
Ⅰ 基本情報 〒 - － － － －
Ⅱ 事業

軽費老人ホーム老人デイサービス事業老人短期入所事業
110 ○ ○

0615230747電話番号 FAX番号637 0038 奈良県五條市野原東6-5-37 220747

5038218

種類 各分野の事業が同一施設（敷地）で実施
特別養護老人ホーム

全ての事業が同一施設（敷地）で実施実施形態定員

認知症対応型老人共同生活援助事業
1976/2/11976/2/11997/3/281982/8/12012/4/1

所在地 事業開始年月日
五條市野原東６丁目５番３７号五條市野原東６丁目２番５３号五條市野原東６丁目５番３７号五條市野原東６丁目５番４０号五條市野原東６丁目２番４８号

特別養護老人ホーム祥水園軽費老人ホーム祥水園祥水園デイサービスセン老人短期入所施設祥水園グループホーム慈泉庵

非公表 非公表 施設名・事業所名

年４月１日現在平成 26

http://www.shousuien.or.jp/ info@shousuien.or.jp 1950/5/23 8713住所
児童福祉第一種第二種
障害者福祉第二種第一種
老人福祉第一種第二種
その他第一種第二種

ホームページアドレス法人名 設立認可年月日 設立登記年月日所轄庁
社会福祉事業

市 主たる事務所の所在地社会福祉法人祥水園 就任年月日代表者 1952/5/26
公表/非公表

公表

氏名理事長　塩崎　万規子 公表/非公表年齢 公表/非公表 職業理事長 2014/4/1メールアドレス

公表公表公表公表

社会福祉法人現況報告書

老人介護支援センター 祥水園ケアプランセンター 公表 五條市野原東６丁目５番３９号 1997/3/28老人居宅介護等事業 祥水園ヘルパーステーショ 公表 五條市野原東６丁目５番３８号 1997/3/28



（ ）
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（ ）

　　地域支援事業を市町村から受託する事業
収益事業
その他の事業

７　その他

１６　その他

公益事業

種類（番号を記載）

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５　入所施設からの退院・退所を支援する事業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
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）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、介護老人保健施設、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１０　社会福祉に関する調査研究等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　有料老人ホーム種類（番号を記載） 施設名・事業所名 所在地 事業開始年月日 事業規模（定員）

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）12
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

４　その他

2 施設名・事業所名居宅介護支援事業野原ダイニング 所在地五條市野原東６丁目５番３７号 事業開始年月日1999/10/12014/4/1五條市野原東６丁目５番３７号
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

事業規模（定員）

施設名・事業所名 所在地 事業開始年月日 事業規模（定員）

2 配食サービス事業 五條市野原東６丁目５番３７号 2001/7/1



Ⅲ 組織
～～～～～～～～～

～～ ○○ ○ 44自営業自営業 Ｈ26.1.13Ｈ26.1.13 Ｈ28.1.12Ｈ28.1.12 ○

40340資格財務諸表等を監査し得る者公認会計士、税理士 弁護士 会社等の監査役、経理責任者等 その他 社会福祉事業の学識経験者 地域の福祉関係者 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
監事報酬

支給あり 支給なし 理事会への出席回数
○○ ○○ ○○ ○○○ ○Ｈ28.1.12

○○ ○
監事

松本　有司福岡　由美子

定員 現員
理事 法人役員法人役員法人役員自営業自営業

Ｈ28.1.12Ｈ28.1.12

犬飼　正志
氏名 職業

大森　光祥藤田　清司現員理事理事
任期

中田 浅昭
2 2 Ｈ28.1.12定員

塩崎　万規子
資格8 8

理事長理事 Ｈ26.4.1
親族等特殊関係者の有無 施設長 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 職員給与のみ支給 支給なし他の社会福祉法人の役員 その他 社会福祉事業の学識経験者Ｈ26.4.1

理事会への出席回数役職 氏名 職業 任期 地域の福祉関係者親族
理事 Ｈ26.1.13Ｈ26.1.13Ｈ26.1.13

Ｈ28.1.12理事 溝端　荘悟 自営業 Ｈ26.1.13 Ｈ28.1.12 ○ 3理事 荒木　英明 自営業 Ｈ26.1.13 Ｈ28.1.12 ○ ○ 4理事 榎　信晴 自営業 Ｈ26.1.13 Ｈ28.1.12 ○ ○ 1



