
現況報告害（平成31年4月1日現在）
別紙1

（7）法人の名称 �北心会 

（81主たる事務所の住所 �青森県 �十和田市 �西二十一番町6－14 

（9）主たる事務所の電話番号 � �（10）主たる事務所のFAX番号 �0176－23－4893　　　　　　　　1（lll従たる事務所の有筑紫緒　言：ii 

（12）従たる事務所の住所 � � � 

（131法人の汁ムへ〇一ミリドレス �httpi／／WWWhokushi �nkai－t°Wada．jp／ �（14）法人のメー肪ド順∴∴∴川°kushinkai＠cosm。S・oCn・neijp　　　　　　　　　　　i ソ （15）法人の設立認可年月日 �平成13年6月7日i（16）法人の設立登記年月日 ��平成13年6月21日i 

2，当該会計年度の初日における評議員の状況

1）細mMの定置　l4　＿＿＿＿＿＿＿＿」ぜ週固唾堕堕し一一＿＿＿＿⊥＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿坤（3－6）帥全霊調教轟きの穐額個食惟虞実録）（面‾1　　　　　　仰′000

（3－1）評議員の氏名　　　　i（3－3）評議員鵬期 �（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 

（3－2）評議員の職業 

里村寅捨子　　　　　　　　　　　　　i　HZe・4判～岬33・6 �2線／∴ �2無／∴i �2 

自営業 

鴫海事　　　　　　　　　　　　　　i　H29i4・li～lH33・6 �2無　／ �‾2無 �2 

無 � � 

佐藤鈴子　　　　　　　　　　　　　　i　H29・4・11一冊33ie �2鏡iii／＼ �2、蒸∴＼ �2 

無 

赤坂恵美子　　　　　　　　　　　　　I　H29・4・li～iH33・6 �之鯨 �乏無上 �2 
Ip職員 

i　　　　i～i � � � 

3，当骸会計年度の初日における理事の状況

理事全員の報酬等の総額 前会計年度実績

（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 ���（3－7）理事の 所轄庁からの 再就職状況 

（3－8）理事の任期 ����（3つ）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寸1）理事報酬等の支給形態 �（3－13）酎会 計年度におけ る理事会への 出膳同数 

宮本範道 �1理麗 �授＼i＿　　　　　　　　　　　1　半周29年6月15日 ���1苗勤＼i　早成29年6月15日l法人常勤役員（理事長） �����Z■絹（　′‾ H29．4．ll～ ��H31．6 ��l＿社会福祉善業鰯説経関謬る襲艶福弼琶＼∴∴言直帝＼／／　一之：堤蜜謡酌のめ弱酸　‾‾ �����4 

宮本ひろ子 �＆その触堤漂 ��l ��㌢非緯郵∴i　平成29年6月15日i認定ことも園施設長 �����2無、＼ H29，4，li～iH31．6 ����3施設の管理宥　　　　　　　　　　　　　　　／i聴／吾∴ ����1、1理事謡邸闇鎖し要語 �4 

石川総一郎 �31その勉翠享　　　　　　　　　　／l ����2誰揃動「l　平成29年6月15日l不動産業 �����㍗疲i∴ H29．4．1i～iH31．6 ����2茸柴閣こおはる想拙こ関する要請惟 ��穏さじで小壷旨　　12－難　　‾12理事報酬のみ受給 ���4 

大平寛 �3棄㊨他駐車　　　　　　　　　　　i ����2非常勤＼＼‾i　平成29年6月15日i牧師 �����2無／ii＼／／＿／ H29．4．11～ ��H31．6 ��2茸業産域1こお膳る濁社は関する芙隔I‾ ��こ通じで鴫議書i＼　ぼ無。／ ��12理事織醸のめ受諾／＼ �4 

中野渡憲子 �3号の悩堤響言／i ��l ��2非詔勅＿／＼l　平成29年6月15日i老人施設介護貝 �����21隙＼－ H29．4．11－iH31．6 ����‡社会福離手業の繹割こ関する餓鬼を語する寄／＼ii／「当＼之環　　－12理薯謡酬のみ受給／ �����4 

