
社会福祉法人　尚徳福祉会

別紙1

現況報告書（令和2年4月1日現在）

１．法人基本情報

(1)都道府県区分 (2)市町村区分 (3)所轄庁区分 (4)法人番号 (5)法人区分 (6)活動状況

(7)法人の名称

(8)主たる事務所の住所

(9)主たる事務所の電話番号 (10)主たる事務所のＦＡＸ番号 (11)従たる事務所の有無

(12)従たる事務所の住所

(13)法人のﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞｱﾄﾞﾚｽ

(15)法人の設立認可年月日 (16)法人の設立登記年月日

２．当該会計年度の初日における評議員の状況

(1)評議員の定員 (2)評議員の現員 (3-6)評議員全員の報酬等の総額(前会計年度実績)（円）

～

～

～

～

～

～

～

３．当該会計年度の初日における理事の状況

(1)理事の定員 (2)理事の現員 (3-12)理事全員の報酬等の総額(前会計年度実績)（円）

～

～

～

～

～

～

４．当該会計年度の初日における監事の状況

(1)監事の定員 (2)監事の現員 (3-6)監事全員の報酬等の総額(前会計年度実績)（円）

～

～

５．前会計年度・当会計年度における会計監査人の状況

31 鳥取県 202 米子市 31000 1270005002922 01 一般法人 01 運営中

平成8年8月16日 平成8年8月19日

7名以上10名以内 7 3,660,000

(3-1)評議員の氏名 (3-3)評議員の任期 (3-4)評議員の所

轄庁からの再就職

状況

(3-5）他の社会福祉法人の

評議員・役員・職員との兼務状

況

(3-7)前会計年度における評

議員会への出席回数

http://sfg21.com (14)法人のﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ sfg2@shoutoku-f.com
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鳥取県 米子市 榎原1889番地6

0859-26-5050 0859-30-2141 2 無

樋口　洋 H29.4.1 R3.6
5

6

遠藤　泰三 H29.4.1 R3.6
6

(3-2)評議員の職業

白石　由美子 H29.4.1 R3.6

乗本　公平 H29.4.1 R3.6
6

万木　秋弘 H29.4.1 R3.6
6

生田　裕宣 H29.4.1 R3.6
2

(3-7)理事の

所轄庁からの

再就職状況

(3-8)理事の任期 (3-9)理事要件の区分別該当状況

(3-10)各理

事と親族等特

殊関係にある

者の有無

(3-11)理事報酬等の支給形態

(3-13)前会

計年度におけ

る理事会への

出席回数

6名以上9名以内 6 14,145,000 2 特例無

(3-1)理事の氏名

(3-2)理事の役職(注)
(3-3)理事長への就任

年月日

(3-4)理事の

常勤・非常勤

(3-5)理事選任の評議

員会議決年月日
(3-6)理事の職業

上　昌広 R2.2.4 R3.6
1

R1.6.22 R3.6 1 社会福祉事業の経営に関する識見を有する者 1 有 17
谷本　弘子

2 業務執行理事 1 常勤 令和1年6月22日

R1.6.22 R3.6 1 社会福祉事業の経営に関する識見を有する者 1 有 19
谷本　要

1 理事長 平成8年10月1日 1 常勤 令和1年6月22日

R1.6.22 R3.6 2 事業区域における福祉に関する実情に通じている者 2 無 18
藤本　千代美

3 その他理事 2 非常勤 令和1年6月22日

R1.6.22 R3.6 1 社会福祉事業の経営に関する識見を有する者 2 無 15
増市　徹

3 その他理事 2 非常勤 令和1年6月22日

R1.6.22 R3.6 2 事業区域における福祉に関する実情に通じている者 2 無 14
湯本　恵美

3 その他理事 2 非常勤 令和1年6月22日

R1.6.22 R3.6 3 施設の管理者 2 無 18
清水　法男

3 その他理事 2 非常勤 令和1年6月22日

(3-7)前会計年度にお

ける理事会への出席回

数

松田　史郎
令和1年6月22日

R1.6.22 R3.6 6 財務管理に識見を有する者（その他） 19

(注)「(3-2)理事の役職」のうち、「理事長」とは、社会福祉法45条の13第3項で規定する理事長(会長等の他の役職名を使用している法人がある。)である。

　　　「業務執行理事」とは、社会福祉法45条の16第2項第2号で規定する業務執行理事(常務理事等の他の役職名を使用している法人がある。)である。

3名以内 2 3,472,336

(3-1)監事の氏名

(3-2)①監事の職業 (3-2)②監事の所轄庁からの再就職状況
(3-3)監事選任の評議

員会議決年月日

(3-4)監事の任期 (3-5)監事要件の区分別該当状況

田村　千秋
令和2年1月28日

R2.1.28 R3.6 3 社会福祉事業に識見を有する者（その他） 2
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６．当該会計年度の初日における職員の状況

