
社 会 福 祉 法 人 佛 子 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 

（ア） 障害児入所施設の設置経営 

（イ） 指定障害者支援施設の経営 

（２） 第二種社会福祉事業 

（ア） 障害児通所支援事業の経営 

（イ） 障害福祉サービス事業の経営 

（ウ） 老人デイサービスセンターの経営 

（エ） 一般相談支援事業の経営 

（オ） 特定相談支援事業の経営 

（カ） 障害児相談支援事業の経営 

（キ） 移動支援事業の経営 

（ク） 老人居宅介護等事業の経営 

（ケ） 放課後児童健全育成事業の経営 

（コ） 小規模保育事業の経営 

                                                                                                                                                 

 （名 称） 

第 ２条 この法人は社会福祉法人佛子園という。 

 

 （経営の原則等） 

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、もって地域福祉の増進に努めるものとする。 

   ２ この法人は、地域社会に貢献する取り組みとして、日常生活又は社会生活上の支援を必要とする者を支 

援するため、無料又は低額な料金で福祉サービスを積極的に提供するものとする。 

 

 （事務所の所在地） 

第 ４条 この法人の事務所を石川県白山市北安田町５４８－２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） 

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、その過半数を持って行う。ただし、外部 

委員１名が出席し、かつ、外部委員が賛成することを要する。 

 

 （評議員の資格） 

第 ７条 社会福祉法第 40条第４項及び第５項を遵守するとともに、この法人の評議員のうちには、評議員のい 

ずれか一人及びその親族その他特殊の関係がある者（租税特別措置法施行令第 25条の 17第６項第１ 

号に規定するものをいう。以下同じ。）の合計数が、評議員総数（現在数）の３分の１を超えて含まれ 

ることになってはならない。 

 

（評議員の任期） 

第 ８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 評議員は、第５条に定める定数に足りなくなる時は、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、なお評議員としての権利義務を有する。 

     ３ 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。 

 

 （評議員の報酬等） 

第 ９条 評議員の報酬は、支給しない。ただし、評議員会等への出席に要する交通費等の実費相当費用を支給 

     する。 

     

第  ３  章   評  議  員  会 

（構成） 

第１０条 評議員会は、すべての評議員をもって構成する。 

   ２ 評議員会に議長を置き、議長はその都度評議員の互選とする。 

 

 （権限） 

第１１条 評議員会は、次の事項について決議する。 

（１） 理事及び監事並びに会計監査人の選任又は解任 

（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） 事業計画及び収支予算 

（１０）臨機の措置（予算外の新たな義務の負担及び権利の放棄） 

（１１）公益事業・収益事業に関する重要な事項 

（１２）解散 

（１３）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１２条 評議員会は、定時評議員会として毎年度６月に１回開催するほか、３月及び必要がある場合に開催す 

る。 

 

 （召集） 

第１３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召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１４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

の過半数を持って行う。 

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以上にあたる多数をもって行われなければならない。 

（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１７条に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。 

   ４ 第１項及び第２項の規定にかかわらず、評議員（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は、評議員会の決議があったも 

のとみなす。 

 

（議事録） 

第１５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 議長及び会議に出席した評議員のうちから選出された議事録署名人がこれに署名又は記名押印する。 

 

（評議員会運営規程） 

第１６条 評議員会の運営に関し必要な事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、評議員会において定め 

る評議員会運営規程による。 

 

 

 



第  ４  章   役 員 及び 会 計 監 査 人 並びに 職 員 

 （役員及び会計監査人の定数） 

第１７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 

２ 理事のうち１名を理事長とする。 

３ 理事長以外の理事のうち１名を専務理事、１名を常務理事とすることができる。 

４ 前項の専務理事をもって社会福祉法第４５条の１６第２項第２号の業務執行理事とする。 

５ この法人に会計監査人を置く。 

 

（役員及び会計監査人の選任） 

第１８条 理事及び監事並びに会計監査人は評議員会の決議によって選任する。 

   ２ 理事長及び専務理事並びに常務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。 

 

 （役員の資格） 

第１９条 社会福祉法第４４条第６項を遵守するとともに、この法人の理事のうちには、理事のいずれか一人及 

     びその親族その他特殊の関係がある者の合計数が、理事総数（現在数）の３分の１を超えて含まれる 

ことになってはならない。 

２ 社会福祉法第４４条第７項を遵守するとともに、この法人の監事には、この法人の理事（その親族そ 

の他特殊の関係がある者を含む。）及び評議員（その親族その他特殊の関係がある者を含む。）並びに、 

この法人の職員が含まれてはならない。また、各監事は、相互に親族その他特殊の関係がある者であ 

ってはならない。 

 

 （理事の職務及び権限） 

第２０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、その業務を執行し、専務理 

事は、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。 

   ３ 理事長及び専務理事は、毎会計年度に４ヶ月を超える間隔で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） 

第２１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務の状況の調査 

をすることができる。 

 

（会計監査人の職務及び権限） 

第２２条 会計監査人は法令で定めるところにより、この法人の計算書類（貸借対照表、資金収支計算書及び事 

業活動計算書）並びにこれらの付属明細書及び財産目録を監査し、会計監査報告を作成する。 

   ２ 会計監査人は、いつでも、次に掲げるものの閲覧及び謄写をし、又は理事及び職員に対し、会計に関 

する報告を求めることができる。 

    （１）会計帳簿又はこれに関する資料が書面をもって作成されているときは、当該書面 

    （２）会計帳簿又はこれに関する資料が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に 



記録された事項を法令で定める方法により表示したもの 

 

（役員及び会計監査人の任期） 

第２３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 理事又は監事は、第１７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。 

３ 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。 

４ 会計監査人の任期は、選任後１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 

終結の時までとする。ただし、その定時評議員会において別段の決議がされなかったときは、再任を 

されたものとみなす。 

 

（役員及び会計監査人の解任） 

第２４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。 

   ２ 会計監査人が、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） 会計監査人としてふさわしくない非行があったとき。 

    （３） 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。 

   ３ 監事は、会計監査人が、前項各号のいずれかに該当するときは、監事全員の同意により、会計監査人 

を解任することができる。この場合、監事は、解任した旨及び解任の理由を、解任後最初に召集され 

る評議員会に報告するものとする。 

 

