
社会福祉法人　京都障害者福祉センター

現況報告書（令和4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

0.8 0.6

167 6 173
5.2 82.0

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 令和3年6⽉17⽇
R3.6.17 令和4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） 4

(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 令和3年6⽉17⽇
R3.6.17 令和4年度会計に関する定時評議員会の終結の時まで

2名 2 180,000

(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。

2 無
R3.6.17 令和４年度会計に関する定時評議員会の終結の時まで 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 3 職員給与のみ支給 4酒伊　良⾏ 3 その他理事 1 常勤 令和3年6⽉17⽇ 法⼈センター⻑

2 無
R3.6.17 令和４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 4⽵内　⻯也 3 その他理事 1 常勤 令和3年6⽉17⽇ 法⼈センター⻑

2 無
R3.6.17 令和４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 4松原　直之 3 その他理事 1 常勤 令和3年6⽉17⽇ 法⼈センター⻑

1 有
R3.6.17 令和４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 4真下　清 3 その他理事 1 常勤 令和3年6⽉17⽇ 法⼈事務局⻑

1 有
R3.6.17 令和４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 4⻄⽥　哲郎 2 業務執⾏理事 1 常勤 令和3年6⽉17⽇ 法⼈本部⻑

2 無
R3.6.17 令和４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 4前田　文男 1 理事⻑ 令和1年6⽉20⽇ 2 非常勤 令和3年6⽉17⽇ 法⼈理事⻑

(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

42,526,248

大河内　清子 R3.6.17 令和６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山科区社会福祉協議会評議員

井上　直樹 R3.6.17 令和６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 0公益社団法⼈ 京都市保育園連盟副理事⻑

前田　ハル子 R3.6.17 令和６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 R3.6.17 令和６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

淺野　義孝 R3.6.17 令和６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元京都市保健福祉局⻑

伏⾒区社会福祉協議会副会⻑

佐治 俊彦 R3.6.17 令和６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⼤塚学区社会福祉協議会会⻑

令和６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 1京都市⾝体障害者団体連合会副会⻑

久保田 惠美子 R3.6.17 令和６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元法⼈施設⻑

中川　慶子 R3.6.17 令和６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伏⾒区板橋学区社会福祉協議会副会⻑

大江　正照 R3.6.17 令和６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 1京都市肢体障害者協会理事⻑

日野　勝 R3.6.17

(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 10 280,000

社会福祉法人　京都障害者福祉センター
京都府 京都市 南区𠮷祥院⻄定成町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　京都障害者福祉センター

現況報告書（令和4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

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 吉祥院⻄定成町35 1 ⾏政からの賃借等

イ大規模修繕

昭和45年4⽉9⽇ 0 844
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 吉祥院⻄定成町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 2,197
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 吉祥院⻄定成町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 2,686
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 吉祥院⻄定成町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 34,123
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 吉祥院⻄定成町35 1 ⾏政からの賃借等

イ大規模修繕

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 吉祥院⻄定成町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

令和4年3⽉17⽇ 5 2

1令和3年度第2次補正予算案について
2令和4年度予算案について
3令和4年度事業計画案について
4規則等の一部改正について
5施設⻑等の⼈事発令について
6指定管理者の応募について

令和3年10⽉21⽇ 6 2 1 令和３年度第１次補正予算案について

令和3年12⽉16⽇ 6 1

1 （報告事項）令和３年度京都市社会福祉法⼈指導監査の実施結果について
2 （報告事項）京都市の実地指導（放課後等デイサービスセンター「らいと」）の実施結果について
3 （報告事項）次期指定管理者の募集について
4 （報告事項）資産運用計画及び実施状況について
5 （報告事項）その他

令和3年6⽉2⽇ 6 2

1 令和2年度第３次補正予算について
2 令和2年度決算について
3 令和2年度事業報告について
4　評議員の任期満了に伴う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　理事の任期満了に伴う理事候補者の評議員会への推薦について
6　監事の任期満了に伴う監事候補者の評議員会への推薦について　

令和3年6⽉17⽇ 6 2 1　理事⻑の選定について
2　常務理事の選定について

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3年6⽉17⽇ 9 6 2 0
1 令和2年度決算について
2理事の任期満了に伴う理事の選任について
3監事の任期満了に伴う監事の選任についた

(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　京都障害者福祉センター

現況報告書（令和4年4⽉1⽇現在） 別紙１

1 ⾏政からの賃借等 平成4年4⽉1⽇ 6 1,598330
京都市伏⾒
障害者授産

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 0 752
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 2,508
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 2,742
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 1,987
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

平成24年5⽉1⽇ 0 2,152
ア建設費 0320

生活サポー
トセンター『と
らい』

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 0 156
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 11
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 4,549
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 52
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 4,953
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 22
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 吉祥院⻄定成町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 6,148
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 吉祥院⻄定成町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 78
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 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 ⺠間からの賃借等

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 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 ⺠間からの賃借等

イ大規模修繕

平成14年10⽉1⽇ 0 27,614
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 ⺠間からの賃借等 2 ⺠間からの賃借等

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 吉祥院⻄定成町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 10
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 吉祥院⻄定成町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 90
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 吉祥院⻄定成町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 吉祥院⻄定成町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 17
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 23,074
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 吉祥院⻄定成町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 4,427
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 48
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 吉祥院⻄定成町35 1 ⾏政からの賃借等 1 ⾏政からの賃借等

