
Ⅰ 基本情報 〒 - － － － －
Ⅱ 事業

昭和56年4月1日公表 120障害児通所支援事業 富岳学園 公表 御殿場市大坂字西の原36１の1 昭和54年4月1日 35裾野市伊豆島田806番12裾野市茶畑字道場山772 昭和51年4月1日一時預かり事業 富岳台保育園 公表 裾野市茶畑字道場山772一時預かり事業 富岳南保育園 公表 裾野市伊豆島田806番12地域子育て支援拠点事業 富岳台保育園 公表富岳保育園 公表 御殿場市大坂字西の原362の4保育所 富岳南保育園

社会福祉法人現況報告書

メールアドレス 公表/非公表 職業富岳の園施設長

公表

公表/非公表年齢
公表/非公表

地域子育て支援拠点事業保育所

昭和45年6月19日
公表公表公表

代表者 設立登記年月日就任年月日所轄庁
社会福祉事業 79

都道府県 主たる事務所の所在地社会福祉法人 富岳会ホームページアドレス法人名 氏名山内　令子
児童福祉

第一種第二種

6916公表 非公表 施設名・事業所名富岳保育園

年４月１日現在平成 26

http://www.fugakukai.com/ honbu@fugakukai.com 昭和45年3月24日870550電話番号設立認可年月日

富岳台保育園 公表富岳南保育園

住所 昭和52年9月1日

裾野市茶畑字道場山772裾野市伊豆島田806番12障害児通所支援事業 御殿場市大坂字西の原36１の1公表 裾野市伊豆島田806番12裾野市石脇207番地の1
昭和45年4月1日
平成26年4月1日

実施形態定員
90

種類 各分野の事業が同一施設（敷地）で実施御殿場市大坂字西の原362の4
富岳裾野学園

公表 全ての事業が同一施設（敷地）で実施
放課後児童健全育成事業

412 0033 静岡県御殿場市神山1925番地の1148

140
40

870550

保育所

0167 FAX番号
所在地 事業開始年月日

一時預かり事業 富岳保育園 公表 御殿場市大坂字西の原362の4
障害児相談支援事業地域子育て支援拠点事業 富岳南保育園 公表富岳学園 公表



障害福祉サービス事業 富岳富士見ハイム 公表 御殿場市大坂336番地の８ 平成19年4月1日 5障害福祉サービス事業 富岳ビラ・セルプ 公表 御殿場市富士見原1-1-1 平成14年4月1日 5障害福祉サービス事業 第三富岳ビラ 公表 御殿場市中山字深田691番地16 平成10年4月1日 5障害福祉サービス事業
障害福祉サービス事業 富岳ビラ 公表 御殿場市中山字柏原685番10 昭和62年12月1日障害福祉サービス事業 第二富岳ビラ 公表 裾野市伊豆島田字中曽根249番地
障害福祉サービス事業 アークビレッジ富岳 公表 御殿場市神山1925番地の1148 平成12年4月1日 35障害福祉サービス事業 セルプ・アムール 公表 御殿場市富士見原1-1-1障害福祉サービス事業 富岳中山ハイム 公表 御殿場市中山612-17 平成19年4月1日 4

老人短期入所事業 オレンジシャトー富岳 公表 御殿場市神山1925番地の1193 平成6年4月1日 12老人デイサービス事業 富岳ギャザーホーム 公表 御殿場市神山1925番地の1193 平成6年4月1日 30老人居宅介護等事業 富岳リリーフセンター裾野 公表 裾野市茶畑字中川原1707の3 平成10年4月1日 70老人短期入所事業 富岳一ノ瀬荘 公表 裾野市茶畑字中川原1707の3 平成2年5月1日 12老人居宅介護等事業 ヘルパーステーション富岳 公表 御殿場市神山1925番地の1193 平成6年4月1日
公表 御殿場市富士見原3-3-7 平成24年2月1日 4

老人居宅介護等事業 富岳リリーフセンター 公表 御殿場市神山1925番地の1193 平成6年4月1日 105
特別養護老人ホーム オレンジシャトー富岳 公表 御殿場市神山1925番地の1193 平成6年4月1日 50

公表公表公表公表

公表公表公表公表
公表公表

その他 第一種第二種
障害者福祉 第二種

第一種
老人福祉

第一種第二種

御殿場市大坂字柏原168の2御殿場市大坂字柏原168の2
エイブル富岳富岳の郷富岳フレンドハウスルビー富岳富岳の園
富岳ダイヤモンドライフすその富岳エメラルドパレス富岳中川原ホーム

富岳神山ハイム富岳グリーンハウス在宅障害者サポートセンターふがく在宅障害者サポートセンターふがく 公表公表

富岳一ノ瀬荘

公表公表障害福祉サービス事業
障害者支援施設障害者支援施設障害福祉サービス事業 裾野市須山2949御殿場市神山1925番地の1148
軽費老人ホーム特別養護老人ホーム老人デイサービス事業

公表一般相談支援事業
御殿場市大坂字柏原168の2御殿場市二子525番地の4御殿場市富士見原1-2-12

平成26年4月1日平成26年4月1日

特定相談支援事業

公表公表公表
特別養護老人ホーム 裾野市須山2949裾野市茶畑字中川原1707の3裾野市須山2949 平成2年4月1日

44老人デイサービスセンター 平成1年10月1日
平成4年10月1日平成4年10月1日平成20年7月1日
平成6年4月1日昭和53年4月1日

裾野市茶畑字中川原1707の3 平成2年10月1日 50
1250
10030

106
55050昭和60年4月1日平成26年4月1日昭和49年6月1日障害者支援施設

御殿場市神山1803-6 平成24年9月1日

25



（ ）
１　法人の所有する不動産を活用して行う貸ビル２　駐車場の経営３　公共的、公共的施設内の売店の経営（ ）
１　介護保険、障害福祉サービス等における低所得者の利用者負担減免２　地域の単身高齢者等を対象とした見守り・配食サービス等の実施３　地域の単身高齢者等を対象とした各種相談事業の実施４　災害時における各種支援活動の実施５　貧困・生活困窮者等を対象とした住宅の斡旋、食事提供等の生活支援の実施６　他法人との連携による人材育成事業（ ）

