
社会福祉法人同仁会

現況報告書（令和3年4⽉1⽇現在） 別紙１

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

令和2年6⽉13⽇ 7 6 2

（書面決議）
議案１．2019年度事業報告(案)について
議案２．2019年度決算報告(案)について
議案３．諸規則の一部改正について

(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

3.0 0.0

245 9 44
3.0 20.8

2 9 0

(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）

5 財務管理に識⾒を有する者（税理⼠） 3

岡田　豊和 会社社⻑ 2 無 令和1年6⽉15⽇
R1.6.15 R3.6 3 社会福祉事業に識⾒を有する者（その他） 4

(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 (3-7)前会計年度におけ
る理事会への出席回数

大部　忠則 税理⼠ 2 無 令和1年6⽉15⽇
R1.6.15 R3.6

2 2 212,500

(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

(注)「(3-2)理事の役職」のうち、「理事⻑」とは、社会福祉法45条の13第3項で規定する理事⻑(会⻑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 無
R1.6.15 R3.6 1 社会福祉事業の経営に関する識⾒を有する者 2 無 2 理事報酬のみ⽀給 4仲田　靖夫 3 その他理事 2 非常勤 令和1年6⽉15⽇ 法人事務

2 無
R1.6.15 R3.6 3 施設の管理者 1 有 3 職員給与のみ⽀給 4遠藤　雅明 3 その他理事 1 常勤 令和1年6⽉15⽇ 法人事務⻑

2 無
R1.6.15 R3.6 1 社会福祉事業の経営に関する識⾒を有する者 2 無 2 理事報酬のみ⽀給 3草間　吉夫 3 その他理事 2 非常勤 令和1年6⽉15⽇ 大学講師

2 無
R1.6.15 R3.6 3 施設の管理者 2 無 3 職員給与のみ⽀給 4⻄野宮　由紀 3 その他理事 1 常勤 令和1年6⽉15⽇ 児童養護施設⻑

2 無
R1.6.15 R3.6 3 施設の管理者 2 無 3 職員給与のみ⽀給 4塩沢　幸一 1 理事⻑ 令和1年6⽉15⽇ 1 常勤 令和1年6⽉15⽇ 児童養護施設⻑

2 無
R1.6.15 R3.6 1 社会福祉事業の経営に関する識⾒を有する者 1 有 2 理事報酬のみ⽀給 4遠藤　光洋 3 その他理事 2 非常勤 令和1年6⽉15⽇ 僧侶

(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

6 6 2 特例無

(3-1)理事の⽒名

(3-2)理事の役職(注) (3-3)理事⻑への就任
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

25,704,106

森山　仁子 H29.4.1 R3.6 2 無 2 無 3児童福祉専門官

安藤　みゆき H29.4.1 R3.6 2 無 2 無 4大学教授　

渡邊　　操 H29.4.1 R3.6 2 無 1 有 4社会福祉法人経営者

R3.6 2 無 1 有 4商店主

大平　敏明 H29.4.1 R3.6 2 無 1 有 3企業経営者

大橋　正男 H29.4.1 R3.6 2 無 1 有 4元児童福祉施設管理者

岩本　容和 H29.4.1 R3.6 2 無 2 無 2企業経営者

大髙　達也 H29.4.1

(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(3-2)評議員の職業

https://doujinkai.or.jp/ (14)法人のﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ mail@doujinkai.or.jp
昭和37年10⽉8⽇ 昭和37年11⽉1⽇

7 7 300,000

社会福祉法人同仁会
茨城県 高萩市 肥前町1-80
0293-23-3245 0293-22-4260 1 有

08 茨城県 214 高萩市 08000 2050005007430 01 一般法人 01 運営中

茨城県 ⽔⼾市 ⼩林町1186-84
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社会福祉法人同仁会

現況報告書（令和3年4⽉1⽇現在） 別紙１

(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

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

同仁東保育
02091201 保育所 同仁東保育園　倉庫

180.340
イ大規模修繕

3 自己所有 平成12年4⽉1⽇ 120 27,942
ア建設費 平成30年5⽉17⽇ 62,276,730 62,276,730004 同仁東保育

園

02091201 保育所 同仁東保育園　乳児保育室
茨城県 高萩市 高浜町 2-35 3 自己所有

イ大規模修繕

平成9年4⽉1⽇ 120 27,942
ア建設費 昭和62年3⽉31⽇ 9,620,000 26,380,000 36,000,000 322.380004 同仁東保育