(1)法人本部職員の人数

①常勤専従者の実数 ➁常勤兼務者の実数 ③非常勤者の実数

常勤換算数 常勤換算数

(2)施設・事業所職員の人数

①常勤専従者の実数 ➁常勤兼務者の実数 ③非常勤者の実数

常勤換算数 常勤換算数

７．前会計年度に実施した評議員会の状況

(4)うち開催を省略した回数

８．前会計年度に実施した理事会の状況

(1-1)前会計年度の会計監査人の氏名（監査法人の場合は監査法人

名）

(1-2)前会計年

度の会計監査人

の監査報酬額

（円）

(1-3)前年

度決算にかか

る定時評議

員会への出

席の有無

(2-1)当会計年度の会計監査人の氏名（監査法人の場合は監査法人名）

(2-2)当会計年

度の会計監査人

の監査報酬額

（円）

晴連監査法人 晴連監査法人

令和1年6月22日 6 6 2
1.平成30年度事業報告及び決算報告について　2.平成30年度監事監査報告について　3.理事及び監事の選任について　4.定款の一部変更について　5.そ

の他

7.0 106.0

(1)評議員会ごとの評議

員会開催年月日

(2)評議員会ごとの評議員・理事・監

事・会計監査人別の出席者数 (3)評議員会ごとの決議事項

評議員 理事 監事 会計監査人

24 0 7

0.0 4.3

631 7 189

令和1年12月25日 6 1 1 1.定款の変更について　2.役員等報酬規程の変更について　3.その他

令和1年9月30日 5 1 2 1.定款の変更について　2.役員等報酬規程の変更について　3.その他

令和1年7月19日 5 1 2 1.保育園与那原ベアーズⅡの担保提供について　2.おぐら保育園の担保提供について　3.その他

0

(1)理事会ごとの理事会

開催年月日

(2)理事会ごとの理事・監事

別の出席者数 (3)理事会ごとの決議事項

理事 監事

令和2年3月3日 7 1 2 1.役員等報酬規程の変更について　2.その他

令和2年1月28日 6 1 1
1.役員等報酬規程の変更について　2.後任人事について　3.短期・中期・長期運営方針について　4.谷本こどもクリニックの買収・経営の是非について　5.定款

の変更について　6.定款施行細則の変更について　7.調理業務の再委託について　8.その他

令和1年6月7日 5 2
1.平成30年度事業報告及び決算報告について　2.平成30年度監事監査報告について　3.定時評議員会の日時・場所、議題等について　4.定款の一部変更について

5.給与規程の一部変更について　6.経理規程の変更について　7.その他

令和1年5月16日 6 2
1.アイアイ三柳デイサービスセンターの問題について　2.就業規則の変更について　3.評議員選任・解任委員の選任について　4.理事長、専務理事の職務執行状況の報

告について　5.自家用車使用規定について　6.横浜市　保育所民営化への応募について　7.その他

令和1年5月31日 4 1 1.(仮称)千歳台六丁目認定こども園の入札結果の報告について　2.その他
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令和1年7月11日 6 2

1.アイアイ三柳デイサービスセンターの問題について　2.(仮称)仲町保育園の整備に係る借入について　3.保士ケ谷保育園老朽改築に係る借入について　4.定款施行細

則の改正について　5.保育園与那原ベアーズⅡの担保提供について　6.おぐら保育園の担保提供について　7.給与規程の変更について　8.就職準備金給付規程の変更

について　9.その他

令和1年8月1日 6 2
1.保土ケ谷保育園改築工事に係る入札について　2.（仮称）仲町保育園解体撤去工事に係る入札について　3.役員等報酬規程の変更について　4.研修規程の変更

について　5.旅費支給規程の変更について　6.その他

令和1年6月7日 5 2
1.平成30年度事業報告及び決算報告について　2.平成30年度監事監査報告について　3.定時評議員会の日時・場所、議題等について　4.定款の一部変更について

5.給与規程の一部変更について　6.経理規程の変更について　7.その他

令和1年6月22日 6 2 1.理事長及び専務理事の選定について　2.その他

令和1年9月24日 5 2 1.アイアイ三柳デイサービスセンターの閉鎖（休止）について　2.保土ケ谷保育園改築工事入札の当日使用書類について　3.その他

令和1年9月27日 4 1 1.（仮称）保土ケ谷保育園改築工事の入札結果及び契約について　2.その他

令和1年8月28日 4 1 1.積立資産の取り崩しについて　2.（仮称）仲町保育園解体撤去工事入札の当日使用書類について　3.その他

令和1年9月10日 6 2
1.定款の変更について　2.役員等報酬規程の変更について　3.保土ケ谷保育園改築工事に係る借入について　4.（仮称）仲町保育園の整備に係る借入について　5.

