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社会福祉法人 蓮華園定款 

 

第１章  総   則 

（目 的） 

第１条 この社会福祉法人（以下「法人」という。）は、多様な福祉サービスが 

その利用者の意向を尊重して総合的に提供されるよう創意工夫すること

により、利用者が、個人の尊厳を保持しつつ、心身ともに健やかに育成さ

れ、又はその有する能力に応じ自立した日常生活を地域社会において営む

ことができるよう支援することを目的として、次の社会福祉事業を行う。 

（１） 第一種社会福祉事業 

（イ）障害者支援施設 桜が丘学園（施設入所支援・生活介護・自立（生

活）訓練）の経営 

（２） 第二種社会福祉事業 

（イ）幼保連携型認定こども園 赤崎青い実幼児園の経営 

（ロ）障害福祉サービス事業 桜が丘学園ケア－センター（共同生活援

助）の経営 

（ハ）保育所・島地シティ夜間保育園の経営 

（ニ）保育所・佐世保ステーション保育園の経営 

（ホ）障害福祉サービス事業 湖畔荘（共同生活援助）の経営 

（ヘ）障害福祉サービス事業 さくら坂（生活訓練・就労継続支援Ｂ型

事業・就労移行支援事業）の経営 

（ト）障害福祉サービス事業 さくらんぼ（居宅介護・重度訪問介護・

行動援護）の経営 

（チ）障害福祉サービス事業 桜が丘学園（短期入所事業）の経営 

（リ）相談支援事業所 野の花の経営 

（ヌ）障害福祉サービス事業 波佐見授産場（就労継続支援Ｂ型事業）

の経営 

（ル）幼保連携型認定こども園 江迎青い実幼児園の経営 

    （ヲ）幼保連携型認定こども園 御堂青い実幼児園の経営 

    （ワ）幼保連携型認定こども園 歌ヶ浦青い実幼児園の経営 

    （カ）一時預かり事業の経営 
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    （ヨ）移動支援事業の経営 

    （タ）障害福祉サービス事業 千草野学園（就労継続支援 B 型事業・ 

生活介護）の経営 

    （レ）障害福祉サービス事業所 四季ヶ坂療育園（生活介護・児童発達

支援・放課後等デイサービス）の経営 

    （ソ）江迎青い実幼児園児童クラブの経営 

    （ツ）生計困難者に対する相談支援事業 

    （ㇾ）保育所・佐々中央保育所の経営 

 

 （名 称） 

第２条 この法人は、社会福祉法人蓮華園という。 

 

（経営の原則） 

第３条 この法人は、社会福祉事業の主たる担い手としてふさわしい事業を確実、 

効果的かつ適正に行うため、自主的にその経営基盤の強化を図るとともに、

その提供する福祉サービスの質の向上並びに事業経営の透明性の確保を

図り、もって地域福祉の推進に努めるものとする。 

 

（事務所の所在地） 

第４条 この法人の事務所を長崎県佐世保市柚木町１２７９番地１に置く。 

２ 前項のほか、従たる事務所を長崎県佐世保市島地町５番１０号に置く。 

 

 

第２章 評議員 

（評議員の定数） 

第５条 この法人に評議員７名以上を置く。 

 

（評議員の選任及び解任等） 

第６条 この法人に評議員選任・解任委員会を置き、評議員の選任及び解任は、

評議員選任・解任委員会において行う。 

２ 評議員選任・解任委員会は、監事１名、事務局員１名、外部委員１名の合計 
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３名で構成する。 

３ 選任候補者の推薦及び解任の提案は、理事会が行う。評議員選任・解任委員

会の運営についての細則は、理事会において定める。 

４ 選任候補者の推薦及び解任の提案を行う場合には、当該者が評議員として適

任及び不適任と判断した理由を委員に説明しなければならない。 

５ 評議員選任・解任委員会の決議は、委員の過半数が出席し、その過半数をも

って行う。ただし、外部委員の１名以上が出席し、かつ、外部委員の１名以上

が賛成することを要する。 

 

（評議員の任期） 

第７条 評議員の任期は、選任後４年以内に終了する会計年度のうち最終のもの

に関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。 

２ 任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退 

任した評議員の任期の満了する時までとすることができる。 

３ 評議員は、第５条に定める定数に足りなくなる時は、任期満了又は辞任によ

り退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお評議員としての権

利義務を有する。 

 

（評議員の報酬等） 

第８条 評議員に対して、評議員会出席の都度、日額８，０００円を支給する。 

２ 必要な事項は、評議員会において別に定める報酬等の支給規程に従って算定 

した額を報酬として支給することができる。 

 