～～～～～～～～～～～～～～～～～～ ○○
有

○○○ ○ ○ ○○○ ○○ ○○ ○ ○○ ○○
○

○
○

Ｈ26.4.1Ｈ26.1.13Ｈ26.1.13Ｈ26.1.13Ｈ26.1.13Ｈ26.1.13Ｈ26.1.13
Ｈ28.1.12Ｈ28.1.12Ｈ28.1.12Ｈ28.1.12Ｈ28.1.12Ｈ28.1.12Ｈ28.1.12Ｈ28.1.12Ｈ28.1.12Ｈ28.1.12
Ｈ28.1.12

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 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
評議員

職員法人本部施設 3

榎　信晴

施設長

松本　有司福岡　由美子大森 圭祥藤井 康雄細見　孝二
法人役員自営業法人役員藤田　清司大森　光祥

評議員会への出席回数

施設名 氏名

溝端　荘悟荒木　英明 02

岡本　和代
31

有有
105常勤専従 非常勤105

230
法令等に定める資格の有無

○ 13

換算数

自営業自営業法人役員自営業

常勤兼務グループホーム慈泉庵 塩崎　万規子
藤田　弘

塩崎　万規子植村　宏光

17 17

特別養護老人ホーム祥水園軽費老人ホーム祥水園

定員 現員

法人職員
自営業自営業

2
2

弁護士 Ｈ26.1.13Ｈ26.1.13Ｈ26.1.13
Ｈ26.1.13

換算数333 23
2010/5/232013/4/155 23
2010/5/23

法人役員 Ｈ26.1.13 Ｈ28.1.12
就任年月日

○ 3幸脇　節子 自営業 Ｈ26.1.13 Ｈ28.1.12 ○ 3小竹　祥善 法人職員 Ｈ26.1.13 Ｈ28.1.12 ○ 0藤本 春美 無職 Ｈ26.1.13 Ｈ28.1.12 ○ 3芝田 和代 無職 Ｈ26.1.13 Ｈ28.1.12 3斎藤　潤 法人職員 Ｈ26.1.13 Ｈ28.1.12 ○ ○○ ○ 3
祥水園在宅支援事業所水輪 北野　耕一 2014/4/1 有

○
老人短期入所施設祥水園 塩崎　万規子 2010/5/23 有55



有
法人役員改選及び代表理事の互選について

監査年月日2013/5/252013/5/25 監査報告の有無監査者中田　浅昭犬飼　正志 有 なしなし なしなし指摘事項 改善事項

開催年月日
2014/1/102014/3/1開催年月日
2014/3/1
2014/3/31

決議事項
法人役員改選及び代表理事の互選について特養建て替えについて平成25年度第一次補正予算の承認について平成26年度事業計画及び予算（新会計）の承認について新会計基準移行に伴う、経理規定変更について法人職員人事について理事会

監事監査

出席者数 書面出席者数

評議員会 有

2013/5/25 6 088 21

13
決議事項

特養建て替えについて平成25年度第一次補正予算の承認について平成26年度事業計画及び予算（新会計）の承認について新会計基準移行に伴う、経理規定変更について法人職員人事について就業規則及び給与規定一部変更について

監事出席の有無
有

出席者数 監事出席の有無
2014/1/10 13 有

平成24年度事業報告及び決算の承認について第2号議案　特養建て替えについて第3号議案　法人役員変更について第4号議案　就業規則一部変更について（定年について）第5号議案　給与規定一部変更について第6号議案　社会福祉法人の権限委譲に係る定款変更について（報告）

有 平成24年度事業報告及び決算の承認について第2号議案　特養建て替えについて第3号議案　法人役員変更について第4号議案　就業規則一部変更について（定年について）第5号議案　給与規定一部変更について第6号議案　社会福祉法人の権限委譲に係る定款変更について（報告）
2013/5/25 13 有

