
社会福祉法人あすみ福祉会現況報告書（令和2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(前会計年度実績)（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(前会計年度実績)（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(前会計年度実績)（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

11 埼玉県 225 入間市 11000 2030005004009 01 一般法人 01 運営中

社会福祉法人あすみ福祉会

埼玉県 入間市 大字小谷田字上ノ台６４番地

04-2964-5559 04-2963-2230 2 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

https://chacha.or.jp/ (14)法人のﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ asumi@chacha.or.jp

平成9年3月26日 平成9年4月4日

7 7 150,120

公益財団法人あいである　理事長

林　義仁 H29.4.1 令和2年会計年度に関する定時評議員会の終結時
2 無 1 有 2

社会福祉法人伸こう福祉会　副理事長

令和2年会計年度に関する定時評議員会の終結時
2 無 1 有 2

社会福祉法人久良岐母子福祉会　くらき永田保育園 園長

片山　拓史 H29.4.1 令和2年会計年度に関する定時評議員会の終結時
2 無 2 無 2

株式会社アーバンフューネスコーポレーション　人事部長

大原　淑子 H30.7.1 令和2年会計年度に関する定時評議員会の終結時
2 無 1 有 1

社会福祉法人立花会　認定こども園立花こども園　園長

出岡　伸和 H29.4.1 令和2年会計年度に関する定時評議員会の終結時
2 無 2 無 1

けいあい税理士法人 代表社員

鈴木　八朗 H29.4.1

前川　晶 H29.4.1 令和2年会計年度に関する定時評議員会の終結時
2 無 2 無 2

法律事務所イオタ　弁護士

羽山　倖子 H29.4.1 令和2年会計年度に関する定時評議員会の終結時
2 無 2 無 2

2 無

R1.6.13 令和2会計年度に関する評議員会の終結時 1 社会福祉事業の経営に関する識見を有する者 1 有 2 理事報酬のみ支給 6
迫田　圭子

2 業務執行理事 1 常勤 令和1年6月13日 当法人理事専任

2 無

R1.6.13 令和2会計年度に関する評議員会の終結時 1 社会福祉事業の経営に関する識見を有する者 1 有 2 理事報酬のみ支給 6
迫田　健太郎

1 理事長 平成25年4月5日 1 常勤 令和1年6月13日 当法人理事専任

(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

6 6 2 特例無

(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

73,053,677

2 無

R1.6.13 令和2会計年度に関する評議員会の終結時 1 社会福祉事業の経営に関する識見を有する者 2 無 2 理事報酬のみ支給 6
山下　真由美

3 その他理事 2 非常勤 令和1年6月13日 NPO法人ｼﾝﾌｫﾆｱ理事長 福)聖愛会 保育園施設長

2 無

R1.6.13 令和2会計年度に関する評議員会の終結時 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 2 理事報酬のみ支給 6
下重　喜代

3 その他理事 2 非常勤 令和1年6月13日 ｻｽﾃﾅﾌﾞﾙ・ｱｶﾃﾞﾐｰ・ｼﾞｬﾊﾟﾝ代表

2 無

R2.4.1 令和2会計年度に関する評議員会の終結時 3 施設の管理者 2 無 3 職員給与のみ支給 0
萩原　亜希

2 業務執行理事 1 常勤 令和2年3月12日 当法人施設長専任

2 無

R1.6.13 令和2会計年度に関する評議員会の終結時 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 2 理事報酬のみ支給 6
下田　翼

3 その他理事 2 非常勤 令和1年6月13日 社会福祉法人五月会　下田保育園 事務長

4 財務管理に識見を有する者（公認会計士） 3

福田　博美
福)大洋社　福)東京児童協会　非常勤理事 2 無 令和1年6月13日

R1.6.13 令和2会計年度に関する評議員会の終結時 3 社会福祉事業に識見を有する者（その他） 6

(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

齋藤　敏夫
齋藤敏夫公認会計士事務所　代表（公認会計士・税理士） 2 無 令和1年6月13日

R1.6.13 令和2会計年度に関する評議員会の終結時

2 2 87,570

(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

(注)「(3-2)理事の役職」のうち、「理事長」とは、社会福祉法45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。

　　　「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がある。)である。

(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）

（会計監査人の設置なし）

8 0 0

0.0 0.0

281 0 288

0.0 181.0
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社会福祉法人あすみ福祉会現況報告書（令和2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

(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

(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(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

令和2年3月12日 5 1 0 (1)理事の選任について

令和1年6月13日 7 3 0

(1)平成30年度事業報告

(2)平成30年度決算書類および財産目録の承認

(3)理事・監事の任期満了に伴う新規任命役員の承認

(4)役員報酬規程の改訂に関する承認

(5)茶々保育園職員（退職済み）による児童への不適切行為に関する対応報告

(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

令和1年5月28日 6 2

(1) 平成30年度 事業報告書承認の件　　　(2) 平成30年度 前期末支払資金残高取崩の承認の件　　　(3) 平成30年度 計算書類、及び財産目録承認・監事監査報