第100回評議員会の開催について　6.その他

令和1年8月16日 6 2
1.米村宏亮氏の懲戒処分について　2.理事長の減俸について　3.（仮称）仲町保育園解体撤去工事の入札について　4.保土ケ谷保育園改築工事の入札について

5.その他

令和1年8月21日 6 2 1.保土ケ谷保育園改築工事の入札について　2.（仮称）仲町保育園解体撤去工事の入札について　3.その他

令和1年12月10日 6 1 1.定款の変更について 2.役員等報酬規程の変更について 3.その他

令和2年1月20日 5 1
1.役員等報酬規程の変更について 2.後任人事について 3.短期・中期・長期運営方針について 4.谷本こどもクリニックの買収・経営の是非について 5.定款の変更につい

て 6.定款施行細則の変更について 7.第102回評議員会の開催について 8.調理業務の再委託について 9.その他

令和1年10月21日 6 2
1.施設整備積立金の取り崩しについて　2.JCBカード利用取扱要領の変更について　3.保育園神田ベアーズの運営規程について　4.理事長、専務理事の職務執行状

況の報告について　5.その他

令和1年11月26日 5 2 1.（仮称）仲町保育園新築工事の入札について　2.アイアイ三柳デイサービスセンターの多額な返戻金の賠償を求める訴訟について　3.その他
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(4)うち開催を省略した回数

９．前会計年度に実施した監事監査の状況

(1)監事監査を実施した監事の氏名

(2)監査報告により求められた改善すべき事項

(3)監査報告により求められた改善すべき

　　　事項に対する対応

１０．前会計年度に実施した会計監査(会計監査人による監査に準ずる監査を含む)の状況

(1)会計監査人による会計監査報告における意見の区分

１１．前会計年度における事業等の概要　－　(1)社会福祉事業の実施状況

令和2年2月4日 6 2
1.評議員の欠格事由により欠員となった場合の評議員の選任について　2.理事長、専務理事の職務執行状況の報告について　3.評議員の選任の報告について　4.その

他

令和2年2月29日 6 1
1.半期決算について　2.役員等報酬規程の変更について　3.旅費支給規程の変更について　4.給与規定の変更について　5.管理職職員規程の変更について　6.通帳

の保存期限の変更について　7.その他

令和2年1月20日 5 1
1.役員等報酬規程の変更について 2.後任人事について 3.短期・中期・長期運営方針について 4.谷本こどもクリニックの買収・経営の是非について 5.定款の変更につい

て 6.定款施行細則の変更について 7.第102回評議員会の開催について 8.調理業務の再委託について 9.その他

③事業所の所在地

④事業所の

土地の保有

状況

⑤事業所の

建物の保有

状況

⑥事業所単位での事業開

始年月日

⑦事業所単

位での定員

⑧年間(4月～3

月）利用者延べ

総数（人／年）

松田　史郎

特になし

特になし

01 無限定適正意見

①-1拠点

区分コード

分類

①-2拠点

区分名称

①-3事業類型

コード分類
①-4実施事業名称 ➁事業所の名称

令和2年3月16日 6 2
1.経理規程の変更について　2.定款施行細則の変更について　3.公印管理規定の変更について　4.施設長の交代及び新園の施設長について　5.中野区特定教育・保

