
1.法人基本情報 |

1)都道府県区分 2)市 町村区分 5)法人EXI分

201下関市 ,5201
'250005003174

現況報告書様式 (平成30年4月 1日現在 )
号」畜氏1

′)法人の名称 ■会7昌祉法人やまはと会員光園

1下 関市 ヨ光流,可原1544
9)主た′

'822485115   1(10)主
たる事務所 の FAX番 号 )822485118         1(11)従 たる事務所の有無 2無

12)従たる事務所の住所

13)法人のホムヘ
゜

デアト
｀
レス )tIP〃 Care net bレ /35/yamabatokaヴ ndeX Php 14)法人のメ静ハ` レス   kaiimtuen@rap d OCn ne ip

15)法人の設立認可年月日 平成3年フ月6E

L2_=当 該会計年度の初日における評議員の状況                                                         |

(ll・ T議票の牢票   7名以上9名以内    |(2)評議員の現員     1       7(36)評 議員全員の報酬等の総額 (円 1               0

(3-1)評 議員の氏名 33)評議員の任期 13-4)評議員の所

鱈庁からの再就職

伏況

i35)他の社会福祉法人の評

議員 役員 織員との兼務状況

β-7)前会計年度における評

義員会への出席回数
(32)評 議員の職業

2無 2無 2
J回合 同カス(株 )H又 締役会 長

す田 思晴 H29411～  H336
2無 2無 2

止 子 H29411ヽレIH33 6
2無 2無 1オンフスマン

2無 2無 2
員光園保護者会役員

太田 英弘 H29411ヽ′IH33 6
2無 2無 2

圧丼 勲 H29411、‐IH33 6
缶
“

2無 0

天里予 郷 士 H2941～ H336
2無 2無 2

卜関 中 違 台 目 ,日会 昌り会 長

3.当該会計年度の初日における理事の状況

(→撃事の定員     6名 以上 8名以内    |(2)理事の現員    1       6(312)理 事全員の報酬等蹴 額 (円 )           25′ 900′ 0002特例無

3‐ 1)理事の氏名

32)理事の役職
(33)理事長への就任

年月日

β-4)理事の

書勤 リト常動

13‐ 5)理事選任の評議

員会議決年月日
3‐ 6)理事の職業

(37)理 事の

所轄庁からの

38)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
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

ヂ木 I帯 生
H296131ヽ  ́ 日316 2無

左藤 紀久美
3その他理事 1常動 平成 29年 6月 13日 1員光 園職員 2無

H296131～ IH31 6 3施設の管理者                   2無      1理 事報Ell及酬 哉員給料ともに支給 3

コ岡 雄治
3その他理事 2無

H296131～ IH31 6 施設の管理者 佃
¨

理事報lll及酬 哉員給料ともに支給 2

三井 |● 文
社会ネ冨祉事業の経営に関する識見を有する者 儘

¨
いずれも支給なし 3

事村 薫
,そ のイ包埋手

2事業 区域 |こ おける福祉 に関する実 1青 に通 している者    2無     4し すヽnも支給 なし

宮内 光雄 'そ
の他 ]里 事 常 勤 平成 29年 6月 13日 1員光 園職員

H296131～ IH31 6 3施設の自理者                    2鋼

4 当該会言十年度の初日仁おける監事の状況

(1)監 事の定員    1           2(2)監 事の現員    1       21(3-6)監 事全員の報酬等の総額 (円 )1          1′ 800′ 000

3-1)監事の氏名

32)①監事の職業 3‐ 2)② 監事の所轄庁からの再就職状況
153風 手預日士の.I議

雪会議 決年月 日

34)監事の任期 3-5)監事要件の区分別該当状況
(37)前会計年度 |こおけ

る理事会への出席回数

目田 ―男
τ山口銀行

,財務管理に識見を有する者 (その他 ) 2

ヨ村 ―夫
無 平成29年6月 13日

2社会福祉事業に言哉見を有する者 (祝理士 ) 2

15 前会計年度。当会計年度における会言1監査人の状況                                                _    |

11)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 )

12)前会計軍妻

D会計監査人の監

寄報酬額 (躍 )

央算にかかる

E時評議員

をへの出席の

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 )

(22)当 会計年度

の会計監査人の監

査報酬額 (円 )

6、 当該会計年度の初日における職員の状況

り字勁専るこ奮の実数    1      11 D常勤兼務者の実数

常勤換算数

0

常勤換算数

2)施 設 事業所職員の人数

D常勤専従者の実数    1      153
常勤換算数

0

常勤換算数

17.前会計年度に実施した評議員会の状況                                                     __J

:と会員光園

21.平 議員会ごとの評議員 理事 監事



平成30年 3月 24日

【報告事項】(1)平成29年度決算予測について

【決議事項】第1号議案 平成30年度 資金収支計画書 (案 )の承認の件 第2号議案 平成30年度 事業計画 (案)承認の件 第3号議案 定
変更の件 第 4号議案 定款施行細貝1変更の承認の件 第 5号議案