園

02091201 保育所 同仁東保育園　ゆうぎ室
茨城県 高萩市 高浜町 2-35 3 自己所有 3 自己所有

490.640
イ大規模修繕 令和2年1⽉23⽇ 495,000

3 自己所有 昭和43年4⽉1⽇ 120 27,942
ア建設費 平成14年3⽉31⽇ 38,542,170 10,417,000 70,000,000 118,959,170004 同仁東保育

園

02091201 保育所 同仁東保育園　本館
茨城県 高萩市 高浜町 2-35 3 自己所有

イ大規模修繕

昭和42年4⽉1⽇ 20 5,935
ア建設費 平成12年1⽉31⽇ 6,129,023 155,943,076 30,989,691 193,061,790 1,183.530003 同仁会乳児

院

01020101 乳児院 同仁会乳児院
茨城県 高萩市 肥前町 1-80 3 自己所有 3 自己所有

1,792.150
イ大規模修繕

3 自己所有 昭和27年6⽉24⽇ 30 10,298
ア建設費 平成12年1⽉31⽇ 14,637,477 372,426,924 74,010,309 461,074,710002 臨海学園

01020301 児童養護施設 臨海学園
茨城県 高萩市 肥前町 1-80 3 自己所有

イ大規模修繕

昭和37年11⽉1⽇ 0 0
ア建設費 平成12年1⽉31⽇ 0001 同仁会本部

00000001 本部経理区分 同仁会本部
茨城県 高萩市 肥前町 1-80 3 自己所有 3 自己所有

ウ　延べ床面積

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） （イ）修繕費合計額（円）

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）

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）

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）

01 無限定適正意⾒

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

無し

無し

1

大部　忠則
岡田　豊和

令和2年11⽉17⽇ 6 1

議案１．令和2年度第１回補正予算（案）について
議案２．給与規則の一部改正について
議案３．評議員会の開催⽇時について

令和3年3⽉16⽇ 5 2

議案１．令和2年年度最終補正予算（案）について　　　　　　　　　議案６．基本財産担保提供について
議案２．令和3年度経営・運営計画（案）について
議案３．令和3年度当初予算（案）について
議案４．諸規則の一部改正について
議案５．評議員会の開催⽇時について

令和2年5⽉26⽇ 6 2

（書面決議）
議案１．2019年度事業報告(案)について
議案２．2019年度決算報告(案)について
議案３．諸規則の一部改正について
議案４．評議員会の開催⽇時について

令和2年7⽉21⽇ 6 2

報告１.  理事⻑職務執⾏状況及び⽇常業務専決事項について
議案１．定款の変更について
議案２．経理規則の一部改正について
議案３．評議員会の開催⽇時について

1

(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3年3⽉27⽇ 5 2 2

議案１．令和2年度最終補正予算（案）について
議案２．令和3年度経営・運営計画（案）について
議案３．令和3年度当初予算（案）について
議案４．基本財産担保提供について

令和2年11⽉28⽇ 5 6 2 議案１．令和2年度第1回補正予算（案）について

令和2年8⽉1⽇ 7 6 2 議案１．定款の変更について
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社会福祉法人同仁会

現況報告書（令和3年4⽉1⽇現在） 別紙１

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）

令和2年6⽉1⽇、⽔⼾地区に新たに児童家庭⽀援センターあいびーを開設した。

（イ）修繕費合計額（円）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

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

159.350
イ大規模修繕

3 自己所有 平成31年1⽉1⽇ 0 2,626
ア建設費 令和1年11⽉21⽇ 62,110,800 62,110,800

（イ）修繕費合計額（円）

013 COLORS
つくば

03321401 その他所轄庁が認めた事業 茨城県発達障害者⽀援センターCOLORSつくば
茨城県 つくば市 高崎８０２－１ 3 自己所有

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）

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

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

⑦事業所単
位での定員

324.000
イ大規模修繕

3 自己所有 令和2年6⽉1⽇ 0 508
ア建設費 令和2年6⽉1⽇ 128,848,471 15,285,000 144,133,471012

児童家庭⽀
援センターあ
いびー

02091401 児童家庭⽀援センター 児童家庭⽀援センターあいびー
茨城県 高萩市 ⼩林町1186－84 3 自己所有

イ大規模修繕

平成31年4⽉1⽇ 10 1,812
ア建設費 平成31年4⽉1⽇ 40,126,790 4,669,000 44,795,790 111.790011 くれよんクラ