会津昭恵 �3モゆ態堤悪　　　　　　　　　／、／i ����2非常勤　＿1　平成29年5月15日憮 �����之無 H29．4．ll～lH31，6 ����之＼茸葉区邸こお城る福祉こ関する英樹お墓じでいる吾　　湿害i／ほ理事鞍酬のみ受諾 �����4 

l ����＼l　　　　　　　　i ����� 

1－i ����iI　　　　∴l ����� 
／i ����l　　　　　　　　l ����� 

1－1 ����it　　　　　　I＼ ����� 

（注）「（3－2）理事の役職」のうち、「理事長」とは、社会福踊ら条の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o 
「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かもるo）である。

1渥事の定員　　1　　　　　　21（2）監事の現員　i Zi（3－6）監事全員の報酬等の総額（前会計年度実績）耐‾i　　　　　　　　20′000

（3－1）監事の氏名 �（3ゼ）⑧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 員会浅決年月日 
（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 教 

澤頭利憶 �無く �21線　＿i �半崩液9年6月15日 H29．6．15i～iH31．6 �6財務管理駐識見を梧する者（その他上i＼ �4 

小笠原あけみ �私立保育所経営 �2無，＼ �平成29年6月15日 H29．6．1引～lH31．6 �3＼読会婦祥雲蒙儒職兄を喬ずる書くその他） �4 

i～i � � 

（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 定時評義貞 会への出席の 着生鰹 �（2－1）当会計年度の会計監査人の氏名（監蛮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） 

（l）法人本部職員の人数 

③鞠尊従者の実数　－　　Ol②鞄兼務者の実数瑚検算教　l。．gi③非常勤者の実数　常勤換算数　l　。，害 

12）施設・事業所職員の人数 

⑧常勤専従者の実数　　i　　　　　eS �②常勤兼務者の実数　　　　　　　　l　　li③非常勤者の実数　　　　　　　　i　　　　　　15 
常勤摸算数　　　1　　0．51　　　　　　　常勤挨算数　　　1　　　　　　5・0 



現況報告害（平成31年4月1日現在） 別紙1

7．前会計年度に実施した評議員会の状況

（1）評議員会ごとの評議 員会開催年月日 �（2）評議員会ことの雑談員・理事・監事・ 会計監査大別の出席者数 ����（3）評議員会ごとの決議事項 

評議員 �理事 �監事 �会計監蛮人 

平成30年6月18日 �4 �6 �2 � �平成29年度軍楽報告及び決算承認。就労支援事業所新築費用に関する件 

平成31年3月18日 �4 �6 �2 � �就労黄綬雷楽所新築工事全休計画に関する件 

4うち開催を省略した回数　　　　　　0

8，前会計年度に実施した理事会の状況

（1）理事会ごとの理事会 開催年月日 �（2）理事会ことの理事・監寧 別の出席書数 ��（3）理寧会ごとの決蟻事項 

理事 �監事 

平成30年5月29日 �6 �2 �平成29年度軍楽報告及び決算承認。就労支援草案所新築用地駁弓削こ関する件 

平成30年10月22日 �6 �2 �就労支援事業所新築用地取得費会計面及び積立金取り崩しに関する件。補正予算に関する件 

平成31年1月21日 �6 �2 �放課後等デイサービス事業所わがんせ廃止に関する件。旅貫規程改正に関する件。 

平成31年3月18日 �6 �2 �平成30年度最終補正予5割こ関する件。平成31年度事業計画並びに当初予算に関する件。定款細則改正に関する件 

4うち開催を省略した回数　　　　　　0

9．割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 �特になし 
特になし 

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　－ 社会福祉事業の実施状況

①－1拠点 区分コード 分類 �①一之拠点 区分名称 �①－3事業類型コー ド分類 �①－4実施事業名称 ���②事業所の名称 
③喜楽所の所在地 ����G）事業所の 土地の保有 状況 �⑤若菜所の 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（当骸地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軍 ����柴）に宮†上） 

ア建設員 �（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‖連投黄合計額（円） ��ウ　延べ床面積 

イ大規模修繕 �（ア）一1倍繕年月日 �（ア）－2修繕年月日i �（ア）－3倍繕年月日 �（ア）－4倍籍年月日 ��（ア〉　－5修繕年月日 ��（イ）修繕寅合計額（円） 
（1回日） �（2回日） �（3回自） �（4回自） ��（5回自） 

001 �法人本部 �000qOO∴01∴∴ �本部潤i埋性分 ���法人本部 
青森県il十和田市　　　　　i＿l西二十一番町6－14 ����平成14年4月1日1　　　01　　　　　　0 
ア連投賞 �l �� � ��0 ��0．000 

