
 社会福祉法人台帳 （令和3年4月1日現在） 久慈市 

法人名（フリガナ）： 旭町福祉会 （ アサヒチョウフクシカイ ） 

事務所の所在地： 〒028-0022 久慈市 田屋町第２地割25番地３ ℡： 0194-75-3862 

理事長の氏名：末﨑 順一 理事定数: 6 監事定数: 2 評議員定数: 7 

設立認可年月日（認可番号）:平成28年11月7日 （ 久慈市指令社福第503号 ） 設立登記年月日: 昭和28年11月7日 

【基本財産】 

1.現金等 \ 

2.土地 （評価額合計 ） (評価額) 

3.建物 （評価額合計 \160,412,373 ） (構造・面積等) (評価額) 
 久慈市田屋町第２地割25番地３ 木造合金メッキ鋼板葺２階建 805.99㎡ \160,412,373  

【事業の種類】   
 1 （第二種）幼保連携型認定こども園「くじあさひ認定こども園」   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 社会福祉法人台帳 （令和3年4月1日現在） 久慈市 

法人名（フリガナ）： いなり保育会 （ イナリホイクカイ ） 

事務所の所在地： 〒028-0041 久慈市 長内町23-27 ℡： 0194-53-4551 

理事長の氏名：稲村 和雄 理事定数: 6 監事定数: 2 評議員定数:７ 

設立認可年月日（認可番号）: 昭和43年6月14日 （ 厚生省収児第364号 ） 設立登記年月日: 昭和43年7月3日 

【基本財産】 

1.現金等 \1,500,000 

2.土地 （評価額合計 ） (評価額) 

3.建物 （評価額合計 \2,894,800 ） (構造・面積等) (評価額) 
 久慈市長内町23地割27番地1 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺2階建 579.24㎡ \2,894,800 

【事業の種類】  
 1 （第二種）保育所「いなり保育園」  



 社会福祉法人台帳 （令和3年4月1日現在） 久慈市 

法人名（フリガナ）： 宇部保育会 （ ウベホイクカイ ） 

事務所の所在地： 〒028-8111 久慈市 宇部町第5地割118番地 ℡： 0194-56-2102 

理事長の氏名：澤里 富雄 理事定数:6 監事定数: 2 評議員定数:7名 

設立認可年月日（認可番号）: 昭和52年9月28日 （ 厚生省収児第1235号 ） 設立登記年月日: 昭和52年10月19日 

【基本財産】 

1.現金等 \0 

2.土地 （評価額合計 ） (評価額) 

3.建物 （評価額合計 \1,391,787 ） (構造・面積等) (評価額) 
 久慈市宇部町第5地割118番地 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺平家建(保育所1棟)360.00㎡ \1,391,787 
 （風除室1棟）39.89㎡ 

【事業の種類】  
 1 （第二種）保育所「宇部保育園」  



 社会福祉法人台帳 （令和3年4月1日現在） 久慈市 

法人名（フリガナ）： 大川目保育会 （ オオカワメホイクカイ ） 

事務所の所在地： 〒028-0091 久慈市 大川目町6-81-24 ℡： 0194-55-3038 

理事長の氏名：小倉 利之     理事定数: 6 監事定数: 2 評議員定数: 7 

設立認可年月日（認可番号）: 昭和40年4月6日 （ 厚生省収児第230号 ） 設立登記年月日: 昭和40年5月12日 

【基本財産】 

1.現金等 \0 

2.土地 （評価額合計 ） (評価額) 

3.建物 （評価額合計 \103,061,611 ） (構造・面積等) (評価額) 
 久慈市大川目町第6地割81番地24 木造ガルバリウム鋼板葺平家建 327.09㎡ \103,061,611  

【事業の種類】  
 1 （第二種）保育所「大川目保育園」  



 社会福祉法人台帳 （令和3年4月1日現在） 久慈市 

法人名（フリガナ）： 川貫保育会 （ カワヌキホイクカイ ） 

事務所の所在地： 〒028-0083 久慈市 大沢第8地割10番地8 ℡： 0194-52-0311 

理事長の氏名：外舘 一志 理事定数: 6 監事定数: 2 評議員定数: 7 

設立認可年月日（認可番号）: 昭和51年11月22日 （ 厚生省収児第1076号 ） 設立登記年月日: 昭和52年1月6日 

【基本財産】 

1.現金等 \1,500,000 

2.土地 （評価額合計 \12,100,000-）   (評価額) 

