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社会福祉法人たんぽぽ福祉 会 

岐阜県恵那市長島町久須見１０８３番地３５ 



 

 

社会福祉法人たんぽぽ福祉会定款 

 

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、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）障害者支援施設の経営 

（２）第二種社会福祉事業 

（イ）障害福祉サービス事業の経営 

（ロ）相談支援事業の経営 

 

（名称） 

第２条  この法人は、社会福祉法人たんぽぽ福祉会という。 

 

（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、もって地域福祉の推進に努

めるものとする。 

２  この法人は、地域社会に貢献する取組として、地域の障害者を支援するため、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岐阜県恵那市長島町久須見１０８３番地３５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、事務局員１名、外部委員２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

については、理事会の決議により定める評議員選任・解任委員会運営規程による。 
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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６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。 

３  評議員は、第５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  評議員は無報酬とする。ただし、特別な職務執行の対価として報酬を支給するこ

とができる。その額は、毎年総額50万円を超えないものとする。 

２ 評議員には、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。 

３ 前２項に関し必要な事項は、評議員会の決議により別に定める役員及び評議員の報酬

並びに費用に関する規程による。 

 

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。 

(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) 社会福祉充実計画の承認 

(8) 解散 

(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年度６月に開催する。その他必要がある場
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合にはいつでも臨時評議員会として開催することができる。 

 

（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、次の事項に関する決議は、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16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２名がこれに記名

押印する。 

 

（評議員会運営規程） 

第15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 役員及び職員 

 

（役員の定数） 

第16条  この法人には、次の役員を置く。 

(1)  理事 ６名 

(2)  監事 ２名 
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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名を業務執行理事とする。 

 

（役員の選任） 

第17条  理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。 

２  理事長及び業務執行理事は、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18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、業務執行理事は、理事会が別に定める職務権限規程により、この法人の業務を

分担執行する。 

３  理事長及び業務執行理事は、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） 

第19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20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16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21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22条  理事及び監事に対して、評議員会において別に定める総額の範囲内で、評議員会

において別に定める役員報酬規程の支給基準に従って算定した額を報酬等として支

給することができる。 
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２  役員には、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。 

３  前２項に関し必要な事項は、評議員会の決議により別に定める役員及び評議員の報酬 

並びに費用に関する規程による。 

 

（責任の免除又は限定） 

第 23条 理事又は監事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２２の２

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理事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（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た額と社会福祉法第４５条の２２の２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号で定める額とのいずれか

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24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  理事会 

 

（構成） 

第25条  理事会は、全ての理事をもって構成する。 

 

（権限） 

第26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)  理事長及び業務執行理事の選定及び解職 

 

（招集） 

第27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） 
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第 28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29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、前項の議事録に記名押印する。 

 

（理事会運営規程） 

第30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６章 資産及び会計 

 

（資産の区分） 

第31条  この法人の資産は、これを分けて基本財産、その他財産及び公益事業用財産の三

種とする。 

２  基本財産は、別表に掲げる財産をもって構成する。 

３  その他財産は、基本財産及び公益事業用財産以外の財産とする。 

４  公益用財産は、第３８条第１項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 

をとらなければならない。 

 

（基本財産の処分） 

第32条  基本財産を処分し、又は担保に供しようとするときは、理事会の承認を得て、岐

阜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、岐阜県知

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（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に供する場合（協調融資に係る担保に限る。）。 

 

（資産の管理） 

第33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又は確実な信託会社に信託し、保管す

る。 
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（事業計画及び収支予算） 

第34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。 

 

（事業報告及び決算） 

第35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36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 37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。 

 

第７章 公益を目的とする事業 

 

（種別） 

第38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。 
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（１）自立支援訓練ホーム 

（２）日中一時支援事業 

２ 前項の事業の運営に関する事項については、理事会において理事総数の３分の２以上の

同意を得なければならない。 

 

第８章  解散 

 

（解散） 

第39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40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、社会福祉法人並びに社会福祉事業を行う学校法人及び公益財団法人の

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） 

第41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、岐阜県知事の認可

（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

岐阜県知事に届け出なければならない。 

 

第１０章  公告の方法その他 

 

（公告の方法） 

第42条  この法人の公告は、社会福祉法人たんぽぽ福祉会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43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。 
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理事長  水野 甲子雄 

理 事  小板 孫次 

 〃   鈴木 繁美 

 〃   曽我 正可 

 〃   田中 茂  

 〃   田中 弘昭 

 〃   土屋 藤夫  

 〃   永屋 守三 

 〃   渡辺 修 

監 事  可知 勢津子 

 〃   田中 吉衛 

 

