
現況報告書（平成30年4月1日現在）
別紙1

fn法人の名称 �北心会　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　i 

（8）主たる夢精所の住所 �喜藤膜　　　　　　l十和由布 �茜二十一番卸6－14　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1 

（91主たる事務所の電話番 �0176－23－4793　　1（101主たる事務所のFAX番号 �0176－21－2315　　　　　　　　1（111従たる事務所の看病　　　l 

（121従だるさ麹諦め往訪 �i �l 

（131法人の章一心付一㌢アドは �htD・l／www．関れinkaトめW醜Ia．わ／ �（14）法人の持井は　Ih。kush高a離。Sm限∞me■in　　　　　　　　　　　　　　　　i 

flsl法人の腹立認可年月 �平成l朔日7日l（161法人の鰹立登記年月日 �平成13年6月21日i 

高岡瞳責の建具　l4　　　　　　　i（2）珊具の現賢　　l　　　　41で3－5）評繊細全員硯間隔瑚鎚日用　　　　　　　　40000

（3－1）揮積の醜　　　　　車重輔具の鯛 �（3－4）鞘隊員の新 劇雪舟的蔚獣機 爛 �（3づ）他の社会趨祉法人の評 離農・役員・職責鯛 �（3－7）前会計年度（謝る評 議員会への出席回数 

（3－2）薩繍員の職掌 

里村翼捨子　　　　　　　　　　　　　I　H29．4・ll一冊33．6 �劇痛 �劃景 �Z 

自富豪 

鴫海手　　　　　　　　　　　　　　　I　H29・4・ll一冊33・6 �2禦 �2禦 �2 
照 

佐藤鈴子　　　　　　　　　　　　　　I　HZg・4・ll一周33．6 �2無 �2額 �2 

禦l 

赤飯恵美子　　　　　　　　　　　　　I　H29・4・11～冊33．6 �2京 �2無 �2 

jp嘱農 
l　　　　l～l � � � 

t　　　　　l～1 � � � 

I　　　　l～l � � � 

i訂執二二二二二二二二二二二：二二二二二二三・270rO00直

（3－1輝の高名 �（3－2）纏まの復職 �（3一部鞠帳への郭錘 年月日 �（34）理事の 繕第・非棚 �（3づ）理事選任の蹴 賃金繕決年月日 �（3－6）理事の職韓 ���（3・7）埋鞠の 痢聯朗の 覆轍接は艦見 

（3－8煙た事物畦網 ��（3－坤田富要僻の区分朝飯当職 ���（3－1q）各章曇 事と鶴薮著轄 隷関係にある 重的1オ国後！ �（3－11）理事報酬霜の支線形態 �（シーゴ）層雲 棚瑠駄：£帰 る理事会への 出田醐 

重要事膿　　　　　　　　　　　　　　　1　平成29年6月15日 ��l掃劃　　l　平成2動軍6月15日Ii重大精勤役員 �����Z掃【 
富本鰹葉 �H29▲4．llへ′lH31．6 ��1社釜覆祉事後の曝書に関するi教貴慮 ��接す5番　　　　Ili9　　　1敬重冒開聞蝿のみ更】略 ���5 

3尊め散開接事　　　　　　　　　　　l ��2井関　l　平成29年6月15日l認定ことも圃癒設庁 �����2意 
富木ひろ子 �H29．4．1l一冊31．6 ��3筋棚田事案　　　　　　　　　　　　　　　11奪　　　l増田軍帽調う教具賦与 �����5 

38棚鴎が霊夢　　　　　　　　　　l ��2詳軍場　l　平成2割事6月15日i �����2意 
石川鯵一節 �舶！9．4，ll一間31，6 ��2 �胡書祉綱田する実寛に遍夢でいる雷　　121脈　　　12提案葉蘭のゐ ����5 

大平嚢 �3刺日動要事　　　　　　　　　　　l ��義務事案Il　平属関年6月15日l牧節 �����2震 議29．4．1上）lH31．6 ��2番簾区簾韓飼胱調書握に貫する実検に遍がCいる雷　12意　　　lZ浸事報酬のみ �����与 

中野波忠子 �青竜の他郷要事　　　　　　　　　　　i ��2瀾n　l　平鹿29年6月15日l老人施投介離農 �����2簾 H29．4．1l′）iH31．6 ��1社創案議事簾の罵言に績する回腸密事ずるさ　　　　1　　　　12躍軍報蘭のみ �����5 

