
 

 

２０１２年度 

 

事 業 成 績 報 告 書 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

社 会 福 祉 法 人 

聖 隷 福 祉 事 業 団 

 



はじめに　  　     　　　  理 事 長　山本 敏博  …………………………………… 1

2012年度事業成績報告　　   常務執行役員　青木善治   ……………………………… 4

法人本部  ……………………………………………………………………………………… 6

在宅・福祉サービス事業部　………………………………………………………………… 10

救護施設　聖隷厚生園讃栄寮　……………………………………………………………… 12

聖隷厚生園ナルド　…………………………………………………………………………… 14

聖隷厚生園信生寮　…………………………………………………………………………… 16

介護老人福祉施設　奄美佳南園　…………………………………………………………… 18

介護老人福祉施設　宝塚栄光園　…………………………………………………………… 20

介護老人福祉施設　横須賀愛光園　………………………………………………………… 22

介護老人福祉施設　森町愛光園　…………………………………………………………… 24

介護老人福祉施設　いなさ愛光園　………………………………………………………… 26

介護老人福祉施設　花屋敷栄光園　………………………………………………………… 28

軽費老人ホーム　ケアハウス花屋敷　……………………………………………………… 30

介護老人福祉施設　淡路栄光園　…………………………………………………………… 32

複合福祉施設　和合せいれいの里　………………………………………………………… 34

介護老人福祉施設　浜北愛光園　…………………………………………………………… 37

浦安市高洲高齢者福祉施設及び猫実高齢者デイサービスセンター　…………………… 39

浦安せいれいの里　…………………………………………………………………………… 41

介護老人福祉施設　松戸愛光園　…………………………………………………………… 43

軽費老人ホーム　もくせいの里　…………………………………………………………… 45

わかば保育園　………………………………………………………………………………… 47

桜ヶ丘保育園　………………………………………………………………………………… 49

ひかりの子保育園　…………………………………………………………………………… 51

こうのとり保育園　…………………………………………………………………………… 53

磐田市子育て支援総合センター「のびのび」　…………………………………………… 55

こうのとり東保育園　………………………………………………………………………… 57

こうのとり豊田保育園　……………………………………………………………………… 59

春日保育園　…………………………………………………………………………………… 61

のぞみ園　……………………………………………………………………………………… 63

逆瀬川あゆみ保育園　………………………………………………………………………… 65

御殿山あゆみ保育園　………………………………………………………………………… 67

御殿山児童館　………………………………………………………………………………… 69

野上あゆみ保育園　…………………………………………………………………………… 71

野上児童館　…………………………………………………………………………………… 73

医療保護施設　総合病院　聖隷三方原病院　……………………………………………… 75

介護老人保健施設　三方原べテルホーム　………………………………………………… 83

総合病院　聖隷浜松病院　…………………………………………………………………… 85

聖隷淡路病院　………………………………………………………………………………… 93

聖隷横浜病院　………………………………………………………………………………… 95

聖隷佐倉市民病院　…………………………………………………………………………… 97

浜松市リハビリテーション病院……………………………………………………………… 99

聖隷保健事業部　……………………………………………………………………………… 101

聖隷予防検診センター　……………………………………………………………………… 102

地域・企業健診センター　…………………………………………………………………… 104

聖隷健康診断センター　……………………………………………………………………… 106

聖隷健康サポートセンターShizuoka　……………………………………………………… 108

高齢者公益事業部　…………………………………………………………………………… 110

高齢者世話ホーム　浜名湖エデンの園　…………………………………………………… 112

ウェル・エイジング・コミュニティ 宝塚エデンの園 …………………………………… 114

高齢者世話ホーム　松山エデンの園　……………………………………………………… 116

高齢者世話ホーム　油壺エデンの園　……………………………………………………… 118

介護付有料老人ホーム　浦安エデンの園  ………………………………………………… 120

介護付有料老人ホーム　横浜エデンの園  ………………………………………………… 122

聖隷藤沢ウェルフェアタウン………………………………………………………………… 124

ウェル・エイジング・プラザ　奈良ニッセイエデンの園　……………………………… 128

ウェル・エイジング・プラザ　松戸ニッセイエデンの園　……………………………… 132

ケア付高齢者住宅　明日見らいふ南大沢　………………………………………………… 134

在宅事業（浜松地区）　……………………………………………………………………… 137

在宅事業（関西地区）　……………………………………………………………………… 141

在宅事業（関東地区）　……………………………………………………………………… 145

2012年度施設整備事業実績報告　…………………………………………………………… 147

法人の概要　…………………………………………………………………………………… 150
実施する事業の概要　 …………………………………………………………… 151
役員の状況 …………………………………………………………………………　　 159
理事会、評議員会運営の状況 ……………………………………………………　 160

 目　　　次



は じ め に 

理事長 山本 敏博 

 

多くの尊い命を奪った東日本大震災からすでに 2年が経ちましたが、東北地方の復興は思うよ

うに進まず、被災された方々はまだまだ困難な状況にあります。また、日本経済には多少の明る

い兆しが見え始めたものの、我が国の外交・政治・経済を取り巻く環境はなお不透明であり、予

測が難しいことに変化はありません。 

2012 年度は、聖隷福祉事業団（以下、聖隷）にとって 2020 年のあるべき姿を明文化した「ビ

ジョン 2020」及び 5か年で取り組む「中期事業計画」・「中期事業戦略」（3ページ参照）に取り組

んだ 2 年目の年として、それぞれの事業において、聖隷らしい質の高いサービスの提供を行うこ

とができました。 

2012年度は、基幹施設である聖隷三方原病院、聖隷浜松病院が、それぞれ 70周年、50周年を

迎えるという節目の年でした。聖隷浜松病院においては、2015年度に全体完成を予定する第 4期

増築計画「PROJECT NEXUS」が進行する中、世界水準の医療の指標ともいえる JCI（国際的医療機

能評価機関）による認証を日本国内では 5番目、関東以外では初めて取得しました。 

関西地区においては、介護付有料老人ホーム、特別養護老人ホーム、ケアハウス等の複合施設

「宝塚せいれいの里」（兵庫県宝塚市）及び「聖隷淡路病院移転新築計画」（兵庫県淡路市）とい

う２つの大きなプロジェクトが本格的に始動しました。 

その他、障害者の就労を支援する「聖隷厚生園チャレンジ工房」（静岡県浜松市）が新たに事業

をスタートし、「こうのとり豊田保育園」（静岡県磐田市）の改築、聖隷浜松病院の院内保育所「ひ

ばり保育園」（静岡県浜松市）と「聖隷デイサービスセンター住吉」（同）の合築による移転など、

各地で施設整備が進行または完了し、指定管理受託施設「浜松市リハビリテーション病院」（経営

主体：浜松市）では、リハビリテーション医療の機能向上、医療の質向上を目指し、2014年開設

を目指し、新棟建築工事が進んでいます。 

3月には、聖隷の事業では 9つ目の都道府県となる沖縄県において、「聖隷訪問看護ステーショ

ンゆい」（沖縄県中頭郡嘉手納町）を開設しました。これは、「沖縄県での高齢福祉の充実に貢献」

することと、さらに沖縄からの若い人材が聖隷の他施設で経験を積み、また地元へと戻って活躍

する、いわば「循環型の人材交流」を行うことを目的とした取組みですが、開設準備の過程から、

行政や地域の皆様からも熱いご期待をいただき、希望と責任を感じています。 

聖隷にとっての最重要課題は常に「人材」です。2013 年度は、「人づくり組織」への挑戦を行

う最初の年度として、「人を採用し、育てていくこと」、そして「職員が長く働き続けられる環境

を整備すること」に全力で取り組む所存です。 

末筆になりますが、聖隷の各施設をご利用の皆様、行政の各機関、補助金、助成金をいただき

ました日本財団様をはじめとする各団体、そして貴重なご寄付をいただいた法人、個人の皆様に、

改めて心より御礼を申し上げます。また、それぞれの職場でお一人おひとりの利用者のために、

最高のサービス提供に取り組んできたすべての職員にも感謝の意を伝えたいと思います。 

今後も引き続いてのご指導をお願い申し上げ、2012年度事業の概要報告とさせていただきます。 
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２０１２年度 事業成績報告 