`登

員等報酬規程変更の承認の件 第 6号議案 役員等費用弁償規程変更の承認の件

現況報告書様式 (平成30年4月 1日現在)
別紙 1

第 3号議案 平成 29年度 資金収支計画書の承認の件
平成29年 6月 13日

第 1号議案 新理事及び新監事の承認の件 第 2号議案 平成 28年度決算報告書承認の件

第 4号議案 社会福祉充実残額の承認の件  第 5号議案 役員等報酬規程の承認の件

11)理 事会ごとの理事会

開催年月日

12)理 事会ごとの理事 監事

;」 の出席者数 3)理事会ごとの決議事項

理 事 監 事

平成29年 5月 20日 6 0
第 1号 議案 平成 28年度決算の件  第 2号議案 平成29年 度 資金収支予算書 (ネ南正)の件  第 3号議案 社会福祉充実計画承認の件 第 4号議案 経J里規

程の一部変更の件

平成 29年 6月 17日 6 2
【報告事項】(1)平成 28年度決算報告書承認の件 (2)平成 29年度 資金収支計画書の承認の件 (3)社会福祉充実残額の承認の件

【決議事項】第 1号議案 」里事長の選任の件

平成30年 3月 17日 6

【報告事項】(1)平成 29年度決算予損

"こ

ついて

【決議事項】第 1号議案 平成 30年度 資金収支計画書 (案 )の承認の件 第 2号議案 平成 30年度 事業計画 (案)承認の件 第 3号議案 定款変更の承

認の件 第 4号議案 定款施行細貝J変更の承認の件 第 5号議案 役員等報PII規程変更の承認の件 第 6号議案 役員等費用弁償規程変更の承認の件  その他

評議員会開催 平成 30年 3月 24日 (土 )

:と 会員光園

(4)うち開催を省略した回数  1     0

[]=前合言十年厚に実施した理事会の状況                                                         |

(4)う ち開催を省略した回数  1     0

L2Lコ 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)監査幸艮告により求められた改善すべき事項

(3)監査報告(こより求められた改善すべき

事項に対する対応

|卜改善事項なし

・LX善

10 前会計年度に実施した会計監査の状況

(1)会計監査人による会言1監査報告における意見の区分 |                           |

(2)会計監査人による監査報告書

111.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                                        _    |

31拠点区

分コード分

類

02拠点区

分名称

34実施事業名称 D事業所の名称

〕事業所の所在地
〕事業所の土

也の保有状況 勿の保有状況

D事業所単位での事業開

冶年月日

D事判所単

立での定員
弓)利用者延べ総

減

`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 「上

ア 建言l費 (ア)建設年月日 (イ)自 己資金額 (円 ) (ウ ) 補助金額 (円 ) (■ )借入金額 (円 ) (オ)建設費合計額 (円 ) 延べ床面積

イ 大規樹 疹繕
(ア)-1修 繕年月日

(1回 日 )

(ア,-2修 ¥吾年月日

(2回日 ) (3回 日)

ア)-4修 繕年月日

4回 日 )

(ア)-5修繕年月日

(5回 日 )

修繕費合計額 (円 )

重害者支援施 設 (施設 入所 支援 )

