
社会福祉法人　二葉保育園

別紙1

現況報告書（平成30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

13 東京都 104 新宿区 13000 3011105000963 01 一般法人 01 運営中

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

社会福祉法人　二葉保育園

東京都 新宿区 南元町4
03-3341-1205 03-5368-1969 2 無

(3-2)評議員の職業

宮沢　成実 H29.4.1 平成33年度の定時評議員会終結時点まで

昭和39年6月6日 昭和39年7月6日

10 9 122,507

(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

2

磯谷　文明 H29.4.1 平成33年度の定時評議員会終結時点まで
1

伊藤　陽子 H29.4.1 平成33年度の定時評議員会終結時点まで
2

鈴木　美邦 H29.4.1 平成33年度の定時評議員会終結時点まで
2

鈴木　重正 H29.4.1 平成33年度の定時評議員会終結時点まで
2

市東　和子 H29.4.1 平成33年度の定時評議員会終結時点まで
1

金子　恵美 H29.4.1 平成33年度の定時評議員会終結時点まで
1

潮谷　恵美 H29.4.1 平成33年度の定時評議員会終結時点まで
1

(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

貫名　通生 H30.2.26 平成33年度の定時評議員会終結時点まで
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

9 8 25,701,081 2 特例無

H29.6.16 平成31年度の定時評議員会が集結するまで 1 社会福祉事業の経営に関する識見を有する者 2 無 7
遠藤　久江

1 理事長（会長等含む。） 平成28年5月26日 2 非常勤 平成29年6月16日

H29.6.16 平成31年度の定時評議員会が集結するまで 1 社会福祉事業の経営に関する識見を有する者 2 無 7
武藤　素明

2 業務執行理事（常務理事等含む。） 1 常勤 平成29年6月16日

H29.6.16 平成31年度の定時評議員会が集結するまで 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 6
河津　英彦

3 その他理事 2 非常勤 平成29年6月16日

H29.6.16 平成31年度の定時評議員会が集結するまで 4 その他 2 無 7
福田　敏朗

3 その他理事 2 非常勤 平成29年6月16日

H29.6.16 平成31年度の定時評議員会が集結するまで 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 6
押切　重洋

3 その他理事 2 非常勤 平成29年6月16日

H29.6.16 平成31年度の定時評議員会が集結するまで 3 施設の管理者 2 無 7
都留　和光

3 その他理事 2 非常勤 平成29年6月16日

H29.6.16 平成31年度の定時評議員会が集結するまで 3 施設の管理者 2 無 4
町田　とし江

3 その他理事 2 非常勤 平成29年6月16日

2 2 200,465

(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

H30.3.22 平成31年度の定時評議員会が集結するまで 1 社会福祉事業の経営に関する識見を有する者 2 無 0
井上　従子

3 その他理事 2 非常勤 平成30年3月22日

(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

園　武友
平成29年6月16日

H29.6.16 平成31年度の定時評議員会が終結するまで

(2-2)当会計年

度の会計監査人

の監査報酬額

（円）

3 社会福祉事業に識見を有する者（その他） 8

乾川　日出夫
平成29年6月16日

H29.6.16 平成31年度の定時評議員会が終結するまで 5 財務管理に識見を有する者（税理士） 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）
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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

