生活事業
京都府 京都市山科区 東野中井ノ上町1-17の2 3 自己所有

イ大規模修繕

平成24年10月1日 0 1,104
ア建設費 0440

生活サポー
トセンター
『ほっと』

02130403 移動支援事業 ほっと：地域生活支援事業
京都府 京都市山科区 東野中井ノ上町1-17 3 自己所有 3 自己所有

イ大規模修繕

3 自己所有 平成24年10月1日 0 472
ア建設費 0440

生活サポー
トセンター
『ほっと』

02130104 障害福祉サービス事業（行動援護） ほっと：行動援護事業
京都府 京都市山科区 東野中井ノ上町1-17 3 自己所有

イ大規模修繕

平成25年12月1日 0 11
ア建設費 0440

生活サポー
トセンター
『ほっと』

02130103 障害福祉サービス事業（同行援護） ほっと：同行援護事業
京都府 京都市山科区 東野中井ノ上町1-17 3 自己所有 3 自己所有

イ大規模修繕

3 自己所有 平成24年10月1日 0 6
ア建設費 0440

生活サポー
トセンター
『ほっと』

02130102 障害福祉サービス事業（重度訪問介護） ほっと：重度訪問介護事業
京都府 京都市山科区 東野中井ノ上町1-17 3 自己所有

イ大規模修繕

平成24年10月1日 0 3,317
ア建設費 0440

生活サポー
トセンター
『ほっと』

02130101 障害福祉サービス事業（居宅介護） ほっと：居宅介護事業
京都府 京都市山科区 東野中井ノ上町1-17 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4月1日 0 9
ア建設費 0430 デイスポット

楽

02130303 計画相談支援 デイスポット楽:計画相談
京都府 京都市山科区 東野中井ノ上町1-17 3 自己所有

イ大規模修繕

平成29年3月25日 20 4,019
ア建設費 平成29年3月25日 209,063,690 225,635,884 434,699,574 1,025.890430 デイスポット

楽

02130106 障害福祉サービス事業（生活介護） デイスポット楽：生活介護事業
京都府 京都市山科区 東野中井ノ上町1-17 3 自己所有 3 自己所有

イ大規模修繕

1 行政からの賃借等 平成26年4月1日 0 29
ア建設費 0420

京都市山科
障害者デイ
サービスセン
ター

02130303 計画相談支援 山科障害デイ：計画相談
京都府 京都市山科区 竹鼻四丁野町34-1 1 行政からの賃借等

イ大規模修繕

平成5年4月1日 20 4,842
ア建設費 0420

京都市山科
障害者デイ
サービスセン
ター

02130106 障害福祉サービス事業（生活介護） 山科障害デイ：生活介護事業
京都府 京都市山科区 竹鼻四丁野町34 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 0 37
ア建設費 0 0 0410

京都市山科
身体障害者
福祉会館

02130303 計画相談支援 山科会館：計画相談
京都府 京都市山科区 竹鼻四丁野町34-1 1 行政からの賃借等

イ大規模修繕

平成5年4月1日 20 2,822
ア建設費 0410

京都市山科
身体障害者
福祉会館

02130106 障害福祉サービス事業（生活介護） 山科会館：生活介護事業
京都府 京都市山科区 竹鼻四丁野町34-1 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5年4月1日 0 48,435
ア建設費 0410