 

 

第３章 評議員会 

（構成） 

第９条 評議員会は、全ての評議員をもって構成する。 

 

（権限） 

第１０条 評議員会は、次の事項について決議する。 
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（１）理事及び監事の選任又は解任 

（２）理事及び監事の報酬等の額 

（３）理事及び監事並びに評議員に対する報酬等の支給の基準 

（４）計算書類（貸借対照表及び収支計算書）及び財産目録の承認 

（５）定款の変更 

（６）残余財産の処分 

（７）基本財産の処分 

（８）社会福祉充実計画の承認 

（９）その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項 

 

（開催） 

第１１条 評議員会は、定時評議員会として毎会計年度終了後３ケ月以内に１回

開催するほか、必要がある場合に開催する。 

 

（招集） 

第１２条 評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基

づき理事長が招集する。 

２ 評議員は、理事長に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示し 

て、評議員会の招集を請求することができる。 

 

（決議） 

第１３条 評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除

く評議員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。 

２ 前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有す

る評議員を除く評議員の３分の２以上に当たる多数をもって行わなければな

らない。 

（１）監事の解任 

（２）定款の変更 

（３）その他法令で定められた事項 

３ 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第１項

の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第１５条に
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定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多

い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。 

 

（議事録） 

第１４条 評議員会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成

する。 

２ 議長及び評議員会において選出された議事録署名人２名は、前項の議事録に 

署名又は記名押印しなければならない。 

 

 

第４章 役員及び職員 

 

（役員の定数） 

第１５条 この法人には、次の役員を置く。 

 （１）理事 ６名以上 

 （２）監事 ２名以上 

２ 理事のうち１名を理事長とする。 

 

（役員の選任） 

第１６条 理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。 

２ 理事長は、理事会の決議によって理事の中から選定する。 

 

（理事の職務及び権限） 

第１７条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、

職務を執行する。 

２ 理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、そ

の業務を執行する。 

３ 理事長は、毎会計年度に４箇月を超える間隔で２回以上、自己の職務の執行

の状況を理事会に報告しなければならない。 

 

（監事の職務及び権限） 
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第１８条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監

査報告を作成する。 

２ 監事は、いつでも、理事及び職員に対して事業の報告を求め、この法人の業 

務及び財産の状況の調査をすることができる。 

 

（役員の任期） 

第１９条 理事又は監事の任期は、選任後２年以内に終了する会計年度のうち最

終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。 

２ 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時ま

でとする。 

３ 理事又は監事は、第１５条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了

又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理

事又は監事としての権利義務を有する。 

 

（役員の解任） 

第２０条 理事又は監事が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議に

よって解任することができる。 

（１）職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。 

（２）心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。 

 

（役員の報酬等） 

第２１条 理事及び監事に対して、理事会の都度日額８，０００円を支給する。

ただし、施設職員が兼務する役員には支給しない。 

２ 必要な事項は、評議員会において別に定める報酬等の支給規程に従って算定 

した額を報酬として支給することができる。 

 

（職員） 

第２２条 この法人に、職員を置く。 

２ この法人の設置経営する施設の長他の重要な職員（以下「施設長等」という。）

は、理事会において、選任及び解任する。 

３ 施設長等以外の職員は、理事長が任免する。 
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第５章 理事会 

 

（構成） 

第２３条 理事会は、全ての理事をもって構成する。 

 

（権限） 

第２４条 理事会は、次の職務を行う。ただし、日常の業務として理事会が定め

るものについては、理事長が専決し、これを理事会に報告する。 

（１）この法人の業務執行の決定 

（２）理事の職務の執行の監督 

（３）理事長の選定及び解職 

 

（招集） 

第２５条 理事会は、理事長が招集する。 

２ 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、各理事が理事会を招集

する。 

 

（決議） 

第２６条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理

事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。 

２ 前項の規定にかかわらず、理事（当該事項について議決に加わることができ

るものに限る。）の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をした

とき（監事が当該提案について異議を述べた時を除く。）は、理事会の決議

があったものとみなす。 

 

（議事録） 

第２７条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成

する。 

２ 出席した理事長及び監事は、署名又は記名押印する。 
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第６章 資産及び会計 

