
社会福祉法人優輝福祉会

別紙1
現況報告書（令和3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

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

34 広島県 209 三次市 34000 3240005005496 01 一般法人 01 運営中

平成2年12月4日 平成2年12月13日

7 7 120,000

(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

https://yuukifukushikai.com/ (14)法人のﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ youshine@yuukifukushikai.com

社会福祉法人優輝福祉会

広島県 三次市 吉舎町吉舎606番地
0824-43-3121 0824-43-3122 2 無

元重　堪子 H29.4.1 R3.6.25
2

0

吉野　留弘 H29.4.1 R3.6.25
2

(3-2)評議員の職業

久笠　信雄 H29.4.1 R3.6.25

岡田　昌一 H29.4.1 R3.6.25
2

谷本　淳一 H29.4.1 R3.6.25
2

高場　憲夫 H29.4.1 R3.6.25
2

6 6 0 1 特例有

(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

芥川　美智子 H29.4.1 R3.6.25
2

R1.6.27 令和3年6月26日 3 施設の管理者 2 無 9
熊原　保

1 理事長 平成29年6月23日 1 常勤 令和1年6月26日

(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

R1.6.27 令和3年6月26日 3 施設の管理者 2 無 8
森重　利夫

3 その他理事 1 常勤 令和1年6月26日

R1.6.27 令和3年6月26日 3 施設の管理者 2 無 9
若井　久子

2 業務執行理事 1 常勤 令和1年6月26日

R1.6.27 令和3年6月26日 3 施設の管理者 2 無 9
田中　里子

3 その他理事 1 常勤 令和1年6月26日

R1.6.27 令和3年6月26日 3 施設の管理者 2 無 9
末重　幸子

3 その他理事 1 常勤 令和1年6月26日

(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。

2 2 160,000

(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

R1.6.27 令和3年6月26日 3 施設の管理者 2 無 9
伊藤　昌代

3 その他理事 1 常勤 令和1年6月26日

(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）

0 0 0

和田　和子
令和1年6月26日

R1.6.27 R3.6.26 6 財務管理に識見を有する者（その他） 9

(3-7)前会計年度における

理事会への出席回数

箱田　公人
令和1年6月26日

R1.6.27 R3.6.26 3 社会福祉事業に識見を有する者（その他） 9

令和2年6月24日 6 6 2 議案第１号　令和元年度の計算書類等及び財産目録の承認について

(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

0.0 0.0

230 0 121

0.0 97.0

令和3年3月30日 6 6 2

議案第２号　定款変更について

議案第３号　令和２年度第１回補正予算について

議案第４号　令和３年度事業計画について

議案第５号　令和３年度収支予算について



社会福祉法人優輝福祉会

(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

(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4月30日 6 2

議案第１号　旧福六酒造，故石田正二氏居宅，後藤孝男氏居宅の解体工事の施工に係る施工業者（応札者）の選定（指名）及び入札の執行について

議案第２号　後藤孝男氏居宅の解体後の土地の譲り受けについて

議案第３号　コージーガーデン舗装工事の施工に係る施工業者（応札者）の選定（指名）及び入札の執行について

議案第４号　藤原別荘進入路路肩改修（復旧）工事の施工に係る施工業者（応札者）の選定（指名）及び入札の執行について

議案第５号　ゆうしゃいんＣＣＭの開設時期の延期について

議案第６号　新型コロナウィルス対策の実施内容と今後について

令和2年6月5日 5 2

議案第７号　令和元年度事業報告，計算書類等及び財産目録の承認について

議案第８号　評議員選任・解任委員の選任について

議案第９号　定時評議員会の招集について

