
現況報告雷（令和4年4月1日現在）

1．法人基本情報

別紙1
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（14）法人のHJト●レス　　Ihoku釧nkai◎cosmos．∝m．ne．jp　　　　　　　　　　　　　　l 

呈⊥些鱒計博すの初日に劃ナ封¶■■州民

lm済三線六の定■　　17　　　　　　　　　1（2）王手三島■の呪え　　　1　　　　　71（3－6）評議Å全Rの粗鮒等の監詞仰会計年暦菓削（円）　1　　　　　　　　　70，000
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3・当抜会計年度の初日における理事の状況

（11哩事の定胃　　　　　　　　　　　　　　　6（2）理事の現■　　　　　　　　　　6（3－12）理事全月の鮒等のだ奴（前会打年度貢鳩）（円）　　　　　1，940．000

（3・3）理事摘任 年月日 �（3－4）理事の 常勤・非常勤 �（3・5）理事脚■ ■会■決年月日 �（3■6）理事の漁業 ���（3－7）理事の 

（3－10）各埋 省のri雨 �（3・11）理事滝桝等の支紹形態 �一　　一 

菖棚 � �� ���■ ��Z－ ・・1－7T　T「㍗▼・声←771→L　－1　　　　　旺－■■■M �����3 

吉本榊紀 �亨憫－　　　　　　　　　　　　■■‾　t �� �����l■ 3岬■　　　　　　　　　　　　　　　　　ll】■　　　　tl �����3 

大平文 �事覗馴■■■　　　　　　　　　　　　　　l ��旺ユ云・】←　・TTl雅　一＝【芯】 ����� r　Jl－；・精一1「一層一　　丁　　　旺】■■■とし一一一二二二二一ji－ �����3 

中柑書手 �■W　　　　　　　　　　　　　　l �� ����� 2■▲区■に �阻1道心三一LⅧ此Ⅷ ����3 
赤■■－ �■W　　　　　　　　　　　　　　l �� ����� 丁打て丁て¶て▼▼一昔丁打Lr　－L■■】■旧ロー■■←日」ニ∴一JJユ】 �����3 

石川痍 �コt馴■■■　　　　　　　　　　　　　　　l ��弘叩二二】■　　■一丁■　三・＝・＝コ �����巳▲腰飼 r∇事丁・1・1持　　「一　　・丁　　　Ⅷ山－ �����3 
（注y（㌻2河帆汚与、r恥社会船5集の13脚■■（金柑名庖絶用Ln融点．）であも

r脚■化吼社舶5集の16Ⅲ■2号で開祖t名を使用しnlる摘．）である．

4・当該会計年度の初日における監事の状況

（11監事の定員　　　　　　　　　　　　　　2（21監事の現員　　　　　　　　　　2（3－6）監事全■の柵等の珊（前会計年度実縄目円）　　　　　　　　　　　　20．000

（3・3）■■ユ任のl¶■ ■全■漢年月日 

（3－4）監事の任期 � � 

＃濱利1● �■ �Zt �間u榊月lql∃ 6■l剛■t■するj■（モの鴫） �3 

小笠動けみ �●■北濃席支嬢光義欄礪■ �2■ �令和3年6月14巳 3珊■■に■■t■するtt珊 �3 

5．前会計年度・当会‡十年度における会書十監査人の状況

（ト2）前会什年鷹 の会肘■暮人のt t棚（円】 �tl・3】耶1事t■ �（2－1）当会帽の会什丘董人の氏名（正暮法人の■合服■法人名） �（2・2）当会什年よ の会Itt土人のt t棚（円） 決暮にかから 走書II■■ 会への出席の 一一 