（役員及び会計監査人の報酬等） 

第２５条 理事及び監事に対して、評議員会において定める総額の範囲内で、報酬等の支給額を評議員会の決議

に基づき支給することができる。 

   ２ 会計監査人に対する報酬等は、監事の過半数の同意を得て、理事会において定める。 

 

（役員の責任の免除又は限定） 

第２６条 理事、監事又は会計監査人が任務を怠ったことによって生じた損害について社会福祉法人に対し賠償 

する責任は、職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がなく、その原因や職務執行状況などの事情を 

勘案して特に必要と認める場合には、社会福祉法第 45条の 20第 4項において準用する一般社団法人 

及び一般財団法人に関する法律第 113条第 1項の規定により免除することができる額を限度として評 

議員会の決議によって免除することができる。 

   ２ 理事（理事長、業務執行理事、業務を執行したその他の理事又は当該社会福祉法人の職員でないもの 

     に限る）、監事又は会計監査人（以下この条において「非業務執行理事等」という。）が任務を怠った 

ことによって生じた損害について社会福祉法人に対し賠償する責任は、当該非業務執行理事等が職務 

を行うにつき、善意でかつ重大な過失がないときは、金１０万円以上であらかじめ定められた額と社 

会福祉法第 45条の 20第 4項において準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第 113条 

第 1項第 2号で定める額といずれか高い額を限度とする旨の契約を非業務執行理事等と締結すること 

ができる。 



（職員） 

第２７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。 

 

第  ５  章   顧  問 

 （顧問） 

第２８条 この法人に顧問若干名を置くことができる。 

   ２ 顧問は、理事会の同意を得て理事長が委嘱する。 

   ３ 顧問は、法人業務について、理事長の諮問に応える。  

  

第  ６  章   理  事  会 

（構成） 

第２９条 理事会は全ての理事をもって構成する。 

 

（権限） 

第３０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） 理事長及び専務理事、常務理事の選定及び解職 

 

（召集） 

第３１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、専務理事が理事会を招集する。 

 

 （決議） 

第３２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ときを

除く。）は、理事会の決議があったものとみなす。 

 

（議事録） 

第３３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、前項の議事録に署名又は記名押印する。 

 

（理事会運営規程） 

第３４条 理事会の運営に関し必要な事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、理事会において定める理 

事会運営規程による。 

 



第  ７  章   資  産  及び  会  計 

 （資産の区分） 

第３５条 この法人の資産は、これを分けて基本財産、その他の財産、公益事業用財産及び収益事業用財産の４ 

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。 

番号 用途 所在等 地目・構造 延べ床面積              

（平方メートル） 

（１） 本部用地 石川県白山市北安田町５４７番２ 宅地 150.53 

（２） 本部用地 石川県白山市北安田町５４８番１ 宅地 381.12 

（３） 本部用地 石川県白山市北安田町５４８番２ 宅地 817.38 

（４） 本部用地 石川県白山市北安田町５４８番３ 宅地 795.60 

（５） 本部用地 石川県白山市北安田町５４８番４ 宅地 545.60 

（６） 本部用地 石川県白山市北安田町５４９番１ 宅地 448.18 

（７） 本部用地 石川県白山市北安田町５４９番１８ 公衆用道路 232.00 

（８） 本部用地 石川県白山市北安田町５４９番１９ 宅地 74.26 

（９） ＧＨアミーゴ用地 石川県白山市北安田町５５０番地１４ 宅地 198.41 

（１０） ＧＨアミーゴ 
石川県白山市北安田町５５０番地１４ 

（家屋番号550番14） 

木造     

かわらぶき   

２階建 

１階  98.83              

２階  59.37 

（１１） 本部用地 石川県白山市北安田町５４９番１１ 宅地 3.19 

（１２） 本部用地 石川県白山市北安田町５４９番１６ 宅地 39.21 

（１３） 本部用地 石川県白山市北安田町５４９番１３ 宅地 14.18 

（１４） 本部用地 石川県白山市北安田町５４９番３ 宅地 1.18 

（１５） 本部用地 石川県白山市北安田町５４９番２１ 宅地 18.87 

（１６） 本部用地 石川県白山市北安田町５４７番１ 学校用地 1,846.00 

（１７） 本部用地 石川県白山市北安田町５４６番２ 宅地 205.63 

（１８） 本部用地(駐車場) 石川県白山市北安田町９６７番１ 雑種地 456.00 

（１９） 本部用地(駐車場) 石川県白山市北安田町５１９番２ 宅地 231.48 

（２０） 本部用地(駐車場) 石川県白山市北安田町５１９番４ 宅地 11.06 

（２１） 

本部建物 

（三草二木 

行善寺・講堂） 

白山市北安田町５４７番地１、      

５４６番地２、５４７番地２、     

５４８番地１ 

(家屋番号547番１) 

鉄骨・鉄筋

コンクリー

ト造かわ

ら・合金  

メッキ鋼板  

ぶき２階建 

１階1,533.85             

２階  912.43 

（２２） 星が岡牧場用地 石川県能美市和気町ヤ４番５ 原野 2,145.00 

（２３） 星が岡牧場建物 

石川県能美市和気町ヤ４番地５、   

４番地７、４番地８、７０番地２ 

（家屋番号4番7） 

鉄骨造り   

鋼板葺                  

２階建 

１階1,325.56         

２階  717.63 

（２４） 星が岡牧場用地 石川県能美市和気町ヤ４番７ 原野 1,379.00 

（２５） 星が岡牧場用地 石川県能美市和気町ヤ４番８ 原野 710.00 



（２６） 星が岡牧場用地 石川県能美市和気町ヤ７０番２ 山林 525.00 

（２７） ＧＨ Beans用地 石川県能美市緑が丘７丁目３５番 宅地 236.17 

（２８） ＧＨ Beans建物 
石川県能美市緑が丘７丁目３５番地 

(家屋番号35番) 

木造瓦葺 

２階建 

１階  85.30        

２階  26.49 

（２９） 
星が岡牧場建物 

グリル星が岡 

石川県能美市和気町ヤ４番地５ 

(家屋番号４番５の１) 

木造スレー

ト・合金  

メッキ鋼板 

葺２階建 

１階 120.94        

２階  69.63 

（３０） 
星が岡牧場建物 

ログハウス 

石川県能美市和気町ヤ４番地５、   

７０番地２(家屋番号４番５の２) 