ブ高萩

02090103 障害児通所⽀援事業（放課後デイサービス） くれよんクラブ高萩
茨城県 高萩市 有明町1－144 3 自己所有 3 自己所有

457.950
イ大規模修繕

3 自己所有 平成23年4⽉1⽇ 20 6,153
ア建設費 平成23年3⽉31⽇ 10,131,033 76,677,900 20,000,000 106,808,933010 さくらの森乳

児院

01020101 乳児院 さくらの森乳児院
茨城県 つくば市 高崎 802-1 3 自己所有

イ大規模修繕

平成23年4⽉1⽇ 30 10,723
ア建設費 平成23年3⽉31⽇ 729,682 15,120,000 52,000,000 67,849,682 323.300009 つくば香風

寮

01020301 児童養護施設 つくば香風寮　管理棟
茨城県 つくば市 高崎 802-1 3 自己所有 3 自己所有

1,074.920
イ大規模修繕 令和3年3⽉31⽇ 9,713,000

3 自己所有 平成23年4⽉1⽇ 30 10,723
ア建設費 平成23年3⽉31⽇ 173,312 145,582,275 107,000,000 252,755,587009 つくば香風

寮

01020301 児童養護施設 つくば香風寮　本館
茨城県 つくば市 高崎 802-1 3 自己所有

イ大規模修繕

平成15年7⽉1⽇ 50 400
ア建設費 令和1年6⽉1⽇ 133,080,018 100,000,000 233,080,018 739.180008 内原深敬寮

01020601 情緒障害児短期治療施設 内原深敬寮　学校棟
茨城県 ⽔⼾市 ⼩林町1186－84 3 自己所有 3 自己所有

1,751.910
イ大規模修繕

3 自己所有 平成15年7⽉1⽇ 50 11,241
ア建設費 平成25年3⽉31⽇ 3,413,206 229,200,000 247,000,000 479,613,206008 内原深敬寮

01020601 情緒障害児短期治療施設 内原深敬寮
茨城県 ⽔⼾市 ⼩林町1186－84 3 自己所有

イ大規模修繕

平成15年7⽉1⽇ 40 14,213
ア建設費 平成26年2⽉14⽇ 1,788,773 43,213,040 22,000,000 67,001,813 302.670007 内原和敬寮

01020301 児童養護施設 内原和敬寮　管理棟
茨城県 ⽔⼾市 ⼩林町1186－84 3 自己所有 3 自己所有

345.430
イ大規模修繕

3 自己所有 平成15年7⽉1⽇ 40 14,213
ア建設費 平成26年2⽉14⽇ 3,673,546 51,315,485 33,000,000 87,989,031007 内原和敬寮

01020301 児童養護施設 内原和敬寮　⼩規模ユニット棟
茨城県 ⽔⼾市 ⼩林町1186－84 3 自己所有

イ大規模修繕

平成15年7⽉1⽇ 40 14,213
ア建設費 平成26年2⽉14⽇ 5,612,412 175,552,975 156,000,000 337,165,387 1,205.100007 内原和敬寮

01020301 児童養護施設 内原和敬寮　本館
茨城県 ⽔⼾市 ⼩林町1186－84 3 自己所有 3 自己所有

97.700
イ大規模修繕

3 自己所有 平成23年4⽉1⽇ 25 6,003
ア建設費 15,300,000 1,500,000 16,800,000

2,310,000

006 同仁会子ど
もホーム

01020301 児童養護施設 同仁会子どもホーム　ユニット棟
茨城県 高萩市 秋山712－1 2 ⺠間からの賃借等

イ大規模修繕 平成22年3⽉31⽇

平成13年4⽉1⽇ 25 6,003
ア建設費 昭和51年3⽉8⽇ 24,297,000 58,903,000 24,800,000 108,000,000 514.610006 同仁会子ど