             常務執行役員 青木 善治 

 

（1）事業の経過及びその成果 

当期は、介護報酬と診療報酬の同時改定が行われた年であった。改定による増収がほとんど見

込めない中、経済環境の低迷が長引き、不況には比較的強いと考えられていた医療・福祉事業の

経営状況は、利用者の減少等の影響により、大変厳しいスタートとなった。しかしながら、年度

後半には病床利用率の改善や、各施設の経営改善により、事業収入は 962億円、前年より 38億円

（対前年 4.1％増）の増収を達成することができ、経常収支差額においても、経営効率向上を図

る中で 39億円（経常利益率 4.1％）の実績を計上することができた。 

（2）医療・保健事業 

診療報酬改定により新設されたＤＰＣの病院群分類において、大学病院本院（Ⅰ群）と同等の

機能を持つＤＰＣⅡ群病院として聖隷浜松病院と聖隷三方原病院が認定された。これにより診療

報酬上においても評価を得ることとなった。また不足していた一部診療科の医師の充足などによ

り、両病院で経常収支差額全体の 65％（25.4億円）を計上することができた。また第３期工事が

スタートした聖隷佐倉市民病院においても 2年連続の黒字（0.8憶円）を達成した。 

一方、課題としては、聖隷横浜病院において、平均在院日数の減少による影響等により赤字（△

1.27 億円）に転じた。早急に経営基盤の改善を図る必要がある。また、「聖隷健康サポートセン

ターShizuoka」についても、引き続き厳しい経営状況（△4.76億円）が続いているが、次年度に

は医療法人社団聖仁会の事業継承が行なわれ、今後の経営改善につなげる。 

（3）在宅･福祉サービス事業 

介護報酬の改定による厳しい経営環境や介護職の人材確保が深刻化する中、着実な実績（経常

収支差額 6.2 億円）を上げることができた。新規施設の開設や大規模増改修も実施され、事業収

入においては 9.1億円（対前年 6.4％）の増収を達成した。一方、浦安せいれいの里の各施設（浦

安愛光園、浦安ベテルホーム、浦安せいれいクリニック）においては、厳しい経営状況（経常収

支差額△0.79億円）が続き、職員採用などの課題は残るが、経営改善に向け継続的な取組みを行

う。 

（4）高齢者公益事業 

想定居住期間という概念の導入により、税務上の入園金収益計上処理の変更が実施され、決算

書は赤字（経常収支差額△1.9 億円）となっているが、税法上の優遇処置である非収益事業への

「みなし寄付」を除くと、経常収支差額 2.57 億円の黒字を達成した。「聖隷藤沢ウェルフェアタ

ウン」については引続き厳しい状況（経常収支差額△3.2 億円）ではあるものの、新たな単年度

契約方式の導入などにより予算は達成し、他のエデンの園施設においても順調な経営成績を残せ

たことによるものである。 

（5）財務の状況 

資産整備として 91億円の投資が行われ、その中でも、新築工事・高額備品等の特別整備として

53億円の投資が実行できた。このような状況ではあるが、長期借入金残高は 309億円となり、事

業収入に対する借入金比率は 32.4％に下げることが出来た。 一方、運営資金である短期借入金

は、2011 年度から借入実績はなく、賞与借入金についても、9 割を自己資金でまかなう等、事業

が拡大する中で財務体質のさらなる健全化を進めることができた。 
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これらの結果、本年度は全体としては大きな成果を出すことが出来、経営基盤を着実に強化す

ることができた。同時に、明確となった今後の経営課題についても、更なる改善へ向けて取り組

みたい。 

 

≪直近 5年間の事業収入及び経常収支差額≫              （単位：百万円） 

事業収入 2008年度 2009年度 2010年度 2011年度 2012年度 

 医療･保健事業 計 59,705 61,710 66,015 66,143 68,170 

 高齢者公益事業 6,573 6,695 6,953 8,052 8,722 

 在宅･福祉サービス事業 12,672 13,178 13,726 14,191 15,104 

本部会計ほか 2,840 3,632 3,950 4,051 4,239 

合  計 81,789 85,216 90,643 92,437 96,237 

経常収支差額      

医療･保健事業 計 745 1,366 2,949 2,003 2,216 

高齢者公益事業 229 164 ▲181 ▲243 ▲191 

在宅･福祉サービス事業 253 546 695 605 619 

本部会計ほか 207 606 579 749 1,273 

合  計 1,434 2,681 4,042 3,114 3,917 

　≪2009～2012年度　経営分析数値 推移≫

◆成長性

2010年度 2011年度 2012年度

　事業収益（百万円） 85,216 90,643 92,437 96,237 106.4 108.5 112.9

◆収益性

2010年度 2011年度 2012年度

　経常利益率（％） 3.1 4.5 3.4 4.1 3.8 3.7 3.8

◆生産性

2009年度対比

2010年度 2011年度 2012年度

　一人あたり付加価値（千円） 7,696 7,976 7,785 7,969 103.6 101.2 103.5

◆安全性

2009年度対比

2010年度 2011年度 2012年度

　自己資本比率（％） 31.0 32.3 33.3 35.1 104.4 107.7 113.3

2009年度対比

2009年度 2010年度 2011年度 2012年度

2009年度 2010年度 2011年度 2012年度

2010年度以降の累計平均

2009年度比

130％以上

2009年度比

37％以上

2009年度 2010年度 2011年度 2012年度

112％以上

2010年度～
累計平均
3％以上

2009年度 2010年度 2011年度 2012年度

中期事業目標
（2015年度目標）
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法 人 本 部 

 

 2012年度、法人本部では、人材の確保と育成、新規事業の推進を目的として、新しい人事、企

画部門体制でスタートした。特に、2012年度事業団法人目標に掲げられた「関西地区における総

合化力の発揮」での、宝塚地区の新たな高齢者施設のモデルづくりと、2013年度より新たに指定

管理を受ける「聖隷袋井市民病院」開設準備に、法人本部として成果が求められる年であった。 

 新たに部としてその重要性を位置付けられた人材開発部は、育成のみならず職員の評価、ＥＰ

Ａ職員の対応、公的事業の受託などの多くの課題にチャレンジするスタートとなった。 

 「地域の災害拠点づくり」という年度目標に対しては、東日本大震災の教訓を生かした具体的

な防災体制構築が 2012年度の命題となった。 

 安定経営を果たしていく中での財務体質の強化、ITリスクへの万全な態勢を維持しながらの情

報系機能の高度化、組織および職員個人としてのコンプライアンス意識の浸透など、2012年度も

各部署がその専門性を発揮し各々の課題に対応した。 

 以下、各部の取り組みを報告する。 

 

《 総務部 》 

 2012年度より総務部内に労務課が組み込まれ、総務部の役割が職員の労働環境向上、ひいては

人材の定着・育成につながる領域に拡がることとなった。 

 ひとつの取り組み事例として、職員が 65歳までの高齢期に安心して就労できる環境を整備する

ことを目的として再雇用制度の改訂を行った。 

また、聖隷労働組合の組織率が 50％を下回る状況にともない、新たに職員の意見を聴取するた

めに職員代表選出を各事業所単位で実施し、職員の意見を経営に反映させていく仕組みづくりの

向上に着手した。 

職員の福利厚生を担う聖隷互助会の役割については、2011年度に続きサービスのあり方と互助

会財政のバランスを検討し、一部サービス内容の変更と繰越剰余金の調整を行った。 

経営と職員が融合していく過程においては、双方の情報共有とコミュニケーションの活性化が

必要である。社内報「聖隷」では「双方向」をテーマに充実を図り、社外へのコミュニケーショ

ン拡大を目的にホームページのリニューアルに取り組んだ。 

2012年度は大規模災害を想定した防災体制の構築に本格的に着手し、浜松・関東・関西の 3拠

点での相互応援体制を基礎とする広域防災体制を整備した。衛星携帯電話を活用した通信連絡網

の整備、エリア毎の備蓄品の体系化なども行い、今後はさらなる充実と見直しを継続的に行って

いく。 

社会福祉法人としてのガバナンス体制では、執行役員会の機能と効率の向上を目的として、開

催手法の変更を、スピード経営の促進として事業部長決裁権限の拡大を行った。社会的責任を果

たすと同時に効率経営を実践する組織として、今後もガバナンス機能の強化を進めていく。 
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《人事部》 