育施設指導検査の結果及び改善状況報告について　6.令和元年度社会福祉法人指導監査の結果について　7.その他

0

武本　淳

（イ）修繕費合計額

（円）

001
認定こども

園ベアーズ

02101801 幼保連携型認定こども園 認定こども園ベアーズ

鳥取県 米子市 榎原1889-6 3 自己所有

イ　大規模修繕
（ア）－１修繕年月日

（１回目）

（ア）－２修繕年月日

（２回目）

（ア）－３修繕年月

日（３回目）

（ア）－４修繕年月日

（４回目）

（ア）－5修繕年月日

（５回目）

⑨社会福祉施設等の建設等の状況（当該拠点区分における主たる事業（前年度の年間収益が最も多い事業）に計上）

ア　建設費 （ア）建設年月日 （イ）自己資金額（円）
（ウ）補助金額

（円）
（エ）借入金額（円） （オ）建設費合計額（円） ウ　延べ床面積

新宿区 西新宿5-25-11　エイジーエス西新宿ビル1,3階 2 民間からの賃借等 2 民間からの賃借等

イ大規模修繕

3 自己所有 平成9年4月1日 135 1,699

ア建設費

003
日野保育

園

02091201 保育所 日野保育園

神奈川県 横浜市港南区 日野中央3-41-1 1 行政からの賃借等

イ大規模修繕

平成31年4月1日 92 0

ア建設費
002

認定こども

園新宿ベ

アーズ

02091202 保育所型認定こども園 認定こども園新宿ベアーズ

東京都

川崎市高津区 坂戸3-7-21 1 行政からの賃借等 3 自己所有

イ大規模修繕

3 自己所有 平成19年4月1日 70 996

ア建設費

005
高野台保

育園

02091201 保育所 高野台保育園

東京都 練馬区 高野台3-25-17 1 行政からの賃借等

イ大規模修繕

平成22年4月1日 90 1,222

ア建設費
004

坂戸保育

園

02091201 保育所 坂戸保育園

神奈川県

川崎市高津区 末長3-25-5 1 行政からの賃借等 3 自己所有

イ大規模修繕

1 行政からの賃借等 平成23年4月1日 123 1,475

ア建設費

007
境木保育

園

02091201 保育所 境木保育園

神奈川県 横浜市保土ケ谷区 境木町75-82 1 行政からの賃借等

イ大規模修繕

平成23年4月1日 90 1,177

ア建設費
006

末長こぐま

保育園

02091201 保育所 末長こぐま保育園

神奈川県

中野区 沼袋3-14-11 1 行政からの賃借等 3 自己所有

イ大規模修繕

3 自己所有 平成24年4月1日 70 919

ア建設費

イ大規模修繕

平成25年4月1日 99 1,227

ア建設費
008

沼袋西保

育園

02091201 保育所 沼袋西保育園

東京都
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009
生麦保育

園

02091201 保育所 生麦保育園

神奈川県 横浜市鶴見区 生麦4-25-12 1 行政からの賃借等

中野区 沼袋2-17-5 1 行政からの賃借等 3 自己所有

イ大規模修繕

3 自己所有 平成26年4月1日 100 1,182

ア建設費

011
保土ケ谷保

育園

02091201 保育所 保土ケ谷保育園

神奈川県 横浜市保土ケ谷区 天王町1-3-3 1 行政からの賃借等

イ大規模修繕

平成27年4月1日 107 1,350

ア建設費
010

松が丘保

育園

02091201 保育所 松が丘保育園

東京都

新宿区 西新宿2-8-1　東京都議会議事堂１階南側 1 行政からの賃借等 1 行政からの賃借等

イ大規模修繕

3 自己所有 平成28年4月1日 120 1,384

ア建設費

013
馬橋保育

園

02091201 保育所 馬橋保育園

東京都 杉並区 高円寺南3-16-14 1 行政からの賃借等

イ大規模修繕

平成28年10月1日 48 496

ア建設費
012

とちょう保育

園

02091201 保育所 とちょう保育園

東京都

島尻郡与那原町 字与那原1186-1 3 自己所有 3 自己所有

イ大規模修繕

3 自己所有 平成29年4月1日 99 1,175

ア建設費

015
保育園川

崎ベアーズ

02091201 保育所 保育園川崎ベアーズ

神奈川県 川崎市川崎区 大島上町22-12 1 行政からの賃借等

イ大規模修繕

平成29年4月1日 100 1,162

ア建設費
014

保育園与

那原ベアー

ズ

02091201 保育所 保育園与那原ベアーズ

沖縄県

川崎市幸区 小倉4-6-23 1 行政からの賃借等 3 自己所有

イ大規模修繕

3 自己所有 平成30年4月1日 60 792

ア建設費

017

保育園与

那原ベアー

ズⅡ

02091201 保育所 保育園与那原ベアーズⅡ

沖縄県 島尻郡与那原町 字上与那原488-2 3 自己所有

イ大規模修繕

平成31年4月1日 120 0

ア建設費
016

おぐら保育

園

02091201 保育所 おぐら保育園

神奈川県

千代田区 神田美倉町10-2 1 行政からの賃借等 3 自己所有

イ大規模修繕

3 自己所有 平成31年4月1日 131 0

ア建設費

019
日吉津ベ

アーズ

02091601 小規模保育事業 小規模保育園日吉津ベアーズ

鳥取県 西伯郡日吉津村 日吉津84-1 2 民間からの賃借等

イ大規模修繕

令和1年10月1日 72 0

ア建設費
018

保育園神

田ベアーズ

02091201 保育所 保育園神田ベアーズ

東京都

米子市 末広町187 2 民間からの賃借等 2 民間からの賃借等

イ大規模修繕

2 民間からの賃借等 平成27年4月1日 15 183

ア建設費

021
南部町ベ

アーズ

02091601 小規模保育事業 小規模保育園南部町ベアーズ

鳥取県 西伯郡南部町 東町4-19 1 行政からの賃借等

イ大規模修繕

平成28年4月1日 15 131

ア建設費
020

米子駅前

ベアーズ

02091601 小規模保育事業 小規模保育園米子駅前ベアーズ

鳥取県

米子市 榎原1889-6 3 自己所有 3 自己所有

イ大規模修繕

1 行政からの賃借等 平成31年4月1日 19 0

ア建設費

023 ビッグＢ

02090401 放課後児童健全育成事業 ビッグベアーズＢ

鳥取県 米子市 榎原1889-6 2 民間からの賃借等

イ大規模修繕

平成15年11月1日 28 304

ア建設費
022 ビッグＡ

02090401 放課後児童健全育成事業 ビッグベアーズＡ