久慈市大沢8-10-8  488㎡                                                                       \12,100,000 

3.建物 （評価額合計 \89,347,776-） (構造・面積等) (評価額) 
久慈市大沢8-10-8 木造亜鉛メッキ鋼板葺平家建 754.88㎡ \89,347,776 

【事業の種類】  
 1 （第二種）幼保連携型認定こども園「認定こども園かわぬき」  



 社会福祉法人台帳 （令和3年4月1日現在） 久慈市 

法人名（フリガナ）： 川原屋敷保育会 （ カワラヤシキホイクカイ ） 

事務所の所在地： 〒028-8111 久慈市 宇部町18-35 ℡： 0194-56-2032 

理事長の氏名：宇部 愼吾 理事定数: 6 監事定数: 2 評議員定数:7 

設立認可年月日（認可番号）: 昭和47年1月31日 （ 厚生省収児第54号 ） 設立登記年月日: 昭和47年2月29日 

【基本財産】 

1.現金等 \1,000,000 

2.土地 （評価額合計 ） (評価額) 

3.建物 （評価額合計 \69,927,104 ） (構造・面積等) (評価額) 
 久慈市宇部町第18地割35番地 木造合金メッキ鋼板葺平家建 313.02㎡ \69,927,104  

【事業の種類】  
 1 （第二種）保育所「こだま保育園」  



 社会福祉法人台帳 （令和3年4月1日現在） 久慈市 

法人名（フリガナ）： 久慈福松会 （ クジフクショウカイ ） 

事務所の所在地： 〒028-0056 久慈市 中町二丁目25番地 ℡： 0194-53-2088 

理事長の氏名：稲田 泰山 理事定数: 6 監事定数: 2 評議員定数: 7 

設立認可年月日（認可番号）: 昭和59年7月10日 （ 厚生省収児第591号 ） 設立登記年月日: 昭和59年7月31日 

【基本財産】 

1.現金等 \0 

2.土地 （評価額合計 ） (評価額) 

3.建物 （評価額合計 \13,283,388 ） (構造・面積等) (評価額) 
 久慈市中町二丁目25番地 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺平家建 608.65㎡ \13,283,388  

【事業の種類】  
 1 （第二種）保育所「久慈保育園」  



 社会福祉法人台帳 （令和3年4月1日現在） 久慈市 

法人名（フリガナ）： 久慈湊厚生会 （ クジミナトコウセイカイ ） 

事務所の所在地： 〒028-0011 久慈市 湊町第19地割8番地1 ℡： 0194-53-2375 

理事長の氏名：飯田 喜久雄 理事定数: 6 監事定数:2 評議員定数:7 

設立認可年月日（認可番号）: 昭和55年3月11日 （ 厚生省収児第213号 ） 設立登記年月日: 昭和55年4月22日 

【基本財産】 

1.現金等 \0 

2.土地 （評価額合計 ） (評価額) 

3.建物 （評価額合計 \124,355,168 ） (構造・面積等) (評価額) 
 久慈市湊町19-8-1 鉄骨造合金メッキ鋼板葺２階建 825.15㎡ \124,355,168 

【事業の種類】  
 1 （第二種）保育所「久慈湊保育園」  



 社会福祉法人台帳 （令和3年4月1日現在） 久慈市 

法人名（フリガナ）： 小袖保育会 （ コソデホイクカイ ） 

事務所の所在地： 〒028-8111 久慈市 宇部町23-37-10 ℡： 0194-54-2246 

理事長の氏名：中川 勝行 理事定数: 6名以上8名以内  監事定数:2 評議員定数:7名以上9名以内 

設立認可年月日（認可番号）: 昭和44年3月13日 （ 厚生省収児第15号 ） 設立登記年月日: 昭和44年5月6日 

【基本財産】 

1.現金等 \0 

2.土地 （評価額合計 ） (評価額) 

3.建物 （評価額合計 \7,914,196 ） (構造・面積等) (評価額) 
 久慈市宇部町23-37-10 木造亜鉛メッキ鋼板葺平家建 379.26㎡ \7,914,196  