2012年度は、これまで以上に、組織の拡大に伴う人材の採用、さらには次世代に向けた人材の

発掘を重点課題とした。 

人材の採用については、あらゆる職種において苦戦が強いられた。特に介護職の採用において

は、福祉系学部を有する大学や介護福祉士養成校の卒業者数の減少がますます加速している状況

に加え、2013年度以降からの介護福祉士資格取得制度の改定も重なって、極めて厳しい状況が続

いていた。内外の様々な要因を分析・検討し、処遇面の一部変更（初任給改定、資格取得による

昇給制度）をおこなった結果、雇用競争力強化や離職率低下において一定の成果・効果をあげる

ことができた。 

さらに、優秀な人材をオンタイムで採用していくという視点から、下半期には宝塚地区に「人

事部関西採用センター」を設置し、宝塚せいれいの里計画のスムーズな開設をはじめ、関西地区

職員一人ひとりがより働きやすい環境整備を提供する基盤を整えることができ、大きな成果をあ

げている。この成功事例を基に、2013年度には関東地区にも同様のセクションを設置していきた

い。 

また「優秀な人材の発掘」と「ダイバーシティマネジメント（多様な働き方の創造）の推進」

を視点とした取り組みのひとつとして、2012年度は事業団が施設を設置・運営していない地域を

対象にした積極的な採用活動を行った。そのひとつとして沖縄県を重点的に採用活動をおこなっ

た結果、医療技術および介護スタッフ複数名が聖隷の一員として仲間入りをしている。将来的に

は、それぞれの分野でプロとして必要な技術・態度を身に付けたより多くの聖隷人が、あらゆる

地域へ拡がり、法人内外で活躍していくようなキャリアモデルを創出することも、大規模社会福

祉法人の役割だと考え、積極的に活動を継続していく。 

2013年度は継続課題となっている評価・雇用管理を中心とした「新人事制度制定」に向け、さ

らなる総合化力の発揮により、職員が元気で長く働き続けられる競争力のある「人づくり組織」

に向け、一丸となって取り組む。 

 

《人材開発部》 

事業団目標の中期事業目標「次世代を担う人材育成」をもとに 2012 年度は「人材開発部がな

すべき仕事」を明確にすること、事業団内外の活動および実績を可視化すること、OFF-JT をよ

り現場に密着させることを主軸に今後の聖隷福祉事業団の発展を考えた人材開発のあり方を構築

する年とした。 

事業団の事業拡大も進み「人材の育成」が最重要課題であると位置づけ、2012 年度は人事部キ

ャリア支援室から育成開発を推進する人材開発部としてスタートした。 

事業団の研修事業の整備や人材開発に必要な仕組みを検討していくと同時に、社会・地域の人

材育成に応えるべき事業を実践する部門として人材開発課・外部事業課の 2 課体制とした。 

人材開発課は事業団内部の階層別研修や福祉従事者研修・EPA 候補生の国家試験資格取得支援等

を行った。人材開発課においては階層別研修参加者が研修終了時に立てた行動計画を実施できる

よう研修と現場を連動させることに重点をおき取り組んだ。また、介護職テクニカルラダーの作

成や福祉従事者研修開催 5年後の評価を行い、2013年度の方向性を明確にした。EPA 候補生 1期

生の介護福祉士国家試験合格者は出せなかったが、今後の課題解決に向けて体制の整備を実施で

きた。 
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介護人材育成のための外部事業課は、訪問介護に関する研修 2 級課程の研修事業（県申請事業・

市委託事業・専門学校カリキュラム）、新規事業（介護職員による痰の吸引等研修・実務者研修の

開講準備・初任者研修への切り替え等）の展開を行った。今後の介護職員の人材確保や資格取得

のための必須の研修事業を開始する準備が整った。 

2013 年度は人材開発課・外部事業課の各取り組みを強化し、「人づくり組織」への挑戦に全力

で取り組む。 

 

《財務部》 

2012 年度は、関東、関西、浜松の各地区における新規事業の支援と、それを支える経理職員の

専門的スキルの向上、社会福祉法人としての会計コンプライアンスの見直しを図った年であった。 

キャッシュフローについては、有料老人ホーム入園金が予算未達であったため厳しい状況が続

いた。また、聖隷浜松病院、聖隷淡路病院、宝塚弥生計画を中心とした設備整備にに伴う資金需

要については、長期借入金の借入れを行うことで対応した。 

2015 年度に適用開始される新会計基準の準備については、プロジェクトを発足させ、重要項目

の責任者を任命し、スケジュールに従い順調に進んでいる。 

一方、職員教育にも力を注ぎ、役職者研修、経理職研修、実務者研修の形式をグループワーク

形式とし、内容をさらに充実させた。 

コンプライアンスについては、有料老人ホーム事業における想定居住期間の見直しと経理・税

務処理の変更に取り組み、内部留保の考え方についても、事業団全体のこととして法人本部内で

共有を図った。また、無料低額診療事業における減免基準策定について、各施設医療相談室とと

もにワーキングを発足させ、減免基準の統一に向けて動き出した。 

 

《企画開発部》 

2012年 4月の機構改革により、企画開発部が発足した。従来の経営企画部の流れを組む経営企

画室と新たに高齢者公益事業部・在宅福祉サービス事業部から企画要員を加えた事業開発室の 2

室体制となった。 

 経営企画室は主に事業団の経営戦略やゼロベースの企画案件を、事業開発室は事業計画の定ま

った大規模開発案件の推進等を主な役割とした。 

 具体的な実務として、経営企画室は医療事業支援（ベンチマーク資料作成等）、聖隷袋井市民病

院の開設準備、保育園等整備（ひばり保育園・聖隷住吉デイサービスセンター、佐倉、関連法人

への支援等）、新規案件対応等を行った。 

 一方、事業開発室は聖隷淡路病院新築移転・宝塚せいれいの里開設という２つの大きなプロジ

ェクトに関わるとともに、多くの在宅福祉整備事業の推進（聖隷厚生園チャレンジ工房、和合愛

光園サテライト、こうのとり豊田保育園、桜ヶ丘保育園、いなさ愛光園ユニット化、淡路栄光園・

宝塚栄光園・横須賀愛光園・聖隷厚生園増床等）、さらに病院（聖隷佐倉市民病院、聖隷横浜病院）

や浜名湖エデンの園の建て替え計画、新規事業構想（サービス付き高齢者向け住宅等）の検討等

を行った。 

 その他、省エネルギー・温暖化防止委員会の事務局として、エコ活動の推進に寄与した。 
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《総合情報システム部》 