もホーム

01020301 児童養護施設 同仁会子どもホーム　本館
茨城県 高萩市 秋山712－1 2 ⺠間からの賃借等 3 自己所有

イ大規模修繕

3 自己所有 平成9年3⽉31⽇ 0 904
ア建設費 0004 同仁東保育

園

02090801 地域子育て⽀援拠点事業 同仁会地域子育て⽀援センター
茨城県 高萩市 有明町1－144 3 自己所有

イ大規模修繕

平成12年1⽉31⽇ 0 4,787
ア建設費 平成12年1⽉31⽇ 0 205.320005

同仁会児童
家庭⽀援セ
ンター

02091401 児童家庭⽀援センター 同仁会児童家庭⽀援センター
茨城県 高萩市 肥前町 1-80 3 自己所有 3 自己所有

399.740
イ大規模修繕

3 自己所有 平成9年3⽉31⽇ 40 5,880
ア建設費 平成9年3⽉31⽇ 33,600,900 13,667,000 47,267,900004 同仁東保育

園

02090401 放課後児童健全育成事業 ゆうゆうクラブ
茨城県 高萩市 有明町1－144 3 自己所有

イ大規模修繕

平成12年4⽉1⽇ 120 27,942
ア建設費 昭和62年3⽉31⽇ 1,500,000 1,500,000 22.470004 同仁東保育

園
茨城県 高萩市 肥前町 1-80 3 自己所有 3 自己所有
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社会福祉法人同仁会

現況報告書（令和3年4⽉1⽇現在） 別紙１

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

提供承認申請書を提出しました。

法人本部
所轄庁に報告協議の上、令和2年10⽉19⽇に遅延理由書を付して、基本財産担保

法人本部
令和元年9⽉13⽇付　⾦銭消費貸借契約に基づく抵当権を基本財産に設定しているが、
所轄庁の承認を得ずに⾏っているので、すみやかに所轄庁と協議すること。また、このような
ことは誠に遺憾であり、今後厳に⾏わないこと。

イ　財務会計に関する事務処理体制の向上に対する⽀援
1,320,000

01 公認会計⼠
⼩野瀬公認会計⼠事務所

さくらの森乳児院 2020
同仁東保育園 2018

内原和敬寮 2020
内原深敬寮 2019
つくば香風寮 2020

臨海学園 2019
同仁会乳児院 2020
同仁会子どもホーム 2019

1 有

1,568,930,308
13,127,000

533,886,855

施設名 直近の受審年度

1 有
1 有
1 有
1 有
1 有
1 有

0
0
0

0

0
0
0
0

0

地域における公益的な取
組⑦（地域住⺠に対する
福祉教育）

いばらき生活⽀援事業 高萩市、⽔⼾市、つくば市

地域の方々に対し、職場体験等の場を提供している。

地域における公益的な取
組⑥（地域の福祉ニーズ
等を把握するためのサロン
活動）

地域子育て⽀援事業 高萩市

未就学児対象の交流の場を提供している。

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）

地域の⾏事への参加 高萩市

多目的ホールを使⽤し、職員が市内の⼩学生対象にお囃子の指導を⾏っている。

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）

⾥親サロン 高萩市、つくば市

地区⾥親会向けサロンの実施

地域における公益的な取
組⑦（地域住⺠に対する
福祉教育）

一般参加型研修会や講演会の実施 高萩市、⽔⼾市、つくば市

職員に加え、地域の方々も参加対象とした研修会や講演会を実施している。

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）

災害時に備えた地域のコミュニティづくり 高萩市、⽔⼾市、つくば市

地域の方々も参加対象とした総合防災訓練の実施

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）

施設の開放 高萩市、⽔⼾市、つくば市

子どもセンター多目的ホールを、子供会や地域の⾏事等に無料で貸出している。

地域における公益的な取
組⑦（地域住⺠に対する
福祉教育）

実習生の受⼊れ 高萩市、⽔⼾市、つくば市

実習生の受⼊れによる福祉人材の育成

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）

アフターケア事業 ⽔⼾市

児童養護施設退所者等に対し相談業務を実施。　また職場説明会、職場体験の機会を提供している。

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）

発達障害者⽀援事業 つくば市

発達障害児（者）や、その家庭への相談業務を⾏っている。

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
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社会福祉法人同仁会

現況報告書（令和3年4⽉1⽇現在） 別紙１

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⺠間社会福祉事業職員共済会等が⾏う⺠間の社会福祉事業･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

2 無
2 無

1 有
2 無
2 無

1 有
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