木造亜鉛  

メッキ鋼板  

葺２階建 

１階  56.00       

２階  29.73 

（３１） 日本海倶楽部用地 石川県鳳珠郡能登町字立壁９２番 宅地 14,890.16 

（３２） 日本海倶楽部用地 石川県鳳珠郡能登町字立壁５字１３番 宅地 2,192.40 

（３３） 日本海倶楽部建物 

石川県鳳珠郡能登町字立壁９２番地、

石川県鳳珠郡能登町字立壁         

５字１３番地(家屋番号９２番) 

鉄骨造       

ルーフィン

グ葺平屋建 

1554.51 

 
日本海倶楽部建物 

倉庫（物置） 
同附属建物符号１ 

コンクリー

トブロック

造亜鉛   

メッキ鋼板 

葺平屋建 

37.50 

 
日本海倶楽部建物 

小舎ＣＤ棟 
同附属建物符号２  

木造    

スレート葺                  

平屋建 

372.72 

 
日本海倶楽部建物 

小舎Ｅ棟 
同附属建物符号３  

木造    

スレート葺  

平屋建 

195.12 

 
日本海倶楽部建物 

小舎Ｆ棟 
同附属建物符号４  

木造     

スレート葺                     

２階建 

１階 137.04        

２階  99.24 

 

日本海倶楽部建物 

ビール工場 

レストラン店舗 

同附属建物符号５ 

鉄骨造    

スレート葺                

２階建 

１階 454.82       

２階 234.18 

 
日本海倶楽部建物 

物置 
同附属建物符号６ 

木造亜鉛 

メッキ鋼板 

葺平屋建 

18.29 

 
日本海倶楽部建物 

店舗（あずまや） 
同附属建物符号７ 

木造    

スレート葺  

平屋建 

6.79 

（３４） 日本海倶楽部用地 石川県鳳珠郡能登町字立壁５字１番 公園 148.00 



（３５） 日本海倶楽部用地 石川県鳳珠郡能登町字立壁５字２番 公園 1,262.00 

（３６） 日本海倶楽部用地 石川県鳳珠郡能登町字立壁５字１０番 公園 462.00 

（３７） 日本海倶楽部用地 
石川県鳳珠郡能登町字立壁５字   

１２番１ 
公園 592.00 

（３８） 日本海倶楽部用地 
石川県鳳珠郡能登町字立壁５字   

１２番３ 
公園 75.00 

（３９） 日本海倶楽部用地 
石川県鳳珠郡能登町字立壁５字   

１２番５ 
公園 76.00 

（４０） 日本海倶楽部用地 石川県鳳珠郡能登町字立壁５字１４番 公園 489.00 

（４１） 日本海倶楽部用地 
石川県鳳珠郡能登町字立壁５字   

５３番１ 
公園 29.00 

（４２） 日本海倶楽部用地 石川県鳳珠郡能登町字立壁５字５５番 公園 351.00 

（４３） 日本海倶楽部用地 石川県鳳珠郡能登町字立壁５字５８番 公園 1,075.00 

（４４） 日本海倶楽部用地 石川県鳳珠郡能登町字立壁５字６２番 公園 121.00 

（４５） 日本海倶楽部用地 石川県鳳珠郡能登町字立壁５字６８番 公園 1,732.00 

（４６） 日本海倶楽部用地 
石川県鳳珠郡能登町字立壁５字   

６９番１ 
公園 23.00 

（４７） 日本海倶楽部用地 
石川県鳳珠郡能登町字立壁５字   

７５番１ 
公園 25.00 

（４８） 日本海倶楽部用地 石川県鳳珠郡能登町字立壁５字７６番 公園 313.00 

（４９） 日本海倶楽部用地 石川県鳳珠郡能登町字立壁５字７９番 公園 2,681.00 

（５０） 日本海倶楽部用地 石川県鳳珠郡能登町字立壁５字８３番 公園 330.00 

（５１） 日本海倶楽部用地 石川県鳳珠郡能登町字立壁５字８４番 公園 148.00 

（５２） 日本海倶楽部用地 石川県鳳珠郡能登町字立壁５字９５番 公園 304.00 

（５３） 
三草二木 西圓寺

用地 
石川県小松市野田町丁６７番 宅地 581.00 

（５４） 
三草二木 西圓寺

用地 
石川県小松市野田町丁６８番 宅地 114.34 

 

 

 

