
社会福祉法人みかり会

現況報告書（令和4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

７．前会計年度に実施した評議員会の状況

28 兵庫県 224 南あわじ市 28000 9140005019815 01 一般法人 01 運営中

社会福祉法人みかり会
兵庫県 南あわじ市  松帆高屋乙192番地
0799-36-2344 0799-36-3501 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

http://www.mikarikai.jp/ (14)法人のﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ honbu.1@mikarikai.jp
昭和40年5⽉12⽇ 昭和40年6⽉23⽇

７ 7 144,417

社福）事務局⻑

三木　直美 R3.6.17 R７.6 2 無 2 無 1保健師

R７.6 2 無 2 無 1公財）参事

中野　友史 R3.6.17 R７.6 2 無 2 無 1会社役員

橋本　好一 R3.6.17 R７.6 2 無 2 無 1大学教授

関川　芳孝 R3.6.17 R７.6 2 無 1 有 1大学教授

松原　要 R3.6.17

雪村　新之助 R3.6.17 （死去により） 2 無 2 無 1前神⼾市社会福祉協議会　理事⻑

山口　勇樹 R3.6.17 R７.6 2 無 1 有 1

2 無
R3.6.17 R5.6 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 7⿊川　恭眞 3 その他理事 2 非常勤 令和3年6⽉17⽇ 幼保連携型認定こども園　園⻑

2 無
R3.6.17 R5.6 2 事業区域における福祉に関する実情に通じている者 1 有 1 理事報酬及び職員給料ともに⽀給 7谷村　誠 1 理事⻑ 令和3年6⽉17⽇ 1 常勤 令和3年6⽉17⽇ 幼保連携型認定こども園　園⻑

(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)理事⻑への就任
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

39,431,568

2 無
R3.6.17 R5.6 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松井　年孝 3 その他理事 2 非常勤 令和3年6⽉17⽇ 高齢施設　施設⻑

2 無
R3.6.17 R5.6 3 施設の管理者 1 有 1 理事報酬及び職員給料ともに⽀給 7谷村　佳奈美 2 業務執⾏理事 1 常勤 令和3年6⽉17⽇ 幼保連携型認定こども園　園⻑

2 無
R3.6.17 R5.6 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 7堅正　憲一郎 3 その他理事 2 非常勤 令和3年6⽉17⽇ 弁護士

2 無
R3.6.17 R5.6 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 7松端　信繁 3 その他理事 2 非常勤 令和3年6⽉17⽇ 特養　施設⻑

4 財務管理に識⾒を有する者（公認会計士） 6

梅木　和郎 社福）同朋福祉会　理事⻑ 2 無 令和3年6⽉17⽇
R3.6.17 R5.6 3 社会福祉事業に識⾒を有する者（その他） 7

(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

坂井　浩史 清和監査法人代表社員　 2 無 令和3年6⽉17⽇
R3.6.17 R5.6

2 2 270,365

(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、「理事⻑」とは、社会福祉法45条の13第3項で規定する理事⻑(会⻑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）

2 0 0

令和3年6⽉17⽇ 6 6 2 （1）令和2年度　事業報告の件(2)令和2年度　計算書類及び財産⽬録の件(3)役員選任の件(4)定款変更の件(5)役員等報酬規程変更の件

(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

188 1 330
1.0 116.0
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社会福祉法人みかり会

現況報告書（令和4年4⽉1⽇現在） 別紙１

(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

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5⽉17⽇ 6 1 （１）幼保連携型認定こども園松帆北建物解体⼯事に係る⼊札予定価格決定の件（２）幼保連携型認定こども園松帆北建物解体⼯事に係る⼊札請負業者決定の件

令和3年6⽉2⽇ 6 2
（１）令和２年度事業報告（２）令和２年度決算報告（監事監査・会計監査報告）（３）令和２年度　社会福祉充実残額の堅（４）定款変更の件（５）役員
選任候補者推薦の件（６）評議員選任候補者推薦の件（７）評議員選任・解任委員選任の件（８）評議員選任・解任委員会の招集決定の件（９）第三者委員選
任の件（１０）定時評議員会の⽇時、場所、議題等の件

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4年3⽉11⽇ 6 2

（１）令和３年度第⼆次補正予算の件（２）令和４年度事業計画書の件（３）令和４年度当初予算の件（４）評議員候補者推薦の件（５）つぼみの⼦保育園
園⻑変更の件（６）⼩規模保育園　森のこども達　園⻑変更の件（７）仮称）⼩規模保育事業　⼼の森　園⻑選任の件（８）幼保連携型認定こども園　松帆北　定員
変更の件（９）幼保連携型認定こども園　⼼の森　定員変更の件（１０）経理規程変更の件（１１）介護デイサービスセンターの営業⽇変更の件（１２）令和４年度
保険契約の件

