
現況報告菅様式（平成29年4月1日現在） 別紙1

1．法人基本情報

道騎県匿分 市町繍区分
01北海道 100札幌市 8430005000639

（7）法人の名称 �札幌三和福祉会 

（8）主たる蜜穎所の住所 �北海道 �札幌市 �西区発寒7条9丁目4番47革 

（9）主たる事務覇の遜頴密告 �011－663－0201 �（10）主たる事滅所のFAX醤昌 �011－663－0329　　　　　　　I（11）従たる蕩務覇の電飼2鯨　【 

（12）従たる事務所の住所 � � � 

（13）法人の＄－厨子うら船当高 �http：／／§－SanWaj．jp／ ��（14）法人の手胴部ス �而o＠S－SanWa－f．0「．jp　　　　　　　　　　　　　　　　　　　I 

（15）法人の投立認可年月日 �昭和55年2月4日直る）法人の鞍立聾醍年月日 ��昭和55年12月15日 � 

2．当骸会害†年度の初日に耕する評議員の状況

1）醗強員の定員　　115　　　　　　　　　1（2）評艶貴め現員　　　I　　　　　151（3－6）評裟員全員の韻難等の総額（剖　　　　　　　　　　448，818

樹）職員の輔　　　　　車－3）職員の鯛 �（3－4）評強員の新 語庁からの再就職 状況 �（3づ）他の社会繹蝕法人の瀞 蟻員・役員・職員との鼓裁槻 �（3｛7）顧念書十筆塵における評 蟻貴会への出席回教 

（3－2）評強貝の撤裳 

前田簡　　　　　　　　　　　　　　　　　i　H28、4．11一冊30．3，31　／ �2蒸 �2無 �3 

施設長 

雨粒親子　　　　　　　　　　　　　i　H28．4．11‾三‾iH30．3．31 �2無 �2鯨 �3 

施設次長 

加賀谷季　　　　　　　　　　　　　　　i　H28．4、11－IH30．3．31 �2線 �2線 �3 

町内会役員 

森下聾子　　　　　　　　　　　　　　　i　H28．4．li－lH30．3．31 �2無 �2無 �3 

無職 

及／i厚別　　　　　　　　　　　　　　　I　H28．4中一lH30．3．31 �2魚 �2無 �1 

会社役員 

菅原栄司　　　　　　　　　　　　　　　I　H28．4．11一回30．3．31 �Z鯨 �2鯨 �3 

無職 

湯対審美枝　　　　　　　　　　　　　　i　H28．4．11－lH30．3．31 �2鯨 �2鯨 �3 

無職 

堀田清覧　　　　　　　　　　　　　　　i　H28．4中一lH30．3．31 �2無 �2線 �3 

民生委員 

石倉裕太　　　　　　　　　　　　　　　i　H28、4．1I～IH30．3．31 �2無 �2熊 �3 

施設職員 

菅田ともこ　　　　　　　　　　　　　　　i　H28．4．11－lH30．3．31 �2無 �2無 �3 

施鞍職員 

石岡弘昭　　　　　　　　　　　　　　　i　H28．4．lI一回30．3、31 �2線 �2鯨 �3 

町内会役員 

南緯良子　　　　　　　　　　　　　　　i　HZ8．4．1l一回30．3．31 �2無 �2線 �3 

町内会役員 

石山隆司　　　　　　　　　　　　　　　I　HZ8．4．月一回30，3．31 �2無 �Z無 �3 

町内会役員 

及Il旧　　　　　　　　　　　　　　　　I　H28．4．1i－lH30．3．31 �2線 �2鯨 �3 

町内会役員 

杉谷邦雄　　　　　　　　　　　　　　　i　H28．4．11－1H30．3．31 �2線 �1脅 �3 

福祉事楽所長 

3．当該会計年度の初日における理事の状況

彊頭重西京貞一‾‾‾‾‾1　　　　　　　　　71（21理事の現員　　！‾　　　　　7T（事i到頭事室員蘭寮爾欝顧‾拝謝　　　　　　　　　　　779，35412詩例鯨