（資産の区分） 

第２８条 この法人の資産は、これを分けて基本財産とその他財産、公益事業用

財産の３種とする。 

２ 基本財産は、次の各号に掲げる財産をもって構成する。 

（１）長崎県佐世保市赤崎町５９６番地２０、８２７番地１ 所在の鉄筋コンク

リート造合金メッキ鋼板ぶき３階建赤崎青い実幼児園園舎１棟 

（１，３２３．５０平方メートル） 

（２）長崎県佐世保市柚木町１２７９番地１、１２７９番地３ 所在の鉄筋コン

クリート造陸屋根二階建 桜が丘学園 園舎１棟（１，０２２．３９平方メ

ートル） 

（３）長崎県佐世保市柚木町１２７９番地１、１２７９番地３ 所在の鉄骨造ス

レート葺平屋建 桜が丘学園 作業訓練棟１棟 

（１０４．３４平方メートル） 

（４）長崎県佐世保市柚木町１２７９番１ 所在の桜が丘学園の宅地１筆 

（４，６８６．２０平方メートル） 

（５）長崎県佐世保市柚木町１３９３番３ 所在の桜が丘学園の雑種地１筆（１

７平方メートル）  

（６）長崎県佐世保市柚木町１１７４番２ 所在の湖畔荘の宅地１筆 

（１，８３８平方メートル） 

（７）長崎県佐世保市柚木町１２９６番 所在の桜が丘学園の田１筆 

（１５８平方メートル） 

（８）長崎県佐世保市柚木町１２７９番地１、１２７９番地３ 所在の鉄骨造亜

鉛メッキ鋼板葺二階建 桜が丘学園 生活自立訓練棟１棟 

（１１９．７４平方メートル） 

（９）長崎県佐世保市柚木町１１７５番２ 所在の湖畔荘の雑種地１筆 

（２６４平方メートル） 

（１０）長崎県佐世保市柚木町１１７５番４ 所在の湖畔荘の雑種地１筆 

（２７４平方メートル） 

（１１）長崎県佐世保市柚木町１１７６番 所在の湖畔荘の雑種地１筆 

（２９０平方メートル） 
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（１２）長崎県佐世保市柚木町１１７５番３ 所在の湖畔荘の雑種地１筆 

（２２８平方メートル） 

（１３）長崎県佐世保市柚木町１４２９番１ 所在の桜が丘学園の田１筆 

（１３６平方メートル） 

（１４）長崎県佐世保市柚木町１２７２番 所在の千草野学園の宅地１筆 

（１，１９９平方メートル） 

（１５）長崎県佐世保市柚木町１２７５番 所在の千草野学園の宅地１筆 

    （５２２平方メートル） 

（１６）長崎県佐世保市柚木町１１７８番 所在のさくら坂の雑種地１筆 

    （３３３平方メートル） 

（１７）長崎県佐世保市柚木町１２６８番 所在の桜が丘学園ケアーセンターの 

宅地１筆 （２１１平方メートル） 

（１８）長崎県佐世保市柚木町１２６８番地 所在の木造セメント瓦葺二階建 

    桜が丘学園ケアーセンター１棟（１８５．６０平方メートル） 

（１９）長崎県佐世保市柚木町１２７６番 所在の桜が丘学園グランドの雑種地 

１筆 （１，０９４平方メートル） 

（２０）長崎県佐世保市柚木町１２７２番地、１２７５番地 所在の鉄骨造スレ 

ート葺平屋建 千草野学園園舎棟１棟（５３５．９６平方メートル） 

（２１）長崎県佐世保市柚木町１２７２番地、１２７５番地 所在の鉄骨造スレ 

ート葺平屋建 千草野学園作業棟１棟（１９９．９９平方メートル） 

（２２）長崎県佐世保市柚木町 1２６８番地 所在の木造セメント瓦葺二階建 

    桜が丘学園在宅支援センター１棟（１５４．０２平方メートル） 

（２３）長崎県佐世保市柚木町１１７７番 所在のさくら坂の雑種地１筆 

（１， １０４平方メートル） 

（２４）長崎県佐世保市柚木町１２６７番 所在の桜が丘学園の畑１筆 

（１， ４０８平方メートル） 

（２５）長崎県佐世保市柚木町１２７０番 所在の桜が丘学園の畑１筆 

    （３１７平方メートル） 

（２６）長崎県佐世保市柚木町１２６３番 所在の桜が丘学園の山林１筆 

    （２６平方メートル） 

（２７）長崎県佐世保市柚木町１２６４番 所在の桜が丘学園の山林１筆 
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    （４９平方メートル） 