令和3年9⽉24⽇ 6 2 （１）令和３年度第一次補正予算の件（２）経理規程変更の県（３）育児介護休業規則変更の件（４）就業規則変更（復職の⼿続き）の件

令和3年12⽉9⽇ 5 2
（１）「仮称）保育送迎ステーション森の駅および（仮称）⼩規模保育事業⼼の森」内装改修⼯事に係る⼊札予定価格決定の件（２）「仮称）保育送迎ステーション森の
駅および（仮称）⼩規模保育事業⼼の森」内装改修⼯事に係る⼊札請負業者決定の件（３）「仮称）保育送迎ステーション森の駅および（仮称）⼩規模保育事業⼼の
森」賃貸借契約書の件（４）経理規程変更の件（５）福祉医療機構借⼊⾦（⽣活介護）の繰上償還の件

令和3年6⽉17⽇ 6 2
（１）理事⻑選定の件（２）保育送迎ステーション及び⼩規模保育事業の募集に応募する件（３）幼保連携型認定こども園松帆北　建替⼯事に係る公告（案）の件
（４）幼保連携型認定こども園松帆北　建替⼯事に係る⼊札要綱書（案）の件（５）幼保連携型認定こども園松帆北　建替⼯事に係る⼊札参加業者決定に関する件
（６）幼保連携型認定こども園松帆北　建替⼯事に係る⼊札⽴会決定の件

令和3年8⽉10⽇ 6 2 （１）幼保連携型認定こども園松帆北　建替⼯事に係る⼊札予定価格決定の件（２）幼保連携型認定こども園松帆北　建替⼯事に係る⼊札請負業者決定の件（３）
給与規程決定の件

0

坂井　浩史
梅木　和郎

無

該当なし

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）

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

002 松帆南

02101801 幼保連携型認定こども園 幼保連携型認定こども園松帆南
兵庫県 南あわじ市 松帆高屋乙192番地 3 ⾃⼰所有

イ大規模修繕

昭和27年5⽉1⽇ 0 0
ア建設費 0 0 0001 本部

00000001 本部経理区分 本部
兵庫県 南あわじ市 松帆高屋乙192番地 3 ⾃⼰所有 3 ⾃⼰所有

昭和51年4⽉1⽇ 40 565
ア建設費 令和4年3⽉31⽇ 145,018,418 134,871,000 0 279,889,418004

幼保連携型
認定こども
園松帆北

02101801 幼保連携型認定こども園 幼保連携型認定こども園松帆北
兵庫県 南あわじ市 松帆櫟田198番地 3 ⾃⼰所有 3 ⾃⼰所有

753.050
イ大規模修繕 1,353,000

3 ⾃⼰所有 昭和27年5⽉1⽇ 110 1,349
ア建設費 平成22年3⽉31⽇ 2,561,649 121,604,250 33,800,000 157,965,899

609.340
イ大規模修繕

3 ⾃⼰所有 平成13年4⽉1⽇ 105 1,261
ア建設費 平成13年3⽉31⽇ 7,153,514 103,080,000 68,000,000 178,233,514005

幼保連携型
認定こども
園多夢の森

02101801 幼保連携型認定こども園 幼保連携型認定こども園多夢の森
兵庫県 神⼾市垂⽔区 南多聞台4-4-50 3 ⾃⼰所有

イ大規模修繕

007
幼保連携型
認定こども
園花の森

02101801 幼保連携型認定こども園 幼保連携型認定こども園花の森
兵庫県 神⼾市垂⽔区 名谷町1941-1 3 ⾃⼰所有

イ大規模修繕

平成16年4⽉1⽇ 75 1,002
ア建設費 平成13年3⽉31⽇ 0 0 0 0 732.000006

幼保連携型
認定こども
園夢の森

02101801 幼保連携型認定こども園 幼保連携型認定こども園夢の森
兵庫県 神⼾市垂⽔区 高丸6-3-1 1 ⾏政からの賃借等 1 ⾏政からの賃借等

774.340
イ大規模修繕 4,811,400

3 ⾃⼰所有 平成24年4⽉1⽇ 95 1,239
ア建設費 平成24年3⽉31⽇ 56,823,010 93,978,000 55,000,000 205,801,010
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社会福祉法人みかり会

現況報告書（令和4年4⽉1⽇現在） 別紙１

平成27年4⽉1⽇ 12 147
ア建設費 0 108.660008

サテライト型
⼩規模保育
事業花の森

02091601 ⼩規模保育事業 サテライト型⼩規模保育事業花の森
兵庫県 神⼾市垂⽔区 名谷町字大谷1905-7-201 2 ⺠間からの賃借等 2 ⺠間からの賃借等

627.420
イ大規模修繕

3 ⾃⼰所有 平成25年4⽉1⽇ 85 1,090
ア建設費 平成25年3⽉31⽇ 12,290,300 100,732,000 65,000,000 178,022,300009

