
社会福祉法人　やまゆり

別紙1
現況報告書（令和4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

32 島根県 203 出雲市 32203 6280005003980 01 一般法人 01 運営中

http://www.izumo-yamayuri.or.jp (14)法人のﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ info@izumo-yamayuri.or.jp

社会福祉法人　やまゆり

島根県 出雲市 佐田町一窪田1961-5
0853-85-8000 0853-85-8010 2 無

(3-2)評議員の職業

安喰明光 R3.6.24 R6年度会計に関する定時評議員会終結の時まで

平成20年1月18日 平成20年1月18日

8 8 120,000

(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

園山孝司 R3.6.24 R6年度会計に関する定時評議員会終結の時まで
2

3

飯塚勉 R3.6.24 R6年度会計に関する定時評議員会終結の時まで
4

佐貫守 R3.6.24 R6年度会計に関する定時評議員会終結の時まで
2

大崎強 R3.6.24 R6年度会計に関する定時評議員会終結の時まで
3

三浦美代子 R3.6.24 R6年度会計に関する定時評議員会終結の時まで
4

田部陽子 R3.6.24 R6年度会計に関する定時評議員会終結の時まで
3

(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

三島弥生 R3.6.24 R6年度会計に関する定時評議員会終結の時まで
3

(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

7 7 2,649,900 1 特例有

R3.6.24 令和４年度会計に関する定時評議員会終結の時まで 1 社会福祉事業の経営に関する識見を有する者 2 無 8
渡部勝

1 理事長 令和3年6月24日 1 常勤 令和3年6月24日

R3.6.24 令和４年度会計に関する定時評議員会終結の時まで 1 社会福祉事業の経営に関する識見を有する者 2 無 7
鎌田郁夫

3 その他理事 2 非常勤 令和3年6月24日

R3.6.24 令和４年度会計に関する定時評議員会終結の時まで 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 8
板垣啓治

3 その他理事 2 非常勤 令和3年6月24日

R3.6.24 令和４年度会計に関する定時評議員会終結の時まで 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 7
巌　紀惠子

3 その他理事 2 非常勤 令和3年6月24日

R3.6.24 令和４年度会計に関する定時評議員会終結の時まで 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 8
森山アサ子

3 その他理事 2 非常勤 令和3年6月24日

R3.6.24 令和４年度会計に関する定時評議員会終結の時まで 3 施設の管理者 2 無 6
飯島俊二

3 その他理事 2 非常勤 令和3年6月24日

R3.6.24 令和４年度会計に関する定時評議員会終結の時まで 4 その他 2 無 8
多田好江

3 その他理事 2 非常勤 令和3年6月24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 2 164,000

(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
(3-7)前会計年度における

理事会への出席回数

板垣正樹
令和3年6月24日

R3.6.24 令和４年度会計に関する定時評議員会の終結の時まで 3 社会福祉事業に識見を有する者（その他） 7

(2-2)当会計年度の

会計監査人の監査

報酬額（円）

2 3 3

永見隆志
令和3年6月24日

R3.6.24 令和４年度会計に関する定時評議員会の終結の時まで 6 財務管理に識見を有する者（その他） 6

1.5 2.0

74 3 42

1.5 24.7

(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）

令和3年6月24日 5 2 1 令和２年度事業報告及び決算について、理事、監事の選任について、基本財産の処分の承認について

(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



社会福祉法人　やまゆり

(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

令和3年6月24日 5 2 1 令和２年度事業報告及び決算について、理事、監事の選任について、基本財産の処分の承認について

令和3年11月2日 6 2 1 定款の一部改正について、役員等の報酬、費用弁償に関する規則の一部改正について

令和3年9月27日 8 2 1 定款の一部改正について、役員等の報酬、費用弁償に関する規則の一部改正について

令和4年3月30日 8 2 2 定款の一部改正について

令和4年2月28日 6 2 2 定款の一部改正について

令和3年4月30日 6 2
評議員候補者の推薦について、評議員選任・解任委員の選任について、評議員選任・解任委員会の招集について、平成２年度資金収支補正予算（第６回）について、

修繕積立預金、退職積立預金の取り崩しについて、令和３年度資金収支補正予算（第１回）について

令和3年6月8日 6 1 令和２年度事業報告及び決算について、理事、監事の推薦について、基本財産の処分の承認について、定時評議員会の招集について、理事会運営規程の一部改正について

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10月25日 7 2
組織管理規則の一部改正について、定款の一部改正について、役員等の報酬、費用弁償に関する規則の一部改正について、業務規程の一部改正について、給与等の関する規程の一部改正につ