（施行） 

   この規定は、平成２９年 ４月 １日から施行する  

         令和 ４年１１月１５日改正 
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別表 

１ 岐阜県恵那市長島町久須見字新田１０８３番３５ 

山 林                            （１,３６０㎡） 

２ 岐阜県恵那市長島町久須見字新田１０８３番１０２  

山 林                              （６４０㎡） 

３ 岐阜県恵那市長島町久須見字新田１０８２番１３９ 

山 林                               （１,５４６㎡） 

４ 岐阜県恵那市長島町久須見字新田１０８２番２４ 

宅地                                                      （４８５.９５㎡） 

５ 岐阜県恵那市長島町永田字城ヶ洞３３２番２９０ 

宅地                                                      （１９５.１３㎡） 

６ 岐阜県恵那市長島町永田字城ヶ洞３３２番２９１ 

宅 地                                                     （１８０.７９㎡） 

７ 岐阜県恵那市長島町永田字城ヶ洞３３２番２９２ 

宅 地                                                     （２２２.７８㎡） 

８ 岐阜県恵那市長島町永田字城ヶ洞３３２番２７１ 

宅 地                                                     （２７２.２５㎡） 

９ 岐阜県恵那市長島町永田字城ヶ洞３３２番２７２ 

宅 地                                                     （３３４.３１㎡） 

10 岐阜県恵那市長島町永田字中島３４１番１４ 

山 林                                                          （３２４㎡） 

11 岐阜県恵那市武並町竹折字山下８６０番７ 

宅 地                                                     （２４３.２３㎡） 

12 岐阜県恵那市武並町竹折字山下８６０番８ 

宅 地                                                     （２３１.６１㎡） 

13 岐阜県恵那市長島町久須見字新田１０７５番４ 

山 林                                                       （１,３９３㎡） 

14 岐阜県恵那市長島町久須見字新田１０７５番２２ 

山 林                                                          （１９８㎡） 

15 岐阜県恵那市長島町久須見字新田１０７５番６６ 

雑種地                                                       （３３４㎡） 

16 岐阜県恵那市長島町久須見字新田１０７５番６５ 

雑種地                                                        （０.２８㎡） 

17 岐阜県中津川市苗木字柿野４８番５２２ 

宅 地                                                     （３０３.７０㎡） 

18 岐阜県中津川市苗木字柿野４８番６２６ 

宅 地                                                     （３２７.０２㎡） 

19 岐阜県中津川市苗木字柿野４８番１８９ 

山 林                                                          （３３９㎡） 

20 岐阜県中津川市苗木字柿野４８番４６４ 

山 林                                                         （２３６㎡） 

21 岐阜県中津川市苗木字柿野４８番６８４ 

原 野                                                          （３４０㎡） 

１０ 



 

 