平成18年4月1日12 裾野市地域包括支援センター 裾野市佐野1466-1 平成18年4月1日御殿場市地域包括支援センター富岳 御殿場市神山1925番地の1193 事業規模（定員）

施設名・事業所名 事業開始年月日 事業規模（定員）種類（番号を記載）

事業開始年月日平成22年4月1日御殿場市大坂字西の原362の4施設名・事業所名

４　その他 昭和52年4月1日
所在地

施設名・事業所名 所在地 事業開始年月日 事業規模（定員）

6 放課後学習ｾﾝﾀｰ　（富岳保育園）
１４　社会福祉協議会等において、社会福祉協議会活動等に参加する者の福利厚生を図ることを目的として、宿泊所、保養所、食堂等を経営する事業種類（番号を記載）4 富岳太鼓
１２　介護保険法の居宅サービス事業、地域密着型サービス事業、介護予防サービス事業、地域密着型介護予防サービス事業、居宅介護支援事業、介護予防支援事業、介護老人保健施　　地域支援事業を市町村から受託する事業
２　必要な者に対し、入浴、排せつ、食事、外出時の移動、コミュニケーション、スポーツ・文化的活動、就労、住環境の調整等を支援する事業３　入浴等の支援が必要な者、独力では住居の確保が困難な者等に対し、住居を提供又は確保する事業
種類（番号を記載） 所在地12
６　子育て支援に関する事業７　福祉用具その他の用具又は機器及び住環境に関する情報の収集・整理・提供に関する事業８　ボランティアの育成に関する事業１１　事業規模要件を満たさないために社会福祉事業に含まれない事業１５　公益的事業を行う団体に事務所等として無償又は実費に近い対価で使用させるために会館等を経営する事業１３　有料老人ホーム１０　社会福祉に関する調査研究等

公益事業

収益事業
その他の事業

５　入所施設からの退院・退所を支援する事業９　社会福祉の増進に資する人材の育成・確保に関する事業（社会福祉士・介護福祉士・精神保健福祉士・保育士・コミュニケーション支援者等の養成事業等）

７　その他

１６　その他
４　日常生活を営むのに支障がある状態の軽減又は悪化の防止に関する事業１　必要な者に対し、相談、情報提供・助言、行政や福祉・保健・医療サービス事業者等との連絡調整を行う等の事業



Ⅲ 組織
～～～～～～～～～

～～

8○ ○ 9理事 齊藤斗志二 会社役員 H26.4.2 H28.4.1 ○ 9理事（職務代理） 林　　　邦雄 富岳裾野学園 園長 H26.4.2 H28.4.1理事（職務代理） 山内　　　剛 H28.4.1 ○ ○H26.4.2H26.4.2H26.4.2H26.4.2
H28.4.1
H28.4.1

○エイブル富岳 施設長 H26.4.2 社会福祉事業の学識経験者
理事理事
役職 氏名 職業 任期 その他 施設整備又は運営と密接に関連する業務を行う者地域の福祉関係者 施設長親族 他の社会福祉法人の役員H26.4.2H26.4.2 H28.4.1H28.4.1

職員給与のみ支給 支給なし 理事会への出席回数理事報酬（職員と兼務の場合は支給方法）理事報酬・職員給与ともに支給 理事報酬のみ支給その他 資格9 9 親族等特殊関係者の有無
理事

氏名 職業

富岳の園　　施設長会社役員元市議会議員理事理事長
元市栄養士

任期
高田　英俊

2理事理事 2大庭　和子定員

髙田　泰幸

山内　令子
現員 財務諸表等を監査し得る者公認会計士、税理士

定員 現員
勝又　秀雄勝又　嶋夫 元自治会長法人事務局長小林　　　昭勝又美恵子

監事

○
H28.4.1 ○H28.4.1 ○○ ○○

施設整備又は運営と密接に関連する業務を行う者
○ ○

地域の福祉関係者
監事報酬○

9798
社会福祉事業の学識経験者 支給あり 支給なし 理事会への出席回数その他

98資格
9弁護士 会社等の監査役、経理責任者等 その他H28.4.1 ○ ○会社役員会社社長 H26.4.1H26.4.1 H28.4.1 9



～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～
堀田　幸男 税理士 H26.4.2 H28.4.1 4○ 9勝間田太住 会社社長 H26.4.2 H28.4.1 ○ 9○○ ○ 8山内　喜一 元保育園園長　顧問 H26.4.2 H28.4.1 ○ ○ ○ 8大庭　和子 元市栄養士 H26.4.2 H28.4.1 ○ 9小林　　　昭 元自治会長 H26.4.2 H28.4.1 ○○ ○ 7勝又　嶋夫 元市議会議員 H26.4.2 H28.4.1 ○ ○ 8勝又　秀雄 会社役員 H26.4.2 H28.4.1 ○ ○ ○ 9齊藤斗志二 会社役員 H26.4.2 H28.4.1 ○ ○ ○ 9林　　　邦雄 富岳裾野学園　　園長 H26.4.2 H28.4.1 ○ ○エイブル富岳施設長 H26.4.2 H28.4.1 ○山内　　　剛

8599

富岳の園　　施設長

富岳ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞ施設長保護者代表歯科医師

21 21定員 現員

富岳南保育園　　園長会社役員司法書士菅沼　　章

山内　令子
5999H28.4.1

評議員会への出席回数
山本　逸朗原　　博男 H28.4.1H28.4.1H28.4.1山﨑　恭夫斎藤　　衛 9○○元園長　　顧問富岳保育園　　園長会社社長杉山　延江勝又　貞二伊達まつ代

9
7H26.4.2H26.4.2髙田　光雄勝又　愛志 元市議会議員

評議員
利用者の家族の代表 その他 施設整備又は運営と密接に関連する業務を行う者 理事との兼務 職員との兼務氏名 職業 任期 親族等特殊関係者の有無親族 他の社会福祉法人の役員 その他 理事の親族 資格