 2012年度は、6つの重点目標を掲げ業務推進を行った。 

事業団内の連携・情報共有に寄与するシステム構築では聖隷浜松病院、聖隷三方原病院、 

浜松市リハビリテーション病院、保健事業部と浜松地区利用者情報共有システムを検討し、各

ベンダー及び機器メーカーと具体的な打合せを実施し接続を完了した。今後は事業部間の活用

の拡大と在宅事業所への連携拡大を目指していく。 

システムの災害対策及び事業継続計画の策定ではＩＴ事業継続簡易診断を実施し、データセ

ンター移設計画を策定した。第一段階として、メール、インターネット系、財務システムの移

設を年度内、随時新規、更新システムから重要度に応じてデータセンターへ設置する計画を策

定した。 

安全で安定したインフラの提供ではインターネット系のデータセンター移転によりネットワ

ークの冗長化及び集約化を実施した。また、リモートメンテナンスのＶＰＮ化によりモバイル

活用のサービス提供が可能になった。 

情報システム部門の連携強化と技術・能力の向上では事業団情報システム部門のスキル体系

（ＵＩＳＳ）を策定し、事業団情報部門全スタッフよりアンケート調査を実施し、情報システ

ム責任者会で組織力強化・人材育成のための利用方法を検討した。 

情報セキュリティ対策の推進と強化では情報資産管理システムを利用した内部監査（ＩＴ監

査）手法を確立した。これにより、現場担当者の負担軽減と施設のコンプライアンスに貢献し

た。また、新たなサービスの提供として仮想化技術の導入やクラウド化が可能なシステムの検

証を実施しデータセンター移転計画を策定した。引き続き事業団に合った環境でクラウド化へ

の取り組みを進めていく。 

 

《監査室》 

  2012 年度は、リスク管理体制の強化、テーマ監査の推進・拡大、監査プロセスの継続的改善、

施設自浄能力に対する側面的支援の強化、コンプライアンス教育の継続的実施、相談窓口機能の

一層の充実を重点項目に掲げ業務を推進した。 

 内部監査については、リスク管理体制の強化、監査プロセスの継続的改善、施設自浄能力に対

する側面的支援の強化、テーマ監査の推進・拡大として、内部監査における施設長による事前の

監査アセスメント、施設職員による監査前の自主点検を徹底し、業務改善及び現場対応能力の向

上を図った。監査結果の還元については指摘事項の改善指導だけでなく、2011 年度に引き続きリ

スク分析を行い可視化することにより施設管理者に対し有効な経営資料としての活用を促した。

また、2012 年度内部監査重点監査項目として、①防災体制の見直しと充実・強化、②施設設備・

職員配置等の最低基準の遵守、③超過勤務等労務管理、④未収金管理、⑤部門運営費等簿外管理

の５項目を掲げ、めりはりをつけた内部監査を実施した。さらに、医事課長会と連携した病院施

設基準監査、及び診療所監査を 2011 年度に引き続き実施した。 

 コンプライアンス活動については、コンプライアンスに関する職員への教育・啓発の取り組み

を更に推進した。また、コンプライアンスホットラインの個別事案を通じて、施設対応指導等改

善指導を行った。 

 2013 年度も、同様の方針で、経営目標の達成、経営能率の向上並びに内部統制の維持・向上に

資する内部監査等一層の取り組みを推進していく。 
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施設種別

施設名 こうのとり豊田保育園

所在地 静岡県磐田市下本郷1055

工事名 こうのとり豊田保育園増改築工事

事業完了年月日 平成２５年２月２８日完成引渡し

施設の構造

延床面積

工事費 324,313,500円

備品費 31,255,745円

設計監理料等 19,737,000円

合計 375,306,245円

県費補助金 103,193,000円

磐田市補助金 103,193,000円

福祉医療機構借入金 30,000,000円

法人負担金 138,920,245円

合計 375,306,245円

備考

■保育所

総事業費

財源

2012年度施設整備事業報告

１，９０６.６２㎡

鉄筋コンクリート造
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施設種別

施設名 特別養護老人ホームいなさ愛光園

所在地 静岡県浜松市北区引佐町東黒田３７-２

工事名 いなさ愛光園ユニット化改修工事

事業完了年月日 平成２５年３月１５日竣工

施設の構造

増築部床面積

工事費 89,040,000円

備品費

設計監理料等 6,582,000円

合計 95,622,000円

県補助金 44,000,000円

法人負担金 51,622,000円

合計 95,622,000円

備考

2012年度施設整備事業報告

■介護老人福祉施設

鉄筋コンクリート造、鉄骨造

１７４．７７㎡

総事業費

財源
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施設種別

施設名 聖隷厚生園　チャレンジ工房

所在地 浜松市中区和合町６３２－１

工事名 聖隷厚生園チャレンジ工房　新築工事

事業完了年月日 平成24年7月13日

施設の構造

延床面積

工事費 149,829,750円

備品費 30,906,047円

設計監理料等 6,720,000円

合計 187,455,797円

国庫補助金 110,000,000円

浜松市補助金 8,874,000円

静岡県補助金 1,000,000円

法人負担金 67,581,797円

合計 187,455,797円

備考

2012年度施設整備事業報告

■就労支援施設

鉄筋コンクリート造一部鉄骨造

752.01㎡

総事業費

財源
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法人の概要 

 

・ 法人名  社会福祉法人 聖隷福祉事業団（せいれいふくしじぎょうだん） 

・ 創立  昭和 5年（1930年）5月 

・ 基本理念 キリスト教精神に基づく「隣人愛」 

・ 代表者 理事長 山本 敏博（やまもと としひろ） 

・ 所在地 静岡県浜松市中区住吉 2丁目 12番 12号（法人登記） 

・ 事業内容 １．医療事業（病院・診療所・ホスピスなど） 

２．保健事業（健康増進・健康診断・人間ドック・疾病予防・労働環境 

測定など） 

３．福祉事業（特別養護老人ホーム・身体障害者支援施設・救護施設・

無料または定額診療・保育事業・有料老人ホーム事業など） 

４．介護サービス事業（介護老人保健施設・通所事業・訪問看護ステー 

ション・在宅訪問事業など） 

・ 事業規模 施設・事業数： 124施設・260事業（2013.4現在） 

職員数   ： 11,917名（非常勤含む）（2013.2現在） 

事業収益  ： 約 924億円（2012年度） 
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実施する事業の概要