三草二木 西圓寺

建物 

石川県小松市野田町丁６８番地、   

６７番地 （家屋番号６８番） 

木造かわら

ぶき２階建 

１階 467.37       

２階  62.93 

三草二木 西圓寺

建物 

倉庫 

同附属建物符号１ 

土蔵・木造    

かわらぶき    

平屋建 

34.75 

三草二木 西圓寺

建物 

便所 

同附属建物符号２ 

木造     

かわらぶき                

平屋建 

6.00 

（５５） 
キッズベランダBe

用地 
石川県金沢市高尾一丁目２９番 田 379.00 

（５６） 
キッズベランダBe

用地 
石川県金沢市高尾一丁目２６番１ 宅地 432.68 



（５７） 
キッズベランダBe

用地 
石川県金沢市高尾一丁目２７番１ 宅地 448.00 

 
キッズベランダBe            

建物 

石川県金沢市高尾１丁目２７番地１ 

（家屋番号２７番１） 

木造かわら

ぶき平屋建 
30.00 

（５８） 
キッズベランダBe            

建物 

石川県金沢市高尾１丁目２６番地1、 

２６番地３、２９番地 

（家屋番号２６番１） 

木造     

かわらぶき               

平屋建 

103.50 

（５９） 
キッズベランダBe

用地 
石川県金沢市高尾一丁目２８番 宅地 383.00 

（６０） 
キッズベランダBe

用地 
石川県金沢市高尾一丁目２６番３ 宅地 50.76 

（６１） 
エイブルベランダ

Be 用地 
石川県金沢市三馬一丁目３６９番 宅地 203.00 

（６２） 
エイブルベランダ

Be 用地 
石川県金沢市三馬一丁目３６８番 宅地 164.00 

（６３） 
エイブルベランダ

Be 建物 

石川県金沢市三馬一丁目３６９番地、

３６８番地 （家屋番号３６９番） 

鉄骨造 

陸屋根                    

２階建 

１階 190.33          

２階  93.19 

（６４） 
日本海倶楽部           

ザ・ファーム用地 
石川県鳳珠郡能登町字白丸６６番１ 宅地 966.02 

（６５） 
日本海倶楽部           

ザ・ファーム用地 
石川県鳳珠郡能登町字白丸６６番２ 宅地 198.47 

（６６） 
日本海倶楽部           

ザ・ファーム 

石川県鳳珠郡能登町字白丸６６番地

２、６６番地１（家屋番号６６番２） 

木造かわら

ぶき平屋建 
97.00 

（６７） Share金沢 用地 石川県金沢市若松町セ１０３番１３  宅地 932.27 

（６８） Share金沢 用地 石川県金沢市若松町セ１０４番１  宅地 1,575.22 

（６９） Share金沢 用地 石川県金沢市若松町セ１０４番２５ 宅地 5,633.74 

（７０） Share金沢 用地 石川県金沢市若松町セ１０４番２６  宅地 3,951.99 

（７１） Share金沢 用地 石川県金沢市若松町セ１０４番２２  宅地 1,615.97 

（７２） Share金沢 用地 石川県金沢市田上の里二丁目２０７番 宅地 248.76 

（７３） Share金沢 用地 石川県金沢市若松町フ３０番  宅地 33.05 

（７４） Share金沢 用地 石川県金沢市若松町フ３１番  宅地 337.19 

（７５） Share金沢 用地 石川県金沢市田上町ヌ１番５  宅地 311.91 

（７６） Share金沢 用地 石川県金沢市田上町ヌ９４番３ 宅地 231.29 

（７７） Share金沢 用地 石川県金沢市田上町リ３０１番  宅地 29.75 

（７８） Share金沢 用地 石川県金沢市田上町ヲ７６番１  宅地 7,128.24 

（７９） Share金沢 用地 石川県金沢市田上町ヲ７６番１３  宅地 3,434.15 

（８０） Share金沢 用地 石川県金沢市田上町ヲ７６番１５  宅地 7,420.45 

（８１） 

Share金沢 E-3、

E-4、E-5 

(S-ステーション) 

石川県金沢市田上町ヲ７６番地１３ 

（家屋番号７６番１３の２） 

木造合金 

メッキ鋼板

ぶき平屋建 

161.15 



（８２） 
Share金沢       

M-1（児童入所） 

石川県金沢市田上町ヲ７６番地１              

（家屋番号７６番１の２） 

木造 

スレート 

ぶき２階建 

１階 173.50                 

２階 142.82 

（８３） 
Share金沢      

M-12（児童入所） 

石川県金沢市田上町ヲ７６番地１ 

（家屋番号７６番１の１） 

木造 

スレート 

ぶき２階建 

１階 178.05               

２階 111.13 

（８４） 

Share金沢  

Eー1、Eー2 

（児童入所） 

石川県金沢市田上町ヲ７６番地１３ 

（家屋番号７６番１３の１） 

鉄骨造合金

メッキ鋼板

ぶき２階建 

１階 386.91               

２階 461.97 

（８５） 

Share金沢        

E-６自発センター 

（S－ベランダ） 

石川県金沢市田上町ヲ７６番地１３ 

（家屋番号７６番１３の３） 

木造合金 

メッキ鋼板

ぶき平屋建 

197.80 

（８６） 

Share金沢 E-10         

(S-スタジアム 

倉庫) 