いて、臨時評議員会の一部改正について

令和3年11月17日 7 2 （書面）八幡原事業所建物賃貸事業の実施について

令和3年6月24日 8 2 理事長の選任について、グループホームはつらつホームの休止について、令和３年度資金収支補正予算（第２回）について

令和3年9月16日 6 1
定款の一部改正について、役員等の報酬、費用弁償に関する規則の一部改正について、給与等に関する規程の一部改正について、嘱託職員就業規則の一部改正について、臨時職員就業規則

の一部改正について、パート職員就業規則の一部改正について、令和３年度資金収支補正予算（第３回）について、臨時評議員会の招集について

令和4年3月24日 7 1

定款の一部改正について、経理規程の一部改正について、給与等に関する規程の一部改正について、準職員就業規則の一部改正について、嘱託職員就業規則の一部改正について、

臨時職員就業規則の一部改正について、パート職員就業規則の一部改正について、役員等賠償責任保険契約について、積立預金の運用目的変更について、人件費積立預金、修繕積立預金

の取り崩しについて、令和３年度資金収支補正予算（第６回）について、

令和4年3月24日 7 1
通所かがやきの家（地域密着型通所介護、介護予防・日常生活支援事業（総合事業）通所介護従前相当サービス）運営規程の一部改正について、令和４年度事業計画及び資金収支予

算について、出雲市生活支援ハウス管理協定について、介護報酬請求システム、介護支援システム及びそれに係るパソコン等リース契約について、臨時評議員会の招集について

令和3年12月14日 7 2

業務執行理事の選任について、施設長の任免について、事務処理規程の一部改正について、個人情報保護規程の一部改正について、苦情解決に関する規程の一部改正について、

苦情解決に関する規程の一部改正について、法令順守管理規則の一部改正について、セクシュアルハラスメント苦情書記規程の一部改正について、安全衛生規程の一部改正について

奨学金貸与規程の一部改正について、理事会運営規程の一部改正について、評議員会運営規程の一部改正について、令和３年度資金収支補正予算（第４回）について

令和4年2月16日 7 1

寄付物品の受け入れについて、はつらつホームの廃止について、八幡原事業所不動産賃貸事業の実施について、定款の一部改正について、臨時評議員会の招集について、令和３年度資金収支

補正予算（第５回）について、介護報酬請求システム、介護支援システム及びそれに係るパソコン等リース契約指名競争入札に係る指名業者の選定について、第１号通所事業（通所型サービス

A）（かがやきの会）の廃止について、地域密着型通所介護、介護予防・日常生活支援事業（総合事業）通所こもれびの家の休止について

大きな問題があり金融機関にも理解が得られる健全な経営体質を作ることが求められている。

理事におかれては、他の施設と比較する等やまゆり苑の現状分析と経営健全化に向けての目標づくりをぜひ

行っていただきたい。さらには施設更新に向けての中長期の経営健全化計画を作成していただきたい。

（２）広報の充実

　社会福祉法人やまゆりは、質の高い介護サービスを提供しているとの評価が高いので、安定的な経営を行

1

板垣正和、永見隆志、板垣正樹

（１）経営の健全化
建設から20数年を経過したやまゆり苑は、施設の老朽化が著しく考えうる介護サービスが提供できない　

ことや介護報酬算定上の問題などから、建てかえの必要が提起され、やまゆり苑建設検討委員会が設置

やまゆり苑の建てかえには、場所の選定をはじめ様々な検討課題があるが、なにより建設資金の調達という
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招きかねないので適切な解説を加えるか財務3表の記載をやめるかいずれかの対応をしていただきたい。