鳥取県

米子市 車尾2-28-1 2 民間からの賃借等 2 民間からの賃借等

イ大規模修繕

2 民間からの賃借等 平成15年11月1日 10 0

ア建設費

025 ビッグⅡ

02090401 放課後児童健全育成事業 ビッグベアーズⅡ

鳥取県 米子市 榎原1823 3 自己所有

イ大規模修繕

平成26年4月1日 34 357

ア建設費
024 ビッグ車尾

02090401 放課後児童健全育成事業 ビッグベアーズ車尾

鳥取県

米子市 榎原1823 3 自己所有 3 自己所有

イ大規模修繕

3 自己所有 平成27年4月1日 54 600

ア建設費

027 ベアーズデイ

02091701 病児保育事業 病児看護センターベアーズデイサービス

鳥取県 米子市 榎原1889-6 3 自己所有

イ大規模修繕

平成30年4月1日 40 433

ア建設費
026 ビッグⅢ

02090401 放課後児童健全育成事業 ビッグベアーズⅢ

鳥取県

米子市 榎原1823 3 自己所有 3 自己所有

イ大規模修繕

3 自己所有 平成9年4月1日 6 1,589

ア建設費

イ大規模修繕

平成14年11月8日 70 23,232

ア建設費
028

介護老人

保健施設ア

イアイ

02180101 生計困難者に対する無料低額老健利用事業 介護老人保健施設アイアイ

鳥取県
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028

介護老人

保健施設ア

イアイ

02120401 老人短期入所事業（短期入所生活介護） 介護老人保健施設アイアイ（短期入所療養介護）

鳥取県 米子市 榎原1823 3 自己所有

米子市 榎原1823 3 自己所有 3 自己所有

イ大規模修繕

3 自己所有 平成14年11月8日 0 962

ア建設費

028

介護老人

保健施設ア

イアイ

02130303 計画相談支援 ケアプラン作成事業所アイアイ

鳥取県 米子市 榎原1823 3 自己所有

イ大規模修繕

平成14年11月8日 40 9,074

ア建設費
028

介護老人

保健施設ア

イアイ

02120201 老人デイサービス事業（通所介護） 介護老人保健施設アイアイ（通所リハビリテーション）

鳥取県

米子市 榎原1823 3 自己所有 3 自己所有

イ大規模修繕

3 自己所有 平成15年1月27日 70 584

ア建設費

029

アイアイ永

江デイサー

ビスセンター

02120202 老人デイサービスセンター（通所介護） アイアイ永江デイサービスセンター

鳥取県 米子市 永江551 3 自己所有

イ大規模修繕

平成18年9月12日 65 2

ア建設費
028

介護老人

保健施設ア

イアイ

02200101 福祉サービス利用援助事業 暮らし応援隊

鳥取県

米子市 両三柳866番地4 3 自己所有 3 自己所有

イ大規模修繕

3 自己所有 平成17年3月8日 15 0

ア建設費

031 本部

00000001 本部経理区分 本部

鳥取県 米子市 榎原1889-6 3 自己所有

イ大規模修繕

平成19年6月11日 15 1,507

ア建設費
030

アイアイ三

柳デイサー

ビスセンター

02120202 老人デイサービスセンター（通所介護） アイアイ三柳デイサービスセンター

鳥取県

新宿区 西新宿5-25-11　エイジーエス西新宿ビル1,3階 4 その他 4 その他

イ大規模修繕

3 自己所有 平成9年4月1日 0 0

ア建設費

011
保土ケ谷保

育園

02091201 保育所 保土ケ谷整備

神奈川県 横浜市保土ケ谷区 天王町1-3-3 4 その他

イ大規模修繕

平成31年4月1日 0 0

ア建設費
002

認定こども

園新宿ベ

アーズ

02091202 保育所型認定こども園 新宿ベアーズ整備

東京都

杉並区 高円寺南3-16-14 4 その他 4 その他

イ大規模修繕

4 その他 令和3年4月1日 0 0

ア建設費

015
保育園川

崎ベアーズ

02091201 保育所 川崎ベアーズ整備

神奈川県 川崎市川崎区 大島上町22-12 4 その他

イ大規模修繕

平成29年4月1日 0 0

ア建設費
013

馬橋保育

園

02091201 保育所 馬橋整備

東京都

川崎市幸区 小倉4-6-23 4 その他 4 その他

イ大規模修繕

4 その他 平成30年4月1日 0 0

ア建設費

017

保育園与

那原ベアー

ズⅡ

02091201 保育所 与那原Ⅱ整備

沖縄県 島尻郡与那原町 字上与那原488-2 4 その他

イ大規模修繕

平成31年4月1日 0 0

ア建設費
016

おぐら保育

園

02091201 保育所 おぐら整備

神奈川県

千代田区 神田美倉町10-2 4 その他 4 その他

イ大規模修繕

4 その他 平成31年4月1日 0 0

ア建設費

039

世田谷

（千歳

台）整備

02101801 幼保連携型認定こども園 世田谷（千歳台）整備

東京都 世田谷区 千歳台6-7-2 4 その他

イ大規模修繕

令和1年10月1日 0 0

ア建設費
018

保育園神

田ベアーズ

02091201 保育所 神田ベアーズ整備

東京都

中野区 中央3-41-12 4 その他 4 その他

イ大規模修繕

4 その他 令和2年4月1日 0 0

ア建設費

031 本部

00000001 本部経理区分 おぐら準備

鳥取県 米子市 榎原1889-6 4 その他

イ大規模修繕

令和3年4月1日 0 0

ア建設費
040 仲町整備

02091201 保育所 仲町整備

東京都

米子市 榎原1889-6 4 その他 4 その他

イ大規模修繕

4 その他 平成31年4月1日 0 0

ア建設費

031 本部

00000001 本部経理区分 神田ベアーズ準備

鳥取県 米子市 榎原1889-6 4 その他

イ大規模修繕

平成31年4月1日 0 0

ア建設費
031 本部

00000001 本部経理区分 与那原Ⅱ準備

鳥取県

米子市 榎原1889-6 4 その他 4 その他

イ大規模修繕

4 その他 令和1年10月1日 0 0

ア建設費

イ大規模修繕

令和2年4月1日 0 0

ア建設費
031 本部

00000001 本部経理区分 世田谷準備

鳥取県
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１１．前会計年度における事業等の概要　－　(2)公益事業