会津暗黒 �3その他の！種事　　　　　　　　　　　l ��2発意n　l　￥殿2割事6月15日！意 �����劇痛 2軍報醐る確社に関する真蘭ほ種じてい5番　　I　　　　l2鞠開脚 �����5 

11監事の定置∴∴「∴∴∴∴∴∴∴2：l（2　裏舶娩農，l　二二二二二三：i（3－6）霊譜金具助臨時蛎醜粛：（円Ll二二二二二二二二二二二二二二二紅く印

（3－1）監事の氏名 �（3ゼ）㊦監事の瞳雛 �（3－2）②監事の訪越庁か朗嬉測嬉状況 �（エ3）藍竃適任倒閣露 営余憤決年月日 
（3－4）監事の棚 �（うず監事憂伴の区分創駿当状況 �（3－7）陶芸村年度にあ ける埋照会への出席国 軸 

淳醸利博 �無く �2第【 �」半周も2割事6月15とl 
H29．6，15t～lH31．6 �6期は開田聾贋寒劃最澄冒す殺害 � 

小笠廉あけみ �弛探軍部田騒き �主意 �平成2割牽eI弓15日 
H29．6．15l～岬31．6 �3社会柵社事績i � 

鼠こおける会計監査人の状況

（1－1滴会計年度の全部重電人の氏名（監董法人の鋤合は藍童法人 名） �（lセ）前会請年度 の会計藍義人の藍 �（1㌧）的亭要義 漢勘こかかる 定畦珊醜農 �（2－1）当会計年度の会計監著大の氏名（藍童法人の精舎は鰹董法人名） �（2－2）当会計年度 の会計12露人の藍 竃織機襲（円） 

竃報削顔（円） �会への出席の 軸き �� 

（11滴大本部職責の人数 � � � � � 

⑧精勤専従者の実微∴∴l �l⑨珊 l �癌容の実数 　　精勤旗纏赦 �l　i⑨非驚 l　l �勧善の実数 　　　繕勤喰簿敏 �l l 

（21施蔽・鴨葉新職責の大敵 � � � � � 

㊦精勤尊徳著の実徹　　し壁　　　　　］ �l④ l �棚番の実数 　　　　意強絶賛数 �ト「畠③非 　1．51 �精勤毒の実数 　　　撫腿算数 �1　　　22 1　　　5．0 
青身



（l）臨貴会澱の野 焼貴会開催年月日 �（2）醐余責の評議員・埋草・監 事・会龍藍歪大尉の出席者数 ����（3）評薩貴会託の決韻壷項 

託就農 �；睡蓮B �監事露 �会計艦蛮人 

平成製充電6日15日 �4 �6 �2 � �平成狭蜂壊荘厳灘舎及び決蚤承認。理逼及び幹事選任。役員自蔵こ対す朝潮艇勅皮経基簿。 

平成2窮10月20日 �4 �6 �2 � �定款変更、変更認可申請。 

（l）瑳若重賞臓理蜜 会暢催年月日 �館抵純増嬉・監事 勘助塑磨番数 ��（3）理事会瑚蜜喫 

田園i �塵議罫 

平成2輔月30日 �6 �2 �平成28年度轄報告及鯛自己詳価。補正予寓。役員選任鰐隠者。 

平成鯉嘩6月15日 �6 �2 �理塾長選定。椙談支闘離新は瞳えみ廃止。定款紺勲改正。 

平成29年10月20日 �6 �2 �定款変更、認可申請。 

平成30年1月16日 �6 �2 �詔駈評価制度取り組み。 

平成3㈱月26日 �6 �2 �平成29年度最終純正予質。平成30年度草葉計画及び当初予賃。就業続開、給与規程改正。 

平成Z銘明ら日付、平成29年12月Il日付補正革質の垂画法稜実施。 

（l）藍碧雲蓋稜配賦」だ軽電の氏名

（2）登適報告により求められ矯改轡すべき肇壕

（3涯蛮報告に糊的始れ淀改善すべき　　－　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1 
墓項結締する静態　　　　　　l　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　l 

110，繭会計年度の会計監賓の状況　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　l 

（l）会群雲重大による会計藍萱穀毎醜寛の匪分

（2）会計監瞳人による

問匿三三≡≡≡∃圏園園



i � 

004 �わがんせ �02の0103　　1国富児適所支援草葉（放課後辱デイサービス） �わがんせ 
青森県　l三沢市　　　　　　　l大軍三沢宇堀口17－718 �2風脚a吟の賃借！2民間からの賃借l　　平成2増車2月1日1　　101　　　2，310 