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3年3月30日 6 6 2

議案第２号　定款変更について

議案第３号　令和２年度第１回補正予算について

議案第４号　令和３年度事業計画について

議案第５号　令和３年度収支予算について

令和3年3月19日 6 2 議案第２９号　第１回臨時評議員会の招集について

令和3年3月25日 6 2

議案第３０号　労働基準法第３６条の規定にする時間外・休日労働に関する協定について

議案第３１号　三次市元気な地域創造施設整備支援事業の認定申請について

議案第３２号　令和２年度第１回補正予算について

議案第３３号　令和３年度事業計画について

議案第３４号　令和３年度予算について

令和2年12月19日 6 2

議案第２０号　放課後等デイサービスの廃止及びゆうしゃいん三次の体系変更について

議案第２１号　通所介護事業所の経営について

議案第２２号　庄原市の高齢者・障害者等生活支援に係る一時滞在施設運営業務の受託，専門支援チームの設置及び支援業務の実施について

議案第２３号　所有財産（土地建物）の譲渡について

議案第２４号　所有動産（家具・食器等）の売却について

議案第２５号　職員及び法人の体質を変えるための成功報酬の導入について

令和3年2月8日 6 2

議案第２６号　居宅介護支援事業所ゆうしゃいんの所在地の変更及び管理者の異動について

議案第２７号　居宅介護支援事業所ユーシャインの管理者の異動について

議案第２８号　新しい経営モデルについて

令和2年9月3日 6 2

議案第１０号　定款変更（財産の増）について

議案第１１号　土地の譲り受けについて

議案第１２号　家屋の解体工事について

議案第１３号　サービス等生産性向上ＩＴ導入支援事業費補助金について

議案第１４号　新型コロナウィルス感染症緊急包括支援交付金について

議案第１５号　印章取扱規程の変更について

令和2年11月13日 6 2

議案第１６号　地域生活支援拠点・日中サービス支援型共同生活援助事業所（CCM）敷地内の国有地（里道）の取扱について

議案第１７号　藤原別荘進入路路肩改修（復旧）工事の施工に係る施工業者の選定（指名）及び入札の執行について

議案第１８号　日本財団の助成金の申請について

議案第１９号　法人創立３０周年記念事業について

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）
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）

無し

無し

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

令和3年3月30日 6 2 議案第３５号　重要な役割を担う職員の異動について

2

箱田　公人　　和田　和子

庄原市 総領町中領家476番地 1 行政からの賃借等 3 自己所有

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）
（イ）修繕費合計額（円）

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）

120 ユーシャイン

02120401 老人短期入所事業（短期入所生活介護） 短期入所生活介護事業所ﾕｰｼｬｲﾝ

広島県 庄原市 総領町中領家476番地 1 行政からの賃借等

イ大規模修繕

平成3年8月1日 50 17,355

ア建設費
120 ユーシャイン

01030202 特別養護老人ホーム（介護福祉サービス） 特別養護老人ホームユーシャイン

広島県

庄原市 総領町中領家476番地 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3年8月1日 8 2,795

ア建設費

120 ユーシャイン

02120101 老人居宅介護等事業（訪問介護） 訪問介護事業所ユーシャイン

広島県 庄原市 総領町中領家476番地 1 行政からの賃借等

イ大規模修繕

平成3年8月1日 10 2,044

ア建設費
120 ユーシャイン

02120201 老人デイサービス事業（通所介護） 通所介護事業所ユーシャイン

広島県

3 自己所有 平成3年10月1日 0 3,281

ア建設費
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120 ユーシャイン

庄原市 総領町中領家476番地 1 行政からの賃借等 3 自己所有

イ大規模修繕

120 ユーシャイン

02120901 老人介護支援センター 居宅介護支援事業所・老人介護支援

広島県 庄原市 総領町中領家476番地 1 行政からの賃借等

イ大規模修繕

平成18年10月1日 0 685

ア建設費
120 ユーシャイン

02130101 障害福祉サービス事業（居宅介護） 訪問介護事業所ﾕｰｼｬｲﾝ(障害訪問Ｈ)

広島県

庄原市 総領町稲草77番地 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3年8月1日 0 1,491

