
社会福祉法人明照会

別紙1
現況報告書（令和2年4月1日現在）

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

28 兵庫県 207 伊丹市 28000 9140005018081 01 一般法人 01 運営中

平成4年2月13日 平成4年2月15日

7 7 560,000

(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

http://www.asokaen.or.jp (14)法人のﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ info@asokane.or.jp

社会福祉法人明照会

兵庫県 伊丹市 中野西１－１８
072-785-0109 072-785-0124 2 無

田﨑　幹雄 H30.11.15 R3.6
3

2

鈴木　稲弘 H30.11.15 R3.6
3

(3-2)評議員の職業

榎木　光夫 H30.11.15 R3.6

横溝　直俊 H30.11.15 R3.6
3

宮﨑　康人 H30.11.15 R3.6
3

前田　久美子 H30.11.15 R3.6
3

6 6 1,390,000 1 特例有

(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

吉森　忠重 H30.11.15 R3.6
3

R1.6.21 令和3年度の定時評議員会終結の時 1 社会福祉事業の経営に関する識見を有する者 2 無 13
善部　修

1 理事長 平成30年9月21日 1 常勤 令和1年6月21日

(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

R1.6.21 令和3年度の定時評議員会終結の時 1 社会福祉事業の経営に関する識見を有する者 2 無 13
長城　紀道

3 その他理事 2 非常勤 令和1年6月21日

R1.6.21 令和3年度の定時評議員会終結の時 1 社会福祉事業の経営に関する識見を有する者 2 無 13
藤田　康夫

3 その他理事 1 常勤 令和1年6月21日

R1.6.21 令和3年度の定時評議員会終結の時 1 社会福祉事業の経営に関する識見を有する者 2 無 12
北嶋　勇志

3 その他理事 2 非常勤 令和1年6月21日

R1.6.21 令和3年度の定時評議員会終結の時 1 社会福祉事業の経営に関する識見を有する者 2 無 13
岡村　新平

3 その他理事 2 非常勤 令和1年6月21日

(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 2 610,000

(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
(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

R2.3.26 令和3年度の定時評議員会終結の時 4 その他 2 無 13
西本　いずみ

3 その他理事 2 非常勤 令和2年3月26日

(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）

15 0 5

木ノ下　行徳
令和1年6月21日

R1.6.21 令和３年度の定時評議員会終結の時 3 社会福祉事業に識見を有する者（その他） 13

(3-7)前会計年度における

理事会への出席回数

宮田　勇人
令和1年6月21日

R1.6.21 令和３年度の定時評議員会終結の時 5 財務管理に識見を有する者（税理士） 12

令和1年6月21日 6 2 2

１．平成30年度事業報告及び決算の承認について

２．役員の選任について

３．定款の変更について

４．役員報酬基準及び役員報酬の総額の決定について

(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

187 7 156

令和2年2月6日 7 2 2
１．令和元年度補正予算（案）について

２．役員及び評議員等の報酬及び費用弁償等に関する規程の改正について



社会福祉法人明照会

(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

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2年3月26日 7 2 1
１．令和2年度事業計画（案）及び資金収支予算（案）について