　(３)個人情報保護規程の改正について

個人情報保護規程第8条では「監査責任者は理事会が任命し」となっているが任命された証跡は見受

けられない。また、第27条2項に代表取締役のような不適当な文言が使用されている。平成28年1月1日

から見直しされていない状況を鑑み規程全般を見直ししていただきたい。

（４）補正予算編成事務の合理化

社会福祉法人やまゆりは、資金収支予算の補正を令和3年度は6回行った。補正予算を作るためには、

多くの書類作成の事務処理が必要であり、また、その都度理事会を開催して承認を得なければならない。

この事務は、理事長専決で予算を流用することによって対応できるものもあると考えられるので、事務処理

の合理化の観点から流用を検討していただきたい。

（５）支払い事務の合理化

支払い事務を見直して、インターネットバンキング導入を検討していただきたい。メリットは、事務が早くなる

こと及び二つのパスワードを別の人が管理することによる内部チェックが確実にできることにある。

1月あたり3300円の手数料がかかるが、他行への振込手数料が大幅に安いことや佐田支店内の口座へ

振り込むことは無料なので支出が増えることはないと思われる。

（６）会計システムの検討

現在使われている会計システムは、企業会計に十分対応しているとは言い難い。一定期間の経営成績を

明らかにするためには、債権債務発生時点で未収金、未払い金の計上が手計算を加えた帳票作成は

間違えが起こりやすい。新しいシステムの導入を早急に検討していただきたい。

　(７)　本決算・中期決算時の提出書類について

システム化された決算書類にあって担当者がオペレーションミスしていても貸借が整えば気づけない状態

さらに事業年度内で発生した事象が計算書に確実に反映されたかの確認も十分行えているとは言い難い。

決算期における計算書提出においては現状のチェック体制を十分とせず、せず更なる検証体制を構築する

とともに期間内に発生した経営に与える事象については個別抽出しそれぞれの与える金額を別紙参考資料と

して明記すべきと考える。

　(８)監事監査指摘に対する是正・改善対応について

定期監査時に指摘した事項に対して適切な対処がなされておらず、正・改善の対応が遅延することは過去

にも指摘しており理事会において監査指摘が軽んじられてはいないかと疑念を抱く。

(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

うため、一層利用者の確保を図ることを目指してあらゆる媒体を使って広報の充実に努めていただきたい。

早い時期の現状分析、地域状況の今後の予測、目標を設定した中長期計画の作成に反映する。

（２）	広報の充実

  広報紙については、令和３年度から視点を変え、利用者、職員はともに楽しく過ごしている様子を
中心に記事に取り上げ、社会福祉法人やまゆりの雰囲気の良さをアピールしてきている。