ア建設費

130 ともいきの里

02130107 障害福祉サービス事業（短期入所） 短期入所事業所ともいきの里

広島県 庄原市 総領町稲草77番地 1 行政からの賃借等

イ大規模修繕

平成12年4月1日 31 11,020

ア建設費
130 ともいきの里

01040401 障害者支援施設（施設入所支援） 障害者支援施設ともいきの里(日中)

広島県

三次市 吉舎町吉舎606 3 自己所有 3 自己所有

イ大規模修繕

3 自己所有 平成12年4月1日 4 783

ア建設費

140 吉舎

02120401 老人短期入所事業（短期入所生活介護） 短期入所生活介護事業所吉舎

広島県 三次市 吉舎町吉舎606 3 自己所有

イ大規模修繕

平成17年9月1日 30 10,571

ア建設費
140 吉舎

01030301 軽費老人ホーム ケアハウス吉舎(特定施設)(配食ｻｰ)

広島県

三次市 吉舎町吉舎606 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10月1日 4 1,116

ア建設費

140 吉舎

02120102 老人居宅介護等事業（定期・随時訪問介護） 定期巡回随時対応型訪問介護事業所

広島県 三次市 吉舎町吉舎606 3 自己所有

イ大規模修繕

平成17年10月1日 18 3,380

ア建設費
140 吉舎

02120201 老人デイサービス事業（通所介護） 通所介護事業所吉舎

広島県

三次市 吉舎町吉舎606 3 自己所有 3 自己所有

イ大規模修繕

3 自己所有 平成25年5月1日 25 168

ア建設費

150 庄原

02120201 老人デイサービス事業（通所介護） 通所介護事業所美湯

広島県 庄原市 宮内町美湯6353-2 3 自己所有

イ大規模修繕

平成27年11月1日 0 433

ア建設費
140 吉舎

02120102 老人居宅介護等事業（定期・随時訪問介護） 訪問看護ステーション（介護保険）

広島県

庄原市 宮内町美湯6353-1 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4月1日 18 3,440

