
社会福祉法人頌栄会

別紙1

現況報告書（令和4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(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）

28 兵庫県 109 神戸市北区 28100 3140005002355 01 一般法人 01 運営中

兵庫県 神戸市北区 南五葉2丁目3番11号（認定こども園西鈴蘭台頌栄保育園）

兵庫県 神戸市北区 南五葉3丁目5番21号（南五葉児童館）

社会福祉法人頌栄会

兵庫県 神戸市北区 鳴子２丁目１１－２（認定こども園頌栄保育園内）

078-593-3893 078-594-4672 1 有

兵庫県 神戸市北区 鳴子2丁目11番2号（頌栄児童館）

http://www.shoei-hoikuen.ed.jp (14)法人のﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ west-glory@eos.ocn.ne.jp

兵庫県 神戸市北区 君影町1丁目11番13号君影小学校北校舎4階（君影学童コーナー）

兵庫県 神戸市北区 鈴蘭台東町1丁目12番13号2階（小規模保育園しょうえい）

(3-2)評議員の職業

山根　泉 R3.6.19 R7.6月定時評議員会終結の時

昭和60年4月1日 昭和60年3月11日

８ 8 100,224

(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

草地　とし子 R3.6.19 R7.6月定時評議員会終結の時
4

4

高山　育子 R3.6.19 R7.6月定時評議員会終結の時
4

吉井　みちよ R3.6.19 R3.6定時評議員会終結の時
3

船引　由香 R3.6.19 R7.6月定時評議員会終結の時
4

岡山　泰典 R3.6.19 R3.6定時評議員会終結の時
2

永原　郁子 R3.6.19 R3.6定時評議員会終結の時
2

(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

原　寛 R3.6.19 R4.4.7
3

(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 7 239,424 2 特例無

R3.6.19 R4.4.7 1 社会福祉事業の経営に関する識見を有する者 2 無 8
棟方　信彦

1 理事長 平成29年3月11日 2 非常勤 令和3年6月19日

R3.6.19 R5.6月定時評議員会終結の時 1 社会福祉事業の経営に関する識見を有する者 2 無 7
菅根　信彦

3 その他理事 2 非常勤 令和3年6月19日

R3.6.19 R5.6月定時評議員会終結の時 1 社会福祉事業の経営に関する識見を有する者 2 無 8
谷口　耀子

3 その他理事 2 非常勤 令和3年6月19日

R3.6.19 R5.6月定時評議員会終結の時 4 その他 2 無 6
山田　博史

3 その他理事 2 非常勤 令和3年6月19日

R3.6.19 R5.6月定時評議員会終結の時 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 8
原　和美

3 その他理事 2 非常勤 令和3年6月19日

R3.6.19 R5.6月定時評議員会終結の時 3 施設の管理者 2 無 8
岡部　裕子

3 その他理事 1 常勤 令和3年6月19日

R3.6.19 R5.6月定時評議員会終結の時 3 施設の管理者 2 無 8
稲付　容子

2 業務執行理事 1 常勤 令和3年6月19日

(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。

2 2 83,520

(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
(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



社会福祉法人頌栄会

～

～

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

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

(3-1)監事の氏名

(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

小澤　昌甲
令和3年6月19日

R3.6.19 R5.6月定時評議員会終結の時 6 財務管理に識見を有する者（その他） 6

(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）

2 0 0

山ノ井　景子
令和3年6月19日

R1.6.21 R5.6月定時評議員会終結の時 3 社会福祉事業に識見を有する者（その他） 8

(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

0.0 0.0

53 3 47

1.1 23.8

令和3年6月19日 6 3 1

1.2020年度事業報告（認定こども園頌栄保育園、認定こども園西鈴蘭台頌栄保育園、小規模保育園しょうえい）　　2.2020年度決算報告（法人本

部、認定こども園頌栄保育園、認定こども園西鈴蘭台頌栄保育園、小規模保育園しょうえい）　　3.2020年度事業報告（頌栄児童館、南五葉児童館・君

影学童コーナー）　　4.2020年度決算報告（頌栄児童館、南五葉児童館・君影学童コーナー）　　5.監事監査の報告　　　6.評議員選任解任委員会の

報告・次期理事および監事の選任　　　7.その他（出向者報告、社会福祉充実残高について　他）

令和3年4月3日 5 3 2

1.2020年度補正予算案について　　　2.2021年度事業計画案・中長期計画について　　3.2021年度予算案について　　4.2021年度評議員改選について

（評議員選任解任委員会の日程）　　5.次期理事改選及び理事候補者について　　6.その他（頌栄保育園大規模改修報告、小規模保育園しょうえい開

園一年の報告、頌栄児童館監査報告　他）

令和4年3月25日 8 0 2
1.小規模保育園しょうえい開所時間変更について　　　2.小規模保育園しょうえい保育室面積の変更について　　　3.役員報酬規程の変更について（再検