(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

良公監査法人 2 無 良公監査法人

1 0 3

0.0 1.0

239 0 73

0.0 0.0

(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30年3月22日 6 7 2 0

第1号議案　平成30年度事業計画案・平成30年度当初予算案について

第2号議案　役員等報酬規程の一部変更に関する件

第3号議案　理事の増員に伴う理事の選任について

審議の結果、すべての議案について特別な反対意見等はなく、全員一致で承認した。

平成29年6月16日 5 6 1 0

第1号議案 理事の任期満了に伴う次期理事の選任に関する件、監事の任期満了に伴う監事の選任に関する件、会計監査人の選任に関する件

第2号議案　理事及び監事並びに評議員に対する報酬等の支給の基準に関する件

第3号議案　平成28年度事業報告に関する件

第4号議案　平成28年度計算書類等に関する件

第5号議案　社会福祉充実残額の算定結果に関する件

第6号議案　二葉むさしが丘学園改築工事と二葉学園第1分園（コスモス）新築工事に伴う定款変更について

平成29年4月27日 5 2

第1号議案　二葉学園の定員変更と第七分園の創設について

　去る平成29年3月23日に開催した理事会で第七号議案として、本日の第一号議案と同様の議案が提案され、審議されたが、グループホームとして分散され過ぎた環境

での運営は賛成しかねるという意見が何人かの理事から挙がったこともあり、条件付き賛成ということで結論づいた。条件付き賛成ということであるので、改めて理事会に対し

て施設からの提案を求めた。

審議の結果、すべての議案について特別な反対意見等はなく、全員一致で承認した。

平成29年5月31日 5 2

第1号議案　平成28年度事業報告に関する件

第2号議案　平成28年度決算報告に関する件

第3号議案　定時評議員会の招集事項の決定について

第4号議案　給与規程の一部改定について

第5号議案　各事業所の処務規定・園規則改定について

第6号議案　役員報酬規程案について

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

平成29年11月30日 6 2

第1号議案　処遇改善手当支給の方針並びにそれに伴う給与規程の変更等について

第2号議案　平成29年度第1次補正予算案の審議　＊第2号議案附帯議案　法人本部拠点区分への緊急繰入について

第3号議案　退職金規程の新設について

審議の結果、すべての議案について特別な反対意見等はなく、全員一致で承認した。

平成30年1月26日 6 2

第1号議案　諸規定の変更について

(1)非常勤職員就業規則改定（有期雇用者無期転換）

(2)育児休業規則改定（法改正を受けての育児休業期間の延長）

第2号議案　平成29年度第2回評議員会（平成30年3月実施）審議事項の確認

第3号議案　理事増員のための評議員の増員について及び評議員候補者の推薦について

平成29年6月16日 7 1

第1号議案　理事長の選任に関する件

新理事が評議員会で決定され、その選任された理事より理事長を選任した（※定款16条及び定款25条（3）において規定）

互選の結果、理事長には遠藤久江理事が再任された。

第2号議案　常務理事（業務執行理事）の選任に関する件

新理事が評議員会で決定され、その選任された理事より常務理事を選任した。

平成29年8月29日 7 2

第1号議案　平成29年度　事業進捗状況及び会計状況報告（期別報告）

第2号議案　新規事業に関する決定事項　※各施設より、新規事業検討会の報告等

第3号議案　自立援助ホームのトリノスの建物と今後のあり方　※自立援助ホームトリノス将来検討委員会報告等

第4号議案　二葉むさしが丘学園の施設長人事にいついて　※役員候補者選定委員会報告等

第5号議案　各規程の新設と改定について（表彰規程の新設について、処遇改善支払いに伴う給与規程の一部改定について、社会福祉法改正に伴う経理規程の一部

改定について、

1

乾川日出夫

園武友

平成30年2月26日 7 2

第1号議案　評議員選任候補者の推薦の件

(1)開催日時及び開催場所：決議の省略の方法により行う。

(2)議案の概要：貫名通生氏を評議員候補者とする議案を評議員選任・解任委員会に提案した。

第2号議案　非正規職員就業規則の一部改定の件

(1)開催日時及び開催場所：決議の省略の方法により行う。

平成30年3月22日 6 2

第1号議案　平成29年度第2次補正予算案について　＊附帯議案　積立金の積立及び前期末支払資金残高の取崩について

第2号議案　平成30年度事業計画案及び平成30年度当初予算案について

第3号議案　諸規程・規則の変更と新設について

(1)再雇用規程の改定について、(2)育児休業規則の改定について（非正規職員の子の看護休暇の有給化の提案）、(3)監事監査規程の新設について

第4号議案　評議員の退任に伴う評議員候補者の選定について

第5号議案　苦情解決第三者委員の欠員補充等について
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(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．前会計年度に実施した会計監査の状況