【第1種社会福祉事業】

施設（事業）の種類 施　　設　　名 定　員 開設年月日 所　　在　　地

救護施設 聖隷厚生園讃栄寮 60 昭和53年　4月　1日 静岡県浜松市

特別養護老人ホーム 奄美佳南園 80 昭和49年　5月　1日 鹿児島県奄美市

特別養護老人ホーム 宝塚栄光園 70 昭和54年　4月　1日 兵庫県宝塚市

特別養護老人ホーム 横須賀愛光園 80 平成　4年　6月　1日 神奈川県横須賀市

特別養護老人ホーム 森町愛光園 80 平成　5年　4月　1日 静岡県周智郡森町

特別養護老人ホーム 森町愛光園天宮サテライト 29 平成24年　4月　1日 静岡県周智郡森町

特別養護老人ホーム いなさ愛光園 70 平成　9年　4月　1日 静岡県浜松市

特別養護老人ホーム 和合愛光園 90 平成11年　4月　1日 静岡県浜松市

特別養護老人ホーム 和合愛光園初生サテライト 29 平成24年　4月　1日 静岡県浜松市

特別養護老人ホーム 浜北愛光園 150 平成11年　4月　1日 静岡県浜松市

特別養護老人ホーム 花屋敷栄光園 108 平成11年　4月　1日 兵庫県宝塚市

特別養護老人ホーム 淡路栄光園 60 平成11年　4月　1日 兵庫県淡路市

特別養護老人ホーム
浦安市特別養護老人ホーム
（受託経営）

100 平成11年　8月　1日 千葉県浦安市

特別養護老人ホーム 松戸愛光園 100 平成15年　5月　1日 千葉県松戸市

特別養護老人ホーム 浦安愛光園 70 平成18年　4月　1日 千葉県浦安市

特別養護老人ホーム 藤沢愛光園 100 平成23年　4月　1日 神奈川県藤沢市

軽費老人ホーム もくせいの里 50 昭和53年12月　1日 静岡県浜松市

軽費老人ホーム ケアハウス花屋敷 100 平成11年　4月　1日 兵庫県宝塚市

軽費老人ホーム 浦安市ケアハウス（受託経営） 50 平成11年　8月　1日 千葉県浦安市

障害者支援施設 障害者支援施設 みるとす 20 平成15年　4月　1日 静岡県浜松市

障害者支援施設 聖隷厚生園信生寮 60 昭和53年　4月　1日 静岡県浜松市

障害児入所施設 聖隷おおぞら療育センター 150 平成18年10月　1日 静岡県浜松市

施設（事業）の種類 施　　設　　名 定　員 開設年月日 所　　在　　地

医療保護施設 聖隷三方原病院 874 昭和17年11月　9日 静岡県浜松市

保育所 わかば保育園 120 昭和41年11月　1日 静岡県浜松市

保育所 こうのとり保育園 120 昭和46年11月　1日 静岡県磐田市

保育所 春日保育園 90 昭和47年　4月　1日 鹿児島県奄美市

保育所 桜ヶ丘保育園 100 昭和50年　4月　1日 静岡県浜松市

保育所 ひかりの子保育園 120 昭和51年　4月　1日 静岡県浜松市

保育所 こうのとり東保育園 90 昭和53年　4月　1日 静岡県磐田市

2013/3/31現在

【第2種社会福祉事業】
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施設（事業）の種類 施　　設　　名 定　員 開設年月日 所　　在　　地

保育所 逆瀬川あゆみ保育園 45 平成14年　4月  1日 兵庫県宝塚市

保育所 御殿山あゆみ保育園 120 平成15年　4月  1日 兵庫県宝塚市

保育所 野上あゆみ保育園 90 平成21年　4月　1日 兵庫県宝塚市

保育所 こうのとり豊田保育園 60 平成23年　4月　1日 静岡県磐田市

地域子育て支援拠点事業 わかば保育園 ― 平成21年　4月　1日 静岡県浜松市

地域子育て支援拠点事業 こうのとり保育園 ― 平成21年　4月　1日 静岡県磐田市

地域子育て支援拠点事業 春日保育園 ― 平成21年　4月　1日 鹿児島県奄美市

地域子育て支援拠点事業 御殿山あゆみ保育園 ― 平成21年　4月　1日 兵庫県宝塚市

地域子育て支援拠点事業 野上あゆみ保育園 ― 平成21年　4月　1日 兵庫県宝塚市

一時預かり事業 わかば保育園 ― 平成21年　4月　1日 静岡県浜松市

一時預かり事業 こうのとり保育園 ― 平成21年　4月　1日 静岡県磐田市

一時預かり事業 春日保育園 ― 平成21年　4月　1日 鹿児島県奄美市

一時預かり事業 桜ヶ丘保育園 ― 平成21年　4月　1日 静岡県浜松市

一時預かり事業 ひかりの子保育園 ― 平成21年　4月　1日 静岡県浜松市

一時預かり事業 こうのとり東保育園 ― 平成21年　4月　1日 静岡県磐田市

一時預かり事業 逆瀬川あゆみ保育園 ― 平成21年　4月　1日 兵庫県宝塚市

一時預かり事業 御殿山あゆみ保育園 ― 平成21年　4月　1日 兵庫県宝塚市

一時預かり事業 野上あゆみ保育園 ― 平成21年　4月　1日 兵庫県宝塚市

児童厚生施設 御殿山児童館 ― 平成15年　4月  1日 兵庫県宝塚市

児童厚生施設 野上児童館 ― 平成20年　11月  4日 兵庫県宝塚市

助産施設 聖隷浜松病院併設助産所 10 昭和44年　6月　1日 静岡県浜松市

助産施設 聖隷三方原病院併設助産所 6 平成　6年　9月19日 静岡県浜松市

老人デイサービスセンター
横須賀愛光園
デイサービスセンター

40 平成　4年　6年　1日 神奈川県横須賀市

老人デイサービスセンター
奄美佳南園
デイサービスセンター

25 平成　5年　2年　1日 鹿児島県奄美市

老人デイサービスセンター
森町愛光園
デイサービスセンター

35 平成　5年　4年　1日 静岡県周智郡森町

老人デイサービスセンター
宝塚栄光園
デイサービスセンター

12 平成　6年　6年13日 兵庫県宝塚市

老人デイサービスセンター
せいれい逆瀬台
デイサービスセンター

50 平成　7年10年　1日 兵庫県宝塚市

老人デイサービスセンター
奄美佳南園
春日デイサービスセンター

15 平成　8年11年　1日 鹿児島県奄美市

老人デイサービスセンター
いなさ愛光園
デイサービスセンター

45 平成　9年　4年　1日 静岡県浜松市

老人デイサービスセンター
和合愛光園
デイサービスセンター

72 平成11年　4年　1日 静岡県浜松市

老人デイサービスセンター 高薗デイサービスセンター 35 平成11年　4年　1日 静岡県浜松市

老人デイサービスセンター 花屋敷デイサービスセンター 59 平成11年　4年　1日 兵庫県宝塚市

老人デイサービスセンター デイサービスセンター淡路 30 平成11年　4年　1日 兵庫県淡路市
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施設（事業）の種類 施　　設　　名 定　員 開設年月日 所　　在　　地