H26.4.2H26.4.2 H28.4.1H28.4.1H28.4.1

社会福祉事業の学識経験者 地域の福祉関係者 地域の代表者 施設長

○H28.4.1H26.4.2H26.4.2H26.4.2 H28.4.1
H26.4.2
H26.4.2H26.4.2H26.4.2

H28.4.1
H28.4.1

○○○
○

○ ○ ○
○○ ○○○ ○○○ ○ ○○



富岳の郷ｱｰｸﾋﾞﾚｯｼﾞ富岳 勝又　愛志 昭 和 52 年 4 月 1 日 有森下　初女 平 成 20 年 4 月 1 日 有富岳保育園富岳台保育園 山内    健 平 成 4 年 4 月 1 日 有富岳一ノ瀬荘
平 成 16 年 4 月 1 日 有原   　博男山内　香世子 平 成 17 年 4 月 1 日 有勝又　美恵子 平 成 12 年 4 月 1 日 有富岳学園富岳南保育園

山内 　  剛
平 成 26 年 4 月 1 日

就任年月日
市川　雅子0 077 60.9換算数

昭 和 47 年 4 月 1 日
平 成 26 年 4 月 1 日平 成 23 年 10 月 1 日 有0 有換算数常勤兼務富岳裾野学園

山内　令子

17.226 林　　邦雄オレンジシャトー富岳富岳ダイヤモンドライフすその 菅沼　　章非常勤
施設名 氏名富岳の園エイブル富岳 法令等に定める資格の有無

350 0職員法人本部施設
施設長 杉山　延江 平 成 2 年 4 月 1 日 有平 成 14 年 4 月 1 日 有有

無2常勤専従



監事出席の有無 決議事項有8 報告事項第１号議案　特別養護老人ホーム「富岳ダイヤモンドライフすその」ケアハウス「富岳エメラルドパレス」内示について第２号議案　児童発達支援施設「富岳裾野学園」内示について第３号議案　特別養護老人ホーム「富岳ダイヤモンドライフすその」ケアハウス「富岳エメラルドパレス」建設選定委員会　　　　　　　　結果報告について第４号議案　富岳一ノ瀬荘特殊浴槽購入に伴う選定委員会結果報告について第５号議案　特別養護老人ホーム「富岳ダイヤモンドライフすその」ケアハウス「富岳エメラルドパレス」借入金について審議事項第１号議案　特別養護老人ホーム「富岳ダイヤモンドライフすその」ケアハウス「富岳エメラルドパレス」建設に伴う入札について第２号議案　富岳一ノ瀬荘特殊浴槽購入に伴う入札について第３号議案　児童発達支援施設「富岳裾野学園」建設工事実施設計業者選定について
書面出席者数

8

出席者数開催年月日平成25年4月9日

有 報告事項第１号議案　児童発達支援施設富岳裾野学園入札結果について第２号議案　富岳ダイヤモンドライフすその、富岳エメラルドパレス　　　　　　　　平成２５年度介護基盤緊急整備等特別対策事業費補助金の内示について第３号議案　富岳台保育園食器洗浄機の入れ替えについて審議事項第１号議案　児童発達支援施設富岳裾野学園ソーラ設備計画及び補助金申請について第２号議案　現御殿場農協神山支店トイレ設置工事について第３号議案　現御殿場農協神山支店の事業について第４号議案　市道改良工事に伴う道路用地の売却について第５号議案　平成２６年度社会福祉施設整備（児童福祉関連施設）に係る概要調書等の提出について第６号議案　退職金規程の変更について

平成25年5月23日 9 有
報告事項第１号議案　平成２４年度共同募金助成金交付決定について第２号議案　資産の運用について第３号議案　発達障害者支援センター機能強化事業指定審査決定及び受託契約の締結について第４号議案　平成２４年度障害福祉サービス事業者等の実地指導の結果について第５号議案　介護職員初任者研修について第６号議案　特別養護老人ホーム「富岳ダイヤモンドライフすその」ケアハウス「富岳エメラルドパレス」建設進捗状況について第７号議案　児童発達支援施設「富岳裾野学園」建設進捗状況について審議事項第　１号議案　平成24年度事業報告（案）について第　２号議案　平成24年度前期末支払資金残高の取崩しについて第　３号議案　平成24年度積立金の変更について第　４号議案　資産の増について第　５号議案　平成24年度予備費の使用について第　６号議案　平成24年度決算報告について　監事監査報告第　７号議案　平成25年度前期末支払い資金残高の取崩について第　８号議案　大型備品購入及び大規模修繕について第　９号議案　資産の廃棄について第１０号議案　平成25年第1次補正予算（案）について第１１号議案　諸規程の変更について第１２号議案　御殿場農協神山支店店舗及び倉庫借用後の使用目的及び内容について

平成25年6月27日

平成25年5月8日 7 有 報告事項第１号議案　入札結果について



理事会

平成25年8月31日 8 有 報告事項第１号議案　市道改良工事に伴う道路用地の売却変更について第２号議案　日本財団福祉車両申請について第３号議案　防災テントの購入について審議事項第１号議案　富岳ダイヤモンドライフすその、富岳裾野学園建設の今後の予定について第２号議案　法人本部における体制の構築について第３号議案　富士山マルシェ富岳事業内容及び改修工事に伴う入札について第４号議案　備品の購入について第５号議案　富岳の園トイレ修繕について第６号議案　富岳裾野学園平成25年度再生可能エネルギー熱利用加速化支援対策費補助金の交付決定　　　　　　　　及び進捗状況と今後の計画について
平成25年9月27日 9 有

報告事項第１号議案　平成２５年度社会福祉施設指導監査及び実地指導日程について第２号議案　富岳ダイヤモンドライフすその・富岳裾野学園工事進捗状況について第３号議案　富岳ダイヤモンドライフすその・富岳裾野学園開設準備状況及び今後の予定について第４号議案　平成25年度富岳裾野学園施設整備費補助金の交付決定について第５号議案　富岳ダイヤモンドライフすその介護基盤緊急整備特別対策費補助金について第６号議案　富岳裾野学園ソーラーパネル設置工事入札結果について第７号議案　富岳ダイヤモンドライフすその建設資金について第８号議案　富岳裾野学園建設資金について第９号議案　平成26年度新任職員採用状況について第１０号議案　運営規定の変更について第１１号議案　オレンジシャトー富岳（独）福祉医療機構借入金完済について第１２号議案　資産の運用について第１３号議案　富岳一ノ瀬荘介護報酬返還処理について審議事項第１号議案　法人中長期計画について第２号議案　固定資産の廃棄について第３号議案　大型備品導入（購入・リース）について第４号議案　大規模修繕について第５号議案　エイブル富岳２階管理当直室改修工事に伴う入札について第６号議案　富岳ダイヤモンドライフすその介護基盤緊急整備特別対策費補助金交付決定に伴う選定委員会の　　　　　　　　実施及び入札日について第７号議案　平成２５年度前期末支払い資金残高の取崩について第８号議案　平成２５年第２次補正予算（案）について第９号議案　諸規程の変更について