イ大規模修繕 �！ �� � �� �� 

002 �小さな森こと も園 �く021抑1＼80」∴／∴l幼保連携型認定ことも園 ����小さな森ことも囲 
青森県　、I十和田南　　　　　　　l西二十一番町6－14 ����“閣　　　平成27年4月1日i　　lOO1　　　33，011 
ア建設寅 �平成14年3月31日 �15，338，0001　　　81，945．000 ��25，000，000 ��122，283，000 ��667．950 

イ大規模修繕 � �i �� �� �� 

003 �発達支援セ ンターコスモ ス �－02090101∴ �障害児通所支援軍票（児童発達支援） ���発達支援センターコスモス 
脊索県　i十和田南　　　　　　l西二十一番町31－1 ����平成15年4月lBi　　　20i　　　l，805 
ア建設費 �平成27年3月30日 �37，219，264 �0 �20．000，000i　　　　　　57，219．264 ����248．620 

イ大規模修繕 � � � �i ���� 
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003 �発途支援セ ンターコスモ ス �：OZtJ901くけ： �ii蒲細雪児適所支援事業（放課後デイサセス） ����発達支援センターコスモス 
電窯蝶i �十和田市　　　　　　l西二十一番町31－1 ����澄賢蒔顕詠i憶風景親類蓉 �平成15年4月1日1　　　201　　　2．287 
ア建設寅 �� � �0 � �0 �0，000 

イ大規模修繕 �� � � �i �� 

003 �発達支援セ ンターコスモ ス �02090104111／＼‾＼－＿＿／ ��障害児適所支援罫築（保育所等訪問支援） ���発達支援センターコスモス 
青森県　l十和田市　　　　　　／l西二十一番町31－1 �����i款自涜爾類藍抱／自己繭離i �l　　　平成28年4月1日i　　　　Ol　　　　190 
ア建設員 ��i　　　　　　　　　　　i　　　　　　　　　O ���I　　　　　　　　　　　　　O ��0．000 

イ大規模修繕 ��I　　　　　　　　　　　l ���1 �� 

004 �わがんせ �∴020901100∴∴ ��i障害児適所支援軍楽（放課後デイサービス） ���わがんせ 
青森県　i三沢市＼　　　　　　l大字三沢字堀口17－718 �����襲湯、　　　　　　　＿闊　　　平成24年2月1日i　　　20I∴∴∴∴2，310 

ア建設員 ��i ��0 � �0 �83．620 

イ大規模修繕 ��I �� � � � 

005 �どじょっこ �OiO9010J � �i障害児通所支援事業（放課後デイサービス） ���どじよっこ 
青森県　i �十和田市＼i　　　　i西二十一番町22－27 ����平成26年4月1日i　　lOi　　　e，250 

ア建設員 �� �1　　　　　　　　　0 ��I　　　　　　　　　　　　O ��73．710 

イ大規模修繕 �� �i ��i �� 

006 �ケ）工イデイブ サポートぷち ぷちう �0粗30如3； � �障蕾福祉サービス事業（就労継続支援B型） ���グJ工イチイフサポートぶち斬ろう 
粛森県 �十和田市　　　　　　　i大字深持字梅山1－94 ����至難聡鶉〕坤鞍i塔簑顧麗騨頓嗣　　　平成18年4月1日1　　　20i　　　　6，942 

ア建設寅　　　I　　　　　　　　　　　i ����0 � �0 �430．610 

イ大規模修繕　i　　　　　　　　　　i ���� � � � 

007 �フレンドリー ホーム公立 もくもっく �鎚040405－ � �1障害者支援施設（就労継続支援B型） ���フレン印－ホーム公立もくもつく 
青森県 �十和田浦　　　　　　　l大字三本木字西金崎369－55 ����，　　平成25年4月1日i　　　30i　　　5，501 

ア建設費　　　I ��� �0 �i　　　　　　　　　　　　O ��559．000 

イ大規模修繕　l ��� � �I �� 

008 �グループホー ムポケットハ ウス �‾舵窮011411＼＼品障害福祉サービス薯業（共同生活援助） �����ポケットハウス 
青森県　I十和田帝　i　　　　I西二十一番町21－12 �����題田駒潮田賞隅田HS蟻1　　平成27年4月1日i　　　5i　　　　885 