【事業の種類】  
 1 （第二種）保育所「小袖保育園」  



 社会福祉法人台帳 （令和3年4月1日現在） 久慈市 

法人名（フリガナ）： 幸町保育会 （ サイワイチョウホイクカイ ） 

事務所の所在地： 〒028-0071 久慈市 小久慈町36-2-3 ℡： 0194-53-0380 

理事長の氏名：八重櫻 友夫 理事定数: 6 監事定数:2 評議員定数:7 

設立認可年月日（認可番号）: 昭和49年2月9日 （ 厚生省収児第151号 ） 設立登記年月日: 昭和49年2月28日 

【基本財産】 

1.現金等 \1,000,000 

2.土地 （評価額合計 ） (評価額) 

3.建物 （評価額合計 \30,807,893 ） (構造・面積等) (評価額) 
 久慈市小久慈町36地割2番地3 木造亜鉛メッキ鋼板葺平家建 440.34㎡ \30,807,893 

【事業の種類】  
 1 （第二種）保育所「幸町保育園」  



 社会福祉法人台帳 （令和3年4月1日現在） 久慈市 

法人名（フリガナ）： 侍浜福祉会 （ サムライハマフクシカイ ） 

事務所の所在地： 〒028-7801 久慈市 侍浜町外屋敷第6地割10番地4 ℡： 0194-58-2220 

理事長の氏名：久慈 義昭 理事定数: 6 監事定数:2  評議員定数:7 

設立認可年月日（認可番号）: 平成21年3月19日 （ 岩手県指令児第1115号 ） 設立登記年月日: 平成21年4月1日 

【基本財産】 

1.現金等 \0 

2.土地 （評価額合計 ） (評価額) 

3.建物 （評価額合計 \85,157,365 ） (構造・面積等) (評価額) 
 久慈市侍浜町外屋敷6-10-4（保育所） 木造亜鉛メッキ鋼板葺平家建 943.26㎡ \49,656,774 

（デイサービス）      \20,754,177 

                   （会議室 増築部分）  \563,250 

(保育園 支援室増築部分) \14,183,164 

                                  

【事業の種類】  
 1 （第二種）保育所「侍浜保育園」  
 2 (第二種）老人デイサービス事業「デイサービスセンターさむらい」  
 3 (第二種）一時預かり保育事業  
4  (第二種）訪問介護事業「ヘルパーステーション アザレア」   

 5 (公 益）サービス付き高齢者向け住宅事業「サービス付高齢者住宅 さむらい」  



社会福祉法人台帳 （令和3年4月1日現在） 久慈市 

法人名（フリガナ）： 平山保育会 （ タイヤマホイクカイ ） 

事務所の所在地： 〒028-0001 久慈市 夏井町早坂第14地割51番地9 ℡： 0194-53-2857 

理事長の氏名：村上 章 理事定数: 6 監事定数: 2 評議員定数:7 

設立認可年月日（認可番号）: 昭和48年3月20日 （ 厚生省収児第232号 ） 設立登記年月日: 昭和48年4月5日 

【基本財産】 

1.現金等 \1,000,000 

2.土地 （評価額合計 ） (評価額) 

3.建物 （評価額合計 \1,163,426 ） (構造・面積等) (評価額) 

 久慈市夏井町早坂第14地割51番地9 コンクリートブロック、木造亜鉛メッキ鋼板葺平家建  \1,163,426 
 355.13㎡ 

【事業の種類】  
 1 （第二種）保育所「平山保育園」  



 社会福祉法人台帳 （令和3年4月1日現在） 久慈市 

法人名（フリガナ）： 天神会 （ テンジンカイ ） 

事務所の所在地： 〒028-0031 久慈市 天神堂32-8 ℡： 0194-61-1111 

理事長の氏名：三河 茂喜 理事定数: 6名以上8名以内   監事定数: 2 評議員定数: 7名以上10名以内 

設立認可年月日（認可番号）: 昭和45年2月9日 （ 厚生省収児第85号 ） 設立登記年月日: 昭和45年2月21日 

【基本財産】 

1.現金等 \1,000,000 

2.土地 （評価額合計 258,291,070 ） (評価額) 
 ①久慈市天神堂32-8 5,078.86㎡ \147,286,940 
 ②久慈市天神堂32-4-1 2,021.52㎡ \58,624,080 