（3－1輝醇蛾氏名 �（3－2）理蜜の役職 �（3－3〉理事長への就任 年月日 �（3－4）理事の 常勤・非常艶 �（3－5）理事選任の認識 貝会談決年月日 �（3－6）連弾の機業 ���（3－7）理事の 新語序からの 麗就職状況 

（3－8）理事の任期 ��（3℃）理事琵件の庭分別該当状況 ���（3－10）各理 事と親族等特 殊関係にある 毎の有無 �（3－11）理事舘醐詩の支給形態 �（3－13）蘭貧 轡十年度に捲け る理積金への 触感回教 

議団和夫 �l理罫長く会長語富む。） �平成20年2月15日 �之非常勤　i　平成28年2月6日 ��法人理事長 ���Z窯 
H28．2．15l－lH30．2．14 ��l社会福祉茸範の経営に関する識見を苗する普　　　！2線　　IZ理蒋醍醐のみ支給 �����3 

福週間一郎 �3その他理事　　　　　　　　　　　l ��2非常艶　I　平成28年2月6日憮蝦 �����l有 
H28．2．15I－iH30．2．14 ��l社会福従事楽の経営に関する識見を有する奮　　　12無　　　12理事親潮のみ支給 �����3 

池田謙一 �3その他理奮　　　　　　　　　　I ��之非常動　i　平成28年2月6日l舞題士 �����2無 
H28．2．151－iH30．2．14 ��1社会福祉茸箆の経営に関する識見を萄する者　　　12無　　IZ理華縄酬のみ支給 �����3 

前田範 �2業務奪鮪テ理事鰭務理諺等含む。）　l ��l常勤　I　平成28年2月6日惟親展 �����2無 
H28．2．1割－iH30．2．14 ��3施鞍の管理者　　　　　　　　　　　　　　　　12無　　　13職員給与のみ支給 �����3 

雨池粒子 �3その他理事　　　　　　　　　　I ��l常勤　i　平成28年2月6割施設次長 �����2無 
H28．2．151－回30．2．14 ��4その他　　　　　　　　　　　　　　　　　12線　　13職員給与のみ支給 �����3 

徳田三行 �3その他理事　　　　　　　　　　I ��2非常動　i　平成28年2月6日博識 �����l有 
H28．2．151一回30．2．14 ��l社会箔社章黛の経営に関する酸鼻亀有する脅　　　12鯨　　　IZ理事報酬のみ支給 �����3 

加藤離子 �3その他理茸　　　　　　　　　　　I ��2非緯勤　I　平成28年2月6日憮職 �����2無 
H28．2．151－回30．2．14 ��4その他　　　　　　　　　　　　　　　　　　　12鯨　　　I2理夢親憩のみ支給 �����3 

4．当該会計年度の初日における監蜜の状況

l）監事の定員　　　i ZI（2）監蜜の現員　　1　　　　　　21（3－6）監事全員の騒談等願（閂）1　　　　　　　　　　629，244

（3・l）監事の氏名 �（3－2）㊥監事の戯籠 �（3－2）㊥監薯の所轄庁からめ穏就隠状況 �（3ザ監事選任の評減 員会寵渓年月日 

（3－4）監蜜の儒期 �（3ザ監窮要件の陸分別酸当状況 �（3－7）翰会計年度にお ける理事会への出席国 教 

lIi上道司 �公認登呂†士 �2無 �平成28年2月6日 
HZ8．2．151－lH30．2．14 �4財務管理に識見を有する蕾（公認会計士） �0 

大塚君子 �無職 �2無 �平成28年2月6日 
H28．2．151－IH30．2．14 �3社会福祉事業に識見を萄する普（その他） �0 

5．前会計年度・当会計年度における会計監蛮人の状況

（1－1）前会計年度の会計監蛮人の氏名（軽費法人の蝿合は監奮法人名〉 �（1－2）蘭会計年度 の会窒†監査人の監 香籠離頼（円） �（1づ）謡年度 決算にかかる 定時謡醍貴 会への出席の 石亀騒 �（2－1）当会計年度の会計監査人の氏名（監蛮法人の鎮台は監賓法人名「 �（2－2）当会計年度 の会計監蛮人の監 蛮鎌難題（円） 