石川県金沢市若松町セ１０４番地２５ 

（家屋番号１０４番２５の１） 

木造合金 

メッキ鋼板

ぶき平屋建 

49.63 

（８７） 
Shera金沢 S－１          

（本館）  

石川県金沢市田上町ヲ７６番地１ 

（家屋番号７６番１の６） 

木造合金 

メッキ鋼板

ぶき２階建 

 １階 1362.22             

２階 238.07 

（８８） 
Share金沢        

アルパカ畜舎 

石川県金沢市田上町ヲ７６番地１５ 

（家屋番号７６番１５の２） 

木造合金 

メッキ鋼板

ぶき平屋建 

15.00 

（８９） ＧＨカーム用地 石川県能美市緑が丘九丁目１０２番 宅地 226.19 

（９０） 
ＧＨライトハウス

用地 

石川県鳳珠郡能登町字宇出津チ字   

１番１３ 
雑種地 126.00 

 
ＧＨライトハウス

用地 

石川県鳳珠郡能登町字宇出津チ字  

６番６ 
田 140.00 

（９１） 
ＧＨライトハウス

建物 

石川県鳳珠郡能登町字宇出津チ字   

１番地１３、６番地６ 

（家屋番号６番６） 

木造合金 

メッキ鋼板

ぶき２階建 

１階 98.87            

２階 35.80 

（９２） 
ＧＨハーベスト 

用地 

石川県鳳珠郡能登町字宇出津チ字  

１番７ 
雑種地 224.00 

（９３） 
ＧＨハーベスト 

建物 

石川県鳳珠郡能登町字宇出津チ字  

１番地７ 

（家屋番号１番７） 

木造合金 

メッキ  

鋼板ぶき 

１階  99.49         

２階  37.53 

（９４） 
ＧＨシーポート 

用地 

石川県鳳珠郡能登町字宇出津チ字  

１番１１ 
雑種地 184.00 

 
ＧＨシーポート 

用地 

石川県鳳珠郡能登町字宇出津チ字  

６番１ 
田 51.00 

 
ＧＨシーポート 

用地 

石川県鳳珠郡能登町字宇出津チ字  

６番５ 
田 10.00 



（９５） 
ＧＨシーポート 

建物 

石川県鳳珠郡能登町字宇出津チ字  

１番地１１、６番地１、６番地５ 

（家屋番号１番１１） 

木造合金 

メッキ鋼板

ぶき２階建 

１階  90.49           

２階  48.28 

（９６） ＧＨルース用地 石川県白山市中成二丁目２５８番 宅地 243.00 

（９７） ＧＨルース建物 
石川県白山市中成二丁目２５８番 

（家屋番号２５８番） 

木造かわら

ぶき２階建 

１階 108.46             

２階 55.06 

（９８） ＧＨアイレ用地 石川県白山市成町３７４番１ 宅地 259.62 

（９９） ＧＨアイレ建物 
石川県白山市成町３７４番地１ 

（家屋番号３７４番１） 

木造かわら

ぶき２階建 

１階  99.96            

２階 58.96 

（１００） ＧＨシエロ用地 石川県白山市中成一丁目３６８番 宅地 234.5 

（１０１） ＧＨシエロ建物 
石川県白山市中成一丁目３６８番地 

（家屋番号３６８番） 

木造瓦葺 

２階建 

１階 74.20         

２階 52.60 

（１０２） ＧＨパシオン用地 石川県白山市中成一丁目３１７番 宅地 198.44 

（１０３） ＧＨパシオン建物 
石川県白山市中成一丁目３１７番地 

（家屋番号３１７番） 

木造瓦葺 

２階建 

１階 90.24            

２階 63.73 

（１０４） ＧＨラオラ用地 石川県白山市中成一丁目３８６番２ 宅地 198.00 

（１０５） ＧＨラオラ建物 
石川県白山市成町３８６番地２ 

（家屋番号３８６番２） 

木造瓦葺 

２階建 

１階 109.59           

２階  74.94 

（１０６） ＧＨティエラ建物 
石川県白山市長屋町ホ１９番地２ 

（家屋番号１９番２） 

木造かわら

ぶき平屋建 
198.66 

（１０７） ＧＨ Bloom用地 石川県能美市緑が丘二丁目３６番 宅地 240.03 

（１０８） ＧＨ Bloom建物 
石川県能美市緑が丘二丁目３６番地 

（家屋番号３６番） 

軽量鉄骨造   

スレート葺

２階建 

１階 71.48         

２階 71.48 

（１０９） ＧＨ Ease用地 石川県能美市緑が丘一丁目１２０番 宅地 308.82 

（１１０） ＧＨ Ease建物 
石川県能美市緑が丘一丁目     

１２０番地（家屋番号１２０番） 

木造かわら

ぶき２階建 

１階 115.06            

２階 64.86 

（１１１） ＧＨフェリス用地 石川県白山市中成二丁目１７６番１ 宅地 200.01 

（１１２） 
エイブルベランダ

Be 
金沢市三馬一丁目３６７番地 宅地 206.00 

（１１３） 本部用地（駐車場） 石川県白山市北安田町５０１番１ 雑種地 655.00 

（１１４） ＧＨリアン建物 金沢市田上の里２丁目２０７番地 
木造かわら

ぶき２階建 

1階 97.71 

2階 69.71 

（１１５） 本部用地(駐車場) 白山市北安田町５４９番２２ 宅地     43.53  

（１１６） ＧＨエビータ用地 石川県白山市蕪城１丁目８番地１０ 同上   205.01 

（１１７） ＧＨ WISH 用地 
石川県鳳珠郡能登町字松波 

１０字３３番地１ 
同上 469.00  

 ＧＨ WISH 用地 
石川県鳳珠郡能登町字松波１０字３３

番４ 
畑 10.00 



 ＧＨ WISH 用地 
石川県鳳珠郡能登町字松波１０字３３

番６ 
畑 10.00 

（１１８） 
輪島 KABULET          

ＧＨアサンテ用地 

石川県輪島市河井町弐四部 

１番３ 
同上 116.76  

 
輪島 KABULET          

ＧＨアサンテ用地 

石川県輪島市河井町弐四部 

１番１１ 
同上 14.11 

 
輪島 KABULET          

ＧＨアサンテ用地 

石川県輪島市河井町弐四部 

１番１２ 
同上 42.24 

（１１９） 
輪島 KABULETカ

サ・カブーレ用地 
石川県輪島市河井町弐部１８７番地１ 同上      61.07 

（１２０） 

三草二木西圓寺     

就労継続支援 A型

施設用地 

石川県小松市野田町丁６５番 同上 718.01 

 