 ③久慈市天神堂32-20-3 26.47㎡                                                   \798,800 

④久慈市天神堂37-194 3,309.66㎡ \51,581,250 

3.建物 （評価額合計 \601,477,186 ） (構造・面積等) (評価額) 

 ①久慈市天神堂32-8 鉄筋コンクリート造陸屋根3階建（ひばり療護園） \483,665,453 
 2,742.48㎡ 

 
 ②久慈市天神堂32-8                   鉄骨・鉄筋コンクリート造亜鉛メッキ鋼板葺平家建        \1,557,115 

                                 （ひばり療護園車庫）78.38㎡ 

 
③久慈市天神堂32-4-1 木造亜鉛メッキ鋼板葺平家建（ひばり保育園園舎） \1 

 601.61㎡ 

 

④久慈市天神堂32-4-1 同上 増築分 71.22㎡         \19,873,311 

⑤久慈市天神堂37-194-20          鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺 

                     平屋建附属建物(ひばり介護拠点(車庫)) 39.60㎡ \109,738 

⑥久慈市天神堂32-8                  建物付属設備（ひばり療護園）  \96,271,568 

 

 

【事業の種類】  
 1 （第一種）障害者支援施設（施設入所支援）「ひばり療護園」  
 2 （第二種）保育所「ひばり保育園」  
 3 （第二種）障害福祉サービス事業（短期入所）「ひばりショートステイ」  
 4 （第二種）地域活動支援センター「ひばりデイサービスセンター」  
 5 （第二種）計画相談支援事業「ひばり障害者支援センター」  



 社会福祉法人台帳 （令和3年4月1日現在） 久慈市 

法人名（フリガナ）： 畑田保育会 （ ハタケダホイクカイ ） 

事務所の所在地： 〒028-0032 久慈市 寺里第27地割9番地1 ℡： 0194-55-3550 

理事長の氏名：野田口 茂 理事定数: 6 監事定数: 2 評議員定数:7 

設立認可年月日（認可番号）: 昭和43年11月4日 （ 厚生省収児第607号 ） 設立登記年月日: 昭和44年1月11日 

【基本財産】 

1.現金等 \0 

2.土地 （評価額合計 ） (評価額) 

3.建物 （評価額合計 \66,264,036 （評価額) 
 ①久慈市寺里第27地割9番地1 木造亜鉛メッキ鋼板葺平家建（畑田保育園園舎） \15,772,333 
 439.44㎡（物置）9.93㎡ 

 ②久慈市長内町第16地割74番地7 木造亜鉛メッキ鋼板葺平家建（長内保育園園舎） \50,491,703 
 400.39㎡ 

【事業の種類】  
 1 （第二種）保育所「畑田保育園」  
 2 （第二種）保育所「長内保育園」  

 3 （収 益）太陽光発電売電事業    



 社会福祉法人台帳 （令和3年4月1日現在） 久慈市 

法人名（フリガナ）： 門前保育会 （ モンゼンホイクカイ ） 

事務所の所在地： 〒028-0023 久慈市 新中の橋4-11-4 ℡： 0194-52-4340 

理事長の氏名：宮澤 憲司 理事定数: 6 監事定数: 2 評議員定数:7  

設立認可年月日（認可番号）: 昭和50年11月22日 （ 厚生省収児第981号 ） 設立登記年月日: 昭和50年12月12日 

【基本財産】 

1.現金等 \1,500,000 

2.土地 （評価額合計 \21,000,000 ） (評価額) 
 久慈市新中の橋4-12-10 162.00㎡ \21,000,000 

久慈市新中の橋4-12-2  490.00㎡  

3.建物 （評価額合計 \98,181,407 ） (構造・面積等) (評価額) 
 ①久慈市新中の橋4-11-4 木造亜鉛メッキ鋼板葺２階建（保育所）995.66㎡ \78,699,835 
 ②久慈市新中の橋4-12-2 木造亜鉛メッキ鋼板葺平家建（グループホーム） \19,481,572 
 362.29㎡ 