6．当該会計年度の初日における職員の状況



現況報告書様式（平成29年4月1日現在）

（l）法人本翻職員の �人数 

⑧能動専従書の嚢 �数　　1　　　　　　0 �l⑧常勤兼務書の菜数 l　　　欝艶熊襲緻 �0 �③非常勤書の巽数　　　　　　　　　　　i　　　　　　　　O 

常識換算額 

（2）施艶・事箋所墟 �員の人数 

⑭常勤専従蕾の実 �穎　　1　　　　　36 �②常艶美親書の英数 �0 �⑳非常識書の実数 �3 

常勤壌算数 � �稼動換算額 �1．3 

別紙1

7．前会計年度の評醸貴会の状況

（1）酔態貴会ことの評灘 貴会開催年月日 �（2）評蟻貴会境の駆議員・理事・監串・ 会計軽費大別の鵬書類 ����（3）評灘貴会ごとの決醍蜜項 

詩織員 �理蜜 �盤茸 �会計幾重人 

平成28年5月26日 �15 � � � �・平成28年5月12日監事監査報告について 
・平成27年度法人本翻及び各施設輩箋報告（暴）について 

・平成27年度法人及び各施設終始会計決翼報告（繋）について 

・給食柴務餐託について 

平成28年11月22日 �14 � � � �・平成28年7月21日の第1四半期内部監査報告及び11月15日の第2四半期内部監査報告について 
・平成28年8月17日札幌市錨邁監査の報告について 

・経理規程、離籍規則、育児・介護休暇等の規程の一都改定について 

・定款の変更（平成29年4月1日施行分）について 

平成29年3月15日 �14 � � � �・窮3四半期内瀞監査報告について 

・定款変更について 

・評醸員選任・筋任委員会について 

・平成28年度会計補正予費寵について 

・平成29年度法人本都及び各密集新事業計画案について 

・川上監事の年額報酬額、山田主任の年俸改定、基本給与表の一都改珪ついて 

・平成29年度法人本邸及び各事畿新予算案について 

4うち開催透谷略した回数　　　　　　0

8．髄会計年度の理事会の状況

（1）理事会ごとの理再会 開催年月日 �（2）理蜜会ごとの理事・監事 劇の出席書数 ��（3）理蜜会ことの漢語事項 

理事 �監事 

平成28年5月27日 �7 �0 �・平成28年5月12日監事監査報告について 
・平成27年度法人本邸及び各種韻事楽殺害（裳）について 

・平成27年度法人及び各施設終始会計決算報告（暴）について 

・給食繁務蜜託について 

平成28年11月24日 �7 �0 �・平成28年7月21日の窮1四半期内観監査報告及び11月15日の第2四半期内部監査報告について 
・平成28年8月17日札幌市鰭導監査の報告について 

・経理規程、就麓規則、育児・介護休暇等の親轟の改定について 

・定款の変更（平成29年4月1日施行分）について 

平成28年3月16日 �7 �0 � 

・定款変更について 

・評議員選任・解任委員の選任について 

・薪評擬員の傾醗書について 

・平成28年度会計鶴正予襲案について 

・平成29年度法人末節及び色事黛所奉賀計画案について 

・川上監事の年額報酬額、山田主任の年俸改定、基本給与表の一部改定ついて 

4うち開催を省略した国数　　　　　　0

9．前会計年度の監事監査の状況

（l）監夢監査を菜施した監事の氏名

（Z）藍香織舎により求められた改善すべ雲事項

（3）監蛮親告により求められ触改善すべ遼
事項に射する封応

⑧～③、⑤においては修正を行った。

④においては、

会計賢使者も手続きが出来るように引継ぎを行った。

10．前会冨†年度の会計監賓の状況

（l）会計盤蛮人による会計監奮親告における意見の区分

（2）会計璧蛮人による監査緩善書

11．前会計年度における事業等の鯨要　一 社会福祉事業の実施状況

⑧－1鍵点 区分コード 分類 �㊧－2拠点 区分名称 �④－3蜜箋箱型コー ド分類 �⑧－4棄駐車艶名称 ���㊧蜜楽所の名称 
③萌築所の所在地 ����④夢藻廟の 土地の保宿 駅況 �㊥軍禁薪の 建鞠の保有 状況 �㊨喜連新鋭位での薯糞開 始年月日 �⑦事態斬蟻 位での定員 ��㊥筆問（4月一3 月）利用者延べ総 扱く人／年） 