22 岐阜県中津川市苗木字柿野４８番１８０ 

鉄道用地                                                    （１,０６８㎡） 

23 岐阜県中津川市苗木字柿野４８番７４ 

鉄道用地                                                         （１９㎡） 

24 岐阜県中津川市苗木字柿野４８番２５２ 

山 林                                                          （６８７㎡） 

25 岐阜県中津川市苗木字柿野４８番２５３ 

山 林                                                          （１０２㎡） 

26 岐阜県中津川市苗木字柿野４８番１０４ 

原 野                                                         （７９３㎡） 

27 岐阜県中津川市苗木字柿野４６番１６７ 

原 野                                                       （２,６８４㎡） 

28 岐阜県中津川市苗木字柿野４６番１６８ 

原 野                                                       （１,１７６㎡） 

29 岐阜県中津川市苗木字柿野４６番１７１ 

原 野                                                       （９,３２８㎡） 

30 岐阜県中津川市苗木字柿野４８番６８５ 

鉄道用地                                                       （５２５㎡） 

31 岐阜県中津川市福岡字山ノ田３５０２番２ 

鉄道用地                                                      （９７９㎡） 

32 岐阜県中津川市福岡字山ノ田３５０３番２ 

鉄道用地                                                       （１２３㎡） 

33 岐阜県中津川市福岡字山ノ田３５０４番８ 

鉄道用地                                                      （６.４２㎡） 

34 岐阜県中津川市福岡字山ノ田３５０４番９ 

鉄道用地                                                       （１４５㎡） 

35 岐阜県恵那市大井町字粟畑平２７１６番７２ 

山 林                                                       （２,７７１㎡） 

36 岐阜県中津川市苗木字柿野４８番６８６  

鉄道用地                                                         （６０㎡） 

37 岐阜県中津川市苗木字柿野４８番７３２  

雑種地                                                         （６３３㎡） 

38 岐阜県中津川市苗木字柿野４６番１８０  

原 野                                                          （６４１㎡） 

39 岐阜県中津川市福岡字山ノ田３５０２番地７ 

原 野                                                          （１０２㎡） 

40 岐阜県中津川市苗木字柿野４６番地１６９  

原 野                                                       （３,６５２㎡） 

41 岐阜県中津川市苗木字柿野４６番地１７０  

原 野                                                       （５,５６３㎡） 

42 岐阜県恵那市東野字小野川新田２３７９番１ 

山 林                                                          （１９５㎡） 

43 岐阜県恵那市東野字小野川新田２３７９番２ 

山 林                                                          （１６５㎡） 

１１ 



 

 

 

44 岐阜県恵那市東野字小野川２２５３番１ 

田                                                             （５００㎡） 

45 岐阜県恵那市東野字小野川２２５３番２ 

原 野                                                          （３１０㎡） 

46 岐阜県恵那市東野字小野川２２５３番３ 

田                                                             （６００㎡） 

47 岐阜県恵那市東野字小野川２２５３番４ 

田                                                          （１,０５５㎡） 

48 岐阜県恵那市東野字小野川２２６３番１ 

田                                                          （１,２１９㎡） 

49 岐阜県恵那市東野字小野川２２６４番１ 

田                                                          （１,４１３㎡） 

50 岐阜県恵那市東野字小野川道上２３２４番１ 

田                                                          （１,３６７㎡） 

51 岐阜県恵那市東野字小野川道上２３２５番１ 

田                                                            （３.３０㎡） 

52 岐阜県恵那市東野字小野川道上２３２５番１３ 

田                                                             （７０２㎡） 

53 岐阜県恵那市東野字小野川道上２３２５番１５ 

田                                  （４００㎡） 

54 岐阜県恵那市東野字小野川道上２３３０番４ 

原 野                                  （６２㎡） 

55 岐阜県恵那市東野字小野川道上２３３０番５ 

山 林                                                            （４９㎡） 

56 岐阜県恵那市東野字小野川道上２３３２番１ 

原 野                                 （１６１㎡） 

57 岐阜県恵那市東野字小野川道上２３３６番１ 

原 野                                                            （４９㎡） 

58 岐阜県恵那市東野字小野川道上２３３７番１ 

原 野                                                  （４９㎡） 

59 岐阜県恵那市東野字小野川道上２３３７番２ 

畑                                                               （１６㎡） 

60 岐阜県恵那市東野字小野川道上２３５５番１  

山 林                                （１,１８０㎡） 

61 岐阜県恵那市東野字小野川道上２３５５番２ 

山 林                                                          （８２６㎡） 

62 岐阜県恵那市東野字小野川道上２３５５番３ 

原 野                                                          （４５０㎡） 

63 岐阜県恵那市東野字小野川道上２３５５番１１ 

山 林                                                          （２６４㎡） 

64 岐阜県恵那市東野字小野川新田２３８１番１ 

田                                                             （７１６㎡） 

65 岐阜県恵那市東野字小野川新田２３８４番２ 

田                                                             （６３５㎡） 

１２ 



 

 