【事業の種類】  
 1 （第二種）保育所「門前保育園」  
 2 （第二種）認知症対応型老人共同生活援助事業「グループホームやすらぎの里」  



 社会福祉法人台帳 （令和3年4月1日現在） 久慈市 

法人名（フリガナ）： 山口保育会 （ ヤマグチホイクカイ ） 

事務所の所在地： 〒028-0091 久慈市 大川目町第18地割22番地の6 ℡： 0194-55-2411 

理事長の氏名：山口 健一 理事定数: 6 監事定数: 2 評議員定数:7 

設立認可年月日（認可番号）: 昭和52年7月20日 （ 厚生省収児第989号 ） 設立登記年月日: 平成52年8月19日 

【基本財産】 

1.現金等 \1,500,000 

2.土地 （評価額合計 ） (評価額) 

3.建物 （評価額合計 \7,452,936 ） (構造・面積等) (評価額) 
 久慈市大川目町第18地割22番地の6 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺平家建 468.53㎡ \7,452,936 

【事業の種類】  
 1 （第二種）保育所「山口保育園」  



 社会福祉法人台帳 （令和3年4月1日現在） 久慈市 

法人名（フリガナ）： 修愛会 （ シュウアイカイ ） 

事務所の所在地： 〒028-0071 久慈市 小久慈町第65地割16番地2 ℡： 0194-53-6622 

理事長の氏名：深瀬 和子 理事定数: 6 監事定数: 2 評議員定数:7  

設立認可年月日（認可番号）: 昭和61年1月20日 （ 厚生省収児第15号 ） 設立登記年月日: 昭和61年2月8日 

【基本財産】 

1.現金等 \1,000,000 

2.土地 （評価額合計 \44,468,448 ） (評価額) 
 ①久慈市小久慈町65-16-2（宅地）11,123.12㎡ \31,766,782 
 ②久慈市長内町8-22-24（宅地）601.06㎡            \12,701,666 

 ③久慈市長内町8-22-50（公衆用道路）22㎡ 

3.建物 （評価額合計 \103,959,526 ） (構造・面積等) (評価額) 
 ①久慈市小久慈町65-16-2 鉄骨造陸屋根平家建 1,838.53㎡ \96,083,091 
 ②久慈市小久慈町65-16-2 木造亜鉛メッキ鋼板ぶき平家建 183.83㎡        \7,876,433 
 ③久慈市長内町8-22-24 木造亜鉛メッキ鋼板葺2階建 200.54㎡                    \1 

 ④久慈市長内町8-22-24 木造亜鉛メッキ鋼板葺2階建 44.17㎡                            \1 

 ⑤久慈市長内町12-13-4 木造亜鉛メッキ鋼板葺平家建 126.26㎡（持分10分の9） 

 

【事業の種類】  
 1 （第一種）障害者支援施設（施設入所支援）「恵水園」  

 2 （第二種）障害者支援施設（生活介護）「恵水園」  

3 （第二種）障害福祉サービス事業（短期入所）（障がい児）「恵水園」  

4 （第二種）障害福祉サービス事業（短期入所）（障害者）「恵水園」   

5 （第二種）計画相談支援事業「恵水園」  
 6 （公益）市町村地域生活支援事業（日中一時支援事業）「恵水園」  
7 （第二種）障害福祉サービス事業（共同生活援助）「グループホーム大空」  

8 （第二種）障害福祉サービス事業（共同生活援助）「グループホーム大地」  

9 （第二種）障害福祉サービス事業（共同生活援助）「グループホーム太陽」  

5 （第二種）障害者支援施設（就労継続支援B型事業）｢さくらハウス｣  

  

  

  

  

   



 社会福祉法人台帳 （令和3年4月1日現在） 久慈市 

法人名（フリガナ）： 修倫会 （ シュウリンカイ ） 

事務所の所在地： 〒028-0041 久慈市 長内町第18地割14番地3 ℡： 0194-52-0741 

理事長の氏名：間 健倫 理事定数: 6 監事定数: 2 評議員定数: 7 
設立認可年月日（認可番号）: 平成3年11月25日 （ 岩手県指令成第956号 ） 設立登記年月日: 平成3年11月28日 

【基本財産】 

1.現金等 \1,000,000 

2.土地 （評価額合計 \64,640,000 ） (評価額) 
 久慈市長内町第18地割33番2 2,659㎡ \64,640,000 

3.建物 （評価額合計 \183,533,507 ） (構造・面積等) (評価額) 
 ①久慈市長内町18地割33番地2 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺平家建（松柏園）714.00㎡ \56,869,098 
 ②久慈市長内町18地割13番地2、33番地2 木造合金メッキ鋼板ぶき平家建（松柏園  \1,938,560 
 作業棟）81.15㎡ 