瑠閏騒蜜　　　I　　　　　　　　　　l　　　　　　　　　　l �l　　　　　　　　　　　　Oi　　　　　　　　83．620 

イ大網綴施縮　I　　　　　　　　　　　l　　　　　　　　　　　l �l　　　　　　　　　　　　　　t 

00g �館こよっこ �02000103　　1陣碧児適所支援配轍（飯擾役等デイツービス） �わが般 
竃蛮鍵　　霊草龍田市　　　　　　　l西二十一番卿22－27 �廻田贈与餌重鎮！雄軸駒崎のな笛l　　率飯豊（蔓草1月1日！　　　101　　　　6，250 

舜塾堅寅　　　1　　　　　　　　　　1　　　　　　　　　　1 �1　　　　　　　　　　　　01　　　　　　　　75－350 

イ大家穀劉駿語　I　　　　　　　　　　　　t　　　　　　　　　　　　l �l　　　　　　　　　　　　　　i 

006 �クリエイティブ サポートぶち ぶろう �02130ま13　　1配憲章薯証サー巳祐嗣離隔殴朔蚊悪質陵B型） �クリエイティブサボー競艇う 
膏森媒　　i十和田市　　　　　　l大字深諸手梅山1－94 �曇高調鵬の賃借12度前脚侶l　　平成18年4月1日1　　　201　　　6．942 

邦題設置　　　i　　　　　　　　　　i　　　　　　　　　　l �1　　　　　　　　　　　01　　　　　　430．610 

イ大親授鰐繕　i　　　　　　　　　　i　　　　　　　　　　l �l　　　　　　　　　　　　l 

007 �フレン勘－ ホーム公立 もくもっく �02130113　　！国富禰敬サービス議案（闘霜碧援B型）「指定醤！墾」 �フレンドリーホーム孤立さくもメ 
粛衰嫁　　！十和日商　　　　　　　l大軍三本木芋西金鰭369－55 �1行政むらの賞儀轄ll行政か郁）質種幕l　　　平成25年4月1日1　　　301　　　　5．501 

嫡塾頭　　　I　　　　　　　　　　l　　　　　　　　　　l �1　　　　　　　　　　　　01　　　　　　　559、働）0 

イ太線蔑1顕露　I　　　　　　　　　　　i　　　　　　　　　　　l �l　　　　　　　　　　　　　l 

008 �切ループ清一 ムポクリトハ ウス �021郭114　　1龍菩提独サービス毒難く薬園生選謡曲） �切レーブホ一朗Hlウス 
膏霧禁　　！十和田市　　　　　　　l二死二十一電同町2－21 �田韮遜田園国書看喜漢避塑亜亜護国888園長8888園田 
瀾殴寅　　　I　　　　　　　　　　　l　　　　　　　　　　　l �1　　　　　　　　　　　　01　　　　　　　185．770 

イ大規線修繕　I　　　　　　　　　　I　　　　　　　　　　l �1　　　　　　　　　　　1　　　　　13，568，000 

l � 

1　　　　　　　　　　　1 �88888漢書■■○■獲88888 
：液塾弦霞　　　I　　　　　　　　　　l　　　　　　　　　　l �l　　　　　　　　　　　　ol 

イ大親授擬　l　　　　　　　　　　l　　　　　　　　　　l �l　　　　　　　　　　　　l 

⑬－1拠点 区分コ一 朗 �⑳－2錬匿 分急激 �⑬－毅琵類堅ロー 脇捜 �⑲一望麹遊再発名称 ���②蜜楽所の名称 
③寧畿所の所糎地 ����＠）寧覇醐 土地の保有 雛洩 �⑧胃薬所の 建物の保高 状況 �⑥事業新鶴位での野菜闇 憩年月日 �⑦蜜黛所穏 健での定員 ��⑪軍閥（4月～3 月）和語香遊べ終 捻く人／！匿〉 