三草二木西圓寺     

就労継続支援 A型

施設用地 

石川県小松市野田町丁６６番 同上 271.00 

（１２１） 本部用地(駐車場) 石川県白山市北安田町９６５番１ 農地 1238.00 

（１２２） 
三草二木西圓寺   

（駐車場）  
石川県小松市野田町丁９４番 田 287.00 

（１２３） 

輪島 KABULET                   

高齢者デイ     

施設用地 

石川県輪島市河井町弐部２１０番 宅地 99.17 

（１２４） 

輪島 KABULET                    

拠点施設（就労継

続支援 A 型他） 

石川県輪島市河井町弐部２０３番 宅地 142.14 

（１２５） 

輪島 KABULET                    

拠点施設（就労継

続支援 A 型他） 

石川県輪島市河井町弐部２０４番 宅地 142.14 

（１２６） 

輪島 KABULET                    

拠点施設（就労継

続支援 A 型他） 

石川県輪島市河井町弐部２０８番 宅地 128.92 

（１２７） 

輪島 KABULET                    

拠点施設（就労継

続支援 A 型他） 

石川県輪島市河井町弐部２０９番１ 宅地 69.42 

（１２８） 

輪島 KABULET                    

拠点施設（就労継

続支援 A 型他） 

石川県輪島市河井町弐部２０９番２ 宅地 66.11 

（１２９） 

輪島 KABULET                    

拠点施設（就労継

続支援 A 型他） 

石川県輪島市河井町弐部２０７番１ 宅地 95.86 



（１３０） 

輪島 KABULET                    

拠点施設（就労継

続支援 A 型他） 

石川県輪島市河井町弐部２０７番３ 宅地 33.05 

（１３１） 

輪島 KABULET                    

拠点施設（就労継

続支援 A 型他） 

石川県輪島市河井町弐部２０６番１ 宅地 95.86 

（１３２） 
ＧＨマハロ１                    

用地 
石川県輪島市新橋通七字９３番８ 宅地 211.70 

（１３３） 
ＧＨマハロ２                   

用地 
石川県輪島市新橋通七字９５番１ 宅地 274.64 

（１３４） 
輪島 KABULET                    

駐車場用地 
石川県輪島市新橋通七字１００番１ 宅地 39.16 

（１３５） 
輪島 KABULET                    

駐車場用地 
石川県輪島市新橋通七字９９番１３ 宅地 46.31 

（１３６） 
輪島 KABULET                    

駐車場用地 
石川県輪島市新橋通七字９６番３ 宅地 132.26 

（１３７） 
輪島 KABULET                    

駐車場用地 
石川県輪島市新橋通七字９８番１ 宅地 1.87 

（１３８） 
輪島 KABULET                    

駐車場用地 
石川県輪島市新橋通七字９８番３ 宅地 6.29 

（１３９） 
輪島 KABULET                    

駐車場用地 
石川県輪島市新橋通七字４８番１ 宅地 118.34 

（１４０） 
輪島 KABULET                    

駐車場用地 
石川県輪島市新橋通七字４７番５ 宅地 162.90 

（１４１） 

輪島 KABULET                     

ウェルネス施設     

（就労継続支援 

A型他） 

石川県輪島市河井町弐部２２３番 宅地 170.73 

（１４２） 

輪島 KABULET                     

ウェルネス施設

（就労継続支援 

A型他） 

石川県輪島市河井町弐部２２２番３ 宅地 72.72 

（１４３） 

輪島 KABULET                     

ウェルネス施設

（就労継続支援 

A型他） 

石川県輪島市河井町弐部２９３番２ 宅地 3.30 

（１４４） 

輪島 KABULET                     

ウェルネス施設

（就労継続支援 

A型他） 

石川県輪島市河井町弐参部１番２８ 宅地 10.38 



（１４５） 

輪島 KABULET                     

ウェルネス施設

（就労継続支援 

A型他） 

石川県輪島市河井町弐参部１番１５ 宅地 44.13 

（１４６） 
輪島 KABULET                

育児支援施設 
石川県輪島市河井町弐部２２０番 宅地 211.57 

（１４７） 
輪島 KABULET     

ＧＨヴィナカ用地                
石川県輪島市河井町弐部９０番１ 宅地 433.31 

（１４８） 
輪島 KABULET     

ＧＨヴィナカ用地               
石川県輪島市河井町弐部９１番１ 宅地 160.06 

（１４９） 
輪島 KABULET     

ＧＨヴィナカ用地 
石川県輪島市河井町弐部 9２番３ 宅地 5.55 

（１５０） 
本部建物        

(本部+B's+温室) 

白山市北安田町５４８番地２、    

５４８番地３、５４８番地４、     

５４９番地１ 

鉄骨造合金   

メッキ鋼板  

ぶき２階建 

１階 1266.48 

２階 876.33 

（１５１） 

日本海倶楽部     

ザ・ファーム                   

食品加工センター 

石川県鳳珠郡能登町字白丸      

６６番地１ 

木造瓦葺               

２階建 

１階 151.21 

２階  62.54 

 