京都市山科
身体障害者
福祉会館

02140501 身体障害者福祉センター 山科会館：会館事業
京都府 京都市山科区 竹鼻四丁野町34-1 1 行政からの賃借等

イ大規模修繕

平成30年7月1日 0 4
ア建設費 0350 京都いたは

し学園

02130204 地域定着支援 いたはし学園:就労定着支援事業
京都府 京都市伏見区 西大黒町1035-23 2 民間からの賃借等 2 民間からの賃借等

イ大規模修繕

2 民間からの賃借等 平成26年4月1日 0 48
ア建設費 0350 京都いたは

し学園

02130303 計画相談支援 いたはし学園：計画相談
京都府 京都市伏見区 西大黒町1035-23 2 民間からの賃借等

イ大規模修繕

平成18年4月1日 12 3,390
ア建設費 平成24年7月1日 28,514,370 28,514,370 114.390350 京都いたは

し学園

02130113 障害福祉サービス事業（就労継続支援Ｂ型） いたはしＢ型：福祉事業
京都府 京都市伏見区 西大黒町1035-14の2 3 自己所有 3 自己所有

イ大規模修繕

2 民間からの賃借等 平成18年4月1日 8 1,948
ア建設費 0350 京都いたは

し学園

02130111 障害福祉サービス事業（就労移行支援） いたはし移行：福祉事業
京都府 京都市伏見区 西大黒町1035-23 2 民間からの賃借等

イ大規模修繕

平成27年4月1日 0 8
ア建設費 0340 京都市ふし

み学園

02130303 計画相談支援 ふしみ学園：計画相談
京都府 京都市伏見区 紙子屋町544 1 行政からの賃借等 1 行政からの賃借等

180.520
イ大規模修繕

3 自己所有 平成4年5月1日 55 12,793
ア建設費 平成26年3月28日 47,970,500 47,970,500340 京都市ふし

み学園

02130106 障害福祉サービス事業（生活介護） ふしみ学園：福祉事業
京都府 京都市伏見区 桝形町435番地１の1 3 自己所有

イ大規模修繕

平成4年4月1日 14 4,021
ア建設費 0330

京都市伏見
障害者授産
所

02130113 障害福祉サービス事業（就労継続支援Ｂ型） 伏授Ｂ型：福祉事業
京都府 京都市伏見区 紙子屋町544 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4年4月1日 6 1,722
ア建設費 0330

京都市伏見
障害者授産
所

02130106 障害福祉サービス事業（生活介護） 伏授生活：福祉事業
京都府 京都市伏見区 紙子屋町544 1 行政からの賃借等

イ大規模修繕

平成29年1月1日 0 593
ア建設費 0320

生活サポー
トセンター『と
らい』

06321401 （公益）その他所轄庁が認めた事業 福祉有償運送事業とらい
京都府 京都市伏見区 桝形町435番地１の2 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 10 2,722
ア建設費 0320

生活サポー
トセンター『と
らい』

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『らいと』
京都府 京都市伏見区 桝形町435番地１の2 3 自己所有

イ大規模修繕

平成16年2月1日 5 2,792
ア建設費 平成27年4月21日 18,443,790 0 18,443,790 142.420320

生活サポー
トセンター『と
らい』

02130114 障害福祉サービス事業（共同生活援助） グループホーム『ふしみ寮』
京都府 京都市伏見区 鍛冶屋町 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10月1日 0 2,892
ア建設費 0320

生活サポー
トセンター『と
らい』

02130403 移動支援事業 とらい：地域生活支援
京都府 京都市伏見区 桝形町435番地１の2 3 自己所有

イ大規模修繕
ア建設費 0320 トセンター『と

らい』
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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

（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

44,550,000イ大規模修繕 平成29年9月1日

平成5年4月1日 0 0
ア建設費 0470

京都市山科
合同福祉セ
ンター

03321401 その他所轄庁が認めた事業 京都市山科合同福祉センター
京都府 京都市山科区 竹鼻四丁野町34-1 1 行政からの賃借等 1 行政からの賃借等

イ大規模修繕 平成29年10月15日 40,154,400

1 行政からの賃借等 平成4年4月1日 0 0
ア建設費 0

（イ）修繕費合計額（円）

360
京都市伏見
社会福祉総
合センター

03321401 その他所轄庁が認めた事業 京都市伏見社会福祉総合センター
京都府 京都市伏見区 紙子屋町544 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