（２８）長崎県佐世保市柚木町１２６６番 所在の桜が丘学園の山林１筆 

    （１９平方メートル） 

（２９）長崎県佐世保市島地町１８番１所在の島地シティ夜間保育園の宅地１筆 

    （１１２．３９平方メートル） 

（３０）長崎県佐世保市島地町２６番 所在の島地シティ夜間保育園の宅地１筆 

    （１５８．６７平方メートル） 

（３１）長崎県佐世保市島地町１８番地１、２６番地 所在の鉄筋コンクリート 

造陸屋根瓦葺４階建 島地シティ夜間保育園園舎１棟 

    （５０３．３０平方メートル） 

（３２）長崎県佐世保市島地町１８番２ 所在の島地シティ夜間保育園の屋外遊

戯場の宅地１筆（１２８．９２平方メートル） 

（３３）長崎県佐世保市島地町１９番２ 所在の島地シティ夜間保育園の屋外 

    遊戯場の宅地１筆（３．３０平方メートル） 

（３４）長崎県佐世保市白南風町４００番３ 所在の鉄骨鉄筋コンクリート造  

１階建 佐世保ステーション保育園３０１号室（１３６．３２平方メー 

トル） 

（３５）長崎県佐世保市白南風町４００番５ 所在の鉄骨鉄筋コンクリート造  

１階建 佐世保ステーション保育園３０３号室（７７．６７平方メート 

ル） 

（３６）長崎県佐世保市白南風町４００番６ 所在の鉄骨鉄筋コンクリート造 

１階建 佐世保ステーション保育園３０４号室（２３．３８平方メート

ル） 

（３７）長崎県佐世保市白南風町４００番３ 所在の佐世保ステーション保育園

の宅地（敷地権）1,000,000 分の 24,370 

（３８）長崎県佐世保市白南風町４００番５ 所在の佐世保ステーション保育園

の宅地（敷地権）1,000,000 分の 13,009 

（３９）長崎県佐世保市白南風町４００番６ 所在の佐世保ステーション保育園 

の宅地（敷地権）1,000,000 分の 4,046 

（４０）長崎県佐世保市柚木町１２９２番１ 所在の桜が丘学園の田１筆（５５

２平方メートル） 
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（４１）長崎県佐世保市柚木町１２９３番 所在の桜が丘学園の田１筆（１１９

平方メートル） 

（４２）長崎県佐世保市柚木町１２９４番 所在の桜が丘学園の田１筆（２０１

平方メートル 内原野４９平方メートル） 

（４３）長崎県佐世保市柚木町１２９５番 所在の桜が丘学園の田１筆（５１２

平方メートル 内原野３３平方メートル） 

（４４）長崎県佐世保市柚木町１２７４番２ 所在の桜が丘学園の畑１筆（３５

０平方メートル） 

（４５）長崎県佐世保市柚木町１１７４番地２ 所在の鉄筋コンクリート造合金

メッキ鋼板葺２階建 湖畔荘園舎１棟（６６６．３０平方メートル） 

（４６）長崎県佐世保市柚木町１１７４番地２、１１７７番地 所在の鉄筋コン

クリート造合金メッキ鋼板葺２階建 さくら坂園舎１棟（２８０．５２

平方メートル） 

（４７）長崎県佐世保市柚木町１１７４番地２、１１７７番地 所在の軽量鉄骨

造亜鉛メッキ鋼板葺平家建 さくら坂作業棟１棟（２４８．４３平方メ

ートル） 

（４８）長崎県佐世保市小舟町２５番１６ 所在の千草野学園グループホームの

宅地１筆（１１７．２１平方メートル） 

（４９）長崎県佐世保市小舟町２５番地１６ 所在の軽量鉄骨造スレート葺２階

建千草野学園グループホーム１棟（９５．０８平方メートル） 

（５０）長崎県佐世保市柚木町１２７７番 所在の桜が丘学園の雑種地１筆（５

９１．００平方メートル） 

（５１）長崎県東彼杵郡波佐見町宿郷字大谷１２４２番 所在の波佐見授産場の

宅地１筆（８８７．００平方メートル） 

（５２）長崎県東彼杵郡波佐見町宿郷字大谷１２４１番 所在の波佐見授産場の

山林１筆（１４８．００平方メートル） 

（５３）長崎県東彼杵郡波佐見町宿郷字大谷１２３９番 所在の波佐見授産場の

山林１筆（２２１．００平方メートル） 

（５４）長崎県東彼杵郡波佐見町宿郷字大谷１２４０番 所在の波佐見授産場の

山林１筆（１６３．００平方メートル） 

（５５）長崎県佐世保市柚木町１３１８番１ 所在の桜が丘学園の雑種地１筆
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（８２．００平方メートル） 