告の件　　　　　　(4) 令和3年4月開設予定の新設園開設事業者募集に対する応募承認の件　　　(5) 新設園開設事業者の応募に向けた施設整備コンサルティング業務委

託締結の件

(6) 理事・監事の任期満了に伴う新役員候補者承認の件　　　(7) 役員報酬規程改訂の件　　　(8) 令和元年度 常勤理事報酬の件

(9) 令和元年第1回定時評議員会招集の件　　　(10)（報告事項）茶々保育園の職員不祥事に関する対応報告の件

(11)（報告事項）平成30年度 各園指導監査実施状況報告の件　　　(12)（報告事項）理事長の職務執行状況報告の件

令和1年6月21日 6 2
(1) 理事長の選任に関する件

(2) 常勤理事の理事報酬に関する件

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

令和2年2月28日 6 1

(1) 役員体制変更について　　　　　　　　　　　　　　　　　(2) 臨時評議員会招集について

(3) 令和2年度 園長人事・組織体制について　　　　　　(4) 法人中期経営計画について

(5) 内部管理体制に関する基本方針設定について　　　 (6) 新規規程および既存規程の一部改訂について

(7) 恵比寿西二丁目保育施設の内装工事に係る建材等発注契約について　　　　　(8) 令和2年度 海外研修計画について

(9) 積立金の目的外利用の承認について

令和2年3月26日 6 1

(1) 前期末支払資金残高取り崩しについて

(2) 令和元年度補正予算について

(3) 令和2年度事業計画について

(4) 令和2年度予算計画について

(5) 令和元年度理事長の職務執行状況の報告について

令和1年9月9日 6 1

(1) 保育無償化に際しての重要事項説明書他の変更・対応方針の件

(2) 経理規程の改訂の件

(3) 本年度秋季 海外研修計画の件

(4) 令和元年度 補正予算承認の件

(5) 正規職員の給与支給サイクル変更に向けた対応の件

令和1年12月13日 6 2

(1) 茶々ⅰタワー花の森保育園の来年度園児定員変更について

(2) 恵比寿西二丁目保育施設の工事契約・設計監理契約の締結について

(3) 保育補助者雇上貸付金を活用した採用活動コンサルティング契約について

(4) 令和元年度 補正予算承認について

(5) 規程新設、及び既存規程の改訂について

1

齋藤　敏夫

福田　博美

特になし

特になし
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社会福祉法人あすみ福祉会現況報告書（令和2年4月1日現在） 別紙１

