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社会福祉法人 千代田会 沿革 

                                                          

昭和５３年１１月 厚生大臣（現：厚生労働大臣）より『社会福祉法人 千代田会』設立認可 

理事長 辻 喜久雄 就任 

昭和５４年 ４月 岐阜市河渡において、『特別養護老人ホーム 喜久寿苑』開設 

入所定員５０名 

昭和５７年 ４月 『特別養護老人ホーム 喜久寿苑』において、短期入所生活介護事業（ショート 

スティ）開始 定員３名 

昭和５９年１２月 『特別養護老人ホーム 喜久寿苑』重度痴呆性老人受入開始 

         入所定員増「５０名」→「６０名」 

平成 ７年 ４月 理事長 辻 喜久雄 永眠 

平成 ７年 ７月 理事長 辻 英二 就任 

平成１５年 ３月 『（仮称）真砂町軽費老人ホーム事業等』平成１４年度（平成１３年度からの繰越

分）岐阜市社会福祉施設等施設整備費及び社会福祉施設等整備費補助金（民間社会

福祉施設整備促進事業補助金）（社会福祉施設等施設整備費）交付決定 

平成１５年 ４月 岐阜市真砂町において、 

  『ウェルビュー明郷』軽費老人ホーム（ケアハウス）（定員２０名） 開設 

『ウェルビュー明郷』グループホーム（定員９名） 開設 

平成１６年 ６月 岐阜観光(株)従業員寮を通所介護事業・有料老人ホーム事業開設を目的に取得 

平成１６年１２月 平成１６年１２月２４日（金曜日）岐阜県庁にて、天皇陛下より優良民間社会福祉

施設に対して贈られる「御下賜金（ごかしきん）」を拝受 

平成１７年 ４月 岐阜市桜木町において、 

『あんしんハウス桜木』通所介護事業（定員２５名） 開設 

『あんしんハウス桜木』訪問介護事業 開設 

『あんしんハウス桜木』居宅介護支援事業 開設 

『あんしんハウス桜木』住宅型有料老人ホーム（定員１０名） 開設 

平成１８年 ６月 『あんしんハウス桜木』障害者居宅介護事業 開始 

         『あんしんハウス桜木』通所介護事業 利用者定員変更「２５名」→「１８名」 

平成１８年１１月 『社会福祉法人 千代田会』岐阜市特別監査（不適正事項により）実施 

平成１９年 ４月 理事長 後藤 一俊 就任 

平成１９年 ８月 全理事・監事・一部の評議員 辞任 

新たに、後任理事・監事・評議員が就任し、新体制スタート 

理事長 後藤 嘉明 就任 

平成２０年 ４月 『あんしんハウス桜木』通所介護事業 利用者定員変更「１８名」→「２４名」 

平成２１年 ６月 『あんしんハウス桜木』訪問介護事業・障害者居宅介護事業 廃止 

平成２１年 ７月 『特別養護老人ホーム 喜久寿苑』平成２１年度建築物耐震診断（岐阜市建築物等

耐震化促進事業）補助金交付決定 

平成２１年 ８月 『社会福祉法人千代田会』理事長 後藤 嘉明 選任（重任） 
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平成２１年 ９月 『（仮称）ごうどの宿・小規模多機能型居宅介護事業』平成２１年度岐阜市介護     