平成25年12月26日 9 有 審議事項第　１号議案　　所得税の過年度修正分支払いについて第　２号議案　　大規模修繕・大型備品購入について第　３号議案　　資産の廃棄について第　４号議案　　積立金について第　５号議案　　前期末支払資金残高取り崩しについて第　６号議案　　保育士等処遇改善臨時特例事業交付金の支給について第　７号議案　　法人全体の勤怠システムの導入について第　８号議案　　障害者施設・老人施設請求システム及びパソコンの更新入れ替えについて第　９号議案　　平成２５年度補正予算（案）について第１０号議案　　第三者評価受審について第１１号議案　　諸規程の変更について第１２号議案　　新施設の設置認可申請及び業者指定について第１３号議案　　定款変更について第１４号議案　　グランド用土地の借用について第１５号議案　　業者選定について第１６号議案　　法人組織の配置及び担当職員について第１７号議案　　特別養護老人ホーム　「富岳ダイヤモンドライフすその」・ケアハウス「富岳エメラルドパレス」及び　　　　　　　　　　児童発達支援センター「富岳裾野学園」の施設長について第１８号議案　　役員の任期満了に伴う改選について

報告事項第　１号議案　　平成２６年度新規採用職員の採用状況について第　２号議案　　平成２６年度助成金申請について第　３号議案　　平成２５年度助成金交付決定について第　４号議案　　平成２５年度社会福祉施設等指導監査及び実地指導結果について第　５号議案　　沼津税務署調査について第　６号議案　　資金の運用について第　７号議案　　富岳一ノ瀬荘特殊浴槽購入に伴う契約内容変更について第　８号議案　　給与・人事管理システムのリース導入について第　９号議案　　運営規程の変更について第１０号議案　　特別養護老人ホーム「富岳ダイヤモンドライフすその」・ケアハウス「富岳エメラルドパレス」及び　　　　　　　　　　児童発達支援センター「富岳裾野学園」建設の進捗状況について第１１号議案　　平成２５年度公益財団法人静岡県グリーンバンク街の森づくり事業における富岳ダイヤモンドライフすその　　　　　　　　　　緑化工事の法人負担金について第１２号議案　　平成２６年度社会福祉施設(児童福祉施設)に係る概要調書提出後の状況について第１３号議案　　入札の結果報告について協議事項第　１号議案　　特別養護老人ホーム　「富岳ダイヤモンドライフすその」・ケアハウス「富岳エメラルドパレス」及び　　　　　　　　　児童発達支援センター「富岳裾野学園」の施設長について第　２号議案　　法人組織の配置及び担当職員について



有平成26年2月26日

平成26年3月18日

報告事項第　１号議案　　特別養護老人ホーム「富岳ダイヤモンドライフすその」・ケアハウス「富岳エメラルドパレス」建設状況について第　２号議案　　児童発達支援センター「富岳裾野学園」一般社団法人エネルギー導入促進事業完了報告について第　３号議案　　児童発達支援センター「富岳裾野学園」建設完成検査について第　４号議案　　特別養護老人ホーム「富岳ダイヤモンドライフすその」・ケアハウス「富岳エメラルドパレス」及び　　　　　　　　　　児童発達支援センター「富岳裾野学園」開設認可申請の届け出について第　５号議案　　特別養護老人ホーム「富岳ダイヤモンドライフすその」・ケアハウス「富岳エメラルドパレス」及び　　　　　　　　　　児童発達支援センター「富岳裾野学園」落成式について第　６号議案　　小規模保育所設計業者決定について第　７号議案　　入札結果について第　８号議案　　エイブル富岳2階管理人室改修工事内容変更契約について第　９号議案　　オレンジシャトー富岳土地の売却について審議事項第　１号議案　　平成25年度指導監査結果に係る是正・改善報告について第　２号議案　　「富岳ダイヤモンドライフすその」ホシザキ湘南株式会社との厨房器具契約の解除について報告事項第　１号議案　　平成２６年度新規採用職員について第　２号議案　　日本財団福祉車両助成事業完了報告について第　３号議案　　資金運用について第　４号議案　　定款変更許可報告について第　５号議案　　富岳ダイヤモンドライフすその完了報告について第　６号議案 　 富岳の園・アークビレッジ富岳業者指定更新について第　７号議案　　実地指導結果報告について第　８号議案    富岳ダイヤモンドライフすその駐車場・散歩用敷地の賃貸契約について第　９号議案　　富岳ダイヤモンドライフすその、富岳裾野学園登記完了報告について第１０号議案　　ＯＡ機器の整備について審議事項第　１号議案　　富岳ダイヤモンドライフすその土木工事追加・契約について第　２号議案　　平成25年度積立金について第　３号議案　　平成25年度前期末支払資金残高取崩しについて第　４号議案　　平成25年度大型備品購入及び大規模修繕について第　５号議案　　平成25年度固定資産の廃棄及移管・売却について第　６号議案　　平成25年度基本財産・運用財産の増減について第　７号議案　　平成２５年度補正予算（案）について第　８号議案　　平成26年度事業計画（案）について第　９号議案　　平成26年度大型備品購入及び大規模修繕について第１０号議案　　平成26年度積立金について第１１号議案　　平成26年度収支予算（案）について第１２号議案　　定款変更について第１３号議案　　就業規則及び諸規程の変更について第１４号議案　　運営規程の変更について第１５号議案　　平成26年度委託契約について第１６号議案　　施設長の変更について第１７号議案　　任期満了に伴う役員の選任について
有

