
くすの樹会

別紙1

現況報告書様式（平成29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（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（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（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．前会計年度の評議員会の状況

40 福岡県 205 飯塚市 40000 8290005007855 01 一般法人 01 運営中

http://www.kusunokikai.ed.jp/ (14)法人のﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ kusunokikai@kusunokikai.ed.jp

くすの樹会

福岡県 飯塚市 横田644番地4
0948-25-0151 2 無

(3-2)評議員の職業

瑞慶山　由吉 H29.4.1 2021/3/31

昭和53年10月17日 昭和53年11月13日

4 4 300,000

(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

篠崎　光寛 H29.4.1 2021/3/31
3

2

畠山　忠征 H29.4.1 2021/3/31
3

(3-1)理事の氏名

(3-2)理事の役職
(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

村井　慶二 H29.4.1 2021/3/31
0

(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

6 6 0 1 特例有

H28.2.12 H30/2/11 4 その他 2 無 3
羽柴　泰輔

1 理事長（会長等含む。） 平成29年3月22日 2 非常勤

H28.2.12 H30/2/11 1 社会福祉事業の経営に関する識見を有する者 2 無 4
吉田　直人

3 その他理事 2 非常勤

H28.2.12 H30/2/11 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 4
登野城　安俊

3 その他理事 2 非常勤

H28.2.12 H30/2/11 1 社会福祉事業の経営に関する識見を有する者 2 無 2
大里　恭正

3 その他理事 2 非常勤

H28.2.12 H30/2/11 3 施設の管理者 1 有 4
辻　いづみ

2 業務執行理事（常務理事等含む。） 1 常勤

2 2 0

(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

H28.2.12 H30/2/11 1 社会福祉事業の経営に関する識見を有する者 1 有 4
辻　葵

2 業務執行理事（常務理事等含む。） 1 常勤

(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

立石　剛久
H28.2.12 H30.2.11

(2-2)当会計年

度の会計監査人

の監査報酬額

（円）

2 0 0

5 財務管理に識見を有する者（税理士） 4

神崎　玲子
H28.2.12 H30.2.11 3 社会福祉事業に識見を有する者（その他） 4

0.0 0.0

52 0 49

0.0 28.2

(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）

(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
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(4)うち開催を省略した回数

８．前会計年度の理事会の状況

(4)うち開催を省略した回数

９．前会計年度の監事監査の状況

(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．前会計年度の会計監査の状況

(1)会計監査人による会計監査報告における意見の区分

(2)会計監査人による監査報告書

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

平成28年5月24日 14 4 2 0 議事録署名人/平成27年度事業報告に関する件/平成27年度決算報告に関する件/監事監査報告に関する件/施設整備に関する件/就業規則に関する件

(1)評議員会ごとの評議

員会開催年月日
(3)評議員会ごとの決議事項

評議員 理事 監事 会計監査人

平成29年3月22日 10 5 2 0

理事長選出に関する件/評議員選任解任委員会に関する件/評議員候補者推薦に関する件/鯰田保育園施設長に関する件/平成28年度補正予算に関す

る件/平成29年度事業計画に関する件/平成29年度予算案に関する件/銀杏保育園分園に関する件/定款変更に関する件/就業規則変更に関する件/議

事録署名人に関する件

平成28年12月21日 11 4 2 0 理事長代行に関する件/議事録署名人に関する件/定款変更に関する件/企業所内保育所受託運営事業に関する件

平成28年5月24日 5 2
議事録署名人に関する件/平成27年度事業報告に関する件/平成27年度決算報告に関する件/監事監査報告に関する件/施設整備に関する件/就業規則変更に関

する件/

平成28年9月5日 7 2 銀杏保育園分園内装その他工事にかかる契約締結方法等について/議事録署名人について

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

0

立石　剛久

神崎　玲子

無し

無し

平成28年12月21日 6 2
理事長代行に関する件/議事録署名人に関する件/評議員・選任解任委員会運営細則案に関する件/運営協議会に関する件/定款変更に関する件/新評議員候補者

に関する件/企業所内保育所受託運営事業に関する件/銀杏保育園分園設備整備に関する件/ICTシステム導入に関する件

平成29年3月22日 5 2

理事長選出に関する件/評議員選任解任委員会に関する件/評議員候補者推薦に関する件/鯰田保育園施設長に関する件/平成28年度補正予算に関する件/平成

29年度事業計画に関する件/平成29年度予算案に関する件/銀杏保育園分園に関する件/定款変更に関する件/就業規則変更に関する件/議事録署名人に関する

件

01 無限定適正意見

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）

昭和54年4月1日 0 0

ア建設費

福岡県 飯塚市 横田644番地4 4 その他 4 その他

002
あじさい保

育園

02091201 保育所 あじさい保育園

福岡県 飯塚市 横田644番地4 3 自己所有

イ大規模修繕

001 くすの樹会

00000001 本部経理区分 法人本部

イ大規模修繕

3 自己所有 昭和54年4月1日 160 32,803

ア建設費

平成21年4月1日 120 26,670福岡県 飯塚市 鯰田1363番地 1 行政からの賃借等 3 自己所有
003

鯰田保育

園

02091201 保育所 鯰田保育園
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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．うち地域における公益的な取組（地域公益事業含む）（再掲）