6．当院会計年度の初日における牡員の状況

1精勤導は竜の美談 テ常勤鞭残害の案芸文



7．前会！十年度に実施した評議■会の状況

R会間催年月日 �会計鑓人用の出∬書数 ���� 
iill■ �理事 �■■ �絆■■人 

令和3年6月148 �7 �6 �2 � � ・理事遺任 

開催年月日 �（2）ヰ■会孜の書■■■ 桝の出席書数 ��（3）理事会こ辻の決暮事項 
理事 �監事 

令；和3年5月17日 �5 �2 � 

令和3年6月148 �6 �2 �・卿規定について 
・騨11線■について 

令和3年10月308 �0 �0 � 

令糾年1月298 �5 �2 � 

令和4年3月30日 �0 �0 � 

く暮面魂▲＞ 

而函一三画耳！＿　＿．＿＿＿＿　r

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）監査将告により求められた改義すべき事項

（3）監査柘告により求められた改義すべき
事項に舛する対応

10．前会書十年度に実施した会計監査（全書十監士人による監壬に準する監査を含む）の状況

（1）会計■董人tこよる会什藍量■告におけるttの区分

11．前会！†年度における事業等の糎　－　rl）社会福祉事事の実施状況

千一1拠点 区分コード 分環 � �ド分類 � ��� 
③■■所の所在地 ���� � � � �� 

区分名称 � ���� � � � �� 

ア暮鰹■ �（ア）馳年月日 �（イ〉自己1台れ（円） �（ウ）櫛助金　（円） �（エ）■入金¶（円） ��（オ〉舶合川（円） ��ウIl相Ⅷ■ 

イ　大観■餞 �（ア】－1耶月日 �（ア〉　－2爛年月日 �（ア）一　蠍繍年月日 �（7）－4蜘年月日 ��（刀　一5■Il年月日 ��（イ）■■十台ltt（円】 
111司自） �（21司自l �－3回自1 �141司t∃】 ��－51司自】 

001 �法人本郎 �■■■恥‾‘‾－ 1■t刑■l十 �マ・・仁　「▲ ���五人人劇■ 
ア捌　　　l ��l ��1　　　　　　　　　　　　　01　　　　　　　　　0．∝旧 

イ大観事軸 � �l ��l　　　　　　　　　　　　　l 

002 �小さ城こど も■l �02101801 ■榊l �棚珊疋ことも■ 市　　l西 �十一書町6－14 ��小さな蔵ことも■ 
ア搬■ �平成14年3月31 �l ��1　　　　　　　　　　　　　01　　　　　　　　667．950 

イ大畑♯I轟 � �l ��l　　　　　　　　　　　　　　l 

003 �姐セ ンターコス モス �聯101 �■書児遺所支■■tt �】 ��糊旺】■センター　コスモス 
1■】■■　　l十和田簡　　　　　　　　l西 ��十一暮町31－1 　　　　1　　　0 �� ��0】　　　　　　　241．690 

l �� ��l 

lわがんせ 



004 �わがんせ �職■l≡沢糟　　　l■止虞み ア出　I　　　l　　　l　　　O �　　　　　　　t l　　　　l 

イ大鏡■餉　】　　　　　　　　　　　l　　　　　　　　　　　l �l　　　　　　　　　　　　　　l 

005 �どじよっこ �潤　　一1・・・　　′・r7； �どじよっこ 良二R．▲・一一－一才凹Ⅶm 
ア書投■　　　l　　　　　　　　　　　l　　　　　　　　　　　l　　　　　　　　　O �1　　　　　　　　　　　　　01　　　　　　　　　73．710 

イ大瀧事蜘　I　　　　　　　　　　l　　　　　　　　　　l �■ 

006 �ぶちぶろう �ヒ猛正江】■■　・・丁　　　　　一偏・■‥・キー・こ」tl �ぶちぶろう 
ここ法ここ岨血脈 

徽■　　　l　　　　　　　　　　l　　　　　　　　　　l �1　　　　　　　　　　　　　01　　　　　　　　391．690 

イ大親書伽　I　　　　　　　　　　　l　　　　　　　　　　l �l　　　　　　　　　　　　　　　t 

007 �もくもつく �皿■一　　・rf・・．・「；－▼‥TT芋・こ▲r �もくもつく 
ア捌　　　I　　　　　　　　　　　l　　　　　　　　　　　l　　　　　　　　　0 �1　　　　　　　　　　　　　01　　　　　　　　559．000 