（５６）長崎県佐世保市柚木町１２８３番２ 所在の桜が丘学園の田１筆（２４

４．００平方メートル） 

（５７）長崎県佐世保市柚木町１３１７番１ 所在の桜が丘学園の田１筆（３８

８．００平方メートル） 

（５８）長崎県佐世保市柚木町１３１０番５ 所在の桜が丘学園の田１筆（５９

２．００平方メートル） 

（５９）長崎県佐世保市柚木町１１６２番 所在の桜が丘学園の宅地１筆（２８

４．２９平方メートル） 

（６０）長崎県佐世保市柚木町１１６３番 所在の桜が丘学園の宅地１筆（１３．

２２平方メートル） 

（６１）長崎県佐世保市柚木町１１６４番 所在の桜が丘学園の原野１筆（７２．

００平方メートル） 

（６２）長崎県佐世保市柚木町１１６５番 所在の桜が丘学園の宅地１筆（２３．

１４平方メートル） 

（６３）長崎県佐世保市柚木町１１６８番 所在の桜が丘学園の宅地１筆（３２

３．９６平方メートル） 

（６４）長崎県佐世保市柚木町１１５２番 所在の桜が丘学園の山林１筆（１６

８．００平方メートル） 

（６５）長崎県佐世保市柚木町１１５３番 所在の桜が丘学園の山林１筆（７９．

００平方メートル） 

（６６）長崎県佐世保市潮見町５０７番 所在の桜が丘学園の宅地１筆（６４．

００平方メートル） 

（６７）長崎県佐世保市潮見町５０６番 所在の桜が丘学園の宅地１筆（１６．

６６平方メートル） 

（６８）長崎県東彼杵郡波佐見町宿郷字大谷１２３９番２ 所在の波佐見授産場

雑種地１筆（４５．００平方メートル） 

（６９）長崎県東彼杵郡波佐見町宿郷字猪狩９４０番７ 所在の波佐見授産場の 

ため池（１８９．００平方メートル） 

（７０）長崎県東彼杵郡波佐見町宿郷字猪狩９４０番８ 所在の波佐見授産場の

ため池（４０．００平方メートル） 
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（７１）長崎県佐世保市花園町４６番４ 所在の桜が丘学園の宅地（５６．５０

平方メートル） 

（７２）長崎県佐世保市江迎町猪調９１５番 所在の江迎青い実幼児園の宅地１

筆（１，２４７．８９平方メートル） 

（７３）長崎県佐世保市江迎町猪調９１６番 所在の江迎青い実幼児園の宅地１

筆（１，８８１．７４平方メートル） 

（７４）長崎県佐世保市江迎町猪調９１７番 所在の江迎青い実幼児園の宅地１

筆（６０７．６０平方メートル） 

（７５）長崎県佐世保市江迎町猪調９１８番２ 所在の江迎青い実幼児園の宅地

１筆（５０３．６６平方メートル） 

（７６）長崎県佐世保市江迎町猪調９２２番４ 所在の江迎青い実幼児園の宅地

１筆（１９６．００平方メートル） 

（７７）長崎県佐世保市江迎町猪調９２２番９ 所在の江迎青い実幼児園の雑種

地１筆（２８２．００平方メートル） 

（７８）長崎県佐世保市江迎町猪調９１５番地、９１６番地、９１７番地、９１

８番地２ 所在の鉄筋コンクリート造亜鉛メッキ鋼板ぶき２階建江迎

青い実幼児園園舎１棟（１，３７４．２５平方メートル） 

（７９）長崎県東彼杵郡波佐見町宿郷１２４２番地 所在の鉄骨２階建 波佐見

授産場 園舎１棟（５２７．０２平方メートル） 

（８０）長崎県佐世保市白南風町４００番５１ 所在の鉄骨鉄筋コンクリート造

１階建 佐世保ステーション保育園３０７号室（３５．８３平方メート

ル） 

（８１）長崎県佐世保市白南風町４００番５１ 所在の佐世保ステーション保育

園の宅地（敷地権）1,000,000 分の 7，038 

（８２）長崎県佐世保市江迎町猪調８９８番５ 所在の江迎青い実幼児園放課後

児童クラブの宅地１筆（４１４．６７平方メートル） 

（８３）長崎県佐世保市鹿町町土肥ノ浦８７番１ 所在の御堂青い実幼児園の宅

地１筆（３，７３９．８７平方メートル） 

（８４）長崎県佐世保市鹿町町土肥ノ浦８７番地１ 所在の鉄筋コンクリート造

合金メッキ鋼板ぶき平家建御堂青い実幼児園園舎１棟（９５２．４４平

方メートル） 
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（８５）長崎県佐世保市鹿町町土肥ノ浦８７番地１ 所在の軽量鉄骨造合金メッ