9

9



有開催年月日平成25年4月9日 出席者数17

平成25年6月27日 18 有 報告事項第１号議案　児童発達支援施設富岳裾野学園入札結果について第２号議案　富岳ダイヤモンドライフすその、富岳エメラルドパレス　　　　　　　　平成２５年度介護基盤緊急整備等特別対策事業費補助金の内示について第３号議案　富岳台保育園食器洗浄機の入れ替えについて審議事項第１号議案　児童発達支援施設富岳裾野学園ソーラー設備計画及び補助金申請について第２号議案　現御殿場農協神山支店トイレ設置工事について第３号議案　現御殿場農協神山支店の事業について第４号議案　市道改良工事に伴う道路用地の売却について第５号議案　平成２６年度社会福祉施設整備（児童福祉関連施設）に係る概要調書等の提出について第６号議案　退職金規程の変更について

平成25年5月8日 16 有 報告事項第１号議案　入札結果について
平成25年5月23日

決議事項報告事項第１号議案　特別養護老人ホーム「富岳ダイヤモンドライフすその」ケアハウス「富岳エメラルドパレス」内示について第２号議案　児童発達支援施設「富岳裾野学園」内示について第３号議案　特別養護老人ホーム「富岳ダイヤモンドライフすその」ケアハウス「富岳エメラルドパレス」建設選定委員会結果報告について第４号議案　富岳一ノ瀬荘特殊浴槽購入に伴う選定委員会結果報告について第５号議案　特別養護老人ホーム「富岳ダイヤモンドライフすその」ケアハウス「富岳エメラルドパレス」借入金について審議事項第１号議案　特別養護老人ホーム「富岳ダイヤモンドライフすその」ケアハウス「富岳エメラルドパレス」建設に伴う入札について第２号議案　富岳一ノ瀬荘特殊浴槽購入に伴う入札について第３号議案　児童発達支援施設「富岳裾野学園」建設工事実施設計業者選定について
20 有

報告事項第１号議案　平成２４年度共同募金助成金交付決定について第２号議案　資産の運用について第３号議案　発達障害者支援センター機能強化事業指定審査決定及び受託契約の締結について第４号議案　平成２４年度障害福祉サービス事業者等の実地指導の結果について第５号議案　介護職員初任者研修について第６号議案　特別養護老人ホーム「富岳ダイヤモンドライフすその」ケアハウス「富岳エメラルドパレス」建設進捗状況について第７号議案　児童発達支援施設「富岳裾野学園」建設進捗状況について審議事項第　１号議案　平成24年度事業報告（案）について第　２号議案　平成24年度前期末支払資金残高の取崩しについて第　３号議案　平成24年度積立金の変更について第　４号議案　資産の増について第　５号議案　平成24年度予備費の使用について第　６号議案　平成24年度決算報告について　監事監査報告第　７号議案　平成25年度前期末支払い資金残高の取崩について第　８号議案　大型備品購入及び大規模修繕について第　９号議案　資産の廃棄について第１０号議案　平成25年第1次補正予算（案）について第１１号議案　諸規程の変更について第１２号議案　御殿場農協神山支店店舗及び倉庫借用後の使用目的及び内容について

監事出席の有無



有
報告事項第１号議案　平成２５年度社会福祉施設指導監査及び実地指導日程について第２号議案　富岳ダイヤモンドライフすその・富岳裾野学園工事進捗状況について第３号議案　富岳ダイヤモンドライフすその・富岳裾野学園開設準備状況及び今後の予定について第４号議案　平成25年度富岳裾野学園施設整備費補助金の交付決定について第５号議案　富岳ダイヤモンドライフすその介護基盤緊急整備特別対策費補助金について第６号議案　富岳裾野学園ソーラーパネル設置工事入札結果について第７号議案　富岳ダイヤモンドライフすその建設資金について第８号議案　富岳裾野学園建設資金について第９号議案　平成26年度新任職員採用状況について第１０号議案　運営規定の変更について第１１号議案　オレンジシャトー富岳（独）福祉医療機構借入金完済について第１２号議案　資産の運用について第１３号議案　富岳一ノ瀬荘介護報酬返還処理について審議事項第１号議案　法人中長期計画について第２号議案　固定資産の廃棄について第３号議案　大型備品導入（購入・リース）について第４号議案　大規模修繕について第５号議案　エイブル富岳２階管理当直室改修工事に伴う入札について第６号議案　富岳ダイヤモンドライフすその介護基盤緊急整備特別対策費補助金交付決定に伴う選定委員会の実施及び入札日について第７号議案　平成２５年度前期末支払い資金残高の取崩について第８号議案　平成２５年第２次補正予算（案）について第９号議案　諸規程の変更について

平成25年8月31日

平成25年9月27日 20
評議員会

17 有 報告事項第１号議案　市道改良工事に伴う道路用地の売却変更について第２号議案　日本財団福祉車両申請について第３号議案　防災テントの購入について審議事項第１号議案　富岳ダイヤモンドライフすその、富岳裾野学園建設の今後の予定について第２号議案　法人本部における体制の構築について第３号議案　富士山マルシェ富岳事業内容及び改修工事に伴う入札について第４号議案　備品の購入について第５号議案　富岳の園トイレ修繕について第６号議案　富岳裾野学園平成25年度再生可能エネルギー熱利用加速化支援対策費補助金の交付決定　　　　　　　　及び進捗状況と今後の計画について



有

有
会

審議事項第　１号議案　　所得税の過年度修正分支払いについて第　２号議案　　大規模修繕・大型備品購入について第　３号議案　　資産の廃棄について第　４号議案　　積立金について第　５号議案　　前期末支払資金残高取り崩しについて第　６号議案　　保育士等処遇改善臨時特例事業交付金の支給について第　７号議案　　法人全体の勤怠システムの導入について第　８号議案　　障害者施設・老人施設請求システム及びパソコンの更新入れ替えについて第　９号議案　　平成２５年度補正予算（案）について第１０号議案　　第三者評価受審について第１１号議案　　諸規程の変更について第１２号議案　　新施設の設置認可申請及び業者指定について第１３号議案　　定款変更について第１４号議案　　グランド用土地の借用について第１５号議案　　業者選定について第１６号議案　　法人組織の配置及び担当職員について第１７号議案　　特別養護老人ホーム　「富岳ダイヤモンドライフすその」・ケアハウス「富岳エメラルドパレス」及び　　　　　　　　　　児童発達支援センター「富岳裾野学園」の施設長について第１８号議案　　役員の任期満了に伴う改選について