66 岐阜県恵那市東野字小野川新田２３８７番１ 

山 林                                                         （４２６㎡） 

67 岐阜県恵那市東野字小野川新田２３８７番２ 

保安林                                                        （３９６㎡） 

68 岐阜県恵那市東野字保古山２３９０番２３０ 

田                                                            （７４６㎡） 

69 岐阜県恵那市東野字保古山２３９０番２３１ 

田                                                            （９４６㎡） 

70 岐阜県恵那市東野字保古山２３９０番２４１ 

田                                                            （５２７㎡） 

71 岐阜県恵那市東野字花無山２２３６番３ 

山 林                                                         （５６９㎡） 

72 岐阜県恵那市東野字花無山２２３６番４ 

山 林                                                         （３９６㎡） 

73 岐阜県恵那市東野字花無山２２３７番２ 

山 林                                                           （２２㎡） 

74 岐阜県恵那市東野字花無山２２４２番１ 

山 林                                                      （１,６５９㎡） 

75 岐阜県恵那市長島町久須見字新田１０８３番地９９、１０８２番地１０、１０８２

番地２４、１０８２番地１３９、１０８３番地３５、１０８３番地１０２  

岐阜県恵那市大井町字粟畑平２７１６番地１４０所在の 

鉄筋コンクリート・鉄骨造亜鉛メッキ鋼板・アルミニューム板葺平家建 

授産所                         （１,１６０.９３㎡） 

1 鉄筋コンクリート造亜鉛メッキ鋼板ぶき２階建 

  寄宿舎 １階                        （３４２.８１㎡） 

 ２階                       （２０６.５７㎡） 

2 鉄筋コンクリート造亜鉛メッキ鋼板葺平家建 

 作業所  一棟                         （６７.００㎡） 

3 鉄筋コンクリート造亜鉛メッキ鋼板葺平家建 

 相談室                               （１２.００㎡） 

4 コンクリートブロック造スレート葺平家建 

 プロパン庫                                                （１１.４６㎡） 

5 コンクリートブロック造亜鉛メッキ鋼板葺平家建 

 作業所                                                    （９２.３４㎡） 

6 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺平家建 

 作業場                                                  （１００.８７㎡） 

7 軽量鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺平家建 

 作業場                                                （２９.８５㎡ ） 

8 鉄骨造アルミニューム板葺２階建  

 作業場 １階                                             （２０５.８６㎡） 

     ２階                                               （４１.８８㎡） 

76 岐阜県恵那市長島町久須見字新田１０８３番地９９所在の鉄骨造亜鉛メッキ鋼板

葺２階建 

集会所 １階                                              （１８０.７２㎡） 

       ２階                                              （１７１.００㎡）  

１３ 



 

 

77 岐阜県恵那市長島町久須見字新田１０８２番地１３９、１０８２番地２４、１０８

３番地３５、１０８３番地１０２ 所在の鉄筋コンクリート造陸屋根２階建 

更生会館 １階                                            （４２８.０４㎡） 

２階                                            （５０４.４６㎡） 

78 岐阜県恵那市長島町永田城ヶ洞３３２番地２９０、３３２番地２９１、３３２番地 

２８８所在の鉄骨造アルミニューム板葺２階建 

 授産所 １階                                             （１６２.９１㎡） 

        ２階                                               （９７.８６㎡） 

1 コンクリートブロック造アルミニューム板葺平家建 

便所                                                         （５.０６㎡） 

2 木造合金メッキ鋼板ぶき平家建 

 作業場                                                    （６７.３３㎡） 

79 岐阜県恵那市長島町久須見字新田１０８２番地１３９、１０８３番地３５、１０８

３番地９９所在の鉄骨・コンクリートブロック造合金メッキ鋼板葺２階建 

 養護所・ボイラー室 １階                                   （２０.１６㎡） 

           ２階                                 （２６７.２４㎡） 

80 岐阜県恵那市大井町字粟畑平２７１６番地１７７所在の鉄骨造瓦葺平家建 

 店舗                                                    （１８７.５３㎡） 

鉄骨造合金メッキ鋼板葺平家建 

1 作業場                                                （２８２.８１㎡） 

鉄骨造合金メッ キ鋼板葺２階建 

2 事務所 １階                                           （１０１.７６㎡） 

２階                                             （９４.５１㎡） 

81 岐阜県恵那市長島町久須見字新田１０８２番地１０所在の 

木造亜鉛メッキ鋼板葺平家建 

工場                                                    （１８０.００㎡） 

１ 倉庫                                                   （１６.００㎡） 

82 岐阜県恵那市長島町永田字城ヶ洞３３２番地２７２、３３２番地２７１所在の木造 

スレート葺２階建 

 寄宿舎 １階                                               （９２.５９㎡） 

       ２階                                               （８１.９６㎡） 

83 岐阜県恵那市長島町永田城ヶ洞３３２番地２９２、３３２番地２９１所在の鉄骨造 

合金メッキ鋼板葺高床式平家建 

 寄宿舎                                                 （１５５.６２㎡） 

84 岐阜県恵那市武並町竹折字山下８６０番地８、８６０番地７所在の木造スレート葺 

２階建 

 寄宿舎 １階                                               （９２.５９㎡） 

       ２階                                               （８１.９６㎡） 

85 岐阜県恵那市長島町久須見字新田１０７５番地４ １０７５番地２２ １０７５ 

番地６６所在の鉄骨造合金メッキ鋼板ぶき２階建 

 授産所・寄宿舎 １階                                     （１９４.９４㎡） 

                ２階                                     （１３７.９１㎡） 

１４ 



 

 

86 岐阜県恵那市大井町字粟畑平２７１６番地１７７所在の木造合金メッキ鋼板ぶき

２階建 

 店舗 １階                                                 （６９.５６㎡） 

 ２階                                                 （４３.４６㎡） 

87 岐阜県恵那市大井町字前田２２８３番地５所在の鉄骨造亜鉛メッキ鋼板ぶき平家

建 

 作業場                                                  （１９８.００㎡） 

1 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板ぶき平家建 倉庫                      （４３.７４㎡） 