⑨社会福蝕施願駕勅題澱鷲㊥状況（当該観点按分における主たる霜築く前年虚の年間収益が毅も多しぼ楽）に計上） 

ア建設質 �（ア）題額年月日 �（イ）自己資金額（円） �（男補助鏑（円） �（エ）倍入金額（円） ��（弟建設費合計額（円） ��ウ　延べ廉謹撰 

イ　大観横修繕 �（功　一1修繕年月日 �（ア）一之修繕年月日 �（邦　－3修繕年月日 �（邦　－4修繕年月日 ��（ア）一g修繕年月日 ��（イ）修繕爵合計額（円） 
（1回日） �（2回自） �くさ回目） �（4回目） ��（5回冨） 

手工芸縄イ址7云 �00000001 �本邸韻壕区分 ���社会一閏班法人　札幌三和徳社会 



現況報告害様式（平成29年4月1日現在） 別紙1

001 �人 札幌三和福 租会 �北海道　l札幌市西区　　　　　l発寒7条9丁目634－30 ����1行馴らの篇輔車自己所有 �昭和55年4月1日I　　　Oi　　　　　O 
ア塗説琵 � � � � �0 � 

イ大境凄惨繕 � � � � � � 

001 �社会輯祉法 人 札幌三和福 祉会 �01040401 �障善書蔓擾施設（施艶入所黄綬） ���三和託 
北海道　l札幌市西区　　　　　i発寒7集9丁目634－30 ����1行政からの賃鯛13自己新帝 �昭和55年4月1日i　　　30i　　　8，130 

確鞍費 �昭和55年2月1日 � � � �164，760，760 �997．920 

イ大輔鰭 � � � � � � 

001 �社会褐・祉法 人 札幌三和福 祉会 �01040402 �踵雷電黄綬施設（生活介護） ���三和荘 
北海連　l札幌市西区　　　　　l発寒7条9丁目634－30 ����1行政か弱賞鰯13自己所有 �昭和55年4月1日i　　　30I　　　6，391 

邦塗霞選 � � � � �0 � 

イ大規模修繕 � � � � � � 

001 �社会福祉法 人 札幌三和徳 富＼ �02130107 �障害福祉サービス蜜糞（頼期入所） ���三和荘 
北海道　l札幌市西区　　　　　I発寒7条eT日634－30 ����1行政縞の賃輔13自己所存 �平成18年10月1日l　　　Oi　　　　334 

招睡設寅 � � � � �0 � 

イ大観撰修総 � � � � � � 

001 �社会福祉法 人 札幌三和福 祉会 �02130106 �障蕾福祉サービス膏薬（生活介霞） ���さんわそう 
北海道　l札幌市西匿　　　　　l発寒7集9丁目634－5 ����1行削切）賃借揃i3自己所有 �昭和55年4月1日i　　　40i　　　7，903 

ア建艶麗 � � � � �92，188，427 �461．700 

イ大館撰修鰭 � � � � � � 

001 �社会福祉浸 入 札幌三和福 祉会 �02130113 �障富海祉サービス事業（離党継続寅鎧B型） ���ワークショップサンワ 
北海道　l札幌市函匿　　　　　i発寒7集9丁目634－43 ����行政からの賃借話13自己所有 �昭和62年4月1日1　　　30i　　　6，767 

ア建設貸 � � � � �86，833，135 �516．200 

イ大規模筏鰭 � � � � � � 

001 �社会福祉法 人 札幌三和福 祉会 �02130114 �隠普濁社サービス事築く英頭生活鐙欧） ���三和ホーム 
北海道　l札幌市西医　　　　　l発寒6集IlT自ら98－127 ����3自己所有iB自己所有 �平成2年4月1日i　　　4i　　l，413 