キ鋼板ぶき平家建御堂青い実幼児園倉庫１棟（２０．２４平方メートル） 

（８６）長崎県佐世保市鹿町町下歌ヶ浦９８４番１ 所在の歌ヶ浦野の花幼児園

の宅地１筆（３，３７３．８３平方メートル） 

（８７）長崎県佐世保市鹿町町下歌ヶ浦９８４番地１ 所在の鉄筋コンクリート

造合金メッキ鋼板ぶき平家建歌ヶ浦青い実幼児園の園舎１棟（８７６．

６９平方メートル） 

（８８）長崎県佐世保市柚木町１１６１番１ 所在の桜が丘学園の畑１筆 

    （８７．００平方メートル） 

（８９）長崎県佐世保市柚木町１１６７番１ 所在の桜が丘学園の畑１筆（６６

３．００平方メートル） 

（９０）長崎県佐世保市柚木町１２７９番５ 所在の桜が丘学園の雑種地１筆

（４６．００平方メートル） 

（９１）長崎県佐世保市万津町４１番 所在の桜が丘学園の宅地１筆（８８．２

１平方メートル） 

（９２）長崎県佐世保市皆瀬町３番１ 所在の桜が丘学園の宅地１筆（９５．８

６平方メートル） 

（９３）長崎県佐世保市皆瀬町３番７ 所在の桜が丘学園の宅地１筆（１６．５

２平方メートル） 

（９４）長崎県佐世保市皆瀬町７番５ 所在の公衆用道路１筆（８６．００平方

メートル） 

（９５）長崎県佐世保市皆瀬町７番６ 所在の桜が丘学園の宅地１筆（３９３．

８１平方メートル） 

（９６）長崎県佐世保市皆瀬町２２番１０ 所在の桜が丘学園の宅地１筆（２６．

６３平方メートル） 

（９７）長崎県佐世保市皆瀬町２２番１１ 所在の公衆用道路１筆（１５．００

平方メートル） 

（９８）長崎県佐世保市皆瀬町２３番２ 所在の桜が丘学園の宅地１筆（４１．

４６平方メートル） 

（９９）長崎県佐世保市皆瀬町７番地６ 所在の鉄骨・木造スレート葺２階建皆

瀬作業所１棟（４９２．９４平方メートル） 
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（１００）長崎県佐世保市鹿町町下歌ヶ浦９８６番５ 所在の歌ヶ浦青い実幼児

園の宅地１筆（６５２．１８平方メートル） 

（１０１）長崎県佐世保市鹿町町下歌ヶ浦９８６番地５ 所在の鉄筋コンクリー

ト造陸屋根２階建歌ヶ浦青い実幼児園子育て支援センター１棟（２７９．

６７平方メートル） 

（１０２）長崎県佐世保市鹿町町下歌ヶ浦９８６番７ 所在の歌ヶ浦青い実幼児

園の宅地１筆（３４９．５７平方メートル） 

（１０３）長崎県佐世保市鹿町町下歌ヶ浦９８６番地７ 所在の鉄骨亜鉛メッキ

鋼板葺平家建 歌ヶ浦青い実幼児園物置１棟（４３．２平方メートル） 

（１０４）長崎県佐世保市皆瀬町６番４ 所在の桜が丘学園の宅地１筆（４３３．

００平方メートル） 

（１０５）長崎県東彼杵郡波佐見町宿郷字大谷１２４３番 所在の波佐見授産場

の宅地１筆（７９１．００平方メートル） 

（１０６）長崎県東彼杵郡波佐見町宿郷字大谷１２４７番 所在の波佐見授産場 

の宅地１筆（３２６．００平方メートル） 

（１０７）長崎県東彼杵郡波佐見町宿郷字大谷１２３８番２ 所在の波佐見授産

場の宅地１筆（３５２．７６平方メートル） 

（１０８）長崎県東彼杵郡波佐見町宿郷字大谷１２４３番地、１２４７番地、１

２３８番地２ 所在の木造瓦葺平家建波佐見授産場作業所（２２０．２

３平方メートル） 

（１０９）長崎県佐世保市鹿町町土肥ノ浦８７番３６ 所在の御堂青い実幼児園

の公衆用道路（１３０．００平方メートル） 

（１１０）長崎県佐世保市鹿町町土肥ノ浦８７番３４ 所在の御堂青い実幼児園

の宅地１筆（３１．８９平方メートル） 

（１１１）長崎県佐世保市江迎町猪調８９８番３ 所在の江迎青い実幼児園の宅

地（５２８．８０平方メートル） 

（１１２）長崎県佐世保市江迎町猪調８９８番４ 所在の江迎青い実幼児園の宅

地（１３２．７９平方メートル） 

（１１３）長崎県佐世保市柚木町１３１０番１ 所在の桜が丘学園の田（５１３．

００平方メートル 

（１１４）長崎県佐世保市柚木町１３１６番１ 所在の桜が丘学園の田（９．９
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１平方メートル） 

