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令和元年度 社会福祉法人指導監査結果 
 
１ 社会福祉法人 爲宝会 
指導監査実施年月日 令和元年９月２６日 
指導監査種別 一般監査 
文書による指摘の有無  有 

文書による指摘の内容
／改善状況 

・評議員会の決議に特別な利害関係を有する評議員がいるかを法人が確認し
ていないので、是正すること。 

・議案について特別な利害関係を有する理事がいないことを法人が確認して
いないので、是正すること。 

・経理規程に定めるところにより事務処理が行われていないので、是正する 
こと。 

・国庫補助金等特別積立金の積立て、取崩しの会計処理が会計基準に則り行わ
れていないので、是正すること。 

改善済 
 
改善済 
 
改善済 
 
改善済 

改善状況報告書の提出
有無等 

有  
所轄庁が指導監査結果通知を発出した日：令和元年１０月１１日  
法人が改善状況報告書を提出した日  ：令和元年１１月８日 

※上記指導監査結果は、社会福祉法人爲宝会の法人運営に関するものです。（法人が経営する施設・サービスに対する検査結果
ではありません。） 

※改善状況は、改善状況報告書提出日時点の状況を示します。（「改善中」と表示されていても、その後、改善済となっている場 
合があります。） 

 
 
社会福祉法人 爲宝会が経営する事業の種別・名称等 
社会福祉事業 
事業種別 事業の種類 名称 
２種 生計困難者に対する無料低額老健利用事業 ろうけん隅田秋光園 
２種  老人デイサービスセンター（認知症対応型） 秋光園通所介護サービスセンター 
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２ 社会福祉法人 同愛記念病院財団 
指導監査実施年月日 令和元年１０月２４日 
指導監査種別 一般監査 
文書による指摘の有無  有 

文書による指摘の内容
／改善状況 

・決議に特別な利害関係を有する評議員がいるかを法人が確認していない 
ので、是正すること。 

・議案について特別な利害関係を有する理事がいないことを法人が確認して 
いないので、是正すること。 

・理事に委任されている範囲が理事会の決定において明確に定められていな 
いので、是正すること。 

・経理規程に定めるところにより事務処理が行われていないので、是正する 
こと。 

改善中 
 
改善中 
 
改善中 
 
改善済 

改善状況報告書の提出
有無等 

有  
所轄庁が指導監査結果通知を発出した日：令和元年１１月１３日  
法人が改善状況報告書を提出した日   ：令和元年１２月５日 

※上記指導監査結果は、社会福祉法人同愛記念病院財団の法人運営に関するものです。（法人が経営する施設・サービスに対す

る検査結果ではありません。） 

※改善状況は、改善状況報告書提出日時点の状況を示します。（「改善中」と表示されていても、その後、改善済となっている場 

合があります。） 
 
 
社会福祉法人 同愛記念病院財団が経営する事業の種別・名称等 
社会福祉事業 
事業種別 事業の種類 名称 
１種 特別養護老人ホーム（介護福祉サービス） 同愛記念ホーム 
２種 生計困難者のために、無料又は低額な料金で

診療を行う事業 
同愛記念病院 

２種 老人デイサービスセンター（通所介護） 同愛記念ホーム 
２種 老人短期入所事業（短期入所生活介護） 同愛記念ホーム 

 
公益事業 

事業の種類 名称 備考 
地域包括支援センター事業 同愛記念ホーム  
高齢者みまもり相談室事業 同愛記念ホーム  
居宅介護支援事業 同愛記念ホーム  

 
収益事業 

事業の種類 名称 備考 
収益事業 フローレンス  
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３ 社会福祉法人 墨田区社会福祉事業団 
指導監査実施年月日 令和元年１１月２１日 
指導監査種別 一般監査 
文書による指摘の有無  有 

文書による指摘の内容
／改善状況 

・決議に特別な利害関係を有する評議員がいるかを法人が確認していないの
で、是正すること。 

・監事の選任に関する評議員会の議案について、監事の過半数の同意を得て 
いないので、是正すること。 

・議案について特別な利害関係を有する理事がいないことを法人が確認して 
いないので、是正すること。 

・理事に委任されている範囲が理事会の決定において明確に定められていな 
いので、是正すること。 

・理事の報酬等の額が定款で定められていない場合であって、評議員会の決 
議により定められていないので、是正すること。 

・監事の報酬等の額が定款で定められていない場合であって、評議員会の決 
議により定められていないので、是正すること。 

・減価償却を行わなければならない有形固定資産について、減価償却が行わ 
れていないので、是正すること。 

改善中 
 
改善中 
 
改善中 
 
改善中 
 
改善中 
 
改善中 
 
改善中 

改善状況報告書の提出
有無等 

有  
所轄庁が指導監査結果通知を発出した日：令和元年１２月１０日  
法人が改善状況報告書を提出した日     ：令和２年１月８日 

※上記指導監査結果は、社会福祉法人墨田区社会福祉事業団の法人運営に関するものです。（法人が経営する施設・サービスに
対する検査結果ではありません。） 

※改善状況は、改善状況報告書提出日時点の状況を示します。（「改善中」と表示されていても、その後、改善済となっている場 
合があります。） 

 
 