報告事項第　１号議案　　平成２６年度新規採用職員の採用状況について第　２号議案　　平成２６年度助成金申請について第　３号議案　　平成２５年度助成金交付決定について第　４号議案　　平成２５年度社会福祉施設等指導監査及び実地指導結果について第　５号議案　　沼津税務署調査について第　６号議案　　資金の運用について第　７号議案　　富岳一ノ瀬荘特殊浴槽購入に伴う契約内容変更について第　８号議案　　給与・人事管理システムのリース導入について第　９号議案　　運営規程の変更について第１０号議案　　特別養護老人ホーム「富岳ダイヤモンドライフすその」・ケアハウス「富岳エメラルドパレス」及び　　　　　　　　　　児童発達支援センター「富岳裾野学園」建設の進捗状況について第１１号議案　　平成２５年度公益財団法人静岡県グリーンバンク街の森づくり事業における富岳ダイヤモンドライフすその　　　　　　　　　　緑化工事の法人負担金について第１２号議案　　平成２６年度社会福祉施設(児童福祉施設)に係る概要調書提出後の状況について第１３号議案　　入札の結果報告について協議事項第　１号議案　　特別養護老人ホーム　「富岳ダイヤモンドライフすその」・ケアハウス「富岳エメラルドパレス」及び　　　　　　　　　児童発達支援センター「富岳裾野学園」の施設長について第　２号議案　　法人組織の配置及び担当職員について20平成25年12月26日



利用者預り金監査　　　問題なし

有

有

報告事項第　１号議案　　特別養護老人ホーム「富岳ダイヤモンドライフすその」・ケアハウス「富岳エメラルドパレス」建設状況について第　２号議案　　児童発達支援センター「富岳裾野学園」一般社団法人エネルギー導入促進事業完了報告について第　３号議案　　児童発達支援センター「富岳裾野学園」建設完成検査について第　４号議案　　特別養護老人ホーム「富岳ダイヤモンドライフすその」・ケアハウス「富岳エメラルドパレス」及び　　　　　　　　　　児童発達支援センター「富岳裾野学園」開設認可申請の届け出について第　５号議案　　特別養護老人ホーム「富岳ダイヤモンドライフすその」・ケアハウス「富岳エメラルドパレス」及び　　　　　　　　　　児童発達支援センター「富岳裾野学園」落成式について第　６号議案　　小規模保育所設計業者決定について第　７号議案　　入札結果について第　８号議案　　エイブル富岳2階管理人室改修工事内容変更契約について第　９号議案　　オレンジシャトー富岳土地の売却について審議事項第　１号議案　　平成25年度指導監査結果に係る是正・改善報告について第　２号議案　　「富岳ダイヤモンドライフすその」ホシザキ湘南株式会社との厨房器具契約の解除について報告事項第　１号議案　　平成２６年度新規採用職員について第　２号議案　　日本財団福祉車両助成事業完了報告について第　３号議案　　資金運用について第　４号議案　　定款変更許可報告について第　５号議案　　富岳ダイヤモンドライフすその完了報告について第　６号議案 　 富岳の園・アークビレッジ富岳業者指定更新について第　７号議案　　実地指導結果報告について第　８号議案    富岳ダイヤモンドライフすその駐車場・散歩用敷地の賃貸契約について第　９号議案　　富岳ダイヤモンドライフすその、富岳裾野学園登記完了報告について第１０号議案　　ＯＡ機器の整備について審議事項第　１号議案　　富岳ダイヤモンドライフすその土木工事追加・契約について第　２号議案　　平成25年度積立金について第　３号議案　　平成25年度前期末支払資金残高取崩しについて第　４号議案　　平成25年度大型備品購入及び大規模修繕について第　５号議案　　平成25年度固定資産の廃棄及移管・売却について第　６号議案　　平成25年度基本財産・運用財産の増減について第　７号議案　　平成２５年度補正予算（案）について第　８号議案　　平成26年度事業計画（案）について第　９号議案　　平成26年度大型備品購入及び大規模修繕について第１０号議案　　平成26年度積立金について第１１号議案　　平成26年度収支予算（案）について第１２号議案　　定款変更について第１３号議案　　就業規則及び諸規程の変更について第１４号議案　　運営規程の変更について第１５号議案　　平成26年度委託契約について第１６号議案　　施設長の変更について第１７号議案　　任期満了に伴う役員の選任について

19

21

平成26年2月26日

平成26年3月18日
監事監査 有有監査年月日平成25年5月9日平成25年5月17・18日 監査報告の有無監査者高田　英俊・髙田　泰幸 改善事項指摘事項施設運営　 　監査　　　問題なし高田　英俊・髙田　泰幸



Ⅳ 資産管理

土地

不動産の所有状況

基本

借入先 償還期限平成30年11月10日担保提供の状況提供年月日 借入額（千円）平成10年11月18日 所轄庁の承認の有無所在地 面積 評価額（千円）静岡県御殿場市神山字大野原1925番1148 280,000 （独）福祉医療機構105,8224998.00 平成 年3月31日現在26

（独）福祉医療機構 〃

平成29年3月2日静岡県裾野市茶畑字中川原1709番2 132.00 1,621静岡県裾野市茶畑字姥山2210番3 308.03 3,696静岡県御殿場市神山字大野原1925番1193 2328.53 49,313 平成9年3月3日 80,000 （独）福祉医療機構 〃静岡県御殿場市神山字大野原1925番1200 32.41 58 〃 〃 （独）福祉医療機構

静岡県御殿場市神山字大野原1925番1167 114.00 〃 〃
〃

4,746
〃 〃 （独）福祉医療機構静岡県御殿場市神山字大野原1925番1158 255.00 〃 〃 （独）福祉医療機構静岡県御殿場市神山字大野原1925番1164 255.00 〃 〃 （独）福祉医療機構 〃静岡県御殿場市神山字大野原1925番1163 255.00255.00 〃 〃 （独）福祉医療機構 〃静岡県御殿場市神山字大野原1925番1170 228.00 〃 〃 （独）福祉医療機構 〃静岡県御殿場市神山字大野原1925番1169静岡県御殿場市神山字大野原1925番1172 255.00 〃 〃 （独）福祉医療機構 〃静岡県御殿場市神山字大野原1925番1171 27.00255.00 〃 〃 （独）福祉医療機構17,142 〃〃 〃 （独）福祉医療機構 〃