（１１５）長崎県佐世保市鹿町町深江６０２番１９ 所在の御堂青い実幼児園保

護者駐車場の宅地（３２４．８８平方メートル） 

（１１６）長崎県佐世保市島地町１９番１ 所在の島地シティ夜間保育園グラン

ドの宅地１筆(６６．１１平方メートル) 

（１１７）長崎県佐世保市島地町２１番２ 所在の島地シティ夜間保育園グラン

ドの宅地 

    １筆（９．９１平方メートル） 

（１１８）長崎県佐世保市江迎町猪調８９８番６ 所在の江迎青い実幼児園の宅

地１筆（４７５．３５平方メートル） 

（１１９）長崎県佐世保市柚木町１２８２番 所在の桜が丘学園の田１筆（５０

５．００平方メートル） 

（１２０）長崎県佐世保市江迎町猪調９１７番２ 所在の江迎青い実幼児園の雑

種地１筆（９２．００平方メートル） 

（１２１）長崎県佐世保市柚木町１２７４番１ 所在の千草野学園の宅地１筆

（３３７．００平方メートル） 

（１２２）長崎県佐世保市鹿町町土肥ノ浦１０９番２ 所在の御堂青い実幼児園

保護者駐車場の宅地１筆（４６５．５２平方メートル） 

（１２３）長崎県佐世保市鹿町町深江６０２番２０ 所在の御堂青い実幼児園保

護者駐車場の宅地１筆（１７２．２８平方メートル） 

（１２４）長崎県佐世保市鹿町町深江６０２番２１ 所在の御堂青い実幼児園保

護者駐車場の宅地１筆（４５．８８平方メートル） 

（１２５）長崎県北松浦郡佐々町市場免字倉ノ前１１３番７ 所在の佐々中央保

育所の雑種地１筆（７，２２３平方メートル） 

（１２６）長崎県北松浦郡佐々町市場免字倉ノ前１１３番地７ 所在の木造合金

メッキ鋼板ぶき平家建佐々中央保育所園舎１棟（１，２９２.９０平方

メートル） 

   符号１、鉄筋コンクリート造陸屋根平家建 佐々中央保育所機械室１棟 

       （４．５０平方メートル） 

（１２７）長崎県北松浦郡佐々町市場免字倉ノ前１２４番１０ 所在の佐々中央

保育所の雑種地１筆（２９７平方メートル） 
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３ その他財産は、基本財産と公益事業用財産以外の財産とする。 

４ 公益事業用財産は、第７章に掲げる公益を目的とする事業の用に供する財産 

とする。 

５ 基本財産に指定されて寄附された金品は、速やかに第２項に掲げるため、必

要な手続きをとらなければならない。 

 

（基本財産の処分） 

第２９条 基本財産を処分し、又は担保に供しようとするときは、理事会及び評

議員会の承認を得て、長崎県知事の承認を得なければならない。ただし、 

    次の各号に揚げる場合には、長崎県知事の承認は必要としない。 

（１）独立行政法人福祉医療機構に対して基本財産を担保に供する場合。 

（２）独立行政法人福祉医療機構との協調融資（独立行政法人福祉医療

機構の福祉貸付が行う施設整備のための資金に対する融資と併

せて行う同一の財産を担保とする当該施設整備のための資金に

対する融資をいう。以下同じ。）に関する契約を結んだ民間金融

機関に対して基本財産を担保とする場合（協調融資に係る担保に

限る。） 

 

（資産の管理） 

第３０条 この法人の資産は、理事会の定める方法により、理事長が管理する。 

２ 資産のうち現金は、確実な金融機関に預け入れ、確実な信託会社に信託し、 

又は確実な有価証券に換えて、保管する。 

 

（事業計画及び収支予算） 

第３１条 この法人の事業計画書及び収支予算書については、毎会計年度開始の

日の前日までに、理事長が作成し、理事会の承認を受けなければならな

い。これを変更する場合も同様とする。 

２ 前項の書類については、主たる事務所及び従たる事務所に、当該会計年度が

終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。 
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（事業報告及び決算） 