殖設寛 � � � � �17，379，000 �199．800 

イ大規模鰭繕 � � � �－ � � 

001 �社会福祉法 人 札幌三和福 祉会 �02130114 �障善徳鉦サービス宙築（共同空港援助） ���三和ハイツ 
北海遭　l札幌市西区　　　　　i発寒8集11丁目685－28 ����3自己所有13自己所有 �平成6年4月1日i　　　4i　　l，090 

ア建蟹醇 � � � � �11，721，000 �90．740 

イ大規模修繕 � � � � � � 

001 �社会福祉）左 入 札幌三和福 祉会 �02130114 �陪春福祉サービス蔀黛（英国生活援助） ���三和倶楽翻 
北海道　l札幌布団匿　　　　　l発寒8集11丁目685－26 ����3自己所有13自己所有 �平成13年10月1日I　　　Ei　　　l，804 

斑蟄寛 � � � � �99，892，350 �701．610 

イ太線稜修繕 � � � � � � 

001 �社会福祉法 人 札幌三和福 祉会 �02130114 �隠薔福祉サービス寧築く共同生活緩勘） ���東和蕪 
北海道　l札幌市西区　　　　　i発寒7条7丁目569－13 ����3自己所有13自己所有 �平成17年4月1日i　　　4i　　　l，454 

柄懇談寅 � � � � �3．441，225 �179．820 

イ大紋撰修鰭 � � � � � � 

001 �社会福祉法 人 札幌三和福 祉会 �02130114 �晴苦海観ず二ビス蜜箕（英国生活援助） ���みなみ崇 
北海道　I札幌南西区　　　　　l発寒与集5丁目518－38 ����3自己所有13自己所存 �平成26年11月1日i　　　4i　　　l，197 

ア麗韻費 � � � � �3，710，600 �101．010 

イ大館積極繕 � � � � � � 

001 �社会絹租法 人 札幌三和福 祉会 �02130501 �地域活動支接センター ���凡 
北海道　l札幌市中央区　　　　　i北3桑園7丁目　縁苑ビルBl階 ����2闘からの農宙詩I2　開聞的賃借裔 �平成3年6月1日i　　lOl　　　l，265 

ア逮鼓貝 � � � � �0 � 

イ大親猿修繕 � � � � � � 

ll．前会計年度における事業等の態要　一

⑧－1斑点 区分コード 分類 �⑧－2観点 区分名翰 �⑲づ筆蟹殻型コー ド分類 �⑭4襲臨書糞名称 ���②蜜繁藤の名称 
③蜜箋請の新産地 ����④蓄黛覇㈲ 士勘保有 状況 �⑨事襲所の 難物の保有 状況 �⑥蜜襲所単位での奉賀開 始年月日 �⑦蛮糞請単 位での定員 ��㊥年間（4月－3 月）利原書延べ総 数（人／年） 

㊥社会絹地臆擬等の強酸等の状況（当該鎚点区分における室たる西経爛年度の年閻収益が霞も多い再糞）に計上） 

ア珪酸寅 �（ア「建設年月日 �（イ）自己資金額（円） �（男補助金額偶） �（工）借入金舗（円） ��（加越鞍寛合計額（円） ��ウ　延べ廃園稜 

イ　大規模修繕 �（ア）－1修繕年月日 �（ア〉　一之優麗年月日 �（第　－3修繕年月日 �（ア〉　－4倍鰭年月日 ��（ア）－5修繕年月日 ��（イ）修繕穏合計額日田） 
（1回目） �韓国畠） �（3回日） �〈4回目） ��（5回日） 

11．前会計年度における事業等の態要　一 収益事業

⑰－1終点 区分コード 分頒 �⑱一之観点 区分名称 �‾㊦－開聞額醒均一 ド分類 �⑧4英施葬祭名称 ���㊨事楽所の名称 
⑱事楽所の新経理 ����④署築頭の 土地の保高 状況 �⑯罫柴覇の 強靭の保有 状況 �⑧蕩叢新単位での事業開 始年月日 �㊥悪築覇蟻 位での定員 ��⑱牢固（4月一3 月）利用書延べ総 額（人／年） 