平成27年4月1日 0 44
ア建設費 0510 京都市だい

ご学園

02130303 計画相談支援 だいご学園：計画相談
京都府 京都市伏見区 醍醐辰巳町7番１の２ 3 自己所有 3 自己所有

392.100
イ大規模修繕

3 自己所有 平成15年5月1日 24 7,289
ア建設費 平成30年4月13日 170,050,935 21,582,126 191,633,061510 京都市だい

ご学園

02130113 障害福祉サービス事業（就労継続支援Ｂ型） だいごＢ型：福祉事業
京都府 京都市伏見区 醍醐辰巳町7番１の２ 3 自己所有

イ大規模修繕

平成15年5月1日 6 1,263
ア建設費 0510 京都市だい

ご学園

02130111 障害福祉サービス事業（就労移行支援） だいご移行：福祉事業
京都府 京都市伏見区 醍醐辰巳町7番１の２ 3 自己所有 3 自己所有

イ大規模修繕

1 行政からの賃借等 平成27年4月1日 0 86
ア建設費 0460 京都市やま

しな学園

02130303 計画相談支援 やましな学園：計画相談
京都府 京都市山科区 竹鼻四丁野町34-1 1 行政からの賃借等

イ大規模修繕

平成5年4月1日 20 5,422
ア建設費 0460 京都市やま

しな学園

02130113 障害福祉サービス事業（就労継続支援Ｂ型） やましなＢ型：福祉事業
京都府 京都市山科区 竹鼻四丁野町34-1 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5年4月1日 35 7,444
ア建設費 0460 京都市やま

しな学園

02130106 障害福祉サービス事業（生活介護） やましな生活：福祉事業
京都府 京都市山科区 竹鼻四丁野町34-1 1 行政からの賃借等

イ大規模修繕

平成27年4月1日 0 28
ア建設費 0450

京都市山科
障害者授産
所

02130303 計画相談支援 山科授産：計画相談
京都府 京都市山科区 竹鼻四丁野町34-1 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5年4月1日 10 2,176
ア建設費 0450

京都市山科
障害者授産
所

02130113 障害福祉サービス事業（就労継続支援Ｂ型） 山授Ｂ型：福祉事業
京都府 京都市山科区 竹鼻四丁野町34-1 1 行政からの賃借等

イ大規模修繕

平成5年4月1日 10 2,682
ア建設費 0450

京都市山科
障害者授産
所

02130106 障害福祉サービス事業（生活介護） 山授生活：福祉事業
京都府 京都市山科区 竹鼻四丁野町34-1 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9月1日 0 159
ア建設費 0440

生活サポー
トセンター
『ほっと』

06321401 （公益）その他所轄庁が認めた事業 福祉有償運送事業ほっと
京都府 京都市山科区 東野中井ノ上町1-17 3 自己所有

イ大規模修繕

平成27年4月1日 0 8,478
ア建設費 0440

生活サポー
トセンター
『ほっと』

06321401 （公益）その他所轄庁が認めた事業 福祉有償運送事業ラクショーネ
京都府 京都市山科区 山科区東野中井ノ上町1-17 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31日 10 2,655
ア建設費 0440

生活サポー
トセンター
『ほっと』

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すてーじ
京都府 京都市山科区 山科区東野中井ノ上町1-17 3 自己所有

イ大規模修繕

平成17年10月1日 0 0
ア建設費 0440

生活サポー
トセンター
『ほっと』

06320901 （公益）社会福祉の増進に資する人材育成・確保事業 居宅介護従業者養成研修事業
京都府 京都市山科区 山科区東野中井ノ上町1-17 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10月1日 0 1
ア建設費 0440

生活サポー
トセンター
『ほっと』

02130403 移動支援事業 『ほっと』レスパイトサービス事業
京都府 京都市山科区 山科区東野中井ノ上町1-17 3 自己所有

イ大規模修繕

平成29年10月1日 0 121
ア建設費 0440

生活サポー
トセンター
『ほっと』

京都府 京都市山科区 東野中井ノ上町1-17の2 3 自己所有 3 自己所有
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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）
（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）

