
現況報告書（平成29年4月1日現在） 別紙１

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

加藤　主
その他理事 非常勤 平成29年6月17日 保護司　ＪＰＮ役員 5

H29.6.17 H31.6 事業区域における福祉に関する実情に通じている者 無 いずれも支給無し

篭橋　芳孝 H29.4.1 H35.6
無 有 平成29年４月1日から就任

社会福祉法人和進奉仕会理事・和進館保育園園長

成田　一成 H29.4.1 H35.6
無 無 平成29年４月1日から就任

株式会社成田製陶所代表取締役、瀬戸商工会議所会頭

愛知県 名古屋市 6180005013973 社会福h私法人 運営中

社会福祉法人　青山会

名古屋市 守山区青山台 ６２８番地１８

052-736-1051 052-736-1061 無

(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
(3-2)評議員の職業

http://aoyamahoikuen.jp (14)法人のﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ office@aoyamahoikuen.jp

平成23年1月19日 平成23年1月21日

8 8 0

中澤　明子 H29.4.1 H35.6
無 有 平成29年４月1日から就任

社会福祉法人せんねん村理事・総施設長、医療法人仁医会理事

小林　孝至 H29.4.1 H35.6
無 無 平成29年４月1日から就任

名古屋市区政協力委員

長塚　明 H29.4.1 H35.6
無 無 平成29年４月1日から就任

長塚歯科医院長、歯科医師、守山区歯科医師会会長

加藤　秀伝 H29.4.1 H35.6
無 有 平成29年４月1日から就任

社会福祉法人慈尊会理事・若草保育園園長

小川　弘恒 H29.4.1 H35.6
無 無 平成29年４月1日から就任

医療法人愛知クリニック理事長・医院長、医師

(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

長塚　成子 H29.4.1 H35.6
無 無 平成29年４月1日から就任

長塚歯科医院、歯科医師

(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 0 特例無

5

H29.6.17 H31.6 社会福祉事業の経営に関する識見を有する者・施設の管理者無 職員給与のみ支給
松尾　卓也

理事長 平成23年1月21日 常勤 平成29年6月17日 社会福祉法人青山会理事長　青山保育園　園長

5

H29.6.17 H31.6 その他 有 いずれも支給無し
笠原　英城

その他理事 非常勤 平成29年6月17日 財団法人不老会評議員

5

H29.6.17 H31.6 事業区域における福祉に関する実情に通じている者 有 いずれも支給無し
加藤　常文

その他理事 非常勤 平成29年6月17日 藤ヶ丘中央商店街振興組合理事長

5

H29.6.17 H31.6 その他 無 いずれも支給無し
東郷　哲也

その他理事 非常勤 平成29年6月17日 名古屋外国語大学客員教授

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

4

H29.6.17 H31.6 その他 無 いずれも支給無し
市川　希

その他理事 非常勤 平成29年6月17日 幼児教育知能研究所所長

(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

林　千代子
税理士　林税理士事務所所長 無 平成29年6月17日

H29.6.17 H31.6 財務管理に識見を有する者（税理士） 2

柴田　計美
志段味小学校学区民生・児童委員会長 無 平成29年6月17日

H29.6.17 H31.6 社会福祉事業に識見を有する者（その他） 1

(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

0.0 0.0

19 1 9

0.5 3.0

緒方　正樹
その他理事 非常勤 平成29年6月17日 医師　おがたファミリークリニック院長、守山区医師会副会長 5

H29.6.17 H31.6 事業区域における福祉に関する実情に通じている者 無 いずれも支給無し

http://aoyamahoikuen.jp/
mailto:office@aoyamahoikuen.jp


７．前会計年度の評議員会の状況

(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29年6月3日 7 2

議案第１号　平成２８年度事業報告及び決算報告について。　議案第２号　平成２９年度事業計画について。　議案第３号　社会福祉法人青山会定款変更について。

議案第４号　平成２９年６月１７日社会福祉法人青山会理事・監事就任（重任）及び理事長選任（重任）について。

議案第５号　社会福祉法人青山会役員等費用弁償規程改訂について。　議案第６号　青山保育園増改築について。

議案第７号　特別養護老人ホーム新設について。　議案第８号　次回、評議員会後、理事長選任のための理事会開催について

平成29年6月17日 7 2

議案第１号　社会福祉法人青山会理事・監事就任（重任）及び理事長選任（重任）について。

議案第２号　次回、評議員会・理事会開催の日程について。

平成28年8月17日 6 0

議案第１号　理事会定款変更（役員の人数・書面出席）認可迄の理事について。

議案第２号　特別養護老人ホーム新設について。

平成28年11月18日 7 0

議案第１号　理事会定款変更（役員の人数・書面出席）認可後の理事について。

議案第２号　青山保育園増改築について。

平成29年1月21日 7 1

議案第１号　理事・監事就任（重任）及び理事長選任（重任）、併せて評議員選任解任委員選任、評議員会選任の提案について。

議案第２号　今年度補正予算について。　議案第３号　来年度平成２９年度の事業計画及び予算計画について。

議案第４号　青山保育園の幼保連携型こども園への移行及び定員数増について。　議案第５号　青山保育園増築について。

議案第６号　次回、決算に伴う理事会、評議委員会開催について。

(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

平成29年6月17日 8 1 2 0

議案第１号　平成２８年度事業報告及び決算報告について。議案第２号　平成２９年度事業計画について。議案第３号　社会福祉法人青山会定款変更につ

いて。

議案第４号　平成２９年６月１７日社会福祉法人青山会理事・監事就任（重任）及び理事長選任（重任）について。

