
1:法人基本情圭E

1)都道府県区分 3)所撃庁 区分 4)法 人番号 5)法 人区分

5山 口県 201下 関市 5250005003174 05その他 〕1運 E‐ 中

現況報告書 (令和2年4月 1日現在)
別紙 1

(7)法人の名称 社会福祉法人やまた 会員光園

3)主たる事務所 の住所 山口県 下関市

9)=“ 事務所 の電話番号 D83-248-5115 10)主 たる事務所のFAX番号 )832485118         1`11ヽ 従「 る事務所の有無 2無

13)法人のホムヘ
゜

シ
｀
フト

｀
レス tp〃 Care net b z/35/yamabatOkav ndeX php 14)法 人のメルアドレス   kaiimに uenorap d OCn ne io

5)法 人の設立認 可年月 日 16)法 人の設立登 記年 月日 平成 3年7月 12日

2 当該会計年度の初日における評議員の状況

|(1ヽ平:i員 の定員    7名 以上 9名 以内    |(2)評 ii員の現員     1       71(36)評 ;i員全員の報]1等の総額 (前会言1年度実績)(円 )                0

1)評議員の氏名 33)評 it員の任期 34)評議員のPF

嗜庁からの再就職

だ兄

3-5)他のFt会福祉法人の言平

義員 役員■乱員との業務状況

3ア )前会言1年度 l〔 おける評

i員 会への出席回数,2)評 ii員の職業

2繁 2
山口合同カス(株 )取締役会長

と無 2
モ宇部興 産 (株 )

と無 と無 1

相 子 H29411‐_IH33 6
と無 l無 2

員7t園保 護 者 云 役 員

央ラム H29411ヽ´IH33 6
と無 2無

下関市東部5地 区まちづくり協議会会長

藤丼 勲 H29411- H336
壼
〔

無 2
下関市東部5地 区まちづくり協議会昌J会長

矢野 郷 士 H29411、´IH33 6
壺
¨ 熙 2

卜関雨 l●合 目治会 畠J会長

3 当該会計年度の初日における理事の状況

(1)I里 事の定員    16名 以上 8名以内    |(2)理事の現員    1       6(312)理 事全員の報 I‖ 等の絲ヽ額 (前会計年庫寒■ )(円 )1      25′ 360`1992豊』J墨     __‐

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

「業務執行理事」とは、社会福祉法45条の16第 2項第 2号で規定する業務締 テ理事 (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。

L41_当「ス含計年度の初日仁おける監事の状況                                                        |

(つ等事つ

=員
    1           2(2)監 事の現員    1       2(36)壁 市全員の報酎1等の総額(前会計年度実績)(円 )1           2′ 178′ 000

31)監 Tの氏堪

2)■監事の1哉業 32)2:監 l・ の所轄庁からの再就1出状況
5~5,洒壼手担当■のう十長

「
.

ヨ会議決年月日

34)監市の任期 35)墜事要イ牛の区分別該当状況
(37)前 会計年度におけ

る理事会への出席回散

昌田 一男
死山 口 銀 イT

「
岡 泰彦

［員 令和 1年 6月 1日

5 前会計年度・当会計年度における会計監査人の状況

(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 会計年度

の会計監査人の監

査報酬額 (円 )

決算にかかる

定時評議員

会への出席の

(21)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 )

12-2)当 会計年度

D会計監査人の監

彗報酬額 (円 )

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常勤専従者の実敦    1      11
常勤換算数 常勤換算数

8

00 40

2)施設 事当所月哉員の人数

=幕
勁専従者の要諫    1     163 ,常動兼務者の実散

常勤換算数

0 ■,F鴬勤者の実数
常勤換算数

7 前会計年度に実施した評議員会の状況

:と会員光園

(31)f[事のLt名

32)理事の役職('■ )

3)理事長への就任

(38)I里 事の任期 39)'里 事要件の区分別.~当 状況
事と親族等特

殊関係にある
311)理事報●1等の支給形熊

1理事報ull及 び職員給料ともに支給

2事業区域 1こおける福祉に関する実情 (こ通じている者

1理事報酬及び職員給料ともに支給

1)評議員会ごとの評議
2)評 議員会ごとの評議員・理事 監事

3)評 議員会ごとの決議事 l‐



令和2年 3月 30日

*コ ロナワィルス対策として、評議員会を提案書方式で実方6し た.(令和 2年 3月 14日提案書発送、令和2年3月 28日 同意書回収)

【報告事項】(1)令和 1年度決算予測について

【決議事項】第 1号議案 令和 2年度 資金収支計画書 (補正前)の承認の件 第 2号議案 令和 2年度 事業計画 (案 )承認の件 第 3号議案 定

変更承認の件 第 4号議案 ネ冨祉サービスに関する苦情解決取扱要綱承認の件

*評議員会の決議があったとみなされた日 令和2年 3月 30日

現況報告書 (令和2年4月 1日現在 )