社会福祉法人 墨田区社会福祉事業団が経営する事業の種別・名称等 
社会福祉事業 
事業種別 事業の種類 名称 
２種 障害福祉サービス事業（生活介護） はばたき福祉園 
２種 障害児通所支援事業（児童発達支援） みつばち園 
２種 障害児通所支援事業（放課後デイサービス） みつばち園 
２種 障害児相談支援事業（障害児支援利用援助） 障害児相談支援事業所 
２種 身体障害者福祉センター 身体障害者福祉センター（Ｂ型） 
２種 老人福祉センター 老人福祉センター（Ａ型） 
２種 老人デイサービスセンター（通所介護） 高齢者在宅サービスセンター 
２種 （公益）地域包括支援センター こうめ地域包括支援センター 
２種 （公益）地域包括支援センター こうめ指定介護予防支援センター 
２種 （公益）その他所轄庁が認めた事業 こうめ高齢者みまもり相談室 
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２種 （公益）その他所轄庁が認めた事業 健康増進事業 
２種 （公益）その他所轄庁が認めた事業 機能訓練事業 
２種 （公益）その他所轄庁が認めた事業 要介護認定調査事業 
２種 計画相談支援 特定相談支援事業 
２種 障害児通所支援事業（保育所等訪問支援） みつばち園 
１種 ⺟⼦⽣活⽀援施設 墨⽥⺟⼦⽣活ホーム 
２種 老人デイサービスセンター（通所介護） うめわか高齢者在宅サービスセンター 
２種 老人デイサービスセンター（認知症対応型） うめわか高齢者在宅サービスセンター 
２種 障害福祉サービス事業（生活介護） ひだまり 
２種 障害児通所支援事業（児童発達支援） にじの子 
２種 障害児通所支援事業（放課後デイサービス） にじの子 
２種 （公益）その他所轄庁が認めた事業 梅若ゆうゆう館 
２種 （公益）地域包括支援センター うめわか地域包括支援センター 
２種 （公益）地域包括支援センター うめわか指定介護予防支援 
２種 （公益）その他所轄庁が認めた事業 うめわか高齢者みまもり相談室 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

5/7 
 

４ 社会福祉法人 墨田さんさん会 
指導監査実施年月日 令和元年１２月１９日 
指導監査種別 一般監査 
文書による指摘の有無  有 

文書による指摘の内容
／改善状況 

・監事の選任に関する評議員会の議案について、監事の過半数の同意を得て
いないので、是正すること。 

・社会福祉事業の用に供する不動産を国又は地方公共団体以外の者から借用
している場合に、その事業存続に必要な期間の利用権の設定及び登記がな
されていない（登記が不要な場合を除く）ので、是正すること。 

・経理規程の内容が法令又は通知に反するので、是正すること。 
・経理規程に定めるところにより事務処理が行われていないので、是正する
こと。 

・会計処理の基本的取扱いに沿った会計処理が行われていないので、是正す
ること。 

・国庫補助金等特別積立金の積立て、取崩しの会計処理が会計基準に則り行
われていないので、是正すること。 

・把握した注記すべき事項が注記されていないので、是正すること。 
・附属明細書について計算書類の金額と一致していないので、是正すること。 

改善中 
 
改善中 
 
 
改善中 
改善済 
 
改善中 
 
改善中 
 
改善中 
改善中 

改善状況報告書の提出
有無等 

有  
所轄庁が指導監査結果通知を発出した日：令和２年１月６日  
法人が改善状況報告書を提出した日    ：令和２年２月５日 

※上記指導監査結果は、社会福祉法人墨田さんさん会の法人運営に関するものです。（法人が経営する施設・サービスに対する
検査結果ではありません。） 

※改善状況は、改善状況報告書提出日時点の状況を示します。（「改善中」と表示されていても、その後、改善済となっている場 
合があります。） 

 
 