,自 己所有 平成4年 4月 1日 12′ 308

157′ 500′ 000

大規模 (疹荼薔 225′ 464′ 00〔

生活介護

員光流河原 154411541 3自 己所有 3自 己所有 平成4年 4月 1ヒ

′
大

"ひ

莫修繕
)2130107 車審福祉サービス事業 (短期 入所 ) 入所

」口県    1下 関市 ヨ光
'流 'pJ,京

1544-1、 1541 平成4年 4月 1日 5 189

フ建 設費 0

`大

規瞑 髪発吾

ヨ中シヨート

員光流河原 15441、 1541 3自 己所有 3自 己所有 平成 4年 4月 1ヒ

´
大規模修繕

001

)2130106 章害福祉サービス事業 生活介護 ) 量害者通所

」口県   1下関市 員光流 ,可原 1541 3目 己所萄 20 3′ 07フ

′建設買 平成 12年 4月 lE 67875(

大規模修繕 平成 13年 4月 1ヒ 86.121′ 00(

003 本部

理区分

3自 己所有 3自 己所有 平成 8年4月 lE 0

002

寺別養護老人ホーム (介護福祉サービス) 寺別症訴更老人ホーム

」口県   1下関市 員光流河原 154411541 3自 己所有 24805
ア建設買 平成 8年4月 1日 2′ ノ29′ 50〔 73889〔

大規模修繕 平成 29年2月 28ヒ 10′ 641

002

寺別養 護老 人ホーム (ザ )護引 サーヒス

山口 県   |卜 r‐1市 ,自 己所有 3自 己所有 平成 8年4月 1日 50 17′ 255

33000000C 566′847′ 866 3.20654(

平成23年 1月 1日 84′ 860′ 00(

デイサービスセンタ



人テイサービスセンター
(

現況報告書様式 (平成30年4月 1日現在)
別紙 1

11:菫 全言1年厚における事業等の概要 ― (3)収益事業

〕1拠点区

)コード分

墳

O‐ 2拠点区

分名称

ド分類
D‐ 4実施事業名称 ,事業所の名称

Э事業所の所在地 3認俣糞陽霧詔侯嘱:薫昔暫

単位での事業開

 に
言薫塁盆 li「早う言;夫

総

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

大規模修繕
(ア)-1修 繕年月日

`1同
日ヽ

(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)

修繕費合計額 (円 )(イ )

lL剪合計年度における事業等の概要 ― (4)備考

特に該当なし

LL≧ _1茅聾た聾おける公益的な取組 (地域公益事業含む)(再掲)                                             |

①取組類型コード分類
ら取組の名称 〕取組の実施場所 (区域 )

う取組内容

ltl域における公益口句な敢
組0(その他) 言月、第 1第 3火 曜日 「ゆめタウン長府 Jへ 買い物八スの運行

也頸における公盃日Jな月ヌ

′日('(そのlll)

スヽ送 ll E司地 区 清 末 lL1/

人会 出席 者を′ヽスにて送迎 老人会 開催 |う

寺別子講隻老人ホーム他

地域における公益的な取

組1● (地域の要支援者

ふくし生活SOS事業 (緊
=

寺別養護老人ホーム他

ふくし生活 SOS事 業 J本臨炎にてキャッチした要支援者への緊急支援の実施

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)

:と会員光園

13 透 明性 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

(1)社会福祉充実残額等の総額 (円 )

(2)社会福祉充実居十画|こおける言十画額 (計画期間中の総額 )

0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 )

0公益事業 (円 )

④合計額 (0+② +0)(円 )

(3)社 会福祉充実残額の前年度の投資実績額

0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 )

O公益事業 (円 )

④合計額 (C+② +③ )(円 )

(4)社会福祉充実言1画の実施期FE5

②事業報告

⑦財産目録

0事業計画書

①第二者評価應棄

0苦情処理結果

②監事監査結果

Of4j属 明細書

(2)前会計年度の報酬 補助金等の公費の状況

～ |        |

11:菫金El■度における事業等の概要 ― (2)公益事業

l‐
‐1拠点区

分コード分

類

① 2拠点区

分名称

03事業類型」―

ド分類
D4実施事業名称 ②事業所の名称

D事業所の所在地
tll事場所の上

地の保有状況

聾 詢所の建

物の保有状況

⑥事業所単位での事業開

始年月日

D事業所単

立での定員
月)利用者延べ絲

数 r人 /年 )

社会福祉施設寺の建設等の状況 (当該拠点区分 1こおける主たる事業 (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 ) (工 )借入金額 (円 ) (オ)建設費合計額 (円 ) 延べ床面積

イ 大規模修繕
(ア, -1修繕年月日 ア)-2修 荼吾年月日

,同国 )

(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 )

(イ )修繕費合計額 (円 )

生活支援付

高齢者住

宅 仁

J口 県    |卜 関市          ′
J｀ 月茶崖 lJ日 310 3自己所有  3自 己所有 平成 25年 8月 1日 1    301    11′ 292

200′ 000′ 000 302′ 000,00( 1′83426(
イ大規模修繕



男」鷲氏1

①事業運営に孫る公費 (円 )

②施設 設備に係る公費 (円 )

③国庫補助全等特別積立金取崩累計額 (円 )

(3)福祉サ‐ビスの第三者評価の受審施設・事翔 7L●いて

現況報告書様式 (平成30年4月 1日現在)

施設名

該当なし

:と会員光園

14:型墜≧丞の弾し憐 規律の確立に向け靭 組状況

(1)会 .I監査人非設置法人における会計に関す

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 )

(2メ人所驚庁からの報告徴収・検査への対応状況

①所轄庁から求められた改善事項

②実施した改善内容

ていなわ た。

1

2平成 30

15。 その他