第 1号 議案 平成30年度決算報告承認の件 第 2号議案

充実残額承認の件 第 4号議案 理事 監事の再任、退任、

平成 31年度 資金収支計画書

新任の承認の件 その他報告事項

別紙 1

(補正後)の承認の件  第 3号議案  平成31年度社会福祉

C外国人技能実習生等の受入れについて ②地域 |こ おける公益令和 1年 6月 1日

|フ )=査オ告|‐ |■求●)'11■ 11■ ●.1■
■ |

(3)11責 報告■.=1求 ●■́ t教
=ウ

■ヽ

と会員光園

な取組 こついて

(■ ‐ 問
`1●

告 ]|.=L「341  1

8,前会計年度に実施した理事会の状況

11寧 1:==lr)iフ■■

構゙
=■

F

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

令和1年 5月 18日 5 2

【報告事lll】 平成30年度決算報告の件

【決議事項】第 1号議案 平成31年度 資金収支計画書 (補正後)の承認の件 第2号議案 平成31年度社会福祉充実残額承認の件 第3号議案 理事、監事の

任期満了の件

令和 2年 3月 14日 5 2
〔報告事項】 (1)令和 1年度決算予測について

【決議事項】第 1号 議案 令和 2年度 資金収支計画書 (ネ甫正前)の承認の件 第 2号議案 令和 2年度 事業計画 (案)承認の件 第 3号議案 定款の変更承

認の件 第4号議案 ネ昌祉サービスに関する苦清解決取扱要綱承認の件

14,■ 開催■4町 悧 |'1  0

19 前会計年度lc実施した監事監査の状況                                                    _     |
|II:1騒 査,■ |ヽ |.,「

『
■●:11

―夫

「改善事項なし
|

いため

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1こおける意見の区分 |                              |

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

|‐ ″′』「■11

,■ 1,

4=施■ギ
=:"

F業所|,■,

3事業所の所在地 `■ =所
●±

ゆ●攣■11,P

,ま 華PF■,菫

詢|●早有|■ 甲

●■華所|1位 ■●●業
=

,台 年 月 E
'「

筆,「 ■

F●■■
彎|¬ 用者延 イヽt

す上

ア 建設費 (ア)建設年月日 (イ)自己資金額 (円 ) (ワ )補助金額 (円 ) (■ )借入金額 (円 ) (オ)建設費合.t額 (円 ) ウ 延べ床面積

イ 大規模修繕
(ア)-1修 繕年月日

(1回 目 )

(ア)-2修絡年月日

(2回 目)

(ア)-3修 繕年月日

(3回 目)

(ア)-4修 繕年月日

(4回 自 )

(ア)-5修繕年月日

(5回 自)

(イ ) 修繕費合計額 (円 )

章害福祉部
山口県   1下関市         1員 光流河原154411541 3自 己所有 3自 己所有 平成4年 4月 1日 12′ 882
7建設質 平成4年 4月 1日 64′ フ40´ 000 92´ 760´ 000 15750000C 2′019720

平成 18年 2月 28日 平成 28年 4月 1日 225′ 464′ 000

草害者支援施 設 (生活′)護 ) 主活イヽ護

」口県    |卜 関市          1員 光流

'可

原 154411541
'目

己所石 3日 己所百 平成 4年 4月 1ヒ

001
山口県   1下関市         1員 光流河原154411541 平成4年 4月 1日 228
ア建設費 平成4年 4月 1日

イ大規模修繕 0

障害福祉部

)2130501 也域 活動支 援センター ヨ中シヨート

山口県    1下 関市          1員 光 流河原 15441、 1541 自己所有 3自 己FJT有 平成4年 4月 1日 5 148
フ建設 質

人 鎌 修 子普

001
拍口県   1下「 3272
フ建設費 6フ875C
大規模修繕 平成 13年 4月 1日 86′ 121,00C

本部

)0000001 本部経理区分 本 部

山口県   1下関市         1員 光流河原 154411541 3自 己所有 3自 己所有 平成 8年4月 1日 0 0

7建言貨費 平成 8年4月 1日

002

将

"峰
護 者人ホーム い 護福 71Lサ ーヒス) 特 別養護 老人ホーム

3目 己師 3目 己所有

1064124〔

002

01030202
山口県   1下関市         1員 光流 )可原 1540 3自己所有 3自己所有 平成8年4月 1日 50 17′ 854
ア建 設賣 平成 16年 4月 1日 30′ 315′ 043 206′ 532′ 823 330′ 000′ 000 566′ 84フ ′86( 3.20654(

イ大規模修繕 平成 16年 10月 lE 平成 23年 1月 lE 84′ 860′ 00(

002

老人テイサーヒスセンター (通所′ヽ護) テイサービスセンター

」口県    |卜 関市          1員 光流

'可

原 15441、 1541 3目 己所有 3目己所有 平成 8年 7月 1ヒ

イ大規模修繕

002

02120202
山口県   1下関市         1清 末西町 1丁 目 6番 10号 3自己所有 3自 己所有 平成 13年 2月 lE 831
7建設質 平成 13年 2月 1日 6,941′ 250 0 60′ 000000 6694125( 381 55(

イ大規 模修繕



現況報告書 (令和2年4月 1日現在 )
別紙 1

:と会員光錮

120402 人短期入所施設 ( 短期入所生活介護 (ユニット型 )