また、令和４年度からホームページやSNSを媒体としたPR活動に力を入れ多くの世代への広報活動

を行う。財務３表の広報誌への掲載については、経営状況の公開が求められてはいるが、ホームページ、

現在、佐田地区内に配布されている広報誌掲載されている財務3表は、経営内容についてのの誤解を

今後は指摘内容に対して現段階における対処方針を速やかに別紙様式4で回答し是正改善を図られたい。

（１）	経営の健全化

令和４年４月２１日に開催した第１回やまゆり建設検討委員会において、理事長から

今後のやまゆり苑の建て替えに向かって、建設資金の調達も含め、経営の健全化が大き

な課題でありそれを解決していくことが必須であると提言を行った。それを踏まえ、令和４

（６）会計システムの検討  次回のシステム更新時に合わせ、検討を始める。

  (７)　本決算・中期決算時の提出書類について   

　まず起こった事象に対する処理は、「起こった時」に的確に行うこととし、決算書類の精査、日々

の会計処理業務において、十分な検証体制を構築する。

  (８)監事監査指摘に対する是正・改善対応について

  監査指摘を軽んじることは全くなく、今後は、指摘事項に対する是正、改善について監査実施規定に

据え置きによる閲覧で対応が可能なため、今後は行わない。

 (３)個人情報保護規程の改正について

  次回理事会に改正の提案ができるように見直しを行う。

（４）補正予算編成事務の合理化

  令和４年度から、流用を中心に予算管理を行い、仮払い扱いを最少限とし合理化を図る。

（５）支払い事務の合理化    　条件等を確認し、検討する。

基づき適切な対処を行う。

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

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）

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）

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）

平成20年4月1日 60 18,100

ア建設費

島根県 出雲市 佐田町一窪田1961-5 1 行政からの賃借等 3 自己所有

020
特別養護老

人ホーム

02120401 老人短期入所事業（短期入所生活介護） やまゆり短期入所事業所

島根県 出雲市 佐田町一窪田1961-5 1 行政からの賃借等

イ大規模修繕

020
特別養護老

人ホーム

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やまゆり苑

イ大規模修繕

3 自己所有 平成20年4月1日 10 3,427

ア建設費

平成20年4月1日 10 1,634

ア建設費

島根県 出雲市 佐田町須佐736-2 1 行政からの賃借等 1 行政からの賃借等

020
特別養護老

人ホーム

02120203 老人デイサービス事業（地域密着型通所介護） 通所　こもれびの家

島根県 出雲市 佐田町反辺1365-13 1 行政からの賃借等

イ大規模修繕

020
特別養護老

人ホーム

02120203 老人デイサービス事業（地域密着型通所介護） 通所　かがやきの家

イ大規模修繕

3 自己所有 平成20年4月1日 18 4,042

ア建設費

平成20年4月1日 18 4,166

ア建設費

島根県 出雲市 佐田町一窪田1961-5 1 行政からの賃借等 1 行政からの賃借等

020
特別養護老

人ホーム

02120203 老人デイサービス事業（地域密着型通所介護） 稗原デイサービスセンターやまゆり

島根県 出雲市 稗原町1724 2 民間からの賃借等

イ大規模修繕

020
特別養護老

人ホーム

02120203 老人デイサービス事業（地域密着型通所介護） 通所　やまゆり

イ大規模修繕

2 民間からの賃借等 令和3年5月10日 10 113

ア建設費

平成28年4月1日 20 732

ア建設費

島根県 出雲市 佐田町須佐736-2 1 行政からの賃借等 1 行政からの賃借等

020
特別養護老

人ホーム

02120101 老人居宅介護等事業（訪問介護） やまゆり訪問介護事業所

島根県 出雲市 佐田町一窪田1961-5 1 行政からの賃借等

イ大規模修繕

020
特別養護老

人ホーム

02120203 老人デイサービス事業（地域密着型通所介護） 予防　かがやきの会

イ大規模修繕

1 行政からの賃借等 平成20年4月1日 0 4,094

ア建設費

平成20年4月1日 0 1,556

ア建設費

島根県 出雲市 佐田町一窪田1961-5 1 行政からの賃借等 1 行政からの賃借等

020
特別養護老

人ホーム

02130101 障害福祉サービス事業（居宅介護） やまゆり訪問介護（障がい）

島根県 出雲市 佐田町一窪田1961-5 1 行政からの賃借等

イ大規模修繕

020
特別養護老

人ホーム

06260301 （公益）居宅介護支援事業 やまゆり居宅介護支援事業所

1 行政からの賃借等 平成20年4月1日 0 667

ア建設費



社会福祉法人　やまゆり

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）

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

020
特別養護老

人ホーム

イ大規模修繕

平成20年4月1日 9 3,208

ア建設費

島根県 出雲市 佐田町一窪田118-19 3 自己所有 3 自己所有

040
障がい者グ

ループホーム

02130114 障害福祉サービス事業（共同生活援助） グループホーム　はつらつホーム

島根県 出雲市 佐田町一窪田118-19 3 自己所有

イ大規模修繕

030

認知症高齢

者グループ

ホーム

02120601 認知症対応型老人共同生活援助事業 グループホーム　せせらぎの家

イ大規模修繕

3 自己所有 平成20年4月1日 5 1,333

ア建設費

平成25年1月1日 15 142

ア建設費

島根県 出雲市 佐田町一窪田1961-5 1 行政からの賃借等 3 自己所有

050 受託事業

02120202 老人デイサービスセンター（通所介護） 出雲市生活支援ハウス「居住」

島根県 出雲市 佐田町一窪田1961-5 1 行政からの賃借等

イ大規模修繕

040
障がい者グ

ループホーム

02130303 計画相談支援 障がい者相談支援事業所　ほっと

イ大規模修繕

1 行政からの賃借等 平成20年4月1日 11 3,683

ア建設費

平成20年4月1日 0 0

ア建設費

島根県 出雲市 佐田町一窪田1961-5 1 行政からの賃借等 1 行政からの賃借等

050 受託事業

06321401 （公益）その他所轄庁が認めた事業 東須佐サポートセンター管理業務

島根県 出雲市 佐田町須佐736-2 1 行政からの賃借等

イ大規模修繕

050 受託事業

06321401 （公益）その他所轄庁が認めた事業 ひだまりの家管理業務

イ大規模修繕

1 行政からの賃借等 平成20年4月1日 0 0

ア建設費

平成20年4月1日 0 0

ア建設費

島根県 出雲市 佐田町一窪田1961-5 1 行政からの賃借等 3 自己所有

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

010 法人本部

00000001 本部経理区分 法人本部

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

（イ）修繕費合計額（円）

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
（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

（イ）修繕費合計額（円）

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）

介護予防普及講座 地域のサロン

介護予防の知識、運動などの普及活動

0

0

地域における公益的な取組

⑤（既存事業の利用料の減

額・免除）

低所得者における利用料の減免等 通常の運営地域

低所得者に対する利用料の減額、免除

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）

認知症サポーター養成講座 地域住民

認知症の正しい理解をひろめるための、講座の開催

0

1 有

1 有

1 有

0

0

0

0

0

0

2 無



社会福祉法人　やまゆり

　　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

382,540,387

施設名 直近の受審年度

2 無

1 有

1 有

352,488,892

4,400,000


