
13.当該会計年度の初日における理事の状況

1〈1)理事の定員    1           61〈2)理事の現員   1       61(3-12)理事全員の報酬等の総額(繭会計年度実績)(円)1     17,752,22012特例無   、、・  、   '1

(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9
常勤・非常勤

(3ゴ5)理事選任の評議′

員会議決年月日
(3-6)埋事の職業

(3-7)理事の

所轄庁からの・

再就職状況

(3-8)埋事の任期 ・ (3-9)埋事要件の区分別咳当状況

(3-10)各埋

事d見挨等特

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
稲垣 良 一

1理事長・ ,、. ・、、 1 令和2年6月19日 .2非営勤 1 令粕3年6厄18日1一石会 理 事長 一一一 一一一 12,無
R3.6.181～1R5.6月定時評議員会まで 3施設の管理者 ′ 、、 、・ i2無 I゙2理事報酬のみ支給 3

奈良岡 恵 美子
3その他理事 ′ ,,・ 1 1〕常勤 ′,I 令和3年6月18日1御所見愛児園 園長 2無 .、
R3,6.18]～iR5,6月定時評議員会まで 3施設の管理者′, .・ ・12無 、, .l3m員給与のみ支給,・′ ・ 3

西迫 哲
3その他埋事 ′- 1 2非常勤 ,,I 令和3年6月18日1神余川やすらぎ会理事長 2無 ,
R3.6.181～IR5.6月定時評議員会まで 1社会福祉事業の経営に関する識見を有する者 ・・・、、112無 ・・ 12理事報酬のみ支給・ ・ 3

山崎 一 雄
3・その他理事 1 2非常勤、川 令和3年6月18日]元鎌倉清和由比施1股長 2無 .・ 、
R3.s.i川～1R5.6月定時評議員会まで 1社会福祉事業の経営に関する識見を有する者 ・ 112無,.,、 I2理事報酬のみ支給 ,, 4

高鳩 誠
3;その他理事 ゛  :・1 1常勤,・ 」 令和3年6月18日1特別養護老人ホー1伯 鷺苑 施 設長 2無 、″
R3.6.isl～1R5.6月定時評議員会まで 3施 設の管理者 、′ゴ , 7・ 、 12無 13職 員給与のみ支給 , ′、 4

今泉 岳 雄
3.′そ0能理事). 、 ′・,,、 ′1 2非常勤 ・川 令和3年6月18日1日五ド児童教育専門学校 非 常勤講師 2無 ″″
R3.6.181んIR5.6月定時評議員会まで 1社会福祉事1暎の経営に関する識見を有すj5者 ′ ・・12無 、 12理 事報酬のみ支給、 4

(3-1)監事の氏名

(3-2)①監事の職業゛ (3-2)②監事の所轄庁から゙の再就職状況 、″ ′
(3-コ)監事熾任の評議

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

(3-7)前会計年度{こお

ける理事会への出席回

弯

斉藤 百 合子
元一石会埋事長 2無 ・ 令粕3年6月18日
R3.6.181～1R5.6月定時評議員会まで 3社会福祉事業に識見を有する者 (その他)、 3

宇久田 進 治
税理士 2無 ・ 令和3年6月18日
R3.6.isl～1R5.6月定時評議員会まで 5財務管理に識見を有する者 (税理士) ・ ″ 3

15,前会計年度・当会計年度における会計監査人の状況                                                    1

(1-1)前会計年度の会計監査人の氏名 (監愈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

決算にかがる

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 (監査法本の場合iよ監査法人名)

(2-2)当会計年度

の会計監査人の監

査報酬額 (円)

16,当該会計年度の初日における職員の状況

1

①常勤専従者の実数

・事業所職員の人数

①常勤専従者の実数

②常勤兼務者の実数

17.前会計年度{こ実施した評議員会の状況

1 ③ 非常勤者の実数
0.5

1 ③非常勤者の実数
0,5

常勤換算数

常勤換算数

(1)評議員会ごとの評議

員会開催年月日

(2)評議貝会ごとの評議員・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 1 理事 {監事 会計監査人



現況報告書 (令和4年4月1日現在)                       別紙1

:令和2年度事業報告

令和3年6月18日   5               号議案;令和2年度計算関係言類および財産目録 (案)の承認

第2号議案:理事・監事の選任について

1(4)うち開催を省略した回数 1     01

18.前会計年度に実施した理事会の状況                                                           1

(1)理事会ごとの理事会

開催年月日

(2)理事会詮 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3年5月28日 5 1
第1号議案:令和2年度 事 業報告、計算関係書類及び財産目録 (案) 第2号議案 神 機満了に伴う時期役員 (理事・監事)候補者の選任について 第3号議

案:令和3年度定時評議員会(Dffi集について 第4号議案:次期評議員・解任委員の選任について 第5号議案:評議員選任・解任委員会の招集{こついて

令和3年6月18日 6 1 第1号議案:理事長の選任

令和3年11月10日 6 2

第1号議案:令和3年度 第 1次補正予算 (案)