２．役員の選任について

令和2年2月6日 7 2 2
１．令和元年度補正予算（案）について

２．役員及び評議員等の報酬及び費用弁償等に関する規程の改正について

令和1年7月26日 5 2

１．損害賠償請求訴訟の提起について

２．刑事告訴について

３．施設長の任免について

４．エクシブ鳴門会員権の売却について

５．就業規則の改正について

６．嘱託職員就業規程の改正について

７．パートタイム職員就業規程の改正について

令和1年8月26日 6 2 １．損害賠償請求訴訟の提起について

令和1年6月6日 6 2

１．平成30年度事業報告及び決算について

２．役員の選任について

３．定款の変更について

４．役員報酬基準及び役員報酬の総額の決定について

５．定時評議員会の開催日時及び場所並びに議案について

令和1年6月21日 6 2

１．理事長の選定について

２．常務理事の選定について

３．給与規程の改正について

４．アドバイザリー業務契約の締結について

平成31年4月16日 6 2 決議事項なし

令和1年5月22日 6 2
１．公益通報規程の制定について

２．文書取扱規程の制定について

令和2年1月24日 6 2

１．令和元年度補正予算（案 ）について

２．役員及び評議員等の報酬及び費用弁償等に関する規程の改正について

３．評議員会の開催日時及び場所並びに議案について

４．給与規程（別表）の改正について

５．パートタイム就業規程（別表）の改正について

令和2年2月17日 6 2 １．指名競争入札について

令和1年11月19日 6 2
１．法令遵守規程の制定について

２．むこがわデイサービス事業の廃止について

令和1年12月17日 6 1 決議事項なし

令和1年9月20日 6 2

１．総務担当部長の選任及び解任について

２．評議員選任・解任委員会委員の選任について

３．給与規程の改正について

４．パートタイム就業規程（別表）の改正について

５．組織規程の改正について

令和1年10月21日 6 2
１．損害賠償請求訴訟の提訴及び和解について

２．重要な職員の選任及び解任について

木ノ下　行徳

なし

なし

令和2年3月14日 6 2

１．令和2年度事業計画（案）及び資金収支予算（案）について

２．重要な職員の選任及び解任について

３．役員の選任について

４．評議員会の開催日時及び場所並びに議案について

５．給与規程 （別表）の改正について

0

宮田　勇人



社会福祉法人明照会

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

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

⑧年間(4月～3月）

利用者延べ総数

（人／年）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

（イ）修繕費合計額（円）

000 あそか拠点

01030202 特別養護老人ホーム（介護福祉サービス） 特別養護老人ホームあそか苑

兵庫県 伊丹市 中野西1-18 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）

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

伊丹市 中野西1-18 1 行政からの賃借等 3 自己所有

イ大規模修繕

3 自己所有 平成4年4月8日 50 18,156

ア建設費

000 あそか拠点

02120401 老人短期入所事業（短期入所生活介護） パドマ館ショートステイサービスセンター

兵庫県 伊丹市 中野西1-108-1 2 民間からの賃借等

イ大規模修繕

平成4年4月8日 20 6,088

ア建設費
000 あそか拠点

02120401 老人短期入所事業（短期入所生活介護） あそか苑ショートステイ事業

兵庫県

伊丹市 中野西1-18 1 行政からの賃借等 3 自己所有

イ大規模修繕

3 自己所有 平成18年4月1日 20 6,925

ア建設費

001 パドマ拠点

01030201 特別養護老人ホーム（地域密着型） 特別養護老人ホームあそか苑プンダ館

兵庫県 伊丹市 中野西1-108-1 2 民間からの賃借等