老人デイサービスセンター
浦安市高洲高齢者　デイサー
ビスセンター（受託経営）

20 平成11年　8年　1日 千葉県浦安市

老人デイサービスセンター
浦安市猫実高齢者　デイサー
ビスセンター（受託経営）

20 平成11年10年　1日 千葉県浦安市

老人デイサービスセンター
聖隷逆瀬川
デイサービスセンター

29 平成12年　4年　1日 兵庫県宝塚市

老人デイサービスセンター
聖隷デイサービスセンター
住吉

30 平成13年　8年　1日 静岡県浜松市

老人デイサービスセンター
松戸愛光園
デイサービスセンター

29 平成15年　5年　1日 千葉県松戸市

老人デイサービスセンター
聖隷デイサービスセンター
初生

55 平成16年　4年　1日 静岡県浜松市

老人デイサービスセンター
せいれい山本
デイサービスセンター

22 平成19年　2月　1日 兵庫県宝塚市

老人デイサービスセンター 聖隷リハビリプラザIN高丘 50 平成19年　4月　1日 静岡県浜松市

老人デイサービスセンター
聖隷ナース
デイサービスセンター優

8 平成19年11月　1日 静岡県浜松市

老人デイサービスセンター
聖隷逆瀬川デイ
サービスセンター虹

14 平成22年10月　1日 兵庫県宝塚市

老人デイサービスセンター
聖隷デイサービスセンター
三方原

55 平成23年 3月15日 静岡県浜松市

老人デイサービスセンター
聖隷デイサービスセンター
藤沢

25 平成23年 4月　1日 神奈川県藤沢市

老人短期入所事業
老人短期入所事業
（横須賀愛光園）

16 平成　4年　6月　1日 神奈川県横須賀市

老人短期入所事業
老人短期入所事業
（森町愛光園）

12 平成　5年　4月　1日 静岡県周智郡森町

老人短期入所事業
老人短期入所事業
（宝塚栄光園）

15 平成　5年　4月　1日 兵庫県宝塚市

老人短期入所事業
老人短期入所事業
（いなさ愛光園）

20 平成　9年　4月　1日 静岡県浜松市

老人短期入所事業
老人短期入所事業
（和合愛光園）

20 平成11年　4月　1日 静岡県浜松市

老人短期入所事業
老人短期入所事業
（浜北愛光園）

40 平成11年　4月　1日 静岡県浜松市

老人短期入所事業
老人短期入所事業
（花屋敷栄光園）

12 平成11年　4月　1日 兵庫県宝塚市

老人短期入所事業
老人短期入所事業
（淡路栄光園）

12 平成11年　4月　1日 兵庫県淡路市

老人短期入所事業
浦安市特別養護老人ホーム
（受託経営）

50 平成11年　8月　1日 千葉県浦安市

老人短期入所事業
老人短期入所事業
（奄美佳南園）

10 平成11年　4月　1日 鹿児島県奄美市

老人短期入所事業
老人短期入所事業
（松戸愛光園）

20 平成15年　6月　1日 千葉県松戸市

老人短期入所事業
老人短期入所事業
（藤沢愛光園）

20 平成23年　4月　1日 神奈川県藤沢市

老人介護支援センター
奄美佳南園在宅介護支援
センター（受託経営）

― 平成　5年　2月　1日 鹿児島県奄美市

老人介護支援センター
いなさ愛光園在宅介護支援
センター（受託経営）

― 平成　9年　4月　1日 静岡県浜松市

老人介護支援センター
森町愛光園在宅介護支援
センター（受託経営）

― 平成10年10月　1日 静岡県周智郡森町

老人介護支援センター
聖隷在宅介護支援センター
淡路 (受託経営）

― 平成11年　4月　1日 兵庫県淡路市

老人介護支援センター
浦安市高洲在宅介護支援セ
ンター（受託経営）

― 平成11年　8月　1日 千葉県浦安市

老人居宅介護等事業 奄美佳南園 ― 平成　5年10月　1日 鹿児島県奄美市

老人居宅介護等事業 いなさ愛光園 ― 平成　9年　4月　1日 静岡県浜松市

老人居宅介護等事業 聖隷ヘルパーセンター ― 平成　9年　4月　1日 静岡県浜松市

老人居宅介護等事業
聖隷ヘルパー
ステーション宝塚

― 平成　9年10月　1日 兵庫県宝塚市
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施設（事業）の種類 施　　設　　名 定　員 開設年月日 所　　在　　地