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

ア建設費

004
銀杏保育

園

02091201 保育所 銀杏保育園

神奈川県 横浜市戸塚区 秋葉町147番地1 2 民間からの賃借等

イ大規模修繕

003
鯰田保育

園

イ大規模修繕

3 自己所有 平成24年4月1日 60 12,618

ア建設費

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

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

⑦事業所単

位での定員

（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）

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

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

子育て支援に関する事

業

ほっとルーム あじさい保育園/つどいの広場いいづか

在宅乳幼児と保護者へのあそび・居場所提供、育児相談等の支援　NPOへの保育士無償派遣
社会福祉の増進に資す

る人材育成・確保事業

無資格者保育士資格取得支援 あじさい保育園/鯰田保育園/銀杏保育園

無資格者を正規雇用し、園内保育研修の実施、保育士資格試験・対策講座の為の優先的な有給等取得を実施

（イ）修繕費合計額

（円）

拠点区分「銀杏保育園」内で分園設備整備を行った。

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）

0

0

0

1 有

0

0

0

0

0

0

46,030,070

39,600,000

59,118,405

施設名 直近の受審年度

銀杏保育園 H26年度

2 無

1 有

1 有

1 有

1 有

2 無

あじさい保育園 H28年度

鯰田保育園 H28年度

04 税理士法人
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　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

「欠格事項及び親族等の特殊な関係のある者に係る申立書」を徴してください。

統括会計責任者が横浜の銀杏保育園の会計責任者（兼園長）を兼務しています。

　➁実施した改善内容

今次の口頭指導に伴い、施設事務員等の増員等による改善を目指す。

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

イ　財務会計に関する事務処理体制の向上に対する支援

法人本部の出張命令については、就業規則上、理事長及び施設長が命令するすることとなっていますが、

就業規則上の手続きが取られていません。改善してください。

評議員会議事録の署名については、議長及び評議員会で選任された評議員2名で行ってください。

評議員の適格性を審査するために役員選任関係書類の

税理士法人西福岡総合会計

事務局長の記載がなかったため、実質理事長のみが命令を行える規則となっていた。

理事長は非常勤であり業務実態にそぐわないので、今後規則改定を視野に入れる。

議事録1つのうち、議事録署名人については2名の議決があったが、

実際の議事録に記名の漏れが1カ所あったため、後日記名押印を頂いた。

評議員について、「欠格事項及び親族等の特殊な関係のある者に係る申立書」に

ついては徴収していたが、暴力団に関する項目の漏れがあったため、後日別途徴収した。

内部統制機能を生かすためにも他の人を当てるなど組織体制の見直しを検討してください。

横浜の常務理事（銀杏保育園の園長等を兼務）が頻繁に、職員雇用の面接等で来園されています。

その旅費に当てるため、多額の金額が施設会計から本部会計に繰り入れられて

います。組織の合理化、効率化等を図り、本部経費の縮減を図って下さい。

理事長の押印欄に押印漏れがあったため、これまでのものについては事後であるが承認を得た。

本部の出張命令については本部事務局長が命令手続きを行っていたが、就業規則に

人材の選定は保育業務の特殊性上、サービスの質そのものを大きく左右するものであり、誰でもが

行える業務ではないと認識している。以前は飯塚地区内での面接は、その地区の施設長に

一任していたが、雇用につながらなかったり、定着率があまり芳しくなく、当該理事が飯塚地区の

雇用面接を担当するようになって2年目であるが、その期間の新規雇用者の人材の質、

定着率とも飛躍的に伸びており、定着率の向上により面接必要回数も中期的に減少していく事を

見込んでいるため、時限的な費用の上昇であり、また今後は経費の減少を見込んでいる。

現在、本部会計および保育所3施設の計4拠点の事務実務については、業務効率化、

施設長の業務負担軽減、配置基準外の人件費圧縮の為、法人本部事務局にて対応しており

会計知識のある者および実務を行う者の人数が少なく、このような事態となっていた。

職員の面接については、昨今の保育士不足の影響もあり、年度当初に余裕のある配置が非常に

難しい一方で、途中入所の希望等のニーズが大きく、そのニーズへの対応努力のひとつとして

中途採用希望者のある毎に個別に面接を行わざるを得ない状況であるが、一方で雇用する

質の高い人材の雇用と定着について、法人としては生き残りをかけた重要な課題として重点的に

取り組んできたところであるが、上記における費用減少の見込みは具体的な行動とはならないため、

飯塚地区の施設に在籍する上位職者の面接、人選に係る能力の向上の為の研修等を

行うとともに、特定施設に係る支出については該当する施設で負担する等、

法人本部の費用での負担の減少を行う。