ア建設費

150 庄原

02120401 老人短期入所事業（短期入所生活介護） 短期入所生活介護事業所ゆうしゃい

広島県 庄原市 宮内町美湯6353-1 3 自己所有

イ大規模修繕

平成23年5月1日 22 7,475

ア建設費
150 庄原

01030201 特別養護老人ホーム（地域密着型） 地域密着型小規模特別養護老人ﾎｰﾑ

広島県

庄原市 宮内町美湯6353-1 3 自己所有 3 自己所有

イ大規模修繕

3 自己所有 平成24年3月1日 15 5,110

ア建設費

150 庄原

02120501 小規模多機能型居宅介護事業 小規模多機能型居宅介護事業所横山

広島県 庄原市 中本町1-5-2 3 自己所有

イ大規模修繕

平成23年5月1日 24 251

ア建設費
150 庄原

02120501 小規模多機能型居宅介護事業 小規模多機能型居宅介護事業所ゆう

広島県

三次市 三良坂町三良坂1789-2 2 民間からの賃借等 3 自己所有

イ大規模修繕

3 自己所有 平成18年6月1日 24 251

ア建設費

160 三次

02120501 小規模多機能型居宅介護事業 小規模多機能型居宅介護三良坂

広島県 三次市 三良坂町三良坂1782 3 自己所有

イ大規模修繕

平成15年4月1日 9 3,169

ア建設費
160 三次

02120601 認知症対応型老人共同生活援助事業 認知症対応型居宅介護事業所ﾌﾞﾙｰﾌﾟ

広島県

三次市 甲奴町西野85 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20年4月1日 24 271

ア建設費

160 三次

02120501 小規模多機能型居宅介護事業 小規模多機能型居宅介護ゆうし三次

広島県 三次市 畠敷町238 3 自己所有

イ大規模修繕

平成19年2月1日 24 274

ア建設費
160 三次

02120501 小規模多機能型居宅介護事業 小規模多機能型居宅介護藤原別荘

広島県

三次市 塩町2112-4 3 自己所有 3 自己所有

イ大規模修繕

3 自己所有 平成21年1月1日 24 256

ア建設費

160 三次

02120201 老人デイサービス事業（通所介護） 通所介護事業所コージーガーデン

広島県 三次市 大田幸町10266-4 3 自己所有

イ大規模修繕

平成22年4月1日 24 277

ア建設費
160 三次

02120501 小規模多機能型居宅介護事業 小規模多機能型居宅介護ゆうし塩町

広島県

庄原市 宮内町美湯6353-2 3 自己所有 3 自己所有

イ大規模修繕

3 自己所有 平成26年9月1日 30 1,509

ア建設費

170 庄原障害

02130113 障害福祉サービス事業（就労継続支援Ｂ型） 就労継続支援B型事業所みとう温泉

広島県 庄原市 総領町中領家476番地 3 自己所有

イ大規模修繕

平成18年10月1日 10 1,911

ア建設費
170 庄原障害

02130106 障害福祉サービス事業（生活介護） 生活介護事業所みとう温泉

広島県

庄原市 宮内町美湯6353-1 3 自己所有 3 自己所有

イ大規模修繕

3 自己所有 平成24年5月1日 30 5,839

ア建設費

170 庄原障害

02130601 福祉ホーム＞自立 福祉ホームゆうしゃいん庄原

広島県 庄原市 宮内町美湯6353-1 3 自己所有

イ大規模修繕

平成20年4月1日 14 4,441

ア建設費
170 庄原障害

02130114 障害福祉サービス事業（共同生活援助） 共同生活援助事業所横山旅館・ゆう

広島県

庄原市 宮内町美湯6353-2 3 自己所有 3 自己所有

イ大規模修繕

3 自己所有 平成23年5月1日 5 60

ア建設費

170 庄原障害

02130303 計画相談支援 相談支援事業者ゆうき相談所

広島県 庄原市 総領町中領家476番地 3 自己所有

イ大規模修繕

平成17年10月1日 10 64

ア建設費
170 庄原障害

02130203 地域移行支援 日中一時支援事業所みとう温泉

広島県

三次市 大田幸町10266－4 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 0 590

ア建設費

平成21年2月1日 6 614

ア建設費
180 三次障害

02130111 障害福祉サービス事業（就労移行支援） 就労移行支援事業コージーガーデン

広島県



社会福祉法人優輝福祉会

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

180 三次障害

02130113 障害福祉サービス事業（就労継続支援Ｂ型） 就労継続支援B型事業所ゆうしゃい

広島県 三次市 畠敷町238 3 自己所有

イ大規模修繕

180 三次障害

三次市 大田幸町10266-4 3 自己所有 3 自己所有

イ大規模修繕

3 自己所有 平成21年2月1日 24 6,036

ア建設費

180 三次障害

02090103 障害児通所支援事業（放課後デイサービス） 児童ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ事業所ゆうしゃいん