 ③久慈市長内町18地割14番地3 鉄筋コンクリート・鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺平家建（みず \52,124,919 
 き園）522.09㎡ 

④久慈市長内町18地割14番地3 木造合金メッキ鋼板ぶき２階建（みずき園作業棟） \11,615,086 

 169.98㎡ 

⑤久慈市長内町18地割14番地1 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺2階建（あすリード本舗） \52,733,192 
 936.73㎡ 

 ⑥久慈市栄町37地割78番地16 木造亜鉛メッキ鋼板ぶき2階建 131.16㎡（なごみハウス） \8,252,652 

【事業の種類】  
 1 （第二種）障害福祉サービス事業（就労継続支援Ｂ型）「みずき園」  
 2 （第二種）障害福祉サービス事業（共同生活援助）「みずき園」  
 3 （第二種）障害福祉サービス事業（就労継続支援B型）「松柏園」   

 4 （第二種）障害福祉サービス事業（就労継続支援Ｂ型）「あすリード本舗」                

5 （第二種）計画相談支援事業「チャレンジドセンター久慈」  

 6 （公益）雇用安定事業「チャレンジドセンター久慈」  
 7 （公益）生活支援等事業「チャレンジドセンター久慈」  

 

 

 

 

 



 社会福祉法人台帳 （令和3年4月1日現在） 久慈市 

法人名（フリガナ）： 山形福祉会 （ ヤマガタフクシカイ ） 

事務所の所在地： 〒028-8602 久慈市 山形町川井第12地割55番地1 ℡： 0194-72-2300 

理事長の氏名：落合 初次郎 理事定数: 7 監事定数: 2 評議員定数: 8名以上10名以内 

設立認可年月日（認可番号）: 平成3年7月17日 （ 岩手県指令成461号 ） 設立登記年月日: 平成3年7月31日 

【基本財産】 

1.現金等 \3,000,000 

2.土地 （評価額合計 \56,943,608 ） (評価額) 
久慈市山形町川井第12地割55番1（宅地）5,616.01㎡ \56,943,608 

3.建物 （評価額合計 \146,709,413 ） (構造・面積等) (評価額) 

久慈市山形町川井第12地割55番地1 鉄筋コンクリート造亜鉛メッキ鋼板葺平家建 2,202.20㎡ \146,709,413 

  

【事業の種類】  
 1 （第一種）特別養護老人ホーム（介護福祉サービス）「愛山荘」  

 2 （第二種）老人短期入所事業 （短期入所生活介護）「愛山荘ショートステイ」  

 3 （第二種）老人デイサービス事業（通所介護）「愛山荘デイサービスセンター」  

 4 （第二種）老人デイサービスセンター（通所介護）「高齢者生活福祉センター」  

5 （第二種）老人居宅介護等事業（訪問介護）「愛山荘ホームヘルプサービス」  

  6 （第二種）老人介護支援センター「山形福祉会居宅介護支援事業所」  

  

  

  

  



 社会福祉法人台帳 （令和3年4月1日現在） 久慈市 

法人名（フリガナ）： 久慈市社会福祉協議会 （ クジシシャカイフクシキョウギカイ ） 

事務所の所在地： 〒028-0014 久慈市 旭町7-127-3 ℡： 0194-53-3380 

理事長の氏名：日當 光男 理事定数: 6 監事定数: 3 評議員定数:7名以上11名以内 

設立認可年月日（認可番号）: 平成18年1月5日 （ 岩手県指令地福第769号 ） 設立登記年月日: 平成18年4月3日 

【基本財産】 

1.現金等 \2,000,000 

2.土地 （評価額合計 ） (評価額) 

3.建物 （評価額合計 \134,556,378 ） (構造・面積等) (評価額) 
 ①久慈市旭町第7地割127番地3 鉄筋コンクリート造亜鉛メッキ鋼板葺3階建 

久慈市総合福祉センター1棟 1,750.04㎡           \134,556,374 
 ②久慈市旭町第7地割127番地3 木造亜鉛メッキ鋼板葺平家建 146.17㎡ \4 

  