議案第５号　社会福祉法人青山会役員等費用弁償規程改訂について。議案第６号　青山保育園増改築について。議案第７号　特別養護老人ホーム新設につ

いて。

議案第８号　次回、評議員会後、理事長選任のための理事会開催について

平成28年5月28日 7 1

第２部　（第１部理事会役員変更承認後、新理事・監事構成の役員により検議）

議案第１号　評議員設置・平成２９年４月以降社会福祉法理事会・評議員会制度改正に伴う対応について。

議案第２号　平成２９年１月２１日社会福祉法人青山会理事・監事就任（重任）及び理事長選任（重任）、評議員兼務承諾について。

議案第３号　特別養護老人ホーム新設について。

議案第４号　次回、理事改選及び評議員設置、補正予算に伴う理事会開催について

平成28年5月28日 5 1

第一部　議案第１号　平成２７年度事業報告及び決算報告について。　議案第２号　平成２８年度事業計画について。

議案第３号　理事会理事の定数１名増員、書面出席、理事１名辞任及び２名就任、監事１名辞任及び１名就任、職務の代理者変更について。

議案第４号　社会福祉法人青山会定款変更について。

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

特段ありません。

0

林　千代子

柴田　計美

特段ありません。

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）

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

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）

ウ　延べ床面積

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）



①-1拠点

区分コード

分類

①-2拠点

区分名称

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）

その他 その他

自己所有 平成23年9月1日 105 1,291

（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）

青山保育園

青山保育園

名古屋市守山区青山台６２８番地１８ 自己所有

ア建設費 平成23年7月31日 7,833,000 84,730,000 73,300,000 165,863,000 591.290

イ大規模修繕

イ大規模修繕

本部

社会福祉法人青山会本部

平成23年1月21日

ア建設費 0

名古屋市守山区青山台６２８番地１８

ア建設費 0

イ大規模修繕

ア建設費 0

イ大規模修繕

イ大規模修繕

ア建設費 0



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

（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 ～

ア建設費 0

イ大規模修繕

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

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）
（ア）－４修繕年月日

（４回目）

（ア）－5修繕年月日

（５回目）
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）

ア建設費 0

イ大規模修繕

イ大規模修繕

ア建設費 0

イ大規模修繕

ア建設費 0

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

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）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）

イ大規模修繕

ア建設費 0

ア建設費 0

ア建設費 0

イ大規模修繕

イ大規模修繕

青山保育園は、開園して４年４カ月が経過しました。各自いろんな経験をもつベテランの保育士と新人職員が融合しつつあります。引き続き更に安定した保育体制が軌道に乗る年度となります。保育園全体で、お互いに理解し合い、お互

いを更に受容出来ることが肝要となります。そのため引き続き、職員の育成に力を入れ、園内研修・園外研修を充実させて職員の質の向上を図り、子どもの成長発達に寄与していきます。

○子どもたちが自分の気持ちをいっぱいに出して仲間と楽しく過ごせるように、しっかりと子どもの気持ちを受け止め、寄り添い、環境を整え活動を支えていきます。

○保護者がより一層安心して働けるように細やかな心配りを欠かさず、又、子どもたちの楽しく過ごしている状況が保護者に伝わるようにします。

○配慮児（障がい児）を積極的に受け入れ、通院施設や療育センターなど医療機関との連携を築き、配慮児がクラスで輝くようにします。

○延長保育の充実（補食、保育内容）と保護者の最大の悩みである病気時の保育のあり方を検討します。

○幼保小連携して近隣小学校との交流を積極的に行います。

○国、名古屋市、区の今後の保育の動向を、職員・保護者に速やかに伝え、共に知恵を出し合い、地域の核としての保育園の役割を考えていきます。

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

櫟（くぬぎ）の会 志段味西小学校学区コミュニティーセンター

地域の4民生児童委員が主催で、未就園児親子、高齢者を対象に、ふれあいの場を開催。守山保健所、守山区社会福祉協議会、志段味支所と連携し、共同開催。

0

0

0

平成28年11月30日 平成29年8月31日

0

114,719,000

0

0

114,719,000

0



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

有

94,046,395

1,443,763

66,006,512

施設名 直近の受審年度

有

有

有

無

該当なし

有

③当園は、全員例外なく、有期雇用はなく、「期間設定せず。」としています。定年及び７０歳延長となります。よって、該当しません。

①前年度も当局へ相談の上改善しました。今回も新しく改正し、理事会決議（平成２９年１月２１日）しました。平成２９年度より適用しています。

②ベルト式リンクストッパーや耐震マットで、転倒落下防止をしました。

①延長保育料として徴収している利用者負担について見直すこと。（前年度指摘有）

②保育室の棚等の転倒落下防止策を講じること。

③パート職員の雇用契約書に雇用管理の改善等に関する相談窓口に関する事項を明示すること。

無

無

　但し、今後、該当する雇用が発生する場合は、付記します。

有

無

無

有