イ大規礪蜘　I　　　　　　　　　　　l　　　　　　　　　　l �1　　　　　　　　　　　　　1 

008 �ボケツHlウ ス � �ポケットハウス 
l　　　　　　　　　　　　　（‖　　　　　　　　161．470 

l　　　　　　　　　　　　　l 

11．前会計年度における事よ等の覿要　一（2）公益事♯

亨1－1拠点 区分コード 分刊 �サー2拠点 �ド分瑚 � ��� � 
①事】■所の所在地 ���� �� � � �� 

区分名称 � ���� �� � � �� 

ア脚 �（ア）搬年月日 �（イ）自己脚（円） �（ウ）1肋金tl（円） �（エ）■入金甘（円） ���（オ）馳■合什餌（円） ��ウ竃べ床布績 

イ大洲 �（7）－1蜘年月日 �（Jり　一之鞘年月日 �（ア）－3蜘年月日 �（ア）－4傭■年月日 ���（ア）一欄年月白 ��（イ）鶴■金柑（円） 
fl【司目】 �【2回邑】 �【31司El �（41司自） ���（5回自） 

11．前会書十年度における事業等の楓要　一（31収益事業

三分コ一一 分荊 �；一之拠点 区分名称 �ド分瑚 � ��� 

◎事▲断の所在地 ����裏事象所の土 �5事業所の建 物の保有状況 �姶年月日 �ラ事蔓所単 位での定員 ��6－年間（4月～3 古史（人／年） 

1）にIt上） 

ア柑 �（ア）搬年月日 �（イ）自己暮金■（円） �（ウ）れ肋金■（円） �（エ）■入細（円） ��（オ）■緻■合川（円） ��ウ馴柿礪 

イ大冊 �（ア）－11日■年月日 �（ア）－2併月日 �（7）一3＋■年月日 �（ア）－4蜘年月日 ��（ア）－5●■年月日 ��（イ）榊1台帽（円） 
－11司日1 �【2匹l自】 �【3匹l巨l） �（41司自） ��rS【司自】 

11．前会書十年度における事雛等の糎　－（41■考

11－2．地相こおける公益的瑚（地域公益事業（再掲）含む）

⑳鴨の名称 � 

t－：おII甜増■ ■◎（モ○■） � � 

（社会福祉充実残積算走シートを作成するまで触することはできません）12．社会福祉充実残親及び社会福祉充実書十画の策定の状況

‘円’巨≡∃

冊∈∃

～I l

（1）社会手引狙充実残租等の総研（円）

（封社会酬こおける帽■（什馴棚
す社会福祉事簑又は公益事業（社会福祉事業に畑する小規櫻事業）
せ地域公益事業（円）
・う公益事糞（円）

F李合計耶（①＋　い十号）（円）

（封社会酬■■
①社会■祉事■又は公糾（社会…事IU
②馳嶋公鯵■■（円）
⑳公益■轟く円）
◎合川（q）◆◎◆◎）（円〉

（4　社会金　　　　　側

13．透明性の確保に向けた取組状況

（1）礪書的仙女／＼の取組
①任暮事項の酬
■テ事豊報告

寺田産目録
ウ事厳島†面き
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P）棚・1助全書の公責の状況

還器ふ胴仰望　1：慧
P恥サ‾伽■≡t■■○■■－’印篭温

14．ガJけンスの強化・財務規律の確立に向けた取組状況

①勅書の区分
②鵜書の氏名（法人の■台は法人名）
③薫痍内8
◎■用【年■】（円）
は）法人醐収・掛棚状況①醐
◎鵬した改■内8

15．モの他

脚の加入榊（暮色回答可）