2 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板ぶき平家建 ボイラー室                （２１.００㎡） 

88 岐阜県恵那市長島町久須見字新田１０８３番地１０３ １０８３番地の１０２所在

の木・鉄骨造合金メッキ鋼板ぶき２階建 

 寄宿舎 １階                                               （３４.３９㎡） 

        ２階                                             （１７７.５６㎡） 

89 岐阜県恵那市長島町永田字中島３４１番地１４所在の木造合金メッキ鋼板ぶき平

家建 

 寄宿舎                                                   （１４６.５６㎡） 

90 岐阜県恵那市大井町粟畑平２７１６番地７２所在の木造合金メッキ鋼板ぶき平家

建 

事務所・グループホーム                                   （３００．６７㎡） 

91 岐阜県中津川市苗木大字柿野４６番地１７１所在の木造合金メッキ鋼板ぶき平家

建 

店舗                                                     （２５８．６５㎡） 

92 岐阜県恵那市長島町久須見字新田１０８２番地１３９所在の木造合金メッキ鋼板 

ぶき２階建 

 寄宿舎 １階                                              （１０５.４８㎡） 

        ２階                                              （１８１.２２㎡） 

93 岐阜県恵那市長島町永田字城ヶ洞３３２番２８８ 

雑種地                                                         （１０４㎡） 

94 岐阜県恵那市東野字小野川道上２３３２番６ 

畑                                    （５９㎡） 

95 岐阜県中津川市福岡字山ノ田１２５３番２ 

田                                  （７６３㎡） 

96 岐阜県中津川市福岡字山ノ田１２５５番１ 

山林                                 （３７１㎡） 

97 岐阜県中津川市福岡字山ノ田１２５５番２ 

宅地                             （１６５.００㎡） 

98 岐阜県中津川市福岡字山ノ田１２５５番３  

宅地                               （９２.００㎡） 

99 岐阜県中津川市福岡字山ノ田１２５５番 4 

田                                                          （２４０㎡） 

100 岐阜県中津川市福岡字山ノ田１２５５番５ 

田                                                        （３.５５㎡） 

101 岐阜県中津川市福岡字山ノ田１２５５番６ 

山林                                                             （２８㎡） 
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102 岐阜県中津川市福岡字山ノ田１２５５番１１ 

田                                                            （１.９８㎡） 

103 岐阜県中津川市福岡字山ノ田１２５６番１ 

宅地                              （２１４.００㎡） 

104 岐阜県中津川市福岡字山ノ田１２５６番２ 

宅地                               （２３.１４㎡） 

105 岐阜県中津川市福岡字山ノ田１２５６番３ 

宅地                             （１２２.００㎡） 

106 岐阜県中津川市福岡字山ノ田１２５６番４ 

宅地                             （１８５.００㎡） 

107 岐阜県中津川市福岡字山ノ田１２５７番１ 

宅地                             （２５１.２３㎡） 

108 岐阜県中津川市福岡字山ノ田１２５７番２ 

山林                                     （３６㎡） 

109 岐阜県中津川市福岡字山ノ田１２５７番３ 

宅地                                （２５７.００㎡） 

110 岐阜県中津川市福岡字山ノ田１２５７番４ 

宅地                               （３６.３６㎡） 

111 岐阜県中津川市福岡字山ノ田１２５８番 

田                                     （４５２㎡） 

112 岐阜県中津川市福岡字山ノ田１２６９番６ 

畑                                      （５２２㎡） 

113 岐阜県中津川市福岡字山ノ田１３４７番１７ 

山林                                 （３,８６７㎡） 

114 岐阜県中津川市福岡字山ノ田１３８７番２ 

田                                     （１１７㎡） 

115 岐阜県中津川市福岡字山ノ田１３８７番５ 

田                                     （４１８㎡） 

116 岐阜県中津川市福岡字山ノ田１３８７番７ 

田                                    （１,７６８㎡） 

117 岐阜県中津川市福岡字山ノ田１３８７番８ 

畑                                       （１９８㎡） 

118 岐阜県中津川市福岡字山ノ田１３８７番１３ 

田                                    （１,４２１㎡） 

119 岐阜県中津川市福岡字山ノ田３６４３番 

田                                     （９９５㎡） 

120 岐阜県中津川市福岡字山ノ田３６４４番 

畑                                    （１,１６０㎡） 

121 岐阜県中津川市福岡字岩須２５８番２３ 

山林                                   （１９１㎡） 
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