〃静岡県御殿場市神山字大野原1925番1174 255.00 〃 〃 （独）福祉医療機構 〃静岡県御殿場市神山字大野原1925番1173静岡県御殿場市神山字大野原1925番1162 255.00 1,633静岡県御殿場市二子字上ノ山525番4 3000.00 20,000静岡県御殿場市二子字上ノ山525番5 102.90 483静岡県御殿場市富士見原1丁目2番12 286.53 27,965静岡県御殿場市中山字深田691番16 178.52 26,000静岡県御殿場市富士見原1丁目1番1 465.88 44,461静岡県御殿場市中山字下原612番17 140.29 19,000静岡県御殿場市富士見原3丁目3番7 229.75 21,728静岡県御殿場市神山字道上1803番6 231.00 15,846静岡県御殿場市神山字道上1803番7 46.00 3,155静岡県御殿場市神山字1800番10 360.00 30静岡県御殿場市神山字1800番23 221.00 18静岡県御殿場市富士見原1丁目2番地12 139.21 27,965静岡県御殿場市大坂字西ノ原363番1 2483.00 67,980静岡県御殿場市大坂字西ノ原363番2 17.00 465静岡県御殿場市大坂字西ノ原363番3 118.83 3,253静岡県裾野市茶畑字中川原1707番3 1994.24 24,683静岡県御殿場市大坂字西ノ原363番4 69.81 66011.00 301

静岡県御殿場市神山字大野原1925番1165 141.00 〃 〃 （独）福祉医療機構 〃

静岡県裾野市茶畑字中川原1708番5

〃静岡県御殿場市神山字大野原1925番1168 255.00 2,432 〃 〃 （独）福祉医療機構



本財産

建物

静岡県御殿場市神山字大野原1925番地1148 280,000静岡県御殿場市神山字大野原1925番1562

静岡県裾野市石脇字坂下２０8番地1・２０６番地３・２０７番地１

316.00

209,797561.45

（独）福祉医療機構 平成30年11月10日392,733 平成10年11月18日
152.36 12,750静岡県御殿場市中山字柏原685番地10.11 150.06 4,363

静岡県御殿場市神山字大野原1925番地1066・1067 191.15
静岡県御殿場市中山字深田691番地16静岡県御殿場市大坂字柏原168番地4 108.58静岡県御殿場市二子字上ノ山525番4.5 1500.61 115,366

静岡県裾野市茶畑字中川原1707番地3・姥山2210番地3 2363.75918.92静岡県御殿場市大坂西ノ原362番地4・362番地9・363番地3 226.30静岡県御殿場市大坂字西ノ原362番地4
静岡県御殿場市神山字大野原1925番地1060.1061 169.56静岡県裾野市伊豆島田字小南804番地1 164.67静岡県御殿場市神山字大野原1925番地1060.1061 112.55 10,720

280.71258.00静岡県御殿場市神山字大野原1925番1176静岡県御殿場市神山字大野原1925番1557 273.88 12,085静岡県御殿場市神山字大野原1925番1556静岡県御殿場市神山字大野原1925番1558 63.00静岡県御殿場市神山字大野原1925番1560 243.98静岡県御殿場市神山字大野原1925番1559 165.00

123,894155,672

静岡県御殿場市神山字大野原1925番1561 11.003545.72

43,871静岡県御殿場市大坂字西ノ原361番地1・362番地1.2 298.08静岡県御殿場市大坂字西ノ原361番地1.360番地1.2.361番地先.362番地1.2 19.68静岡県御殿場市大坂字西ノ原361番地1・1先・360番地1.2・362番地1.2 799.11静岡県裾野市茶畑道場山772番地・782番地1・783番地1 699.25 66,625静岡県裾野市伊豆島田字小南806番地11.12 617.43 85,96033,028
静岡県御殿場市富士見原1丁目１番地1 152.37 43,871静岡県御殿場市中山字下原612番地17 95.19 3,228静岡県御殿場市富士見原3丁目3番地7 129.00 9,590静岡県御殿場市神山字道上1803番地6.7 281.55 2,912
静岡県御殿場市神山字大野原1925番地1095・1096 174.96 17,828静岡県御殿場市神山字大野原1925番地1083・1000・1084・1085・1086 65.26 12,746703.86 76,630静岡県御殿場市大坂字柏原168番地2.4 1498.25静岡県御殿場市神山字大野原1925番地1148.1148-2御殿場市大坂字柏原168番地2.169番地4 134.55静岡県御殿場市大坂字柏原168番地3 52.17静岡県御殿場市大坂字柏原168番地3 169.53

8061.02 1,858,108 平成25年12月25日 1,271,300 （独）福祉医療機構

198,996

平成44年3月10日静岡県裾野市茶畑字中川原1707番地3・姥山2210番地3 78.30静岡県裾野市須山字大野２９４９番地・2948番地1・2950番地１・2952番地御殿場市神山字大野原1925番地1193 3188.66 293,478 平成10年3月3日 280,000 （独）福祉医療機構 平成30年11月10日



静岡県裾野市茶畑字峰下1584番3静岡県御殿場市中山字柏原685番地8土地建物収益事業用財産
公益事業用財産
運用財産土地建物
土地建物

静岡県御殿場市神山字大野原1925番1145静岡県裾野市茶畑字広町938番地3静岡県裾野市茶畑字広町938番7 5,376
491.00 2,342
168.92 7,45317,823198.74 2,294703.00294.00静岡県裾野市茶畑字広町938番2 1244.00 31,539静岡県御殿場市神山字大野原1925番1146 490.00 2,337静岡県裾野市茶畑字広町938番1 1336.00 33,871静岡県御殿場市神山字大野原1925番1147 370.00 1,766



Ⅴ その他 公表していない
7～9月7～9月 法人HP 7～9月 年度公表方法（予定） 公表時期（予定）年度 平成法人HP 平成年度 7～9月平成平成 年度 平成

定款 公表時期（予定）法人HP○ 法人HP○
評議員名簿

法人HP公表していない 役員名簿○ ○公表していない前々年度の財務諸表貸借対照表 資金収支計算書法人HP広報誌新聞外部監査
インターネット監査法人税理士
インターネット広報誌新聞
その他
準拠している会計基準
第三者評価

