
2019年6月26日現在

番
号

役職名 氏名
当初就任
年月日

現職または職歴

1 理事長 松田　雄二 平23.11.01 法人理事長

2
業務執行理事
常務理事 田中　仁 平27.03.27 法人事務局長

3 業務執行理事 白石　誠一 平21.03.27 ポルテあすなろ施設長

4 理事 石川　守 平22.10.19 元法人常務理事

5 理事 柿沼　一彦 平17.03.27 （社福）村山苑理事

6 理事 藤田　雅敏 平19.03.27 元特別養護老人ホームさの施設長

7 理事 國井　実枝子 平29.06.22 元特別養護老人ホームさの施設長

8 理事 齊藤　修 令01.06.26 特別養護老人ホーム第二万寿園施設長

9 理事 永田　元 令01.06.26 （社福）品川総合福祉センター理事長

1 監事 岩瀬　佐千世 平17.03.27 公認会計士岩瀬佐千世会計事務所

2 監事 森川　英一 平19.03.27 （社福）まりも会理事長

番
号

役職名 氏名
当初就任
年月日

現職または職歴

1 評議員 佐道　保彦 平09.05.21 元特別養護老人ホーム第二万寿園施設長

2 評議員 森　順治 平11.03.27 元足立区福祉部長

3 評議員 中野　淳子 平14.05.27 東京更生保護女性連盟会長

4 評議員 熊谷　英雄 平15.04.01 （特非）ぷらちなくらぶ理事

5 評議員 三神　威男 平17.12.12 元法人常務理事

6 評議員 鵜池　孝子 平23.04.01 足立区民生委員・児童委員

7 評議員 小濵　哲二 平27.04.01 元（社福）東京都社会福祉協議会副会長・常務理事

8 評議員 長島　文夫 平27.04.01 東村山市国民健康保険運営協議会委員

9 評議員 有賀　純三 平29.04.01 元足立区福祉部長

10 評議員 小野寺　隆 平29.04.01 元（社福）東村山市社会福祉協議会事務局長

11 評議員 齊藤　弘美 平29.04.01 （社福）大洋社常務理事

社会福祉法人東京蒼生会　役員・評議員名簿

［役員（理事・監事）］　　任期：２０１９年６月２６日～２０２１年６月定時評議員会終結時

［評議員］　　任期：２０１７年４月１日～２０２１年６月定時評議員会終結時



社会福祉法人東京蒼生会 

役員の報酬等支給基準に関する規則 
 

 

（目的） 

第１条 この規程は、法人定款第 22 条及び定款細則第４条の規定に基づき、社会福祉

法人東京蒼生会の役員の報酬等支給基準について定めることを目的とする。 

 

（支給報酬等） 

第２条 役員が理事会に出席し、あるいは理事会以外の場においてその職務を執行した

場合は、次の費用を支給するものとする。 

但し、理事長、業務執行理事及びその他法人に雇用される理事の報酬については、

第４条又は第５条に定める基準によるものとする。 

(1) 報   酬  役員の職務執行の対価として支払う。 

(2) 実費弁償費  役員が職務を執行する際に必要となる交通費等。 

２ 前項の報酬の支給額は、日額 10,000 円（但し、４時間を超える場合は 20,000 円）

とする。 

３ １項の実費弁償額の算定は、法人職員の通勤手当及び法人旅費規程の定めに準じる

ものとする。 

 

（監事監査の監事報酬） 

第３条 前条の規定にかかわらず、監事の決算時監査及び随時に行う監事監査に関する

報酬は、会計専門職 1 日 30,000 円、その他 1 日 20,000 円とする。交通費は別途支

給する。 

 

（理事長報酬等） 

第４条 理事長の報酬は年額 4,800,000 円（月額 400,000 円）とする。交通費は別途支

給する。 

２ 理事長の勤務態様は週に３日程度とする。 

 