第2号議案=御所見愛児園借上げ辻宅制度 (仮称)の実施および規程 (案)について

報告事項:理事長の職務執行状況について、上半期運営状況について、上半期収支状況について

その他:こぶし荘デイサーピスセンダーの食事提供体制の見直しについて

令和4年3月28日 6 2

第1号議案;令和4年度事業計画 (案)及び当初予算 (案)

第2号議案:規則、規程等の一部改正 (案)について

第3号議案:御所見愛児園 給 食調理業務委託事業者の変更 報告事項;理事長職務執行状況、ケアプランセンターえんじゆ実地指導結果

1(4)うち開催を省略した回数 1     ol



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 ②事業所の名亦

1③事業所の所在地

④事業所の

土1也の保有

状況

⑤事業所の

建物の保有

状況

⑤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)利用者延べ唸

数 (人/年)
⑨社会福祉施設等の建設等0伏況 (当該拠点区分{こおける主たる事業 (前年度の年間収益が最も多い尋業)1こ計上)

ア建 設費 (ア)建設年月日 (イ)自己資金額 (円) (ウ)補助金額 (円) (工)借入金額 (円) (オ)建設費合計額 (円) ウ 延べ床面積

イ 大規模修繕
(ア)一1修繕年月臼

(1回目)

(ア)一2修繕年月日

(2回目)

(ア)一3修繕年月日

(3回目)

(ア)一4修繕年月日

(4回目)

(ア)一5修繕年月日

(5回目)
(イ)修繕費合計額 (円)

00フえんじゅ

03260301 ノ呂宅介護支援事業 ケアプランセンターえんCゆ

神3凹咽隻 ]藤5Fト 1用田82〇 一樹荘内 3自己所有 13自己所有 平成11年9月1日1 01 449

ア乞1設〔1 01
イノ規 〔1修繕

008包括

0326(1l[01 介護予防支援事業 藤沢市御所見地域包括支援一2冫ター

神ラ課則 t 1藤5F市 1打戻1760-1御 所見市民センダー内 1黴噸負領町1、行動槌貢翳 平成18年4月1日1 01 2,419

尺 社j貫 01
イノ涛!模1修絹 、

111,前会計年度における事業等の概要一(3)収益事業                                                 1

①-1拠点

区分コード

分類

①-2拠点

区分名称

①-3司=業類型コー

ド分類
①-4実施事業名称 ②事業所の名1 ゛

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

⑤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)
O社会福祉施設t)D建設等の状況 (当該拠点区分における主たる事業 (前年g:の年間収益が最も多い季業).に計上)

ア 建設費 (ア)建設年月日 (イ)自己資金頷 (円) (ウ)補助金証 (円) (工)借入金額 (円) (オ)゙建設費合計額 (円) ウ 延べ床面積

イ 大規模修繕
(ア)一1修繕年月日

(1回目)

(ア)一2修繕年月日

(2回目)

(ア)一3修繕年月日

(3回目)

(ア)、4修繕年月日

(4回目)

(ア)一5修繕年月日 ・

(5回目)
(イ)、修繕貝合訂頷 (円)

111.前会計年度における事業等の既要一(4〉備考・                                                  1

111-2.地域における公益的な取組(池域公益事業(再掲〉含む)                                               1

①鴎 唄 型コードカ類

②取組の名称 ←組の実施場所(区域)
④取組内容

地域における公姦的な取

組①(地域の脣★援曹
に対する相談支援、) 、

地域の縁側 「ごしよみ元気」 藤沢市用田569 御所見愛児園内

地域の高齢者、子育て世代なd佳もが気軽に集い、交流を促進

地域における谷益的な取
組⑧(地域の閃俸轡どの
ネットワークプくり) ゛

高齢者「通いの場」 藤沢市用田820 一樹荘内

地域の仲間つ〈りや池域活動を支援し、健康で心身の機能保持を図り、生活できるよう支援

112,社会福祉充実残額及び社会福祉充実計画の策定の状況

(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)

②地域公益事業 (円)

③公益事業 (円)

①合計頷 (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)

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 (P3)ffO～1
113.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

⑦事業報告               1有

の財産目録               1有

①第三者評価結果            咳当なし

④苦情処理結果            1有

①附属明細書              1有

(2)前会計年度の報酬・補助金等の公費の状況

③国庫補助金等特別積立金取崩累計額 (円)

114.ガバナ〉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

②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)

(社会福祉充実残額算定シートをイ乍成するまで編集することはできません川
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(2)法人所轄庁からの報告徴収・検査への対応状況

①所轄庁がら求められた改善事項      1

②実施した改善内容

115,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 (        に加入

②中小企業退職金共済制度 (            {こ加入

③特定退職金共済制度 (商工会議所)に加入

その他の退職手当制度に加入 (具体的に

⑤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柑テフていない