11 |こ 8うけ ― (2 業

,1拠点区

分]卜分
|-2,ll∫ヨ区

分名称

●

“

手業知型コ
t_l類 4栗方,事業名称

'事

業所の名ili

〕事業所の所在地 [耐R蔦陽認 R: :軍 青暫

単位 この事業開

1准
憲薫]:事

 li「]IE「
燃

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FB5J又益が最も多い事業)に言1上 )

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

大規模修糸善
げ ,-1修 結年月 日

(1回 日 )

ア)-2修

“

吾年月 日 (ア)-3修 繕年月日

`3同
日ヽ

(ア)-4修 繕年月日

(4回 目) (5回 日 )
(イ)修繕費合計額 (円 )

011

生活支援付

高齢者住

宅 仁

山口県 1下「 自己所有 13自 己所有 平 成 25年8月 1日 1    301    10′ 218

'建設費 34′ 908′ 000 200′ 000,00( 3020000001           183426C

11 前会計年度に ― (3 業

■ l lll点 区

分0 卜分

類

2jllt点 区

|=!新 i

■ 3事 業類型コ

ド
=美

ロ
● 4実施事業名″F ■事業所の名1ホ

Э事業所の所在地 ●■業所
‐0上

地の保有l■況

,事業所の建

llm保 有1犬 沢

6弓「業所単侍■の事業開

i台年月日

1事 業所単

立この定員

0年間(4月 ～3

月)利用者延
^総

教 1人 ´年 )

諄の状況 (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 ) (■ )借入金額 (円 ) (オ)建設費合計額 (円 ) 延べ床面積

イ 大規模修繕
7)-1修 絡年月 日

(1回 日 )

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 日) (5回 日)

(イ ) 修繕費合計額 (円 )

11 前会計年度における ― `4

特に該当なし

112 地域における公益的な取組

1取組頚型■―卜分類

②取組の名称 1取組の実Ijl場 PI(区 域 )

●取なΠ内容

也域1こおける公益的な取

組⑨ (その他 )

買い物支援 王司地区 渭末地区

毎月 第1第3火曜日 「ゆめタウン長府 Jへ買い物バスの運行  年間 24回 延べ人数 303人

地域における公益的な取

組19(そ の他 )

スヽ送迎 王司地区 清末地区

老人会出席者をノ収 にて送迎 老人会開催時  「小学校ようこそランチ」ボランティアの人の送迎

也域(こおける公益的な取
咀① (地域の要支援者
こ対する相談支援)

ふくし生活 SOS事 業 (相 談支援 ) 寺別養護老人ホーム他

ふくし生活 SOS事 業 J相談窓回の設置 本目談支援 関係機関へのつなざ

■741(地 域の要支援者

こ対する資金や物資の貸

寸 提供 )

くヽし生活 SOS事 業 (緊 急支援 ) 寺別養護老人ホーム他

ふくし生活 SOs事 業」相言炎にてキャッチした要支援者への緊急支援の実方t

腕 における公益的な取

且17(地域住民に対する

昌祉教育 )

ミ習生の受入れ 寺別養護老人ホーム他

F関福祉専門学校の生徒等の受入れによる福祉人材の育成

112 社会福祉お寒残額及び社会福祉充実計画の策定の状況                   (社 会福祉充栗残額算定シートを作成す至菫至編塞菫0こ昼t至きませんJ

～ |         |

13.透 明性の確保に向けた取組状況

■)社 会福祉充実残額等の総額 (円 )

(2)社 会福祉充実計画にぶナる計画額 (計画期間中の総額 )

,社会籍祉事業又は公益事業 (社会福祉事業に類する′ヽ規模事業)(円 )

,tl嘱公益事業 (円 )

●公益事業 (円 )

●合計細 ←■■2■ ■)(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 )

C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

(1)積極的な情報公表への取組

①任意事項の公表の有無

●事業報告 1有



④財産目録

◎事業計画書

○第二者評価結果

②苦情処理結果

②監事監査結果

〇附属明細書

(2蝙 酬・補助金等の公賞囃

①事業運営に係る公費 (円 )

②施設・設備に係る公費 (円 )

③国庫補勘金等特別積立金取譴累計額 (円 )

(3)福祉サービスの第二者評価の受審施設・事業所につして

現況報告書 (令和2年4月 1日現在)

通設名

亥当なし

別紙 1
:と会員光園

.ガバナン

①実施者の区分
②無 磁  (法人の場合は 名)

ё轟 内容
④璽爾■筆額](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

②実施し轍 善内容

指摘を受け藤 月日 平成 30年 3月 16日
是正改善指示事項】

1 評議員会つ開催決定について

2 その傷債立金について

日円な す名梶 付すること。また、積 立金と同額 の積 立資酸 計上すること。

ヨ止 収 書 の結 直 状 況 ]

1 評議員会の開催決定について

評議員会つ開催を決定する。

2 その他 積立金 について

その他積立金

111J量の生 |‐ |   |‐     _|■ ■ ,||  | |||