基盤緊急整備等臨時特例基金事業費補助金交付決定 

平成２２年 ３月 岐阜市河渡にて、『ゲストハウスごうど』小規模多機能型居宅介護事業 開設 

平成２２年 ９月 『あんしんハウス桜木』消防用設備（スプリンクラー）整備に係る平成２２年度 

岐阜県介護基盤緊急整備等臨時特例基金事業費補助金交付決定 

平成２２年 ９月 『特別養護老人ホーム喜久寿苑』平成２２年度施設改修事業（耐震補強工事・外壁

改修工事）に係る岐阜市建築物等耐震化促進事業（特定建築物耐震補強工事）補助

金交付決定 

平成２２年１２月 『特別養護老人ホーム喜久寿苑』平成２２年度施設改修事業（省エネ改修工事）に

係る建築物省エネ改修促進事業補助金交付決定 

平成２３年 ２月 『あんしんハウス桜木』居宅介護支援事業 廃止 

平成２３年 ７月 『特別養護老人ホーム喜久寿苑』平成２３年度施設改修事業（施設増床工事・既存

施設改修工事）に係る岐阜県介護職員処遇改善等臨時特例基金事業費補助金交付  

決定 

         『特別養護老人ホーム喜久寿苑』平成２３年度施設改修事業（施設増床工事・既存

施設改修工事）に係る岐阜市介護保険施設等整備費補助金交付決定 

平成２３年 ８月 『社会福祉法人千代田会』理事長 後藤 嘉明 選任（重任） 

平成２３年 ９月 岐阜市河渡にて、『ケアサポートセンター千代田』居宅介護支援事業 開設 

平成２４年 ３月 『特別養護老人ホーム喜久寿苑』定員変更 

 入所「６０名」→「８０名」・ショートスティ「３名」→「７名」 

平成２４年 ４月 『あんしんハウス桜木』小規模型通所介護事業所へ変更 

平成２５年 ４月 『特別養護老人ホーム 喜久寿苑』短期入所生活介護事業 増床計画策定 

『特別養護老人ホーム 喜久寿苑』増床予定地として、岐阜市河渡２－４８－３の 

          土地及び賃貸用家屋４棟取得に伴い、収益事業『不動産賃貸業』の事業開始 

平成２５年 ８月 『社会福祉法人千代田会』理事長 後藤 嘉明 選任（重任） 

平成２６年１０月 『ウェルビュー明郷』グループホーム浴室改修事業（認知症高齢者グループホーム

等防災改修等特別対策事業）に係る平成２６年度岐阜市介護基盤緊急整備等臨時

特例基金事業費補助金交付決定 

平成２７年 １月 『特別養護老人ホーム 喜久寿苑』増床予定地として、岐阜市河渡２－４８－１の 

          土地及び賃貸用二世帯共同住宅１棟取得 

平成２７年 ８月 『社会福祉法人千代田会』理事長 後藤 嘉明 選任（重任） 

平成２８年 ９月 『あんしんハウス桜木』通所介護事業・有料老人ホーム事業の社会福祉法人慶睦会

への事業譲渡に伴う廃止及び財産処分について理事会・評議員会承認決議 

平成２９年 ２月 『あんしんハウス桜木』事業譲渡及び基本財産処分 岐阜市承認 

平成２９年 ３月 『ケアサポートセンター千代田』居宅介護支援事業 廃止 

         『あんしんハウス桜木』通所介護事業・住宅型有料老人ホーム事業 廃止 

社会福祉法人慶睦会に事業譲渡したことに伴う廃止 

平成２９年 ４月 社会福祉法改正に伴い『社会福祉法人 千代田会』評議員改選 

平成２９年 ６月 社会福祉法改正に伴い『社会福祉法人 千代田会』理事・監事改選 

 『社会福祉法人千代田会』理事長 後藤 嘉明 選任（重任） 
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平成３０年 ９月 『特別養護老人ホーム 喜久寿苑』増床予定地として、岐阜市河渡２－４８－２の 

          土地及び家屋１棟取得 

平成３０年１１月 『社会福祉法人千代田会』開設４０周年記念式典 挙行 

平成３１年 ３月 収益事業『不動産賃貸業』事業 廃止 

平成３１年 ４月 『特別養護老人ホーム 喜久寿苑』増床予定地（岐阜市河渡２-４８-１、岐阜市 

河渡２-４８-２、岐阜市河渡２-４８-３）に所在する家屋６棟の解体工事 着工 

令和 元年 ５月 『特別養護老人ホーム 喜久寿苑』増床予定地の家屋解体工事 完了 

令和 元年 ６月 『社会福祉法人千代田会』理事長 後藤 嘉明 選任（重任） 

令和 ２年 ２月 日本国内において新型コロナウイルスが１月１５日に最初の感染者が確認された 

    後、全国的に感染者数が爆発的に増えた。 

    外部研修や家族面会において、オンライン化が一気に進んだ。 

令和 ２年 ２月 「ぎふし共育・女性活躍企業」認定 

※共育及び女性活躍に関する取組を積極的に行っている企業を岐阜市が認定 

「令和元年度 岐阜市男女共同参画優良事業者表彰 ともに輝く☆キラリ大賞」受賞 

※共同参画に積極的な取組を行い顕著な功績があったものとして、岐阜市が表彰 

令和 ２年１１月 『社会福祉法人千代田会』令和２年度ぎふ・いきいき介護事業者として認定 

     併せて、岐阜県介護人材育成事業者認定制度・グレード２として認定 

令和 ３年 ２月 『社会福祉法人千代田会』令和２年度岐阜県ワークライフ・バランス推進エクセ 

       レント企業として認定 

令和 ３年 ３月 『特別養護老人ホーム 喜久寿苑』公益財団法人ＪＫＡ（競輪とオートレースの補

助事業）による２０２１年度自転車等機械振興事業に関する補助金の交付決定    

※特殊浴槽整備 

令和 ３年 ５月 ご利用者・スタッフの新型コロナウイルス「ワクチン接種」が始まり、令和４年 

    ３月までに計３回の接種に至った。 

令和 ３年 ６月 『社会福祉法人千代田会』理事長 後藤 嘉明 選任（重任） 

令和 ３年１０月 『ウェルビュー明郷』認知症対応型共同生活介護事業 令和３年度岐阜県地域   

密着型サービス等整備助成事業費等補助金の交付決定  ※２方向より出入り可能

な家族面会室整備 

令和 ３年１１月 『特別養護老人ホーム喜久寿苑』令和３年度岐阜市地域介護・福祉空間整備等施設

整備等補助金の交付決定 ※非常用自家発電設備整備 

令和 ３年１２月 『社会福祉法人千代田会』令和４年度整備の介護老人福祉施設（入所増床２０床）

の整備・運営法人として選定を受ける 

令和 ４年 ６月 『社会福祉法人千代田会』理事長 後藤 嘉明 退任（以後、名誉理事長となる） 

令和 ４年 ７月 『社会福祉法人千代田会』理事長 箕浦 準二 就任 

 

 

        以 上 