第３２条 この法人の事業報告書及び決算については、毎会計年度終了後、理事

長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受け

なければならない。 

（１）事業報告 

（２）事業報告の附属明細書 

（３）貸借対照表 

（４）収支計算書（資金収支計算書及び事業活動計算書） 

（５）貸借対照表及び収支計算書（資金収支計算書及び事業活動計算書）の附属 

明細書 

（６）財産目録 

２ 前項の承認を受けた書類のうち、第１号、第３号、第４号及び第６号の書類 

については、定時評議員会に提出し、第１号の書類についてはその内容を報告 

し、その他の書類については、承認を受けなければならない。 

３ 第１項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に５年間、また従たる事務所

に３年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款を主たる事務所及び従

たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。 

（１）監査報告 

（２）理事及び監事並びに評議員の名簿 

（３）理事及び監事並びに評議員の報酬等の支給の基準を記載した書類 

（４）事業の概要等を記載した書類 

 

（会計年度） 

第３３条 この法人の会計年度は、毎年４月１日に始まり、翌年３月３１日をも

って終わる。 

 

（会計処理の基準） 

第３４条 この法人の会計に関しては、法令等及びこの定款に定めのあるものの

ほか、理事会において定める経理規程により処理する。 

 

（臨機の措置） 
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第３５条 予算をもって定めるもののほか、新たに義務の負担をし、又は権利の

放棄をしようとするときは、理事総数の３分の２以上の同意がなければ

ならない。 

 

第７章 公益を目的とする事業 

（種 別） 

第３６条 この法人は、社会福祉法第２６条の規定により、利用者が個人の尊厳

を保持しつつ、自立した生活を地域社会において営むことができるよう

支援することなどを目的として、次の事業を行う。 

    （１）日中一時支援の事業 

    （２）職場適応支援の事業（ジョブコーチ支援の事業） 

   

 ２ 前項の事業の運営に関する事項については、理事総数の３分の２以上の同

意を得なければならない。 

 

（剰余金が出た場合の処分） 

第３７条 前条の規定によって行う事業から剰余金が生じた場合は、この法人の

行う社会福祉事業又は公益事業に充てるものとする。 

 

第８章 解散 

（解 散） 

第３８条 この法人は、社会福祉法第４６条第１項第１号及び第３号から第６号

までの解散事由により解散する。 

（残余財産の帰属） 

第３９条 解散（合併又は破産による解散を除く。）した場合における残余財産

は、評議員会の決議を得て、社会福祉法人のうちから選出されたものに

帰属する。 

 

第９章 定款の変更 

 

（定款の変更） 
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第４０条 この定款を変更しようとするときは、評議員会の決議を得て、長崎県

知事の認可（社会福祉法第４５条の３６第２項に規定する厚生労働省令

で定める事項に係るものを除く。）を受けなければならない。 

２ 前項の厚生労働省令で定める事項に係る定款の変更をしたときは、遅滞なく

その旨を長崎県知事に届け出なければならない。 

 

第１０章 公告の方法とその他 

（公告の方法） 

第４１条 この法人の公告は、社会福祉法人蓮華園の掲示場に掲示するとともに、

官報、新聞又は電子公告に掲載して行う。 

 

（施行細則） 

第４２条 この定款の施行についての細則は、理事会において定める。 

 

 

附  則 

 この法人の設立当初の役員は、次のとおりとする。ただし、この法人の成立後

遅滞なく、この定款に基づき、役員の選任を行うものとする。 

理事長  桑 原 良 助 

理 事  石 橋 仙太郎 

             〃   引 地   新 

             〃   山 辺 定 光 

             〃   浜 田   昇 

             〃   桑 原 京 子 

             監 事  近 藤 秀 雄 

             〃   山 辺 ユキノ 

 

附 則 

この定款は、平成 ４年 ９月 ２２日から施行する。 

      平成 ８年 ９月 ３０日一部改正 

      平成１６年１２月 １０日一部改正 
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      平成１７年 ３月 １５日一部改正 

      平成２０年 ２月 ２７日一部改正 

      平成２１年１２月 ２４日一部改正 

      平成２３年 ８月 １８日一部改正 

      平成２４年１２月 １９日一部改正 

      平成２５年 ７月 ２３日一部改正 

      平成２６年 ６月 １６日一部改正 

      平成２７年 ８月  ６日一部改正 

      平成２８年 ９月 ２０日一部改正 

      平成２９年 １月 ２３日一部改正 

      平成２９年 ７月 ３１日一部改正 