(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

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）

該当なし。

該当なし。

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39年6月6日 0 0

ア建設費

東京都 新宿区 南元町4番地 3 自己所有 3 自己所有

200

二葉乳児

院拠点区

分

01020101 乳児院 二葉乳児院

東京都 新宿区 南元町4番地 3 自己所有

イ大規模修繕

100
法人本部

拠点区分

00000001 本部経理区分 法人本部

イ大規模修繕

3 自己所有 昭和23年1月1日 40 429

ア建設費

昭和26年12月1日 110 1,182

ア建設費

東京都 新宿区 南元町4番地 3 自己所有 3 自己所有

400

二葉くすの

き保育園拠

点区分

02091201 保育所 二葉くすのき保育園

東京都 調布市 国領町3-8-15 3 自己所有

イ大規模修繕

300

二葉南元

保育園拠

点区分

02091201 保育所 二葉南元保育園

イ大規模修繕

3 自己所有 昭和52年4月1日 100 1,174

ア建設費

昭和23年1月1日 58 591

ア建設費

東京都 調布市 上石原2-17-7 3 自己所有 3 自己所有

600

二葉むさし

が丘学園

拠点区分

01020301 児童養護施設 二葉むさしが丘学園

東京都 小平市 鈴木町1-62-1 3 自己所有

イ大規模修繕

500
二葉学園

拠点区分

01020301 児童養護施設 二葉学園

イ大規模修繕

1 行政からの賃借等 平成22年4月1日 78 827

ア建設費

平成28年4月1日 6 19

ア建設費

東京都 日野市 石田1-28-10 2 民間からの賃借等 2 民間からの賃借等

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

700
トリノス拠点

区分

02090301 児童自立生活援助事業 自立援助ホームトリノス

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）

900

二葉駐車

場拠点区

分

05340101 収益事業 二葉駐車場

東京都 新宿区 南元町4番地 3 自己所有

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

3 自己所有 平成26年9月1日 0 0

ア建設費



社会福祉法人　二葉保育園

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

　　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

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

地域における公益的な

取組⑦（地域住民に対

異年齢児交流事業 二葉くすのき保育園（調布市）

退所児童や地域の児童との交流（生演奏観賞・地域の郷土芸能に触れる、劇団を呼んで観劇）

子育て支援に関する事

業

保育所体験事業 二葉くすのき保育園（調布市）

出産前後の親に対する体験学習を行い、悩み相談に応じる

子育て支援に関する事

業

出前保育 二葉くすのき保育園（調布市）

保育所以外の場所で地域の子育て家庭にお話やわらべうたあそびを提供する

地域における公益的な

取組⑧（地域の関係者

世代間交流事業 二葉くすのき保育園（調布市）

卒園児の祖母による文化伝承（創作紙芝居等）・グリーンコーディネーターと共に

子育て支援に関する事

業

育児講座事業 二葉くすのき保育園（調布市）

教育・環境問題・食育・子どもの健康・わらべうた保育・平和問題・CAPワークショップ　等

子育て支援に関する事

業

ベビーマッサージ 二葉南元保育園（新宿区）

10月から単発で３回実施予定。職員の資格を活用し地域の子育てに貢献・リトミック、わらべうた

子育て支援に関する事

業

保育所体験　プレママ 二葉南元保育園（新宿区）

園庭やクラスに入ってしばらく遊んだり、離乳食の試食も受けている。月２回日程を決め対応。

社会福祉の増進に資す

る人材育成・確保事業

今後の子育て支援に関わる人材育成 二葉くすのき保育園（調布市）

実習生などの中で地域交流事業のプログラムの体験も含め実習してもらう・ボランティア受け入れ

社会福祉の増進に資す

る人材育成・確保事業

次世代育成事業 二葉南元保育園（新宿区）

中学生の職場体験・ボランティア受け入れ

地域における公益的な

取組⑧（地域の関係者

PTA・校外活動への参加 二葉学園（調布市）