イ大規模修繕

平成4年5月7日 30 7,425

ア建設費
000 あそか拠点

02120201 老人デイサービス事業（通所介護） あそか苑デイサービスセンター

兵庫県

伊丹市 中野西1-108-1 1 行政からの賃借等 3 自己所有

イ大規模修繕

3 自己所有 平成20年11月1日 20 7,291

ア建設費

001 パドマ拠点

02120201 老人デイサービス事業（通所介護） パドマ館デイサービスセンター

兵庫県 伊丹市 中野西1-108-1 2 民間からの賃借等

イ大規模修繕

平成20年11月1日 20 7,234

ア建設費
001 パドマ拠点

01030201 特別養護老人ホーム（地域密着型） 特別養護老人ホームあそか苑ウパラ館

兵庫県

伊丹市 中野西1-7-3 2 民間からの賃借等 3 自己所有

イ大規模修繕

3 自己所有 平成18年4月1日 25 6,685

ア建設費

001 パドマ拠点

06000001 生活支援ハウス 生活支援ハウス沙羅の家

兵庫県 伊丹市 中野西1-7-4 1 行政からの賃借等

イ大規模修繕

平成10年10月18日 9 3,154

ア建設費
001 パドマ拠点

02120601 認知症対応型老人共同生活援助事業 グループホーム菩提樹の家

兵庫県

伊丹市 荒牧7-2-26 2 民間からの賃借等 3 自己所有

イ大規模修繕

3 自己所有 平成15年11月1日 10 2,906

ア建設費

002 荒牧拠点

02120501 小規模多機能型居宅介護事業 小規模多機能型居宅介護あそか苑ももは

兵庫県 伊丹市 荒牧7-2-26 2 民間からの賃借等

イ大規模修繕

平成23年11月1日 29 10,495

ア建設費
002 荒牧拠点

01030201 特別養護老人ホーム（地域密着型） 特別養護老人ホームあそか苑ももは

兵庫県

伊丹市 瑞穂町6-46 2 民間からの賃借等 3 自己所有

イ大規模修繕

3 自己所有 平成23年11月1日 29 11,781

ア建設費

003 瑞穂拠点

02120501 小規模多機能型居宅介護事業 小規模多機能型居宅介護あそか苑みずほ

兵庫県 伊丹市 瑞穂町6-46 2 民間からの賃借等

イ大規模修繕

平成27年2月1日 29 10,456

ア建設費
003 瑞穂拠点

01030201 特別養護老人ホーム（地域密着型） 特別養護老人ホームあそか苑みずほ

兵庫県

伊丹市 瑞穂町6-46 2 民間からの賃借等 3 自己所有

イ大規模修繕

3 自己所有 平成28年11月1日 29 9,589

ア建設費

003 瑞穂拠点

06260301 （公益）居宅介護支援事業 あそか苑居宅介護支援事業所

兵庫県 伊丹市 瑞穂町6-46 2 民間からの賃借等

イ大規模修繕

平成12年4月1日 0 9,290

ア建設費
003 瑞穂拠点

02120101 老人居宅介護等事業（訪問介護） あそか苑訪問介護事業所

兵庫県

宝塚市 三笠町6-21 2 民間からの賃借等 2 民間からの賃借等

イ大規模修繕

3 自己所有 平成12年4月1日 0 2,663

ア建設費

004 宝塚拠点

02120202 老人デイサービスセンター（通所介護） あそか苑あやな中山寺デイサービスセンター

兵庫県 宝塚市 三笠町6-21 2 民間からの賃借等

イ大規模修繕

平成24年10月1日 0 702

ア建設費
004 宝塚拠点

06260301 （公益）居宅介護支援事業 あそか苑中山寺居宅介護支援事業所

兵庫県

宝塚市 三笠町6-21 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24年9月1日 25 5,624

ア建設費

005 尼崎拠点

02120101 老人居宅介護等事業（訪問介護） あそか苑武庫川訪問介護事業所

兵庫県 尼崎市 大庄西町1丁目19-4 2 民間からの賃借等

イ大規模修繕

平成24年10月1日 0 6,193

ア建設費
004 宝塚拠点

06260103 （公益）居宅サービス事業（訪問看護） あそか苑中山寺訪問看護事業所

兵庫県

尼崎市 大庄西町1丁目19-4 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6月1日 0 5,288