１１．前会計年度における事業等の概要　－　(3)収益事業

１１．前会計年度における事業等の概要　－　(4)備考

11-2．地域における公益的な取組（地域公益事業(再掲)含む）

031 本部

00000001 本部経理区分 井荻準備

鳥取県 米子市 榎原1889-6 4 その他

米子市 榎原1889-6 4 その他 4 その他

イ大規模修繕

4 その他 令和2年4月1日 0 0

ア建設費

031 本部

00000001 本部経理区分 川崎ベアーズ準備

鳥取県 米子市 榎原1889-6 4 その他

イ大規模修繕

令和2年4月1日 0 0

ア建設費
031 本部

00000001 本部経理区分 仲町準備

鳥取県

⑤事業所の

建物の保有

状況

⑥事業所単位での事業開

始年月日

⑦事業所単

位での定員

イ大規模修繕

4 その他 令和2年4月1日 0 0

ア建設費

（イ）修繕費合計額

（円）

100

定期利用

保育施設

和田堀

03250101 施行令13-1-1 定期利用保育施設和田堀

東京都 杉並区 堀之内2-22-3 1 行政からの賃借等

イ　大規模修繕
（ア）－１修繕年月日

（１回目）

（ア）－２修繕年月日

（２回目）

（ア）－３修繕年月

日（３回目）

（ア）－４修繕年月日

（４回目）

（ア）－5修繕年月日

（５回目）

⑧年間(4月～3

月）利用者延べ

総数（人／年）

⑨社会福祉施設等の建設等の状況（当該拠点区分における主たる事業（前年度の年間収益が最も多い事業）に計上）

ア　建設費 （ア）建設年月日 （イ）自己資金額（円）
（ウ）補助金額

（円）
（エ）借入金額（円） （オ）建設費合計額（円） ウ　延べ床面積

①-1拠点

区分コード

分類

①-2拠点

区分名称

①-3事業類型

コード分類
①-4実施事業名称 ➁事業所の名称

③事業所の所在地

④事業所の

土地の保有

状況

イ大規模修繕

1 行政からの賃借等 平成29年4月1日 15 32

ア建設費

⑧年間(4月～3

月）利用者延べ

総数（人／年）

⑨社会福祉施設等の建設等の状況（当該拠点区分における主たる事業（前年度の年間収益が最も多い事業）に計上）

ア　建設費 （ア）建設年月日 （イ）自己資金額（円）
（ウ）補助金額

（円）
（エ）借入金額（円） （オ）建設費合計額（円） ウ　延べ床面積

①-1拠点

区分コード

分類

①-2拠点

区分名称

①-3事業類型

コード分類
①-4実施事業名称 ➁事業所の名称

③事業所の所在地

④事業所の

土地の保有

状況

⑤事業所の

建物の保有

状況

⑥事業所単位での事業開

始年月日

⑦事業所単

位での定員

地域における公益的な

取組①（地域の要支援

者に対する相談支援）

子育てひろば 認定こども園ベアーズ　他2園

地域の子育て家庭、保育園関係者、保護者の方々に参加を募り、子育ての参考として開催。

地域における公益的な

取組①（地域の要支援

者に対する相談支援）

育児あれこれ 認定こども園ベアーズ

ホームページにて育児相談を受け付けたり、育児コラムをのせたりしている。

地域における公益的な

取組⑧（地域の関係者

とのネットワークづくり）

園庭開放 認定こども園ベアーズ　他10園

開園時間内に園庭開放し、地域の子育て家庭に利用してもらう。

地域における公益的な

取組⑦（地域住民に対

する福祉教育）

子育て支援 認定こども園ベアーズ　他3園

行事の参加への呼びかけを行っていく。

（イ）修繕費合計額

（円）

特になし

①取組類型コード分類

➁取組の名称 ③取組の実施場所(区域)

④取組内容

イ　大規模修繕
（ア）－１修繕年月日

（１回目）

（ア）－２修繕年月日

（２回目）

（ア）－３修繕年月

日（３回目）

（ア）－４修繕年月日

（４回目）

（ア）－5修繕年月日

（５回目）

地域における公益的な

取組⑦（地域住民に対

する福祉教育）

交流保育 日野保育園　他14園

保育園での行事に親子で触れあい、在園児と交流する。

地域における公益的な

取組⑦（地域住民に対

する福祉教育）

運動会 日野保育園　他3園

地域向けにポスターを掲示し参加者を受け入れ、親子で楽しみながら競技に参加して保育園を知ってもらう。
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１２．社会福祉充実残額及び社会福祉充実計画の策定の状況 （社会福祉充実残額算定シートを作成するまで編集することはできません）