公認会計士
情報公開

指摘事項

第三者評価結果 苦情処理結果事業報告書 役員報酬規程財産目録○ 事業計画書 年4月1日現在26平成公表していない 公表していない 公表していない前年度の財務諸表公表していない
公表予定あり

公表していない 公表していない
○ 貸借対照表公表方法（予定）事業活動計算書(事業活動収支計算書) 公表予定あり 7～9月 年度公表予定なし 公表予定なし 費用（千円） 費用（千円）事業活動計算書(事業活動収支計算書)公表方法（予定） 公表時期（予定）資金収支計算書費用（千円） 費用（千円） 費用（千円）

受審施設・事業所名富岳台保育園 ○ 350○ 平成 年度 年度450富岳保育園富岳南保育園 年度平成 17○○ 350 その他富岳の郷○ 企業会計基準病院会計準則
費用（千円） 費用（千円）費用（千円）350 年3月31日現在26社会福祉法人新会計基準 社会福祉法人旧会計基準 経理規程準則 指定介護老人福祉施設等会計処理等取扱指導指針 訪問看護会計・経理準則 介護老人保健施設会計・経理準則 授産会計基準 就労会計基準 平成

平成
公表予定なし公表予定あり 7～9月



１．法人単位の資金収支の状況 ２．法人単位の事業活動の状況 ３．法人単位の資産等の状況（１）サービス活動増減差額 （１）資産の部①事業活動収入 ①サービス活動収益 ①流動資産・介護報酬等の公費（※） ②サービス活動費用 ②固定資産・利用者負担金（※） （２）負債の部・その他収入 ①流動負債②事業活動支出 ②固定負債・人件費支出 （２）サービス活動外増減差額 （３）純資産の部・事業費支出 ①サービス活動外収益 減価償却累計額・利用者負担軽減額 ②サービス活動外費用・その他支出 （３）特別増減差額①特別収益①施設整備等収入 ②特別費用・施設整備補助金等の公費 当期活動増減差額・その他収入 前期繰越活動増減差額②施設整備等支出 当期末繰越活動増減差額基本金取崩額①その他の活動収入 その他の積立金取崩額②その他の活動支出 その他の積立金積立額当期末資金収支差額 次期繰越活動増減差額前期末支払資金残高当期末支払資金残高 15,880 11,95331,000
1,137492,897△7,9492,301,04402,308,994726,688

3,382,009289,849 4,064,231

（※）端数処理の関係で合計が一致しないこともあり得る。
（３）その他の活動資金収支差額 （※）端数処理の関係で合計が一致しないこともあり得る。64,319906,776（※）医療事業収入分を除く。（社会福祉法人新会計基準の勘定科目上、算出できないため。）

△48,438

1,683,8445,262,255125,954△66,6172,110,464
△22,4042,147,3972,169,801 2,881,868905,245

項目項目（１）事業活動資金収支差額 金額（千円）
（※）端数処理の関係で合計が一致しないこともあり得る。△1,901367,6602,119,8161,335,933

6,946,100102,726
（２）施設整備等資金収支差額

1,976,622国庫補助金等特別積立金取崩額
項目 金額（千円） 減価償却費その他サービス活動費用

19,176887,600
△1,711731,115732,827△3,6131,807,64801,804,034

25平成 年度の法人の経営状況（総括表） 金額（千円）75,564

1,784,988
47,986

2,195,3801,724,994
27,484



４．積立金の状況

５．関連当事者との取引の内容

整備事由貸借対照表上の積立金の勘定科目 整備対象施設名積立目的 本年度末時点の積立金額（千円） 積立目標額（千円）積立計画の有無 整備時期施設整備の場合

種類 法人等の名称 住所 資産総額（千円） 期末残高（千円）関係内容役員等の兼務等 科目取引の内容 取引金額（千円）事業の内容又は職業 議決権の所有割合 事業上の関係

保育所施設・設備整備積立資産 (富岳南保育園)工賃変動積立金 (富岳の園) 3,61730,950 富岳南保育園工賃変動積立金 (アークビレッジ富岳) 1,402
人件費積立金(措置） 措置時代からの移行時（富岳学園） 11,000移行時特別積立金 措置時代からの移行時（富岳の郷）措置時代からの移行時（富岳学園） 12,50028,517保育所繰越積立金 人件費積立金(富岳保育園) 19,400施設整備等積立金(措置)保育所繰越積立金 人件費積立金(富岳南保育園) 15,000保育所繰越積立金 人件費積立金(富岳台保育園)(富岳保育園) 69,00023,000 富岳保育園保育所施設・設備整備積立資産 (富岳台保育園) 67,979 富岳台保育園保育所施設・設備整備積立資産
修繕積立金 (エイブル富岳)

富岳一ノ瀬荘施設建替資金積立金 将来の施設更新のための積立て(富岳一ノ瀬荘) 6,000 建替
修繕積立金 (本部会計) 3,00010,000修繕積立金 (富岳の郷) 10,0004,000修繕積立金 (富岳フレンドハウス) 1,523修繕積立金 (富岳学園) 19,000修繕積立金 (アークビレッジ富岳)修繕積立金 (オレンジシャトー富岳) 9,411修繕積立金 (富岳一ノ瀬荘)将来の施設更新のための積立て(エイブル富岳) 46,000 建替5,000 エイブル富岳施設建替資金積立金 将来の施設更新のための積立て(富岳の郷) 39,000 建替 富岳の郷施設建替資金積立金



６．地域の福祉ニーズへの対応状況
７　その他 （ ）

1,137○ －
（注）「本年度支出額」については、当該事業に対する費用として、明確に算定出来る場合に限り記載しており、明確に算定出来ない場合は「－」を記載している。

実施の有無 事業開始年度 本年度支出額（千円）１　介護保険、障害福祉サービス等における低所得者の利用者負担減免２　地域の単身高齢者等を対象とした見守り・配食サービス等の実施４　災害時における各種支援活動の実施５　貧困・生活困窮者等を対象とした住宅の斡旋、食事提供等の生活支援の実施６　他法人との連携による人材育成事業
○３　地域の単身高齢者等を対象とした各種相談事業の実施事業概要