【事業の種類】   
 1 （第一種）共同募金配分事業  久慈市総合福祉センター  

 2 （第二種）地域活動支援センター事業  久慈市総合福祉センター「チャレンジランド」  

3 （第二種）福祉サービス利用援助事業  久慈市総合福祉センター 「あんしんねっと」  
 4 （第二種）ボランティア活動振興事業  久慈市総合福祉センター  
 5 （第二種）高齢化対策事業  久慈市総合福祉センター  
 6 （第一種）貸付事業  久慈市総合福祉センター  

 7 （第二種）つどいの広場事業  福祉サロン「しあわせＳＵＮ」  

8 （第一種）福祉基金  久慈市総合福祉センター  

9 （第二種）山形福祉センター管理事業  山形老人福祉センター  

10（公 益）居宅介護支援事業  久慈市総合福祉センター  

11 （公 益）総合福祉センター管理事業  久慈市総合福祉センター  

 12（公 益）福祉の村管理事業  福祉の村  

 13（公 益）屋内温水プール管理事業  屋内温水プール  
14（公 益）生活困窮者自立支援事業  久慈市総合福祉センター                      

15（公 益）生活支援・介護予防体制整備事業 久慈市総合福祉センター                  

16（公 益）成年後見センター事業 久慈市総合福祉センター                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 社会福祉法人台帳 （令和3年4月1日現在） 久慈市 

法人名（フリガナ）： 久慈市社会福祉事業団 （ クジシシャカイフクシジギョウダン ） 

事務所の所在地： 〒028-0014 久慈市 旭町第7地割105番地10 ℡： 0194-61-3313 

理事長の氏名：遠藤 譲一 理事定数: 6 監事定数: 2 評議員定数: 7 
設立認可年月日（認可番号）: 平成15年3月25日 （ 岩手県指令保福第625号 ） 設立登記年月日: 平成15年3月26日 

【基本財産】 

1.現金等 \3,000,000 

2.土地 （評価額合計 ） (評価額) 

3.建物 （評価額合計 ） (構造・面積等) (評価額) 

【事業の種類】  
1 （第一種）特別養護老人ホーム「特別養護老人ホームぎんたらす久慈」  
2 （第二種）老人短期入所事業「ぎんたらす久慈短期入所生活介護事業所」  
3 （第一種）養護老人ホーム「養寿荘」  
4 （公益）特定施設入居者生活介護事業「養寿荘特定施設入居者生活介護事業所」  
5 （第二種）老人居宅介護等事業「養寿荘訪問介護事業所」  
6 （第二種）老人デイサービス事業「大川目地区デイサービスセンター」  

7  （第二種）老人デイサービス事業「元気の泉デイサービスセンター」  
8 （公益）元気の泉 居宅介護支援事業所  
9 （第二種）元気の泉 訪問介護事業所  

10（公益）元気の泉 訪問入浴介護事業所  
11（第二種）元気の泉 ヘルパーステーション  
12（第二種）老人デイサービス事業「山根地区デイサービスセンター」  
13（第二種）老人デイサービス事業「宇部地区デイサービスセンター」   
 
  

  

  

  

  

  

  

  

   

  
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



社会福祉法人台帳 （令和3年4月1日現在） 久慈市 

法人名（フリガナ）： 琥珀会 （ コハクカイ ） 

事務所の所在地： 〒028-0071 久慈市 小久慈町第19地割118番地１ ℡： 0194-53-3600 

理事長の氏名：田代 文雄 理事定数: 6 監事定数: 2 評議員定数:7名以上  

設立認可年月日（認可番号）: 平成26年12月2日 （ 岩手県指令保福第625号 ） 設立登記年月日: 平成26年12月10日 

【基本財産】 

1.現金等 \ 

2.土地 （評価額合計 ） (評価額) 

3.建物 （評価額合計  \160,251,321） (構造・面積等) (評価額) 

 久慈市小久慈町第19地割118番1  木造亜鉛メッキ鋼板葺平屋建  996.08㎡             \160,251,321 

     

     

【事業の種類】  
 1 （第一種）特別養護老人ホーム（地域密着型）「こはく苑」  
 2 （第二種）老人デイサービス事業（地域密着型通所介護）「デイサービスセンターわが家」  
 3 （第二種）老人短期入所事業（短期入所生活介護）「特別養護老人ホームこはく苑」   
 4 （第二種）老人デイサービス事業（認知症対応型）「認知症対応型デイサービスきんぎょ」   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