1 有

1,362,179,733
4,436,000

1 有
1 有
1 有
1 有
1 有
1 有

0
0
0

0

0
0
0
0

0

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）

ふれあい音楽広場開催 山科身体障害者福祉会館で実施

プロやアマチュアの音楽家を招いて「ふれあい音楽広場」を定期的に数回開催

地域における公益的な取
組⑨（その他）

ワンコインパソコン教室開催 洛南障害者授産所で実施

ワンコインパソコン教室を毎年8回程度開催し、施設利用者が講師となって地域の皆さんに好評を頂いている。

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）

常設の「ふれあい誰でもギャラリー」設置 山科身体障害者福祉会館で実施

「ふれあい誰でもギャラリー」では住民の絵画や刺繍、などの作品を展示して交流の場としている。

地域における公益的な取
組⑨（その他）

「親子で新幹線Café」を開催 山科東野区域

施設内スペースを活用して地域の親子交流イベント、屋上で間近を走行する新幹線を見学。（約200名参加）

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）

地域交流スペース「楽」を設置 山科東野区域

毎月第2週と第4週の火曜日の夕方にスペースを開放し、地域住民が集える場を提供している。

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）

各種ボランティア講座開催 山科身体障害者福祉会館で実施

「山科ふれあい手話講座」、「視覚障がい者ボランティア入門講座」、「要約筆記ボランティア講座」の開催

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）

1日イベント「だいごマルシェ」を開催 だいご学園分園「ふらっと」と隣接公園

学園紹介と地域の街おこし事業としてイベントを開催し、多くの地域の方との交流を深めた。

地域における公益的な取
組⑦（地域住民に対する
福祉教育）

車いす体験教室の開催 伏見授産所が伏見地域の小学校で実施

地域の小学校に出向いて、利用者が講師役となって小学生を対象にした講習会を開催した。（２回実施）

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）

福祉有償運送「京都ラクシヨーネ」の運営 主に山科区内及び京都市周辺区域

移動困難な障がい者や高齢者向けに、年間5,600回延べ9,300人に低額な料金で輸送サービスを実施。

地域における公益的な取
組⑦（地域住民に対する
福祉教育）

地域講座の開催 伏見障害者デイサービスで実施

訪問看護事業所と協働して、医療と福祉を考える場として連続講座を開催した。（延べ200名参加）

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）

地域交流スペース「ひだまり」の設置と運営 ふしみ学園・分室「ひだまり」で実施

ふしみ学園分室で各種教室（延450名）やサークル活動を行うとともに、地域の方が集える場として開放。

地域における公益的な取
組⑨（その他）

障害者スポーツの講習会、文化教室を開催 洛南身体障害者福祉会館で実施

地域の方々の居場所づくり活動として、セミナーや教室を開催して多くの地域の方々に参加して頂いた。

地域における公益的な取
組⑨（その他）

地域コミュニティ紙発行・パソコン教室開催 洛南障害者授産所で実施

地域コミュニティ紙を毎年１回以上発行し、地域に向けての各種情報発信をした。

独自定義の公益事業
地域振興事業の実施 洛南、伏見及び山科エリアの各施設

各施設が積極的に地域貢献の取組が行えるように法人本部が助成金を交付し、全８事業の実施を支援した。

地域における公益的な取
組⑨（その他）

「地域ふれあいまつり」の開催 洛南、伏見及び山科エリア

洛南・伏見・山科の各エリアで多くの地域団体等と連携して住民の皆さんと交流するふれあい祭りを開催した。

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
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社会福祉法人　京都身体障害者福祉センター