ア建設費

005 尼崎拠点

02120202 老人デイサービスセンター（通所介護） 尼崎中央デイサービスセンター

兵庫県 尼崎市 長洲中通3-15-1 2 民間からの賃借等

イ大規模修繕

平成26年10月1日 20 2,175

ア建設費
005 尼崎拠点

02120203 老人デイサービス事業（地域密着型通所介護） むこがわデイサービスセンター

兵庫県

伊丹市 中野西1-18 1 行政からの賃借等 3 自己所有

イ大規模修繕

2 民間からの賃借等 平成26年6月1日 0 0

ア建設費

000 あそか拠点

06330201 （公益）事業所内保育所 あそか苑まぁや保育室

兵庫県 伊丹市 中野西1-7-5 1 行政からの賃借等

イ大規模修繕

平成27年4月1日 0 1,603

ア建設費
000 あそか拠点

06330501 （公益）地域包括支援センター 桜台・池尻地域包括支援センター

兵庫県

イ大規模修繕

2 民間からの賃借等 平成24年4月1日 14 2,298

ア建設費



社会福祉法人明照会

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）

伊丹市 中野西1-18 1 行政からの賃借等 3 自己所有

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

イ大規模修繕

平成4年4月1日 0 0

ア建設費
100 本部

00000001 本部経理区分 明照会本部

兵庫県

（イ）修繕費合計額（円）

200 診療所

04330601 診療所 明照会診療所

兵庫県 伊丹市 中野西1-18 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）

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

伊丹市 荒牧7-2-23 2 民間からの賃借等 3 自己所有

イ大規模修繕

3 自己所有 平成4年5月17日 0 16,496

ア建設費

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

イ大規模修繕

平成26年5月1日 30 303

ア建設費
300

彩那グランデ

荒牧

04330301 サービス付き高齢者向け住宅 彩那グランデ荒牧

兵庫県

（イ）修繕費合計額（円）

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　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

地域における公益的な取組

⑨（その他）

腰きれい体操 あそか苑

地域の方に参加していただき、毎月2回開催。マットを引き、腰の運動、ストレッチを重点的行っている。

地域における公益的な取組

⑨（その他）

まぁや保育室 あそか苑

事業所内保育園の運営(地域の子どもも受け入れている）

地域における公益的な取組

⑨（その他）

あそか苑診療所 あそか苑内

入居者、職員の健康管理。

地域における公益的な取組

⑨（その他）

運動サロン あそか苑

地域の方に参加していただき、毎月2回開催。先生の指導の下、椅子に腰かけて体操をする。

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）

あそか祭り あそか拠点内パドマ館駐車場

入居者、地域の方を招いて毎年、盆踊り祭りを開催。職員が屋台を出店し、令和元年は約1000人が参加。

地域における公益的な取組

⑨（その他）

市内一斉清掃 伊丹市中野西1丁目周辺、天神川周辺。

あそか苑周辺、天神川を中心に地域の方々と清掃を行う。

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）

瑞穂小校区社協地域福祉ネット会議 瑞穂センター大会議室

各種事業者による意見交換

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）

瑞穂福祉会 瑞穂センター大会議室

地域の困りごと解決に向けての活動

地域における公益的な取組

⑨（その他）

100歳体操 あそか苑

地域の方々の介護予防体操のサポート

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）

買い物ツアー 周辺スーパー

近隣の第6住宅にお住いの高齢者を対象とし、バス送迎等買い物のフォローを行った。（月1回）

地域における公益的な取組

⑨（その他）

ふれあいひろば あそか苑

地域の0~3歳までのお子さまとその保護者、まぁや保育園児が一緒に様々なことを体験。（年3回）

地域における公益的な取組

①（地域の要支援者に対す

る相談支援）

桜台・池尻地域包括支援センター あそか苑内

地域包括支援センターの運営

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）

看護学科臨地実習の受け入れ 宝塚拠点
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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

　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

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）

みずほ祭り 瑞穂拠点

職員、利用者、地域の方々が参加する祭りを開催

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）

出前研修 いずみ幼稚園

幼稚園の保護者に対する研修を行った。

地域における公益的な取組

⑨（その他）

地域清掃 あそか苑周辺

毎月1回、地域の清掃活動を行う。

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）

桜台小学校盆踊り 伊丹市立桜台小学校

桜台小学校で行われる盆踊りに、利用者と参加したほか、屋台の手伝い等にも参加

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） 神戸常磐大学保険課学部看護学科より看護学生の受け入れを行っている。

地域における公益的な取組

⑨（その他）

お花見しながら甘酒どうぞ あそか苑前

あそか苑前の桜並木を見ながら甘酒を飲むイベント。地域の方々にも参加いただきました。

1 有

1 有

1 有

2 無

1 有

1 有

0

0

0

1 有

0

0

0

0

0

0

01 公認会計士

RSM清和監査法人　公認会計士　岡村新平

イ　財務会計に関する事務処理体制の向上に対する支援

なし

1,186,749,179

0

27,359,469

施設名 直近の受審年度

グループホーム菩提樹の家 平成29年度