討）

令和4年3月11日 8 3 2
1.2021年度補正予算案　　2.2022年度事業計画案・中長期計画案　　3.2022年度当初予算案　　4.給与規程変更、俸給表の見直しについて　　5.そ

の他報告事項（評議員選任解任委員会の報告　他）　　6.役員報酬規程の変更について　　　7.補充理事の選任について（理事長退任に伴う補充）

令和3年4月3日 6 1

1.2020年度補正予算案について　　2.2021年度事業計画案・中長期計画について　　3.2021年度予算案について　　　4.2021年度評議員改選について（評議員

選任解任委員会の日程等）　　5.次期理事改選及び理事候補者について　　　6.その他（頌栄保育園大規模改修報告、小規模保育園しょうえい報告、頌栄児童館

監査報告、社労士契約等）

令和3年6月4日 7 2

1.2020年度事業報告（認定こども園頌栄保育園・認定こども園西鈴蘭台頌栄保育園・小規模保育園しょうえい）　　2.2020年度決算報告（法人本部・認定こども

園頌栄保育園・認定こども園西鈴蘭台頌栄保育園・小規模保育園しょうえい）　　　3.2020年度事業報告（頌栄児童館・南五葉児童館、君影学童コーナー）

4.2020年度決算報告（頌栄児童館、南五葉児童館、君影学童コーナー）　　5.監事監査の報告　　　6.評議員選任解任委員会の報告　　　7.その他（次期理事

について、出向者報告、社会福祉充実残高について　他）

1

(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3年6月19日 7 1 1.理事長の互選（評議員会による役員改選決議を受け、新理事の中から理事長を互選する）　　　2.その他（今後の日程）

令和3年10月8日 7 2 1.兵庫県最低賃金引き上げに伴う、アルバイト・パート職員の時給変更について
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(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

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

令和3年10月30日 7 2
1.2021年度半期決算報告（法人本部、認定こども園頌栄保育園・認定こども園西鈴蘭台頌栄保育園・小規模保育園しょうえい）　　　2.2021年度半期決算報告

（頌栄児童館・南五葉児童館、君影学童コーナー）　　　3.その他協議事項・報告事項（書面決議の報告、職員採用状況　他）

令和3年12月3日 7 2 1.次期理事候補の選定について　　　2.その他

令和3年10月8日 7 2 1.兵庫県最低賃金引き上げに伴う、アルバイト・パート職員の時給変更について

2

牧田　稔

山ノ井景子

特になし

なし

令和4年3月11日 7 2
1.2021年度補正予算案　　　2.2022年度事業計画案、中長期計画案　　　　3.2022年度当初予算案　　　4.給与規程変更、俸給表の見直しについて　　　5.その

他報告事項（評議員選任解任委員会の報告　他）　　　6.役員報酬規程の変更について

令和4年3月31日 7 2 1.小規模保育園しょうえい開所時間変更について　　　2.小規模保育園しょうえい保育室面積の変更について　　　3.役員報酬規程の変更について（再検討）

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）

001 法人本部

00000001 本部経理区分 法人本部

兵庫県 神戸市北区 鳴子２丁目１１－２ 1 行政からの賃借等

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 昭和60年4月1日 0 0

ア建設費

平成29年4月1日 96 24,906

ア建設費

兵庫県 神戸市北区 鳴子２丁目１１－２ 1 行政からの賃借等 3 自己所有

003
頌栄児童

館

02091302 児童厚生施設（児童館） 頌栄児童館

兵庫県 神戸市北区 鳴子２丁目ー１１－２ 1 行政からの賃借等

イ大規模修繕

002

認定こども

園頌栄保

育園

02101801 幼保連携型認定こども園 認定こども園頌栄保育園

イ大規模修繕

3 自己所有 昭和60年4月1日 50 9,643

ア建設費

平成21年4月1日 126 26,379

ア建設費

兵庫県 神戸市北区 南五葉２丁目３－１１ 1 行政からの賃借等 3 自己所有

005
南五葉児

童館

02091302 児童厚生施設（児童館） 南五葉児童館

兵庫県 神戸市北区 南五葉３丁目５－２１ 1 行政からの賃借等

イ大規模修繕

004

認定こども

園西鈴蘭

台頌栄保

育園

02101801 幼保連携型認定こども園 認定こども園西鈴蘭台頌栄保育園

イ大規模修繕

1 行政からの賃借等 平成26年4月1日 80 19,796

ア建設費

令和2年4月1日 12 9,250

ア建設費

兵庫県 神戸市北区 鈴蘭台東町1丁目１２－１３　　2階 2 民間からの賃借等 2 民間からの賃借等

006

小規模保

育園しょうえ

い

02091601 小規模保育事業 小規模保育園しょうえい
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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．地域における公益的な取組（地域公益事業(再掲)含む）