老人居宅介護等事業 森町愛光園 ― 平成10年10月　1日 静岡県周智郡森町

老人居宅介護等事業
せいれいヘルパー
ステーション横須賀

― 平成12年　8月　1日 神奈川県横須賀市

老人居宅介護等事業
聖隷ヘルパーステーション
淡路

― 平成11年　4月　1日 兵庫県淡路市

老人居宅介護等事業
聖隷ヘルパーステーション
藤沢

― 平成23年　4月　1日 神奈川県藤沢市

老人居宅介護等事業
聖隷ヘルパーセンター
初生

― 平成24年　7月　1日 静岡県浜松市

認知症対応型老人共同生活援助事業 ほのぼのケアガーデン 9 平成13年　4月　1日 静岡県浜松市

（障害福祉サービス事業）居宅介護等
事業

奄美佳南園 ― 平成　5年　2月　1日 鹿児島県奄美市

（障害福祉サービス事業）居宅介護等
事業

聖隷ヘルパーセンター ― 平成　9年　4月　1日 静岡県浜松市

（障害福祉サービス事業）居宅介護等
事業

聖隷ヘルパー
ステーション宝塚

― 平成11年　4月　1日 兵庫県宝塚市

（障害福祉サービス事業）居宅介護等
事業

せいれいヘルパー
ステーション横須賀

― 平成12年　8月　1日 神奈川県横須賀市

（障害福祉サービス事業）居宅介護等
事業

聖隷ヘルパーステーション淡
路

― 平成24年　4月　1日 兵庫県淡路市

（障害福祉サービス事業）居宅介護等
事業

聖隷ヘルパーステーション初
生

― 平成24年　7月　1日 静岡県浜松市

（障害福祉サービス事業）児童デイ
サービス事業

のぞみ園 20 平成　15年　4月　1日 鹿児島県奄美市

（障害福祉サービス事業）重度訪問介
護事業

奄美佳南園 ― 平成 5年　2月　1日 鹿児島県奄美市

（障害福祉サービス事業）重度訪問介
護事業

聖隷ヘルパーセンター ― 平成 9年　4月　1日 静岡県浜松市

（障害福祉サービス事業）重度訪問介
護事業

聖隷ヘルパー
ステーション宝塚

― 平成11年　4月　1日 兵庫県宝塚市

（障害福祉サービス事業）重度訪問介
護事業

せいれいヘルパー
ステーション横須賀

― 平成12年　8月　1日 神奈川県横須賀市

（障害福祉サービス事業）重度訪問介
護事業

聖隷ヘルパーステーション淡
路

― 平成24年　4月　1日 兵庫県淡路市

（障害福祉サービス事業）重度訪問介
護事業

聖隷ヘルパーステーション初
生

― 平成24年　7月　1日 静岡県浜松市

（障害福祉サービス事業）自立訓練
（生活訓練）

生活訓練事業所ナルド 14 平成22年　4月　1日 静岡県浜松市

（障害福祉サービス事業）自立訓練
（機能訓練）

聖隷厚生園まじわりの家 6 平成23年　10月　1日 静岡県浜松市

（障害福祉サービス事業）生活介護 聖隷厚生園信生寮 60 平成　5年　4月　1日 静岡県浜松市

（障害福祉サービス事業）生活介護 生活訓練事業所ナルド 6 平成23年　10月　1日 静岡県浜松市

（障害福祉サービス事業）生活介護 聖隷厚生園まじわりの家 14 平成　23年　10月　1日静岡県浜松市

（障害福祉サービス事業）生活介護 障害者支援施設 みるとす 40 平成11年　4月　1日 静岡県浜松市

（障害福祉サービス事業）生活介護 あさひ 35 平成18年10月　1日 静岡県浜松市

（障害福祉サービス事業）療養介護 聖隷おおぞら療育センター 150 平成18年10月　1日 静岡県浜松市

（障害福祉サービス事業）短期入所事
業

聖隷厚生園信生寮 6 昭和53年　4月　1日 静岡県浜松市

（障害福祉サービス事業）短期入所事
業

聖隷厚生園讃栄寮 2 昭和53年　4月　1日 静岡県浜松市

（障害福祉サービス事業）短期入所事
業

障害者支援施設 みるとす 2 平成15年　4月　1日 静岡県浜松市

（障害福祉サービス事業）短期入所事
業

聖隷おおぞら療育センター 20 平成18年10月　1日 静岡県浜松市

（障害福祉サービス事業）就労移行支
援事業

ナルド工房 20 平成19年　4月　1日 静岡県浜松市

（障害福祉サービス事業）就労移行支
援事業

聖隷厚生園チャレンジ工房 15 平成24年　3月　15日 静岡県浜松市

154



施設（事業）の種類 施　　設　　名 定　員 開設年月日 所　　在　　地

（障害福祉サービス事業）就労継続支
援事業

ナルド工房 15 平成19年　4月　1日 静岡県浜松市

（障害福祉サービス事業）就労継続支
援事業

聖隷厚生園チャレンジ工房 15 平成24年　3月　15日 静岡県浜松市

地域活動支援センター ナルド（受託経営） ― 平成15年　4月　1日 静岡県浜松市

移動支援事業 聖隷ヘルパーセンター ― 平成 9年　4月　1日 静岡県浜松市

移動支援事業
聖隷ヘルパー
ステーション宝塚

― 平成11年　4月　1日 兵庫県宝塚市

移動支援事業
せいれいヘルパー
ステーション横須賀

― 平成12年　8月　1日 神奈川県横須賀市

移動支援事業
聖隷ヘルパーステーション淡
路

― 平成24年　4月　1日 兵庫県淡路市

移動支援事業
聖隷ヘルパーステーション初
生

― 平成24年　7月　1日 静岡県浜松市

移動支援事業 奄美佳南園 ― 平成19年　7月　1日 鹿児島県奄美市

無料又は低額診療事業 聖隷淡路病院 152 平成11年12月　1日 兵庫県淡路市

無料又は低額診療事業 聖隷横浜病院 300 平成15年 3月　1日 神奈川県横浜市

無料又は低額診療事業 聖隷佐倉市民病院 400 平成16年 3月　1日 千葉県佐倉市

無料又は低額介護老人保健施設 三方原べテルホーム 150 平成　3年　5月　1日 静岡県浜松市

無料又は低額介護老人保健施設 浦安ベテルホーム 100 平成18年　4月　1日 千葉県浦安市

障害児通所支援事業
磐田市発達支援センター
（受託経営）

― 平成19年　11月　1日 静岡県磐田市

障害児通所支援事業
児童発達支援センターひかり
の子

15 平成24年　4月　1日 静岡県浜松市

一般相談支援事業 浜松東 ― 平成19年　4月　1日 静岡県浜松市

一般相談支援事業 信生 ― 平成15年　4月　1日 静岡県浜松市

一般相談支援事業 ナルド ― 平成15年　4月　1日 静岡県浜松市

一般相談支援事業
指定相談支援事業所
くすのき

― 平成11年　4月　1日 静岡県浜松市

特定相談支援事業 浜松東 ― 平成19年　4月　1日 静岡県浜松市

特定相談支援事業 信生 ― 平成15年　4月　1日 静岡県浜松市

特定相談支援事業 ナルド ― 平成15年　4月　1日 静岡県浜松市

特定相談支援事業
指定相談支援事業所
くすのき

― 平成11年　4月　1日 静岡県浜松市

施設（事業）の種類 施　　設　　名 定　員 開設年月日 所　　在　　地

医療施設 聖隷浜松病院 744 昭和37年　3月　5日 静岡県浜松市

医療施設
聖隷浜松病院附属診療所
聖隷健康診断センター

― 昭和50年　5月16日 静岡県浜松市

医療施設 油壺エデンの園附属診療所 15 昭和61年11月　1日 神奈川県三浦市

医療施設 診療所聖隷予防検診センター 11 昭和62年　4月　1日 静岡県浜松市

医療施設 診療所聖隷クリニック南大沢 ― 平成　8年　6月　1日 東京都八王子市

医療施設 浜名湖エデンの園診療所 ― 平成12年　3月15日 静岡県浜松市

医療施設 浦安せいれいクリニック ― 平成18年　4月　1日 千葉県浦安市

【公　益　事　業】
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施設（事業）の種類 施　　設　　名 定　員 開設年月日 所　　在　　地

医療施設
浜松市リハビリテーション病院
（受託経営）

180 平成20年　4月　1日 静岡県浜松市

医療施設
聖隷健康サポートセンター
Ｓｈｉｚｕｏｋａ

― 平成22年　4月　1日 静岡県静岡市

有料老人ホーム
高齢者世話ホーム
浜名湖エデンの園

519 昭和48年　5月　1日 静岡県浜松市

有料老人ホーム
高齢者世話ホーム
松山エデンの園

169 昭和55年　6月20日 愛媛県松山市

有料老人ホーム
高齢者世話ホーム
油壺エデンの園

550 昭和61年11月　1日 神奈川県三浦市

有料老人ホーム
介護付有料老人ホーム
浦安エデンの園

324 平成　19年　7月　1日 千葉県浦安市

有料老人ホーム
介護付有料老人ホーム
横浜エデンの園

50 平成　22年　4月　1日 神奈川県横浜市

有料老人ホーム
住宅型有料老人ホーム
藤沢エデンの園一番館

418 平成　23年　4月　1日 神奈川県藤沢市

有料老人ホーム
介護付有料老人ホーム
藤沢エデンの園二番館

54 平成　23年　4月　1日 神奈川県藤沢市

地域における公的介護施設等の計画
的な整備等の促進に関する法律第２
条に規定する特定民間施設

ウエル・エイジング・コミュニ
ティ　宝塚エデンの園

551 昭和54年　4月　1日 兵庫県宝塚市

医療施設、福祉サービス及び介護保
険の事業への業務支援・指導の事業

ウエル・エイジング・プラザ
奈良ニッセイエデンの園

598 平成　4年　4月　1日 奈良県北葛城郡河合町

医療施設、福祉サービス及び介護保
険の事業への業務支援・指導の事業

奈良べテルホーム 116 平成　4年　4月　1日 奈良県北葛城郡河合町

医療施設、福祉サービス及び介護保
険の事業への業務支援・指導の事業

ウエル・エイジング・プラザ
松戸ニッセイエデンの園 456 平成　9年　3月　1日 千葉県松戸市

ケア付高齢者住宅
明日見らいふ南大沢（受託経
営）

482 平成　8年　6月　1日 東京都八王子市

指定老人訪問看護ステーション及び訪
問看護ステーション

訪問看護ステーション住吉 ― 平成　5年　1月18日 静岡県浜松市

指定老人訪問看護ステーション及び訪
問看護ステーション

訪問看護ステーション細江 ― 平成　7年　3月　1日 静岡県浜松市

指定老人訪問看護ステーション及び訪
問看護ステーション

訪問看護ステーション浅田 ― 平成　7年10月　1日 静岡県浜松市

指定老人訪問看護ステーション及び訪
問看護ステーション

聖隷訪問看護
ステーション宝塚

― 平成　7年10月　1日 兵庫県宝塚市

指定老人訪問看護ステーション及び訪
問看護ステーション

訪問看護ステーション貴布祢 ― 平成　9年　2月　1日 静岡県浜松市

指定老人訪問看護ステーション及び訪
問看護ステーション

せいれい訪問看護ステーショ
ン
北神戸

― 平成　9年　5月　1日 兵庫県神戸市

指定老人訪問看護ステーション及び訪
問看護ステーション

訪問看護ステーション高丘 ― 平成　9年11月　1日 静岡県浜松市

指定老人訪問看護ステーション及び訪
問看護ステーション

せいれい訪問看護
ステーション横浜

― 平成　9年12月　1日 神奈川県横浜市

指定老人訪問看護ステーション及び訪
問看護ステーション

せいれい訪問看護
ステーション油壺

― 平成10年10月　1日 神奈川県三浦市

指定老人訪問看護ステーション及び訪
問看護ステーション

せいれい訪問看護
ステーション横須賀

― 平成10年11月　1日 神奈川県横須賀市

指定老人訪問看護ステーション及び訪
問看護ステーション

せいれい訪問看護ステーショ
ン
淡路

― 平成12年　3月　1日 兵庫県淡路市

指定老人訪問看護ステーション及び訪
問看護ステーション

せいれい訪問看護
ステーション佐倉

― 平成22年　1月　1日 千葉県佐倉市

指定老人訪問看護ステーション及び訪
問看護ステーション

訪問看護ステーション三方原 ― 平成23年　3月　15日 静岡県浜松市

指定老人訪問看護ステーション及び訪
問看護ステーション

聖隷訪問看護ステーション
藤沢

― 平成23年　4月　　1日 神奈川県藤沢市

指定老人訪問看護ステーション及び訪
問看護ステーション

聖隷訪問看護ステーション
住吉第二

― 平成24年　7月　　1日 静岡県浜松市

指定老人訪問看護ステーション及び訪
問看護ステーション

聖隷訪問看護ステーション
山本

― 平成24年　11月　　1日 兵庫県宝塚市
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施設（事業）の種類 施　　設　　名 定　員 開設年月日 所　　在　　地