◎社会　　　　　　　　　況（当該随魚腹分はあけるきた灘（蘭毎度の等間取益鄭重も多も ����l寧！縫）に計上） 

ア建翻瞳 �（ア）建設毎月臼 �（イ）自己賞金譲（円） �（ウ）補助金額（臼） �（エ）借入金額佃） ��（オ）建設資金紺額（円） ��ウ延べ床面頚 

イ太混撰麟 �（ア）－1修繕年月日 �（：巧　－2億澄年月日 �（ア）－3億i霹寧月田 �（ア）－4燐賭年月日 ��（ア）一割圃陸軍月日 ��iイ）優越誕会計破く円） 
Il厄1日l �fZ短l昌一 �（基層Ilヨ1 �（4廟的ヨ1 ��（与嗣ヨl 

l　　　　　　　　　　　l ����l ��I　　　　　l 

．弼婁設寅 � � � � ��0 �� 

イ大規模傍線 � � � � �� �� 

ll．闘会計年度にお部る事業等の願　－

⑧－1観点 区分コー ド分類 �①一之拠点区 分名称 �⑭－賀田！藷国璽⊃一 機療 �⑭・4実務奮発会務 ���㊧蜜業疎の亀蹄 
＠軍楽諒蠣蠣　地 ����④撃纂醐 土瞬 状況 �⑯軍繭翻 建駆寄 状況 �⑥蜜寮託撃位での蜜築競 始年月日 �㊧懇請弱電 位での定員 ��㊤雫田（4雪－3 月）利用者延べ総 叔（人／毎） 

◎社会福祉癒澄巷の建設雲の状況（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重し ����蛾）に計上） 

ア速謡賛 �（ア）速報年月日 �（イ）自己賞金額（円） �（ウ）補助金額（円） �（工）億入金額（円） ��（カ建設費合計額（田） ��ウ延倒幕面接 

イ大堀寓修繕 �（ア〉－1億線毎月自 �（ア）一之僚綜年月日 �（ア）－3健綬象月日 �（ア）－4艦月日 ��（ア）－事態陸軍月日 ��（イ）修繕費合計額1円） 
fl図日1 �（2回自1 �f3飼昌l �f4向日l ��（宝厄1日l 

l　　　　　　　　　　　l ����l ��l　　　　　l 

宛国境 � � � � ��0 �� 
イズ続震鞍語 � � � � �� �� 

ll．前会甜年度にお帰る事業等の蝿要　一（4

11－王．う親臨お城強盗的栓取組

⑪取組紙型ユー聞損 �㊥腕の餓　　　　　　　　　l⑨闇の実続開翻） 
④取護内容 

001 �北心霊　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　l市民文化腹シター 
夏祭りのスラー湊悪霊に地域の町内会に案内紹符、送迎。 

002 �え毒鼓娼諸賢会　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　lこども固園庭 
地域勘的会へ案内鰹待。捨簡罵齢善対象。飲み穂、あ汁粉渥練。 

l 

l 

l 

12．社会福祉充実残額及び社会福祉充実計画の蛾

（l）復金穂波充実残額開園騒く脇）

（2）社会詣駈態醐醜憾悉蘭困窮（計画開聞軸蟹田
⑧社会穀並躍文献公裁詣真書社会鑑独萄豪に凝する小錦綾嚢婆）

㊨地域公盤裏繕（珊
⑨公益蔓難く円）
④合計譲〈⑬＋㊧＋㊥）1日）

（3）社会縛独充実残額め諺毎度餓投資奏鎮額
①社会福祉嚇繁文は公益慕築く社会福祉蜜謹揖類する小規模蜜凄）
②地域公埜串難く田）
⑨公益蜜難く鼠）
⑭貧相頭（⑭＋㊧す③書　く円）

（4）

｛芭
‘巨星



13．透明性の確保に向融調腿状況

②実施した改善内密

退勝手当細腰の細入状況等（筏激回答郡 � � 
③社会福祉鍛職員弼遡種手当共済制度（（独l福祉圏勤緋靭日出隠入　　Il萄 �l l � 
②中小企業遡蟻金爽諦観度鮎嬢1動労香艦済様鱒）簡抽入　　　　12震 
（劃群雲過疎金共済搬（商工会議蔵）に細入　　　　　　　　　　　　　12類 
④舗道暗鬼社会穂祉穀離合鞍部遍府県昼間蹴鞠削教員共済会軸嚇楽・ �軸馳走退職手当絹慶勤入 �ll爾　　　　　　　　　l 
⑤勅魁の退職手当親慶嘘職人（具体的に：●●●）　　　　l � �l 
⑥法人独自で還膿手当飯度稜臨検　　　　　　　　　　　　　　　　　　12照 �l i � 

⑦追l瞳手当制度胞は抽入せず、退職捨付引当金の穣立も行ってい鋭い　　　　iZ照 