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

006

小規模保

育園しょうえ

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

（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

地域における公益的な

取組⑨（その他）

園庭開放 認定こども園頌栄保育園

毎週木曜日 園庭を開放

地域における公益的な

取組⑦（地域住民に対

する福祉教育）

子育て広場 認定こども園頌栄保育園・頌栄児童館

保育園と児童館が共同で主催し、地域の方々を対象に季節の寄せ植えを講師の先生を招き行う（年間2回実施）

（イ）修繕費合計額

（円）

・認定こども園西鈴蘭台頌栄保育園の台所の改修工事を行った。　　・認定こども園頌栄保育園において医療的ケア児および体調不良児の受け入れを開始した。

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

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）

親子体操、いのちの話、絵本研修 認定こども園頌栄保育園

ZOOMを使用して保護者と在園児に向けて親子プログラムや講話を実施した。（保護者会を兼ねる）

地域における公益的な

取組⑨（その他）

なつまつりごっこ 認定こども園西鈴蘭台頌栄保育園

あいあいを利用している乳幼児親子に、園で行っている「なつまつりごっこ」に組数限定で参加可能とした。

地域における公益的な

取組⑨（その他）

園庭開放 認定こども園西鈴蘭台頌栄保育園

毎週月曜日　園庭を開放

地域における公益的な

取組⑥（地域の福祉

ニーズ等を把握するため

のサロン活動）

あいあい（乳幼児子育て応援事業） 認定こども園西鈴蘭台頌栄保育園

乳幼児とその保護者を対象に、育児相談等も兼ね保護者のリフレッシュや親子の触れ合いの時間を提供した。

地域における公益的な

取組⑨（その他）

親子体操教室 南五葉児童館

申込制で年間のプラグラムを作成し、専門講師による年齢別（2歳児、3歳児）の体操教室を開催している。

地域における公益的な

取組⑨（その他）

人形劇・リコーダー演奏鑑賞会 認定こども園頌栄保育園

地域交流の一環として実施。「夢ポケット」による人形劇、「シュシュ」によるリコーダー演奏会鑑賞

地域における公益的な

取組⑧（地域の関係者

とのネットワークづくり）

地域事業活動交流事業（YJB) 頌栄児童館

地域の方より学童保育児を対象に身近な材料を使ったおもちゃの作り方を教えてもらうなどした。

地域における公益的な

取組⑥（地域の福祉

ニーズ等を把握するため

のサロン活動）

フラダンス、ヨガ、太極拳、卓球　友の会 頌栄児童館

児童館のホールを提供し、専門講師が月に1回～4回程度教室を行っている。

地域における公益的な

取組⑨（その他）

手作り豚まん、クッキーの販売 認定こども園頌栄保育園
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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：●●●　　）

地域における公益的な

取組⑧（地域の関係者

とのネットワークづくり）

休校中の昼食を地域の子ども食堂より提供 南五葉児童館、君影学童コーナー　他

地域の子ども食堂から夏休み等の長期休業中の昼食サポートとして、希望者に有料で弁当を提供。

地域における公益的な

取組⑦（地域住民に対

する福祉教育）

実習生の受け入れ、トライやるの受け入れ 頌栄児童館

実習生や研修生の受け入れによる福祉人材の育成

地域における公益的な

取組⑨（その他）
例年実施のバザーがコロナウイルス対策の為中止となった代わりとして、希望家庭に手作り豚まん等を販売。

地域における公益的な

取組⑧（地域の関係者

とのネットワークづくり）

花の日礼拝・収穫感謝礼拝 認定こども園頌栄保育園・認定こども園西鈴蘭台頌栄保育園

花の日礼拝で地域に花籠を、収穫感謝礼拝には果物籠を近隣施設に届ける。

地域における公益的な

取組⑨（その他）

保護者会での子育て講演会の実施 認定こども園西鈴蘭台頌栄保育園

小児科医（園医）による講演会、絵本についての講話、子どもの運動発達面からの講話等の実施。

0

0

地域における公益的な

取組⑥（地域の福祉

ニーズ等を把握するため

のサロン活動）

乳幼児クラブ等の実施 頌栄児童館、南五葉児童館

乳幼児のお子様と保護者対象にプログラムを実施し子育て世帯のサポートを行う。

地域における公益的な

取組⑧（地域の関係者

とのネットワークづくり）

子育てコミュニティ 南五葉児童館、君影学童コーナー

地域の方と一緒に児童館敷地内の畑で植栽を行う。夏祭り、ハロウィン、クリスマスなどの行事も行う。

0

1 有

1 有

1 有

0

0

0

0

0

0

51,868,603

施設名 直近の受審年度

こども応援隊 平成19年度

(株）第三者評価 平成30年度

3 該当なし

3 該当なし

1 有

1 有

455,777,448

0
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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