⑨社会績離施設等の建投等の瞬く当該鰻点区分に勧する主たる事業（蘭年度の年閻収益が織も多い寧 ����藻）に配上） 

ア建闇質 �（ア）珪酸年月日 �（イ）自己資金領（円） �（ウ）補助金額（円） �（エ）僧入金額（円） ��（オ）建設琵合計額（円） ��ウ　延相乗頭韻 

イ　大塊撰繕繕 �（ア）－1修繕年月日 �（邦　一之修繕等月日 �（ア）－3修繕年月日 �〈ア）－4修繕年月日 ��（ア）一重修繕年月日 ��〈イ）修繕環合計額（円） 
（1回留） �（2回目） �は回目） �（4回目）i ��（5回畠） 

11．前会書†年度における事業鷲の既要　一

11－2．うち地域における公益的な取組（地域公益事業含む）（語掲）

⑧取鏑類型コード分類 �㊥駁縄の名称 �③駁鰹の莞態犠所（区域） 

④取鰻内密 

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　　　　　　　　　　　　　　　　　（社会福祉充菜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）

（l〉社会舘祉尭案残額の総額（円）
（2）社会徳租充実計画こおける計画額（計画期間中の総額）

⑧社会栢祉萌箕又は公益再発（社会縄雑草柴に類する小鵡模事鞋）（円）

⑧地域公益膏薬（閂）
③公益蛮柴（円）
④合計額（⑧＋⑧＋③）（円）

ー284，920．000

E≡∃
（3）社会福祉充実残額の前年度の投資葵騎額

③社会福祉夢韻文は公益茸袈（社会権袖手箆に類する小親授壇糞）（円）　　　　　　　　　　　0



②地域公益事築く円）
㊥公益事業（円）
◎合計額（⑧＋㊨＋⑧）（円）

（4）社会績紐充実計画の案施期間

現況報告書様式（平成29年4月1日現在）

E≡∃～

別紙1

13．透明性の確保に向けた取組状況

（1）語感的な摺綴公表への取組
⑪任憲章項の公嚢の宿怨

㊥寝装親告
④財産日録
㊨蒋楽計画蕾

㊨鵠≡脅評価結束
㊨登臨処理轄東

㊨監蜜盤書籍累

◎附霹朗経書

（2）繭会琶†年度の舗酬・詣勤盆簿の公費の状況
㊦茸欒運営に係る公爵（円）
㊥続投・設備に係る公琵（円）
⑳国庫筏助命等特別罷立食取顕累計額（円） 112，906′408

（3）結社サービスの第三費評価の要語施設・事畿嗣こついて
隔露歪 彊通の受蜜年廣

14．ガバナンスの強化・財務規律の確立に向けた取組状況

㊥愛艇智の区分

⑳実施巷の氏名（法人の場合は法人名）
③業務内容
④費用〔年額〕（円）

（2）法人所轄庁からの鶉告緻収・検雷へ鋤対応状況

⑲所轄庁から求められた改善語頭

㊧実施した敬曽内容

15．その他

退職手当制度の納入状況等（複数回答可）

⑭社会縞批施設職員等連破手当糸満鯛廣（（惣〉福祉匪頴擬餌）に舶入 �l脅　　　　　　l 
㊥中小企築造職余寒済制度（〔怒）動労資退職金共済総縫）に細入 �2無 �l l 
③措定退職金共済制度（商工会麗爾）に加入 �2無 
④‾舘邁騎媒社会経組織余喘遥庵燥民間社会福細事藻職員共済会掌編う民間の社会詣祉再発・施鞍の船員を好象とした運輸手当制度に加入　　　　　　　　　　Il有 

⑤その他の退職手当制度に舶入〈異体約に：●●●　）　　　　　i 
⑥法人独自で連破季当制度を整備 �2無 �l l 
⑦退隠季当瑚腰には加入せず、退職給付引当金の額立も行っていない �2無 