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

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）

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）

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）

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

002 茶々保育園

02091201 保育所 茶々保育園

埼玉県 入間市 大字小谷田字上ノ台６４番地 1 行政からの賃借等

イ大規模修繕

昭和54年4月1日 0 0

ア建設費 0 0.000
001 本部

00000001 本部経理区分 本部

埼玉県 入間市 大字小谷田字上の台６４番地 1 行政からの賃借等 3 自己所有

平成20年4月1日 90 1,243

ア建設費 平成20年3月14日 56,860,500 119,757,000 50,000,000 226,617,500 677.620
003

茶々すずや

保育園

02091201 保育所 茶々すずや保育園

埼玉県 さいたま市中央区 鈴谷5-6-11 2 民間からの賃借等 3 自己所有

1,372.180

イ大規模修繕 平成22年6月30日 平成23年7月31日 平成23年11月30日 平成28年6月30日 8,835,840

3 自己所有 昭和54年4月1日 120 1,654

ア建設費 平成14年2月1日 22,722,000 140,173,000 108,600,000 271,495,000

1,183.340

イ大規模修繕

3 自己所有 平成16年4月1日 180 2,158

ア建設費 平成25年3月28日 70,742,700 314,399,000 185,000,000 570,141,700
004

茶々かきの

きだい保育

園

02091201 保育所 茶々かきのきだい保育園

神奈川県 横浜市青葉区 柿の木台7-5 4 その他

イ大規模修繕

006
茶々なかま

ち保育園

02091201 保育所 茶々なかまち保育園

神奈川県 川崎市中原区 今井仲町2-28 2 民間からの賃借等

イ大規模修繕

平成21年4月1日 120 1,529

ア建設費 平成21年3月26日 22,527,300 195,872,000 66,640,000 285,039,300 830.950
005

茶々いまい

保育園

02091201 保育所 茶々いまい保育園

神奈川県 川崎市中原区 今井仲町5-31 2 民間からの賃借等 3 自己所有

平成28年4月1日 70 901

ア建設費 平成28年2月2日 56,378,167 111,982,000 104,100,000 272,460,167 613.480
007

茶々むさしこ

すぎ保育園

02091201 保育所 茶々むさしこすぎ保育園

神奈川県 川崎市中原区 今井仲町5-25 2 民間からの賃借等 3 自己所有

570.450

イ大規模修繕

2 民間からの賃借等 平成24年4月1日 70 959

ア建設費 平成24年3月5日 16,288,031 45,000,000 60,600,000 121,888,031

862.690

イ大規模修繕

3 自己所有 平成24年4月1日 100 1,191

ア建設費 平成24年3月15日 5,531,500 153,662,000 94,800,000 253,993,500
008

茶々おおい

ずみ保育園

02091201 保育所 茶々おおいずみ保育園

東京都 練馬区 西大泉5-30-13 4 その他

イ大規模修繕

1,208.690

イ大規模修繕

3 自己所有 平成27年4月1日 131 1,596

ア建設費 平成27年3月6日 74,669,251 267,167,000 160,000,000 501,836,251
009

茶々むさし

せき保育園

02091201 保育所 茶々むさしせき保育園

東京都 練馬区 関町東2-9-11 1 行政からの賃借等

イ大規模修繕

平成26年4月1日 170 1,975

ア建設費 平成26年2月20日 9,613,042 274,000,000 81,700,000 365,313,042 1,057.990
010

茶々ひがしと

やま子ども園

02091202 保育所型認定こども園 茶々ひがしとやま子ども園

東京都 新宿区 戸山2-34-101 1 行政からの賃借等 1 行政からの賃借等

2,659,000

012
茶々まくはり

保育園

02091201 保育所 茶々まくはり保育園

千葉県 千葉市美浜区 打瀬2-18-2 4 その他

イ大規模修繕 平成23年9月30日 平成25年12月27日 平成25年1月31日

平成13年4月1日 120 1,563

ア建設費 平成17年7月31日 0 992.260
011

茶々おおわ

だみなみ保

育園

02091201 保育所 茶々おおわだみなみ保育園

千葉県 八千代市 八千代台北16-9-1 4 その他 3 自己所有

平成17年4月1日 45 572

ア建設費 0 508.000
013

茶々iﾀﾜｰ花

の森保育園

02091201 保育所 茶々iﾀﾜｰ花の森保育園

群馬県 伊勢崎市 大手町3-1 4 その他 1 行政からの賃借等

869.120

イ大規模修繕

3 自己所有 平成23年4月1日 110 1,541

ア建設費 平成23年3月4日 55,443,300 141,843,000 80,000,000 277,286,300

958.990

イ大規模修繕

3 自己所有 平成29年4月1日 117 1,383

ア建設費 平成28年12月27日 56,133,000 239,747,000 161,700,000 457,580,000
014

茶々とどろき

保育園

02091201 保育所 茶々とどろき保育園

東京都 世田谷区 等々力7-7-9 1 行政からの賃借等

イ大規模修繕

015

茶々そしが

やこうえん保

育園

02091201 保育所 茶々そしがやこうえん保育園(分園)

東京都 世田谷区 上祖師谷4-4-20 1 行政からの賃借等

イ大規模修繕

平成29年4月1日 80 953

ア建設費 平成29年2月1日 104,958,000 223,546,000 76,100,000 404,604,000 752.880
015

茶々そしが

やこうえん保

育園

02091201 保育所 茶々そしがやこうえん保育園

東京都 世田谷区 上祖師谷3-10-3 1 行政からの賃借等 3 自己所有

令和3年4月1日 113 0

ア建設費 令和3年4月1日 0
016

茶々だいか

んやま保育

園

02091201 保育所 茶々だいかんやま保育園

東京都 渋谷区 恵比寿西2-13-5 1 行政からの賃借等 1 行政からの賃借等

0.000

イ大規模修繕

3 自己所有 平成30年4月1日 50 597

ア建設費 平成30年3月1日 57,303,000 254,743,000 0 312,046,000

イ大規模修繕

（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）

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

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
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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．地域における公益的な取組（地域公益事業(再掲)含む）

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

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

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

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）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）

地域における公益的な取

組⑨（その他）

ちゃちゃカフェの設置 東京・神奈川の保育所5園

保育所にカフェを併設し、保護者や地域の交流施設として提供。育児相談や幼児教育の報告イベント等も実施。

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

0

0

0

0

0

0

茶々そしがやこうえん保育園 令和元年度

茶々ひがしとやま子ども園 令和元年度

茶々おおいずみ保育園 平成29年度

茶々むさしせき保育園 平成29年度

茶々とどろき保育園 令和元年度

茶々保育園 平成20年度

茶々ⅰタワー花の森保育園 平成20年度

茶々かきのきだい保育園 平成28年度

1 有

2,708,380,916

8,909,559

827,668,038

施設名 直近の受審年度

1 有

1 有

1 有

1 有

1 有

1 有

0

0

0

福祉はぐくみ企業年金基金

2 無

2 無

1 有

2 無

2 無

1 有
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