（１５２） 
三草二木 西圓寺

ウェルネス建物 

石川県小松市野田町丁６５番地、 

６６番地（家屋番号６５番の１） 

木造瓦葺              

２階建 

１階 195.07 

２階  66.24 

 
三草二木 西圓寺

ウェルネス建物 

石川県小松市野田町丁６５番地、 

６６番地（家屋番号６５番の２） 

鉄骨造合金 

メッキ鋼板 

ぶき平屋建 

180.40 

（１５３） ＧＨカーム 石川県能美市緑が丘９丁目１０２番地 
木造瓦葺             

２階建 

１階 105.42 

２階  62.01 

（１５４） ＧＨエビータ 石川県白山市蕪城１丁目８番地１０ 
木造瓦葺             

２階建 

１階  98.30 

２階  56.42 

（１５５） 
輪島 KABULET     

ＧＨアサンテ 

石川県輪島市河井町弐四部１－３、  

１－１２ 

木造瓦葺             

２階建 

１階  83.81 

２階  81.88 

（１５６） ＧＨ WISH 
石川県鳳珠郡能登町字松波壱〇字     

３３－１ 

木造瓦葺     

２階建 

１階 114.69 

２階  72.44 

（１５７） 
輪島 KABULETカ

サ・カブーレ建物 
石川県輪島市河井町弐部１８７番地 

木造瓦葺     

２階建 

１階  38.67 

２階  39.66 

（１５８） ＧＨステラ用地 石川県能美市緑が丘八丁目１３５番 宅地 352.71 

（１５９） ＧＨグレイス用地             石川県小松市あけぼの町１２番 宅地 387.00 

（１６０） 
輪島 KABULET                             

育児支援施設 
石川県輪島市河井町弐部２９６番 宅地 14.04 

（１６１） 
輪島 KABULET                             

育児支援施設 
石川県輪島市河井町弐参部１番１８ 宅地 60.29 



（１６２） 

うめのや BULLET           

（就労継続支援 

A型他） 

石川県輪島市河井町五部２５６番 宅地 184.46 

（１６３） 

うめのや BULLET                      

（就労継続支援 

A型他） 

石川県輪島市河井町五部２５５番 宅地 35.70 

（１６４） 

うめのや BULLET            

（就労継続支援 

A型他） 

石川県輪島市河井町五部２５４番 宅地 357.02 

（１６５） 
うめのや BULLET                    

（利用者駐車場） 
石川県輪島市河井町五部２４４番１ 宅地 255.03 

（１６６） 

うめのや BULLET                  

（就労継続支援 

A型他） 

石川県輪島市河井町五部２５４番地 
木・土蔵造

瓦葺２階建 

１階 228.19 

２階 129.97 

（１６７） ＧＨステラ建物 石川県能美市緑が丘八丁目１３５番地 
木造瓦葺    

２階建 
156.47 

（１６８） 
ＧＨラ・ポール 

建物 
石川県金沢市若松町セ１０４-２２ 

木造瓦葺    

２階建 

１階  94.89 

２階  71.63 

（１６９） 日本海倶楽部  鳳珠郡能登町字白丸６１番 畑 2,140.00 

（１７０） 日本海倶楽部  鳳珠郡能登町字白丸６２番 畑 711.00 

（１７１） 日本海倶楽部  鳳珠郡能登町字白丸６０番 畑 2,422.00 

（１７２） 日本海倶楽部  鳳珠郡能登町字白丸６４番 畑 379.00 

（１７３） 日本海倶楽部  鳳珠郡能登町字白丸５９番 畑 891.00 

（１７４） 日本海倶楽部  鳳珠郡能登町字白丸壱六字１番１６ 畑 1,547.00 

（１７５） 日本海倶楽部  鳳珠郡能登町字白丸壱五字７４番２ 山林 181.00 

（１７６） 日本海倶楽部  鳳珠郡能登町字白丸壱五字９９番１ 山林 902.00 

（１７７） 日本海倶楽部  鳳珠郡能登町字白丸壱五字９９番２ 山林 264.00 

（１７８） 日本海倶楽部  鳳珠郡能登町字白丸壱五字９９番３ 畑 254.00 

（１７９） 日本海倶楽部  鳳珠郡能登町字白丸壱五字９９番４ 畑 66.00 

（１８０） 日本海倶楽部  鳳珠郡能登町字白丸５８番 畑 1,094.00 

（１８１） 日本海倶楽部  鳳珠郡能登町字白丸５６番 畑 1,962.00 

（１８２） 日本海倶楽部  鳳珠郡能登町字白丸６５番 畑 268.00 

（１８３） 日本海倶楽部  鳳珠郡能登町字白丸６９番１ 畑 510.00 

 日本海倶楽部  鳳珠郡能登町字白丸６９番 畑 1,462.00 

（１８４） 日本海倶楽部  鳳珠郡能登町字白丸６７番 畑 2,140.00 

（１８５） 日本海倶楽部  鳳珠郡能登町字白丸６８番 畑 1,030.00 

（１８６） 輪島拠点施設  輪島市河井町弐部１９０番１ 宅地 59.50 

 輪島拠点施設  輪島市河井町弐部１９０番２ 宅地 49.58 



（１８７） 輪島拠点施設  
輪島市河井町弐部１９０番地１ 

（家屋番号１９０番１） 

木造瓦葺 

平家建 
40.66 

 輪島拠点施設  
輪島市河井町弐部１９０番地２ 

（家屋番号１９０番２） 

木造瓦葺 

２階建 

１階 41.91 

２階 16.52 

（１８８） 輪島ママカフェ 

輪島市河井町弐部  

２２０番地、２９６番地 

（家屋番号２２０番） 

木造瓦葺 

２階建 

１階 100.39 

２階 33.71 

（１８９） ＧＨフェリス 
白山市中成二丁目１７６番地１ 

（家屋番号１７６番１） 

木造    

かわらぶき   

２階建 

１階 89.81 

２階 70.02 

（１９０） 

輪島 KABULET                     

ウェルネス施設     

（就労継続支援 

A型他） 

輪島市河井町弐部２２３番地、 

２２２番地３、２９３番地２ 

輪島市河井町弐参部１番地１５、 

１番地２８（家屋番号２２３番） 

木・鉄骨造  

かわら・  

合金メッキ  

鋼板ぶき  

２階建 

１階 201.86 

２階 114.11 

（１９１） 

 
輪島拠点施設  

輪島市河井町弐部２０４番地、 

２０３番地、２０６番地１、 

２０７番地１、２０７番地３、 

２０８番地、２０９番地１、 

２０９番地２（家屋番号２０４番） 

木造     

かわらぶき  

３階建 

１階 538.24 

２階 261.49 

３階  69.56 

（１９２） 
輪島 KABULET 拠点 

高齢者ﾃﾞｲ 

輪島市河井町弐部２１０番地 

（家屋番号２１０番） 

木造かわ

ら・合金 

メッキ鋼板

ぶき２階建 

１階  74.94 

２階  50.81 

（１９３） ＧＨグレイス建物              
石川県小松市あけぼの町１２番： 

家屋番号１２番 

木造かわら

ぶき２階建 

１階 195.48 

２階 135.06 

（１９４） ＧＨリサ土地 白山市北安田町５１９５番 田 371.00 

 ＧＨリサ土地 白山市北安田町５１９６番 田 12.00 

（１９５） 
Share金沢   N-1 

(若松共同売店） 

金沢市若松町セ１０４番地２５ 

（家屋番号１０４番の２５の４） 

木造合金 

メッキ鋼板

ぶき平家建 

81.15 

（１９６） 
Share金沢 N-5

（Mock） 

金沢市若松町セ１０４番地２５ 

（家屋番号１０４番の２５の６） 

木造合金 

メッキ鋼板

ぶき平家建 

107.02 

（１９７） 

Share金沢 N-6

（加藤キッチン 

スタジオ） 

金沢市若松町セ１０４番地２５ 

（家屋番号１０４番の２５の７） 

木造合金 

メッキ鋼板

ぶき平家建 

132.17 

（１９８） 
日本海倶楽部 

ザ・ファーム 
鳳珠郡能登町字白丸５７ 雑種地 134.00 

（１９９） 
日本海倶楽部 放

課後デイサービス 

鳳珠郡能登町字布浦カ字３４番地、 

３８番地 

木造かわら

ぶき平屋建 
459.05 



 
日本海倶楽部 放

課後デイサービス 
同附属建物符号１ 

軽量鉄骨造

亜鉛メッキ

鋼板ぶき  

平屋建 

8.73 

（２００） 

輪島 UMENOYA・ 

GARAGE HOUSE   

駐車場用地 

輪島市河井町五部２６６番 宅地 393.05 

（２０１） ＧＨプエルト用地 白山市美川神幸町ヲ２６０番 宅地 234.71 

 ＧＨプエルト用地 白山市美川神幸町ヲ２６１番 宅地 79.33 

（２０２） 
輪島 KABULET 

KITCHEN 
輪島市河井町五部２５６番地 

木造瓦葺   

２階建 

1階 113.23 

2階  61.48 

（２０３） 輪島ＧＨヴィナカ 
輪島市河井町弐部９０番地１、 

９１番地１（家屋番号９０番１） 

木造合金  

メッキ鋼板

ぶき２階建 

1階 203.71 

2階 155.06 

（２０４） 
輪島 UMENOYA 

GARAGE HOUSE 
輪島市河井町五部２６６番地 

木造瓦葺  

平家建 
59.99 

（２０５） 
日本海倶楽部 

日中活動用地 
鳳珠郡能登町字四方山４字３５番 農地 1229.00 

（２０６） ＧＨリサ建物 白山市北安田町５１９５番地 