有8 1 有 法人役員改選及び代表理事の互選について



Ⅳ 資産管理 平成 年3月31日現在26

1933.17 75,8623966.35 52,525669.46 228,141

所在地 面積 評価額（千円）奈良県五條市野原東6丁目1,455番1

奈良県五條市野原東6丁目1513番4
奈良県五條市野東６丁目２番５３号奈良県五條市野原東６丁目５番３７号奈良県五條市野原東６丁目２番４８号

担保提供の状況提供年月日 借入額（千円） 借入先 償還期限 所轄庁の承認の有無7,787.00 19,231710.00 1753

9.91 200

H8.11.26 26000 （独）福祉医療機構 1997.11.10～2016.11.10 有

建物

不動産の所有状況

基本財産土地
奈良県五條市野原東6丁目1,520番1 264.00 651奈良県五條市野原東6丁目1,517番 18,499.86 45,688

奈良県五條市野原東6丁目1461番1 496.00 3,746

奈良県五條市野原東6丁目1,461番2 79.00 195奈良県五條市野原東6丁目1,567番奈良県五條市野原東6丁目1,464番2 56.00 1,830奈良県五條市野原東6丁目1,568番 390.00 963奈良県五條市野原東6丁目1,569番 469.00 1158奈良県五條市野原東6丁目1,570番 247.00 610奈良県五條市野原東6丁目1,464番1 741.00 138奈良県五條市野原東6丁目1,596番1 1,421.00 3,509奈良県五條市野原東6丁目1,595番 370.00 913奈良県五條市野原東6丁目1,597番 502.00 1,239奈良県五條市野原東6丁目1,558番 735.00 1,815奈良県五條市野原東6丁目1,579番2 1,658.00 4,094奈良県五條市野原東6丁目1,571番1 36.00 88奈良県五條市野原東6丁目1,571番2 49.00 121奈良県五條市野原東6丁目3,131番 76.00 187奈良県五條市野原東6丁目1,502番1 439.00 1,084奈良県五條市野原東6丁目3373番 562.00 4,24513,068奈良県五條市野原東6丁目3372番 1,730.00



2394番22395番22397番2398番12398番22399番2400番2401番2402番2403番2404番12404番22405番12406番2407番3056番42398番33056番53056番313056番32
奈良県五條市野原西3丁目奈良県五條市野原西3丁目
奈良県五條市野原西3丁目奈良県五條市野原西3丁目奈良県五條市野原西3丁目奈良県五條市野原西3丁目奈良県五條市野原西3丁目
奈良県五條市野原西3丁目奈良県五條市野原西3丁目奈良県五條市野原西3丁目奈良県五條市野原西3丁目
奈良県五條市野原西3丁目奈良県五條市野原西3丁目奈良県五條市野原西3丁目奈良県五條市野原西3丁目奈良県五條市野原西3丁目奈良県五條市野原西3丁目

67.33奈良県五條市野原西3丁目 2085.00862.001024.00314.00148.00奈良県五條市野原西3丁目奈良県五條市野原西3丁目 664.0099.00218.00115.001047.00555.00102.00753.00634.0072.00
154,592

357.00323.00
366.00662.00

公益事業用財産

運用財産土地
建物土地建物収益事業用財産 土地建物



Ⅴ その他

平成年度
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

26平成
費用（千円）

その他
費用（千円） 年3月31日現在26就労会計基準授産会計基準○ 病院会計準則 企業会計基準

費用（千円） 費用（千円）受審施設・事業所名 年度平成 平成 年度 平成科目変更・赤残修正退職給付引当金の計上方法について固定資産の除却処理光熱水費の按分方法について月次決算の充実
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） 費用（千円）162○ 年度 平成

公表していない 公表していない 法人HP 公表していない
○

事業報告書 役員報酬規程 第三者評価結果 苦情処理結果
公表予定あり 7～9月
公表していない 公表していない 法人HP 法人HP

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
新聞

外部監査
インターネット
監査法人税理士その他
インターネット広報誌広報誌新聞

公表していない 法人HP前々年度の財務諸表貸借対照表 資金収支計算書法人HP○ 法人HP 法人HP 法人HP○ 公表予定あり 平成事業活動計算書(事業活動収支計算書) 前年度の財務諸表貸借対照表公表方法（予定） 公表時期（予定） 年度 平成7～9月25平成 年度 平成 年度 7～9月 年度公表方法（予定） 公表時期（予定）7～9月 法人HP 7～9月公表予定あり 7～9月
定款 役員名簿 評議員名簿 財産目録 事業計画書 年4月1日現在