現況報告書（平成31年4月1日現在） 別紙１

　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

　　　　　　　　　　　　　　　当該利用者の自己負担額が０円のため自己負担分はなかった。

　　　　　　　　　　　　　① １及び２の指摘事項により生じた単位数の差に相当する福祉・
　　　　　　　　　　　　　　　介護職員処遇改善加算及び利用者の自己負担分を返還した。

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民間社会福祉事業職員共済会等が行う民間の社会福祉事業･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

1 有

                          ② 誤って請求した報酬については返還した。

　　　　　　　　　　　　3  福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅲ)について

                        2　生活介護計画について
                          ① 点検した結果、今回確認された事例以外に
　　　　　　　　　　　　　　　該当する事案はなかった。
                              現在、当該利用者の利用が途絶えており交付
　　　　　　　　　　　　　　　することができないが、今後利用を再開する際には、利用者の
　　　　　　　　　　　　　　　同意を得て生活介護計画を交付するものとした。

　　　　　　　　　　　　　① 新たに常勤専従の第１サービス管理責任者を配置し、
　　　　　　　　　　　　　　　当該サービス管理責任者を第２サービス管理責任者として
　　　　　　　　　　　　　　　複数配置する人員体制に変更した。
　　　　　　　　　　　　　② サービス管理責任者がサービス提供時間中に
　　　　　　　　　　　　　　当該生活介護以外の業務に従事していた期間の
　　　　　　　　　　　　　　誤って請求した報酬及び利用者負担分について返還した。

　　　　　　　　　　　　1  サービス管理責任者について

　　　　　　　　　　　　　　　返還するとともに、利用者の自己負担分も返還すること
　　　                   3  福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅲ)について
　　　　　　　　　　　　　　①１及び２の指摘事項により総単位数を算定しなおし、
　　　　　　　　　　　　　　請求単位数との差に相当する給付について返還するとともに、
　　　　　　　　　　　　　　利用者の自己負担分も返還すること

　　　　　　　　　　　　　　また生活介護計画を利用者に交付しないままサービス提供を
　　　　　　　　　　　　　　行っている事例を確認した。
                           ①生活介護計画の作成に当たり、利用者等に対して
　　　　　　　　　　　　　　　その内容を説明し、文書により利用者の同意を得たうえで、
　　　　　　　　　　　　　　　当該生活介護計画を利用者に交付すること
　　　　　　　　　　　　　②平成25年2月まで遡り自主点検し、誤って請求した報酬を

　　　　　　　　　　　　　①専ら当該生活介護事業所の職務に従事するサービス
　　　　　　　　　　　　　　管理者を直ちに配置すること
　　　　　　　　　　　　　②平成25年2月までさかのぼり自主点検し、誤って請求した
　　　　　　　　　　　　　　報酬を返還するとともに、利用者の自己負担分も返還すること
　　　　　　　　　　　　 2 　生活介護計画について
                    　　　　 生活介護計画について文書による利用者の同意を得ず、

文書指摘通知日：平成31年1月25日
　　　　 事業所名：京都市山科身体障害者福祉会館
　　　　 指摘事項：１　サービス管理責任者について
　　　　　　　　　　　　　　指定管理者生活介護事業所の職務に
　　　　　　　　　　　　　　従事するサービス管理責任者が、サービス提供時間中に
　　　　　　　　　　　　　　当該生活介護以外の業務に従事している事例を確認した。

村上博保
ア　公認会計士又は監査法人による、社会福祉法に準じた会計監査

3,240,000

01 公認会計士
松岡洋史

京都市山科会館 27年度
京都市洛南身体障害者福祉会館 27年度

京都市山科障害者授産所 28年度
京都市やましな学園 28年度
京都市ふしみ学園 27年度

京都市洛南授産所 29年度
京都市伏見デイサービスセンター 28年度
京都市山科障害者デイサービスセンター 28年度

京都いたはし学園 29年度
京都市だいご学園 29年度
京都市伏見授産所 29年度

54,821,435

施設名 直近の受審年度
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