ア建設寅 ��昭和45年6月5日 �13，568，000i　　　　　　　　O ��1　　　　　　13，568，000 ��185．770 

イ大規模修繕 ��平成27年3月31日 �l ��i ��13．568．000 

青森県　　l十 ��配布　　　　　　　　l ��� �i　　　　i 

ア建設質 �� �i �� �I　　　　　　　　　　　　i 

イ大規模修繕 �� �I ��i　　　　　　　　　　　　　l 

11，前会計年度における事業等の概要　－（2）公益事業 

①－1拠点 区分コード 分類 �（D一之拠点 区分名称 �①－3事業類型コー ド分類 �①－4実施事業名称 ���②事業所の名称 
③事業所の所在地 ����④事業肋の 土地の保有 状況 �⑨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′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案（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）詔勅金額（円） �（工）借入金額（円） ��（オ）連戦員合計額（円） ��ウ　延べ床面積 

イ大規模修繕 �（ア）－1倍繕年月日 �（ア）一之修繕年月日 �（ア）－3倍繕年月日 �（ア）－4倍繕年月日 ��（ア）－5修繕年月日 ��（イ）修繕費合計額（円） 
（1回目） �（2回昏） �（3回目） �（4回目） ��（5回目） 

I　　　　　　　　　　i ����i　　　　Ol 

ア建設費 �I �� �i　　　　　　　　　　　　Oi 

イ大規模偲鰭 �l �� �i　　　　　　　　　　　　　　i 

11．前会計年度における事業等の概要　－（3）収益事業

（D－1拠点 区分コード 分類 �①一2拠点 区分名称 �③－3事業類型コー ド分類 �①－4実施事業名称 ���②事業所の名称 ③事業所の所在地 ����④事業肋の 土地の保有 状況 �（り事案朋の 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鼓も多い事業）に計上） 

ア建設賀 �（ア）建設年月日 �（イ）自己資金額（円） �（ウ）補助金額（円） �（工）信入金額（円） ��（ガ建設費合計額（円） ��ウ　延べ床面縮 

イ　大規模修繕 �（ア）－1修繕年月日 �（ア）－2修繕年月日 �（ア）－3修繕年月日 �（ア）－4倍繕年月日 ��（ア）－5修繕年月日 ��（イ）修繕費合計額（円） 
（1回自） �（2回目） �（3回自） �（4回目） ��（5回自） 

1、　　　　　　　　　　　1 ����躍麗謡認闘艶麗曝露競闘888888888臆臆Sgl 
ア珪酸寅 � � � � ��OI 

イ大蔵晩夏侶満聾 � � � � ��i 

11．蔚会計年度における事業等の概要　－

11－2．地域における公益的な取組（地域公益事業（再掲）含む）

⑧取組類型コード分類 ��②取組の名称 �⑨取組の実施場所（区域） 

④取組内容 

灘瞬燦薮鷲i 穎◎言海1校騨樟 ��ボランティア活動。 �こども園立地の町内会区域 

冬季間除雪作柴。行事への招待、送迎。 

（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）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

（l）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）
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社会福祉寧柴又は公益事業（社会福祉事業（こ類する小規模事業）
②地域公益軍楽（円）
③公益事案（円）
④合計額（⑧＋⑧＋③）（円）

（4）社会福祉充実計画の実施期間

（円）童童
（日量∃
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13．透明性の確保に向けた取組状況

（l）積煙的な情報公表への取組
①任憲事項の公表の有無
㊨事業報告

⑰財産目録
㊥事業計画蓄
㊧第三者評価結果

⑳普情処理結果

㊥監事監査結果
㊥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）
②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）

03∴馳旺∴∴∴！因艶聞閣 

葉肉山勘 

240，0001 

①実施者の区分
⑨実施者の氏名（法人の指合は法人名）

③業務内容
④費用［年額】（円）

（2）法人所轄庁からの報答徴収・検査への対応状況
①朝飯庁から求められた改善事項

⑧実施した改善内容　　　　　　　　　　l 
i 

115．その他　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　l 

退職手当制度の加入状況等（複数回答可）
④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　　　Il害ノ‾く � 
②中小企業退職金共済制度（（独）勤労者退職金共済機椅）に加入　　　　　iZ無 
③特定退職金共済制度（商工会議所）に加入　　　　　　　　　　　　　は無、 
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権祉事業・施設の職員を対象とした退職手当制度に加入　　　　　　　　　　隠 

⑨その他の退職手当制度に加入（具体的に：●●●）　　　　　i 
⑥法人独自で退職手当制度を整備　　　　　　　　　　　　　　　　　　　12線　十　　　　　二一 

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　　　　　l／2絹／i＿／ � 