PTA・子ども会役員の受諾　・健全育成委員会に所属し、地域の行事に参加　等
地域における公益的な

取組⑧（地域の関係者

地域ネットワークへの参加 二葉学園（調布市）

「若者の出発を支えるネット」への参加

地域における公益的な

取組⑧（地域の関係者

行事への参加 二葉南元保育園（新宿区）

行事への参加274名。ふれあい動物園11月7日（土）実施予定地域にも開放。例年好評。
社会福祉の増進に資す

る人材育成・確保事業

里親支援事業 二葉学園（調布市）

一般相談　実習研修の受入リラックスヨガ（年6回）。養子縁組家庭支援　等

地域における公益的な

取組⑧（地域の関係者

地域ネットワークへの参画 二葉むさしが丘学園（小平市）

要保護児童対策地域協議会　・こだいらこどもこそだてプラットフォーム　・保育所のあり方研究会　等
地域における公益的な

取組⑧（地域の関係者

PTA・校外活動への参加 二葉むさしが丘学園（小平市）

青少対まつりへの参加　・PTA役員の受諾　・地区懇談会への参加等

地域における公益的な

取組⑨（その他）

その他 二葉学園（調布市）

民生委員との懇談会・自治会へ参加、地域へのホール貸し出し　他
ボランティアの育成に関す

る事業

ボランティア受け入れ 二葉学園（調布市）

学習ボランティア（学習・英語）・　あそびボランティア　・行事付き添い　等

ボランティアの育成に関す

る事業

ボランティア受け入れ 二葉むさしが丘学園（小平市）

学習、家事援助、遊び、幼児ボランティア　・6月、2月にボランティア交流会の実施
地域における公益的な

取組⑧（地域の関係者

その他 二葉乳児院・地域子育て支援センター二葉

子どもまつり（乳児院・保育園合同企画）

地域における公益的な

取組⑧（地域の関係者

イベント・ワークショップの実施 二葉むさしが丘学園（小平市）

レザークラフトワークショップ　英会話プログラム等　・オープンカフェふたば　・青空まつり　等
地域における公益的な

取組⑨（その他）

地域団体活動への参加 二葉むさしが丘学園（小平市）

里親のチーム養育　・地域での職場体験（中3）他

地域における公益的な

取組⑨（その他）

地域交流会イベントの企画・実施 自立支援ホーム　トリノス（日野市）

年末に地域交流会イベントとして、地域の活動団体と日野市社協を交えて交流会イベントを実施
地域における公益的な

取組③（地域の要支援

日野市子どもを守る人権フォーラムへの参画 自立支援ホーム　トリノス（日野市）

日野市の弁護士会主催のファーラムに参加し、子どもの人権について協議を行った。

ボランティアの育成に関す

る事業

ボランティア受け入れ 二葉乳児院・地域子育て支援センター二葉

環境整備　・家庭訪問　・イベント手伝い　・講座
地域における公益的な

取組⑧（地域の関係者

日野市社会福祉法人地域ネットワーク参画 自立支援ホーム　トリノス（日野市）

市内の福祉施設による運動会の運営に協力。　社会福祉法人が協力した防災訓練に参加

1 有

0

0

0

0

0

0

子育て支援に関する事

業

地域防犯の家 自立支援ホーム　トリノス（日野市）

トリノスが所属する学区の小学校と連携し、子どもを守る110番の家登録を行った。
地域における公益的な

取組⑧（地域の関係者

地域自冶会への参加 自立支援ホーム　トリノス（日野市）

地域に根ざした活動をする上で地域の自冶会に参加した。自立援助ホームを広く地域へ周知。

1 有

1 有

1 有

1 有

1 有

1 有

0

0

0

二葉学園 平成29年度

1,891,777,706

2,905,771

施設名 直近の受審年度

二葉乳児院 平成29年度
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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

二葉むさしが丘学園 平成29年度

二葉南元保育園 平成27年度

①就任承諾書において欠格事由に当たらない旨の宣誓を得ていない

②理事、監事、会計監査人の選出について、事前に監事の同意を得ていない

③会計監査人の報酬額について監事の同意を得ていない

④定款に定められた評議員の決議事項について、3分の2以上の出席が得られない評議員会で決議を行っている

二葉くすのき保育園 平成28年度

自立援助ホームトリノス 平成29年度

①新しく就任承諾書を取り直し、改めました。

②次回の役員の改選及び会計監査人の選任の際には、同様のことがないように十分に気を付けて対応します。

③今後は、会計監査人への報酬額を事前に監事に確認し、その上で理事会で決議するように対応します。

④平成30年度の定時評議員会からは、出席者が3分の2以上の定員を満たせない場合は、決議の省略に

よるみなし決議か、3分の2以上の評議員の出席を確保した上で、定時評議員会を開催するように対応します。