木造瓦葺  

２階建 
376.31 

（２０７） ＧＨプエルト建物 白山市神幸町ヲ２６０ 
木造瓦葺 

２階建 
339.44 

（２０８） 

日本海俱楽部 

GOTCHA！WELLNESS 

用地 

鳳珠郡能登町字宇出津新１字５５番２ 宅地 379.74 

（２０９） 
輪島職員駐車場 

用地 
輪島市河井町弐四部１番１８ 宅地 96.20 

（２１０） ＧＨクウ建物 金沢市田上町ヲ７６番地１５ 
木造瓦葺 

２階建 
337.26 

（２１１） ＧＨクウ用地 金沢市若松町セ１０４番３１ 宅地 46.77 

（２１２） ＧＨクウ用地 金沢市若松町フ３１番３ 宅地 18.19 

（２１３） ＧＨクウ用地 金沢市若松町フ３１番２ 宅地 2.14 

（２１４） ＧＨクウ用地 金沢市田上町ヲ７６番１８ 宅地 422.66 

（２１５） ＧＨマハロ１建物 輪島市新橋通七字９３番８ 

木造合金 

メッキ鋼板

ぶき３階建 

313.84 



（２１６） ＧＨマハロ２建物 輪島市新橋通七字９５番１ 

木造合金 

メッキ鋼板

ぶき２階建 

304.53 

（２１７） 
Ｂ’ｓ職員駐車場

用地 
白山市北安田町５００番１ 田 846.00 

（２１８） Share金沢土地 金沢市田上町ヌ１番７ 宅地 1483.81 

（２１９） Share金沢土地 金沢市若松町セ１０３番１５ 宅地 10.60 

（２２０） Share金沢土地 金沢市若松町セ１０３番１６ 宅地 34.87 

（２２１） Share金沢土地 金沢市若松町フ２７番４ 宅地 1.18 

３  その他の財産は、基本財産、公益事業用財産、収益事業用財産以外の財産とする。 

４  公益事業用財産及び収益事業用財産は、第４４条に掲げる公益を目的とする事業及び第４５条に掲 

げる収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、必要な手続きを取らなけれ 

ばならない。 

 

 （基本財産の処分） 

第３６条 基本財産を処分し、又は担保に供しようとするときは、理事総数（現在数）の３分の２以上の同意及 

び評議員会の承認を得て、石川県知事の承認を得なければならない。ただし、次の各号に掲げる場合 

には、石川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協調融資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

担保に供する場合。 

 

 （資産の管理） 

第３７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、また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３８条 この法人の事業計画書、収支計算書については、毎会計年度開始の日の前日までに、理事長が作成し、 

     理事総数（現在数）の３分の２以上の同意及び評議員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、主たる事業所及び従たる事業所に、当該事業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。 

 

 （事業報告及び決算） 

第３９条 この法人の事業報告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、かつ、第 3 号から第 6号までの書類について会計監査人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） 会計監査報告 

（３） 理事及び監事並びに評議員の名簿 

（４） 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 

（５） 事業の概要等を記載した書類 

 

 （会計年度） 

第４０条 この法人の会計年度は、毎年４月１日に始まり、翌年の３月３１日をもって終わる。 

 

（会計処理の基準） 

第４１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） 

第４２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（現在数）の３分の２以上の同意及び評議員会の承認がなければならない。 

 

 （保有する株式に係る議決権の行使） 

第４３条 この法人が保有する株式（出資）について、その株式（出資）に係る議決権を行使する場合には、あ 

らかじめ理事会において理事総数（現在数）の３分の２以上の承認を要する。 

 

第  ８  章   公  益  を  目  的  と  す  る  事  業 

 （種別） 

第４４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） 日中一時支援事業 

（２） 診療所及び医療施設の経営 

（３） サービス付き高齢者向け住宅の経営 

（４） ブータン事業 

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。 



第  ９  章   収  益  を  目  的  と  す  る  事  業 

 (種別) 

第４５条 この法人は、社会福祉法第２６条の規定により、次の事業を行う。 

（１） フランチャイズ事業 

（２） コンサルタント事業 

（３） 出版物販売事業 

（４） 施設の視察支援事業 

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。 

 

（収益の処分） 

第４６条 前条の規定によって行う事業から生じた利益は、この法人が行う社会福祉事業または公益事業に 

       充てるものとする。 

 

第  １０  章   国  内  災  害  支  援 

  (国内災害支援) 

第４７条 日本国内において地震、津波、台風などの自然災害が新たに発生した場合、被災した福祉施設および 

利用者に対し、人的物的支援を行う。またその他必要とされる支援を行う。 

 

第  １１  章   国  際  協  力 

  (国際協力) 

第４８条 世界各国から広く学び福祉の実践に活かすため、姉妹施設等諸外国の個人、団体との人事交流・国際 

交流を行う。 

 

第  １２  章   解  散 

 （解散） 

第４９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５０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 

福祉法人に帰属する。 

 

第  １３  章   定  款  の  変  更 

 （定款の変更）  

第５１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、石川県知事の認可（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、遅滞なくその旨を石川県知事に届 

け出なければならない。 

 

第  １４  章   公  告  の  方  法  そ  の  他 

 （公告の方法） 

第５２条 この法人の公告は、社会福祉法人佛子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５３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、次の通リとする。 

 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    雄 谷  律 

  理事    鈴 木 雄 市 

  理事    雄 谷 本 英 

  理事    津 田 美 智 

  理事    今 越 教 成 

  監事    西 村 他 見 

  監事     林   甫   

 

 附則 

この定款は、平成２９年４月１日から施行する。 

（第 1条の「小規模保育事業の経営」の追加及び第２９条の基本財産の追加に係る変更は認可日から施行する。） 

 

 附則 

この定款は、平成２９年度第２回評議員会（平成３０年３月２６日開催）の議決を経て、 

平成３０年４月１日より施行する。 

 

 附則 

この定款は、平成３０年度第１回評議員会（平成３０年６月１９日開催）の議決を経て、 

平成３０年６月１９日より施行する。 

 

附則 

この定款は、平成３１年度第１回評議員会（平成３１年４月１日開催）及び、令和元年定時評議員会（令和元 

年６月１８日開催）の議決を経て、知事の承認日（令和元年７月１２日）を以って施行する。 

 

附則 

この定款は、令和元年度第２回評議員会（令和２年３月２５日開催）の議決を経て、 

知事の承認日（令和２年４月１５日）を以って施行する。 

 

附則 

この定款は、令和２年度第１回評議員会（令和２年７月２８日開催）の議決を経て、 

知事の承認日（令和２年９月３日）を以って施行する。 

 



附則 

この定款は、令和２年度第２回評議員会（令和３年３月２４日開催）の議決を経て、 

知事の承認日（令和３年６月１０日）を以って施行する。 

 

附則 

この定款は、令和３年度第３回評議員会（令和４年３月２５日開催）の議決を経て、 

知事の承認日（令和４年７月８日）を以って施行する。 