（1）社会福祉充実残額等の総額（円）

（2）社会福祉充実計画における計画額（計画期間中の総額）

　　①社会福祉事業又は公益事業（社会福祉事業に類する小規模事業）（円）

　　②地域公益事業（円）

　　③公益事業（円）

　　④合計額（①＋②＋③）（円）

（3）社会福祉充実残額の前年度の投資実績額

　　①社会福祉事業又は公益事業（社会福祉事業に類する小規模事業）（円）

　　②地域公益事業（円）

　　③公益事業（円）

　　④合計額（①＋②＋③）（円）

（4）社会福祉充実計画の実施期間 ～

地域における公益的な

取組⑧（地域の関係者

とのネットワークづくり）

職業体験受け入れ 日野保育園　他6園

小中高生の職業体験の受け入れ。

地域における公益的な

取組⑧（地域の関係者

とのネットワークづくり）

室内開放 坂戸保育園　他5園

地域の乳幼児の親子、保護者同士の交流の促進や親子の居場所作り、保護者の子育て支援を行う。

地域における公益的な

取組⑧（地域の関係者

とのネットワークづくり）

夏まつり 日野保育園　他1園

地域向けにポスターを掲示し参加者を受け入れ、親子で楽しみながら参加してもらい保育園を知ってもらう。

地域における公益的な

取組⑧（地域の関係者

とのネットワークづくり）

豆まき 日野保育園　他2園

地域向けにポスターを掲示し参加者を受け入れ、親子で楽しみながら参加してもらい保育園を知ってもらう。

地域における公益的な

取組⑦（地域住民に対

する福祉教育）

簡単手作りおやつ紹介 高野台保育園

地域の親子向けに栄養士が簡単に作れるおやつ紹介をして、実際に試食してもらう。

地域における公益的な

取組①（地域の要支援

者に対する相談支援）

入所相談 高野台保育園　他2園

保育所等に入所していない家庭の施設見学や入所に関する事についての相談受付。

地域における公益的な

取組①（地域の要支援

者に対する相談支援）

離乳食講座 坂戸保育園　他2園

地域の乳幼児の親子を対象に離乳食講座を開催する。

地域における公益的な

取組⑧（地域の関係者

とのネットワークづくり）

お年寄りと触れ合う会 坂戸保育園　他2園

地域のお年寄りと交流し、一緒に遊ぶ中でお年寄りに親しみをもつ。

地域における公益的な

取組①（地域の要支援

者に対する相談支援）

人形劇・コンサート・観劇 坂戸保育園　他2園

地域の親子と園児が一緒に人形劇、音楽会や観劇などを味わう機会とする。

地域における公益的な

取組⑧（地域の関係者

とのネットワークづくり）

移動動物園 坂戸保育園　他3園

地域の親子と園児が身近な小動物と触れ合う機会とする。

地域における公益的な

取組⑧（地域の関係者

とのネットワークづくり）

焼き芋会 生麦保育園

地域のお年寄りや、子育て家庭をお招きして、園児と一緒に焼き芋を楽しんでいただく。

地域における公益的な

取組⑨（その他）

プール開放 保土ケ谷保育園

地域の子供たちへのプール開放。

地域における公益的な

取組⑦（地域住民に対

する福祉教育）

環境教室 沼袋西保育園

地域の保育所、親子にきてもらい、在園児と共に区のごみ収集車を見たり清掃事務所の環境教室に参加する。

地域における公益的な

取組⑧（地域の関係者

とのネットワークづくり）

絵本の貸し出し 生麦保育園　他1園

園児及び保護者向けに絵本を貸し出ししているが、地域の方にも同様に利用をしてもらっている。

地域における公益的な

取組⑦（地域住民に対

する福祉教育）

給食交流 高野台保育園　他2園

近隣の家庭的保育者との連携を図り、月に一度給食や園庭、ホールでの交流を行う。

地域における公益的な

取組⑦（地域住民に対

する福祉教育）

すくすくチェック 沼袋西保育園　他1園

地域の親子に来園してもらい、身長や体重を図ったり看護師による健康相談を行う。

0

0

0

0

0

0

0

0

0

地域における公益的な

取組⑨（その他）

英語で遊ぼう 保土ケ谷保育園

地域のこどもたちに英語に親しんでもらう。

地域における公益的な

取組⑧（地域の関係者

とのネットワークづくり）

新年を祝う会 川崎ベアーズ

お正月の伝承遊びを地域の方々と一緒に楽しむ。
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１３．透明性の確保に向けた取組状況