（業務執行理事等の報酬等） 

第５条 法人の職員として雇用される理事については、法人の給与規程等に基づき支給

される給与等のほか、次の理事手当を支給する。 

(1) 業務執行理事   月額 50,000 円 

(2) その他の理事   月額 30,000 円 

２ 前項に掲げる理事以外の業務執行理事等の報酬の額は、月額 580,000 円の範囲内で、

その業務の従事態様等に応じて理事会が定めるものとする。 

 

（年間報酬総額の制限） 

第６条 一会計年度において理事に支給する報酬の総額及び監事に支給する報酬の総

額は、定時評議員会において定める額の範囲内としなければならない。 

２ 前項の報酬の総額については、法人職員としての身分を有する理事に対し法人給

与規程等により支給される職員給与等の額は含まないものとする。 

 

（退任時謝意） 

第７条 役員が退任する際には、原則として就任年数に 10,000 円を乗じた金額を謝礼



として贈る。ただし、法人職員としての退職金の支給算定対象となる期間は除くもの

とする。 

 

（見舞金等） 

第８条 法人職員としての身分を有しない役員に対する見舞金及び弔慰金は次の範囲

とする。 

① 疾病により入院 1 か月に及ぶとき・・・ 30,000 円 

  ② 死亡したとき（生花、花輪を含む）・・・50,000 円 

 

（報酬等の支払い方法等） 

第９条 第２条及び第３条に基づき支給する報酬及び実費弁償費（以下「報酬等」とい

う。）は、その都度、現金で支給するものとする。 

但し、役員の申し出により、当該役員が指定する鋼材に振り込むことができるもの

とする。 

２ 第４条及び第５条に規定する報酬等は、該当月の翌日に当該理事が指定する口座

に振り込むものとする。 

但し、第５条第１項に基づく理事手当については、当該理事の当該月分の職員給与

に加えて支給するものとする。 

 

（理事報酬の減額支給） 

第 10 条 理事長は、理事から申し出があった場合で、かつ、法人経営上必要かつやむ

を得ないと認められる場合には、申出の範囲内で、当該理事報酬の減額支給ができ

るものとする。 

 

 

 

付則 

１ この規程は 平成２９年７月１日から施行する。 

２ 昭和６３年３月２５日施行（最終改正 平成２７年７月１日施行）の「役員等の報

酬等に関する規程」は、本規程の施行に伴い廃止する。 

改正経緯 

１ 平成３０年６月２７日付一部改正、同日施行 

（同日開催の定時評議員会で承認。第３条及び第７条の改正並びに第９条及び第

10 条の新設） 



社会福祉法人東京蒼生会 

評議員の報酬等支給基準に関する規則 
 

 

（目的） 

第１条 この規程は、法人定款第 8 条及び定款細則第４条の規定に基づき、社会福祉法

人東京蒼生会の評議員の報酬等支給基準について定めることを目的とする。 

 

（支給報酬等） 

第２条 評議員が評議員会に出席した場合の報酬は、評議員会に出席の都度 10,000 円

とする。 

２ 前項の報酬のほか、評議員会に出席する際に必要となる交通費等について実費弁

償できるものとする。 

 

（年間報酬総額の制限） 

第３条 一会計年度において評議員に支給する報酬の総額は、定款第８条に定める額の

範囲内としなければならない。 

 

（退任時謝意） 

第４条 評議員が退任する際には、原則として就任年数に 10,000 円を乗じた金額を謝

礼として贈る。 

 

（見舞金等） 

第５条 評議員に対する見舞金及び弔慰金は次の範囲とする。 

① 疾病により入院 1 か月に及ぶとき・・・ 30,000 円 

 ② 死亡したとき（生花、花輪を含む）・・・50,000 円 

 

（報酬等の支給方法等） 

第６条 第２条に基づく報酬等及び第４条に基づく謝礼金はその都度現金で支給する。 

 

 

 

付則 

１ この規程は 平成２９年７月１日から施行する。 

２ 昭和６３年３月２５日施行（最終改正 平成２７年７月１日施行）の「役員等の報

酬等に関する規程」は、本規程の施行に伴い廃止する。 

改正経緯 

１ 平成３０年６月２７日付一部改正、同日施行 

  （同日開催の定時評議員会で承認。第４条の改正及び第６条の新設） 

 