広島県 三次市 畠敷町238 3 自己所有

イ大規模修繕

平成24年4月1日 20 4,064

ア建設費
180 三次障害

02130113 障害福祉サービス事業（就労継続支援Ｂ型） 就労継続支援B型事業所ｺｰｼﾞｰｶﾞｰﾃﾞﾝ

広島県

三次市 十日市東5-13-10 3 自己所有 3 自己所有

イ大規模修繕

3 自己所有 平成23年11月1日 10 1,150

ア建設費

180 三次障害

02130303 計画相談支援 相談支援事業者ゆうしゃいん

広島県 三次市 十日市東5-515-3 3 自己所有

イ大規模修繕

平成21年2月1日 11 3,831

ア建設費
180 三次障害

02130114 障害福祉サービス事業（共同生活援助） 共同生活援助事業所ゆうしゃいん三

広島県

庄原市 総領町中領家476番地 3 自己所有 3 自己所有

イ大規模修繕

3 自己所有 平成24年4月1日 0 929

ア建設費

110 法人本部

02200101 福祉サービス利用援助事業 トータルケアホームゆう愛

広島県 庄原市 総領町中領家476番地 1 行政からの賃借等

イ大規模修繕

平成2年12月13日 0 0

ア建設費
110 法人本部

00000001 本部経理区分 本部

広島県

庄原市 永末町5151番地1 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9年5月1日 6 72

ア建設費

170 庄原障害

02130113 障害福祉サービス事業（就労継続支援Ｂ型） 就労継続支援B型事業所里山福業

広島県 庄原市 永末町5151番地1 3 自己所有

イ大規模修繕

平成28年6月1日 10 2,540

ア建設費
170 庄原障害

02130112 障害福祉サービス事業（就労継続支援Ａ型） 就労継続支援A型事業所里山福業

広島県

庄原市 総領町稲草77番地 4 その他 4 その他

イ大規模修繕

3 自己所有 平成28年6月1日 10 2,581

ア建設費

160 三次

02120901 老人介護支援センター 居宅介護支援事業所ゆうしゃいん

広島県 三次市 吉舎町吉舎606番地 3 自己所有

イ大規模修繕

平成27年4月1日 0 0

ア建設費
130 ともいきの里

01040401 障害者支援施設（施設入所支援） 森山多面的機能発揮対策交付金事業

広島県

庄原市 宮内町美湯6353-1 3 自己所有 3 自己所有

イ大規模修繕

3 自己所有 平成28年6月1日 0 606

ア建設費

150 庄原

02120201 老人デイサービス事業（通所介護） 社会参加通所サービス事業所美湯

広島県 庄原市 宮内町美湯6353-2 3 自己所有

イ大規模修繕

平成17年10月1日 0 0

ア建設費
170 庄原障害

02130111 障害福祉サービス事業（就労移行支援） 就労移行支援事業所みとう温泉

広島県

三次市 大田幸町10266-4 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 13 1,286

ア建設費

180 三次障害

02130106 障害福祉サービス事業（生活介護） 共生型生活介護事業所コージーガーデン

広島県 三次市 大田幸町10266-4 3 自己所有

イ大規模修繕

平成29年6月1日 5 1,760

ア建設費
180 三次障害

02130114 障害福祉サービス事業（共同生活援助） 共同生活援助事業所コージーガーデン

広島県

三次市 大田幸町一本木10388-7 3 自己所有 3 自己所有

イ大規模修繕

3 自己所有 平成30年11月1日 30 2,619

ア建設費

180 三次障害

02130107 障害福祉サービス事業（短期入所） 短期入所事業所ゆうしゃいんCCM

広島県 三次市 大田幸町一本木10388-7 3 自己所有

イ大規模修繕

令和2年6月1日 20 4,452

ア建設費
180 三次障害

02130114 障害福祉サービス事業（共同生活援助） 共同生活援助事業所ゆうしゃいんCC

広島県

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

3 自己所有 令和2年6月1日 4 802

ア建設費

（イ）修繕費合計額（円）

210 ユニバーサル

03320301 生活支援必要者に対する住居提供・確保事業 ユニバーサルリビング美湯・庄原

広島県 庄原市 宮内町美湯6353-1・宮内町美湯6353-2 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）

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

三次市 大田幸町10266-4 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4月1日 14 156

ア建設費

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

イ大規模修繕

平成23年3月23日 9 0

ア建設費
210 ユニバーサル

03320601 子育て支援に関する事業 施設内保育施設こどもの家のこのこ

広島県

（イ）修繕費合計額（円）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）

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）
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
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11-2．地域における公益的な取組（地域公益事業(再掲)含む）

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 ～

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

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

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

1 有

1 有

2 無

1 有

1 有

1 有

0

0

0

1 有

0

0

0

0

0

0

03 税理士

竹島　哲郎

イ　財務会計に関する事務処理体制の向上に対する支援

無し

無し

1,362,003,697

4,614,666

30,259,341

施設名 直近の受審年度

認知症対応型グループホームみら屋 2017