(1)積極的な情報公表への取組

　①任意事項の公表の有無

　　㋐事業報告

　　㋑財産目録

　　㋒事業計画書

　　㋓第三者評価結果

　　㋔苦情処理結果

　　㋕監事監査結果

　　㋖附属明細書

(2)前会計年度の報酬・補助金等の公費の状況

　①事業運営に係る公費（円）

　➁施設・設備に係る公費（円）

　③国庫補助金等特別積立金取崩累計額（円）

(3)福祉サービスの第三者評価の受審施設・事業所について

１４．ガバナンスの強化・財務規律の確立に向けた取組状況

(1)会計監査人非設置法人における会計に関する専門家の活用状況

　①実施者の区分

　➁実施者の氏名（法人の場合は法人名）

　③業務内容

　④費用［年額］（円）

(2)法人所轄庁からの報告徴収・検査への対応状況

　①所轄庁から求められた改善事項

　➁実施した改善内容

1 有

日野保育園 平成27年度

坂戸保育園 平成30年度

高野台保育園 平成29年度

3,067,577,169

1,651,116,917

429,470,131

施設名 直近の受審年度

認定こども園ベアーズ 平成30年度

1 有

1 有

1 有

2 無

1 有

1 有

とちょう保育園 平成30年度

馬橋保育園 令和元年度

生麦保育園 平成28年度

松が丘保育園 令和元年度

保土ケ谷保育園 平成30年度

末長こぐま保育園 平成29年度

境木保育園 平成30年度

沼袋西保育園 令和元年度

た。

5　委任状が提出されている場合の入札については、受任者の記名押印のない入札書（代表者名及び代表者印に

よる入札書）は無効であるにもかかわらず有効としていた。

6　社会福祉法人会計は、その公益性に鑑み予算準拠主義が求められるところ、決算額が予算額を超過している

科目があった。

7　アイアイ三柳デイサービスセンター拠点区分の事業活動計算書のサービス活動収益に介護保険事業の過年度

また、議案として上程し、理事長が理事長及び専務理事の職務の執行の状況を一括して報告し、理事会で決議し

ていた。

3　会計監査人の選任について、評議員会の決議の前に契約を締結していた。

4　役員の報酬等について、定款第22条により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

囲内で支給することができると規定しているにもかかわらず、改正した役員等報酬規程において、前年度におけ

る法人全体の事業活動収入計の１％を超えない範囲内で決定すると定められており、総額が定められていなかっ

令和2年3月13日付　指摘事項

1　理事会において、評議員会の日時、場所、評議員会の目的である事項等が決議されていないものがあった。

2　理事長及び専務理事は、３箇月に１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に

もかかわらず、前回の報告から３箇月を超えているものがあった。

なお、令和2年4月１日付けで定款を変更し、「理事長及び専務理事は、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。」と定めた。今後は定款を遵守する。

3　次回以降、評議員会の決議により選任する。

4　第101回評議員会において、「常勤及び非常勤の役員の報酬は、各年度の総額が、3千万円を超えない範

囲で決定する。」として承認を得ており、役員等報酬規程で定めた。

5　法人監査以降に行った、工事の入札では、入札書に代理人の記名押印欄を加えた。

Ⅱ整備拠点区分について、建設仮勘定及び国庫補助金等の額を記載していなかった。

1　法人監査以後、評議員会の日時、場所、評議員会の目的である事項等を理事会で決議した上で、評議員会の

日の１週間前までに各評議員に対して、招集の通知をしている。なお、１週間前までに招集の通知ができない場

合、評議員の全員の同意を得た上で、招集の手続を省略して評議員会を開催する。

2　理事長及び専務理事は、３箇月に１回以上、それぞれが自己の職務の執行の状況を理事会に報告し、報告事

項として議事録にその旨を記載するようにする。

の収益に係る多額の返還金が計上されていたため、サービス活動収益計がマイナスになっていた。

8　おぐら整備拠点区分の貸借対照表の短期運営資金借入金について、貸借対照表日の翌日から起算して返済の

期限が１年を超えて到来する借入金が含まれていた。

9　境木保育園拠点区分、保土ヶ谷保育園拠点区分など複数の拠点区分において、勘定科目の訂正の仕訳を行っ

た際に、事業活動計算書の勘定科目のみが訂正され、資金収支計算書の勘定科目が訂正されていなかった。

10　計算書類の附属明細書のうち、基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書の与那原

今後も同様の入札書を使用し、適切な事務手続により、契約を締結する。

6　決算額が予算額を超過している科目については、今期から補正予算を理事会に上程し、承認後実施する。 

軽微な乖離の範囲については、経理規程を変更し定める。

7　平成31年度から過年度の臨時的な損益で金額が僅少でないものは特別増減の部に計上する。　

8　平成31年度から返済の期限が1年を超えて到来する借入金は固定負債に計上する。

また、施設整備事業又は設備整備事業に対する補助金等に相当するものは国庫補助金等特別積立金に計上する。
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１５．その他

退職手当制度の加入状況等（複数回答可）

① 社会福祉施設職員等退職手当共済制度（(独)福祉医療機構）に加入

② 中小企業退職金共済制度（(独)勤労者退職金共済機構）に加入

③ 特定退職金共済制度（商工会議所）に加入

④ 都道府県社会福祉協議会や都道府県民間社会福祉事業職員共済会等が行う民間の社会福祉事業･施設の職員を対象とした退職手当制度に加入

⑤ その他の退職手当制度に加入（具体的に：●●●　　）

⑥ 法人独自で退職手当制度を整備

⑦ 退職手当制度には加入せず、退職給付引当金の積立も行っていない

9　平成31年度から資金諸口等の勘定科目を使用することにより、資金収支計算書と事業活動計算書との勘定

科目の整合性を図る。

10　平成31年度から基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書について、建設仮勘定

及び国庫補助金等の額を記載し、計算書類との整合性を図る。