イ大規模修繕福祉会館
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生活サポー 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
イ大規模修繕

平成27年4⽉1⽇ 0 6,860
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 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 2,635
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 5
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 0 395
ア建設費 0440

生活サポー
トセンター
『ほっと』

02130107 障害福祉サービス事業（短期入所） あんど：短期⼊所
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

260.860
イ大規模修繕

3 自己所有 平成29年5⽉1⽇ 10 2,859
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 1,424
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 0 428
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 0
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 3
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 5,249
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 41
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 3,976
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 39
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 4,138
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 25
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 3,462
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 20,233
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 24
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 ⻄⼤⿊町1035-23 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26年4⽉1⽇ 0 43
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 ⻄⼤⿊町1035-23 2 ⺠間からの賃借等

イ大規模修繕

平成18年4⽉1⽇ 14 4,580
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 ⻄⼤⿊町1035-14の2 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18年4⽉1⽇ 6 2,450
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 ⻄⼤⿊町1035-23 2 ⺠間からの賃借等

イ大規模修繕

平成27年4⽉1⽇ 0 2
ア建設費 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 14,534
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 3,634
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
ア建設費 0330 障害者授産

所
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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

11-2．地域における公益的な取組（地域公益事業(再掲)含む）

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）

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地域の方々153名に参加して頂いた。

地域における公益的な取
組⑧（地域の関係者との

身体障害者手帳の有無を問わない単発講習会 洛南⾝体障害者福祉会館で実施

地域における公益的な取
組⑨（その他）

地域福祉ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑ推進事業 ⽀援センターらくなん・洛南障害者授産所・他2事業所

京都市南区内のネットワークづくりの⼀環として、施設⾒学会と情報交換会をオンラインで開催した。

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

（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 45
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 醍醐⾠⺒町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 34 8,196
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 醍醐⾠⺒町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 1,415
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 醍醐⾠⺒町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 75
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 5,003
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 6,938
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 30
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 2,031
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 2,548
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 0 127
ア建設費 0440

生活サポ
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 3 自己所有
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社会福祉法人　京都障害者福祉センター

現況報告書（令和4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

京都市ふしみ学園 平成27年度
京都市山科会館 平成27年度
京都市洛南⾝体障害者福祉会館 平成27年度

京都市山科障害者デイサービスセンター 平成28年度
京都市山科障害者授産所 平成28年度
京都市やましな学園 平成28年度

京都市伏⾒授産所 平成29年度
京都市洛南授産所 平成29年度
京都市伏⾒デイサービスセンター 平成28年度

放課後等デイサービス「らいと」 令和元年度
京都いたはし学園 平成29年度
京都市だいご学園 平成29年度

洛南障害者デイサービスセンター「あすなろ」 令和２年度
ディスポット「楽」 令和２年度
放課後等デイサービス「すてーじ」 令和２年度

1 有

1,472,855,711
2,118,000

80,062,912

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

0

0
0
0
0

0

地域における公益的な取
組⑨（その他）

チャレンジ就労体験事業 山科授産所で実施

ボランティアの受入および就労体験事業の受入。

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）

毘沙門市　最澄さん 京都市山科区　毘沙門堂にて、やましな学園が実施

地域の福祉施設の授産製品と地元作家の手作り商品等の販売促進と活動を紹介する目的に開催。

地域における公益的な取
組⑨（その他）

ボランティア講座 やましな学園と山科障害者デイサービスセンターで実施

知的ハンディを持つ⼈を⽀えるボランティア講座。ほかの団体と協⼒の上開催した。

地域における公益的な取
組⑨（その他）

ボランティア受け入れ 洛南障害者デイあすなろ

仕事を引退されたボランティア2名を受⼊、利⽤者と職員と⼀緒に活動している。

地域における公益的な取
組⑨（その他）

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」では住⺠の絵画や刺繍、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⑧（地域の関係者との
ネットワークづくり）

だいご公園体操 だいご学園で実施

閉じこもりがちな⾼齢者や体を動かす機会の少ない近隣の住⺠と⼀緒に実施した。

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）

「ふらっと相談カフェ」の開催 だいご学園分園「ふらっと」で実施

市⺠活動・地域活動に関する相談や福祉に関する悩みごと等を気軽に相談できるカフェを開催。

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）

東山区こころのふれあい作品展 支援センターらくとうで実施

精神障害者の作品や他をHP上で展⽰し、精神・知的・⾝体障害に対する理解を深め、ふれあいの輪を広げる。

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）

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4,868回延べ7,787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⑨（その他）

「あそびの広場」の開催 支援センターらくとうで実施

障害のある⼦どもたちの⻑期休み期間中に，余暇⽀援と保護者同⼠の交流を⽬的に開催した。

組⑧（地域の関係者との
ネットワークづくり） 地域の方々８３名参加。バランスヨーガ・東洋医学・スケッチ教室・ポーセリンアート・地域福祉等の講座。
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社会福祉法人　京都障害者福祉センター

現況報告書（令和4年4⽉1⽇現在） 別紙１

　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

2 無
2 無

1 有
2 無
2 無

1 有
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