指定老人訪問看護ステーション及び訪
問看護ステーション

聖隷訪問看護ステーション
ゆい

― 平成25年　3月　　1日 沖縄県中頭郡

高齢者生活支援ハウス やまぶき（受託経営） 20 平成11年　4月　1日 静岡県浜松市

居宅介護支援事業 聖隷ケアプランセンター浜松 ― 平成12年　4月　1日 静岡県浜松市

居宅介護支援事業 聖隷ケアプランセンター細江 ― 平成12年　4月　1日 静岡県浜松市

居宅介護支援事業 聖隷ケアプランセンター浜北 ― 平成12年　4月　1日 静岡県浜松市

居宅介護支援事業 聖隷ケアプランセンターいなさ ― 平成12年　4月　1日 静岡県浜松市

居宅介護支援事業 聖隷ケアプランセンター森町 ― 平成12年　4月　1日 静岡県周智郡森町

居宅介護支援事業
聖隷ケアプランセンター
宝塚

― 平成12年　4月　1日 兵庫県宝塚市

居宅介護支援事業
せいれいケアプランセンター
北神戸

― 平成12年　4月　1日 兵庫県神戸市

居宅介護支援事業
せいれいケアプランセンター
横須賀

― 平成12年　4月　1日 神奈川県横須賀市

居宅介護支援事業
奄美佳南園
在宅介護支援センター

― 平成12年　4月　1日 鹿児島県奄美市

居宅介護支援事業
せいれいケアプランセンター
花屋敷

― 平成15年10月　1日 兵庫県宝塚市

居宅介護支援事業
松戸愛光園ケアプランセン
ター

― 平成16年　4月　1日 千葉県松戸市

居宅介護支援事業 聖隷ケアプランセンター和 ― 平成19年　2月　1日 静岡県浜松市

居宅介護支援事業
せいれいケアプランセンター
淡路

― 平成22年　5月　1日 兵庫県淡路市

居宅介護支援事業
聖隷ケアプランセンター
三方原

― 平成23年　3月 15日 静岡県浜松市

居宅介護支援事業 聖隷ケアプランセンター藤沢 ― 平成23年　3月 　1日 神奈川県藤沢市

訪問入浴介護事業 奄美佳南園訪問入浴事業所 ― 平成12年　4月　1日 鹿児島県奄美市

福祉用具貸与事業 聖隷コミュニティケアセンター ― 平成12年　4月　1日 静岡県浜松市

福祉用具貸与事業
聖隷コミュニティケアセンター
宝塚店

― 平成12年10月　1日 兵庫県宝塚市

特定福祉用具販売事業 聖隷コミュニティケアセンター ― 平成　2年　4月　1日 静岡県浜松市

特定福祉用具販売事業
聖隷コミュニティケアセンター
宝塚店

― 平成12年10月　1日 兵庫県宝塚市

居宅療養管理指導事業 聖隷三方原病院 ― 平成12年　4月　1日 静岡県浜松市

訪問看護事業 聖隷三方原病院 ― 平成12年　4月　1日 静岡県浜松市

地域子育て支援センター
磐田市子育て支援総合セン
ター（指定管理）

― 平成15年　7月　1日 静岡県磐田市

地域子育て支援センター 桜ヶ丘保育園 ― 平成23年　4月　1日 静岡県浜松市

地域子育て支援センター ひかりの子保育園 ― 平成12年　4月　1日 静岡県浜松市

地域子育て支援センター 御殿山あゆみ保育園 ― 平成15年　4月  1日 兵庫県宝塚市

地域包括支援センター
地域包括支援センター和合
（受託経営）

― 平成18年　4月　1日 静岡県浜松市

地域包括支援センター
地域包括支援センター細江
（受託経営）

― 平成18年　4月　1日 静岡県浜松市

地域包括支援センター
花屋敷地域包括支援センター
（受託経営）

― 平成18年　4月　1日 兵庫県宝塚市

地域包括支援センター
地域包括支援センター
浜北南部（受託経営）

― 平成19年　4月　1日 静岡県浜松市

地域包括支援センター
逆瀬川地域包括支援センター
（受託経営）

― 平成19年　4月　1日 兵庫県宝塚市
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施設（事業）の種類 施　　設　　名 定　員 開設年月日 所　　在　　地

地域包括支援センター
西第二地域包括支援センター
（受託経営）

― 平成20年　4月　1日 神奈川県横須賀市

地域包括支援センター
地域包括支援センター高丘
（受託経営）

― 平成24年　10月　1日 静岡県浜松市

障害者自立支援法に定める市町村地
域生活支援事業

シオンハウス
(身体障害者用住宅）

5 平成　4年10月　1日 静岡県浜松市

障害者自立支援法に定める市町村地
域生活支援事業

浜松市障害者相談支援
事業所くすのき（受託経営）

― 平成11年　4月　1日 静岡県浜松市

障害者自立支援法に定める市町村地
域生活支援事業

浜松市障害者相談支援
事業所ナルド（受託経営）

― 平成15年　4月　1日 静岡県浜松市

障害者自立支援法に定める市町村地
域生活支援事業

浜松市障害者相談支援
事業所信生（受託経営）

― 平成15年　4月　1日 静岡県浜松市

障害者自立支援法に定める市町村地
域生活支援事業

聖隷おおぞら療育センター ― 平成18年10月　1日 静岡県浜松市

障害者自立支援法に定める市町村地
域生活支援事業

聖隷厚生園信生寮 ― 平成18年10月　1日 静岡県浜松市

障害者自立支援法に定める市町村地
域生活支援事業

みるとす ― 平成18年10月　1日 静岡県浜松市

障害者自立支援法に定める市町村地
域生活支援事業

浜松市障害者相談支援
事業所浜松東（受託経営）

― 平成19年　4月　1日 静岡県浜松市

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

聖隷コミュニティケアセンター ― 平成　2年　4月　1日 静岡県浜松市

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

聖隷コミュニティケアセンター
宝塚店

― 平成12年10月　1日 兵庫県宝塚市

社会福祉の増進に資する人材の育
成・確保に関する事業

法人本部 ― 平成19年　4月　1日 静岡県浜松市

施設（事業）の種類 施　　設　　名 定　員 開設年月日 所　　在　　地

貸事務所 法人本部 ― 平成17年　1月　1日 静岡県浜松市

【収益事業】
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【理事】　

No. 氏    名 関 係 役 職 名

1 理事長 山本　敏博
評議員・代表執行役員

2 常務理事 荻野　和功
評議員・専務執行役員・聖隷三方原病院院長

3 常務理事 福田　崇典
評議員・常務執行役員・保健事業部長

4 常務理事 鳥居　裕一
評議員・専務執行役員・聖隷浜松病院院長

5 常務理事 津幡　佳伸
評議員・常務執行役員・在宅･福祉サービス事業部長

6 常務理事 背戸　好廣
評議員・常務執行役員

7 常務理事 山内　鉄也
評議員・執行役員・聖隷藤沢ウェルフェアタウン総園長

8 理事 石塚　尚
弁護士（村松・石塚法律事務所）

9 理事 青木　善治
評議員・常務執行役員

10 理事 小野田　全宏　
評議員
（特非）静岡県ボランティア協会常務理事

11 理事 鈴木　睦明 評議員・常務執行役員・高齢者公益事業部長

12 理事 石岡　晃 評議員・常務執行役員

13 理事 日下部　行宏 評議員・執行役員・聖隷浜松病院事務長

14 理事 小栁　守弘
聖隷学園専務理事・法人事務局長

15 理事 平川　健二
評議員・執行役員・法人本部総務部長

【監事】

No. 氏    名 関 係 役 職 名

1 監事 石打　剛義

2 監事 上野　桂子
社団法人常務理事
（社団法人全国訪問看護事業者協会）

3 監事 大石　一雄

4 監事 白木　政幸

任期：平成24年9月3日～平成26年9月2日

役員の状況
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理事会、評議員会運営の状況 

 

開催年月日 会議名 

平成 24年 4月 27日（金） 理事会 

平成 24年 5月 25日（金） 
評議員会 

理事会 

平成 24年 6月 22日（金） 理事会 

平成 24年 7月 27日（金） 理事会 

平成 24年 8月 24日（金） 
評議員会 

理事会 

平成 24年 9月 3日（金） 理事会 

平成 24年 9月 21日（金） 理事会 

平成 24年 10月 26日（金） 理事会 

平成 24年 11月 30日（金） 
評議員会 

理事会 

平成 24年 12月 21日（金） 理事会 

平成 25年 1月 25日（金） 
評議員会 

理事会 

平成 25年 2月 22日（金） 理事会 

平成 25年 3月 22日（金） 
評議員会 

理事会 
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