社会福祉法人 墨田さんさん会が経営する事業の種別・名称等 
社会福祉事業 
事業種別 事業の種類 名称 
２種 障害福祉サービス事業（就労継続支援Ｂ型） 墨田さんさんプラザ 
２種 障害福祉サービス事業（就労継続支援Ｂ型） 空ゆけ未来工房 
２種 障害福祉サービス事業（就労継続支援Ｂ型） 向島七福福祉作業所 
２種 障害福祉サービス事業（共同生活援助） ほーむ大洋 
２種 障害福祉サービス事業（共同生活援助） ほーむアンブレラ 
２種 障害福祉サービス事業（生活介護） ワクワク工房デイサービス 

 ２種 計画相談支援 相談支援センターさんさん 
２種 障害福祉サービス事業（短期入所） すみださんさんるーむ 
２種 障害福祉サービス事業（就労継続支援Ｂ型） 喜楽里すみだ工房 
２種 （公益）その他所轄庁が認めた事業 すみださんさんるーむ 
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５ 社会福祉法人 宝樹会 
指導監査実施年月日 令和２年２月６日 
指導監査種別 一般監査 
文書による指摘の有無  有 

文書による指摘の内容
／改善状況 

・評議員会の日時及び場所等が理事会の決議により定められていないので、 
是正すること。 

・定時評議員会が期限までに招集されていないので、是正すること。 
・正当な理由なく理事会に 2回以上続けて欠席した監事がいるので、是正す
ること。 

・理事会の議事録に議事録署名人の署名又は記名押印がないので、是正する
こと。 

・理事の報酬等の額が定款で定められていない場合であって、評議員会の決
議により定められていないので、是正すること。 

・監事の報酬等の額について、定款に監事の報酬等の額が定められていない
場合に、監事の報酬等の額が評議員会の決議によって定められていないの
で、是正すること。 

・理事、監事及び評議員の報酬等の支給基準において規定すべき事項が規定
されていないので、是正すること。 

・経理規程に定めるところにより事務処理が行われていないので、是正する
こと。 

・会計処理の基本的取扱いに沿った会計処理が行われていないので、是正す
ること。 

・積立ての目的を示す名称を付していないので、是正すること。 
・資金収支計算書の当期末支払資金残高が、貸借対照表と整合しないので是
正すること。 

・附属明細書について計算書類の金額と一致していないので、是正すること。 

改善済 
 
改善中 
改善中 
 
改善中 
 
改善中 
 
改善中 
 
 
改善中 
 
改善中 
 
改善中 
 
改善中 
改善中 
 
改善中 

改善状況報告書の提出
有無等 

有  
所轄庁が指導監査結果通知を発出した日：令和２年２月２０日  
法人が改善状況報告書を提出した日   ：令和２年３月２３日 

※上記指導監査結果は、社会福祉法人宝樹会の法人運営に関するものです。（法人が経営する施設・サービスに対する検査結果
ではありません。） 

※改善状況は、改善状況報告書提出日時点の状況を示します。（「改善中」と表示されていても、その後、改善済となっている場 
合があります。） 

 
 
社会福祉法人 宝樹会が経営する事業の種別・名称等 
社会福祉事業 
事業種別 事業の種類 名称 
２種 保育所 本所たから保育園 
２種 保育所 向島ひまわり保育園 
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６ 社会福祉法人 愛理会 
指導監査実施年月日 令和２年２月１３日 
指導監査種別 一般監査 
文書による指摘の有無  有 

文書による指摘の内容
／改善状況 

・決議に特別の利害関係を有する評議員がいるかを法人が確認していない 
ので、是正すること。 

・監事の選任に関する評議員会の議案について、監事の過半数の同意を得て
いないので、是正すること。 

・正当な理由なく理事会に2回以上続けて欠席した監事がいるので、是正 
すること。 

・議案について特別の利害関係を有する理事がいないことを法人が確認し 
ていないので、是正すること。 

改善中 
 
改善中 
 
改善中 
 
改善済 

改善状況報告書の提出
有無等 

有  
所轄庁が指導監査結果通知を発出した日：令和２年３月６日  
法人が改善状況報告書を提出した日    ：令和２年４月１日 

※上記指導監査結果は、社会福祉法人愛理会の法人運営に関するものです。（法人が経営する施設・サービスに対する検査結果
ではありません。） 

※改善状況は、改善状況報告書提出日時点の状況を示します。（「改善中」と表示されていても、その後、改善済となっている場 
合があります。） 

 
 
社会福祉法人 愛理会が経営する事業の種別・名称等 
社会福祉事業 
事業種別 事業の種類 名称 
２種 保育所 ナースリー保育園 
２種  保育所 墨田区ひきふね保育園 

 
 

 