幼保連携型
認定こども
園上高丸

02101801 幼保連携型認定こども園 幼保連携型認定こども園上高丸
兵庫県 神⼾市垂⽔区 高丸8-15-12 1 ⾏政からの賃借等

イ大規模修繕

688.130
イ大規模修繕

3 ⾃⼰所有 平成26年4⽉1⽇ 85 1,074
ア建設費 平成26年3⽉31⽇ 72,249,300 92,530,000 100,000,000 264,779,300010 ⼼の森

02101801 幼保連携型認定こども園 幼保連携型認定こども園⼼の森
兵庫県 神⼾市垂⽔区 清⽔が丘3-1-16 3 ⾃⼰所有

イ大規模修繕

平成20年4⽉1⽇ 50 575
ア建設費 0012 つぼみの⼦

保育園

02091201 保育所 つぼみの⼦保育園
兵庫県 ⻄宮市 林田町8-42 1 ⾏政からの賃借等 1 ⾏政からの賃借等

014 どんぐりの⾥

01030202 特別養護⽼人ホーム（介護福祉サービス） 特別養護⽼人ホームどんぐりの⾥
兵庫県 南あわじ市 松帆櫟田550番地 3 ⾃⼰所有

イ大規模修繕

平成19年4⽉1⽇ 50 581
ア建設費 0 225.000013 神⼾市⽴神

陵台児童館

02091302 児童厚⽣施設（児童館） 神⼾市⽴神陵台児童館
兵庫県 神⼾市垂⽔区 南多聞台1-9-C-101 1 ⾏政からの賃借等 1 ⾏政からの賃借等

平成20年12⽉1⽇ 24 200
ア建設費 平成20年11⽉30⽇ 14,904,514 0 63,000,000 77,904,514 207.320018 うぃずデイ

サービス

02120202 ⽼人デイサービスセンター（通所介護） うぃずデイサービス
兵庫県 南あわじ市 松帆高屋乙158-1 3 ⾃⼰所有 3 ⾃⼰所有

2,959.090
イ大規模修繕 3,448,500

3 ⾃⼰所有 平成5年9⽉15⽇ 54 648
ア建設費 平成22年4⽉1⽇ 337,305,942 249,400,614 0 586,706,556

135.000
イ大規模修繕

3 ⾃⼰所有 平成13年4⽉1⽇ 10 120
ア建設費 平成13年3⽉31⽇ 38,040,678 0 0 38,040,678019

多夢の森デ
イサービスセ
ンター

02120204 ⽼人デイサービスセンター（地域密着型通所介護） 多夢の森デイサービスセンター
兵庫県 神⼾市垂⽔区 南多聞台4-4-50 3 ⾃⼰所有

イ大規模修繕

イ大規模修繕

平成26年4⽉1⽇ 300 3,600
ア建設費 0 287.000020

神⼾市⽴千
鳥が丘児童
館

02091302 児童厚⽣施設（児童館） 神⼾市⽴千鳥が丘児童館
兵庫県 神⼾市垂⽔区 千鳥が丘3-20-14 1 ⾏政からの賃借等 1 ⾏政からの賃借等

平成29年4⽉1⽇ 10 120
ア建設費 平成29年3⽉31⽇ 50,819,929 0 50,819,929 195.700022 就労⽀援多

夢の森

02240306 障害福祉サービス事業（就労Ｂ型⼗人特例） Natural Antique Labo Tamunomori
兵庫県 神⼾市垂⽔区 3 ⾃⼰所有 3 ⾃⼰所有

イ大規模修繕

3 ⾃⼰所有 平成18年4⽉1⽇ 10 60
ア建設費 0002 松帆南

02091302 児童厚⽣施設（児童館） 松帆ハッピークラブ
兵庫県 南あわじ市 松帆高屋乙192番地 3 ⾃⼰所有

イ大規模修繕

014 どんぐりの⾥

02120402 ⽼人短期⼊所施設（短期⼊所⽣活介護） どんぐりの⾥ショートステイ
兵庫県 南あわじ市 松帆櫟田550番地 3 ⾃⼰所有

イ大規模修繕

平成26年4⽉1⽇ 10 60
ア建設費 0010 ⼼の森

02090101 障害児通所⽀援事業（児童発達⽀援） ⼼の森児童発達⽀援放課後等デイサービス
兵庫県 神⼾市垂⽔区 清⽔が丘3-1-16 3 ⾃⼰所有 3 ⾃⼰所有

平成5年9⽉15⽇ 22 264
ア建設費 0014 どんぐりの⾥

02120202 ⽼人デイサービスセンター（通所介護） どんぐりの⾥デイサービスセンター
兵庫県 南あわじ市 松帆櫟田550番地 3 ⾃⼰所有 3 ⾃⼰所有

イ大規模修繕

3 ⾃⼰所有 平成5年9⽉15⽇ 16 120
ア建設費 0

イ大規模修繕

3 ⾃⼰所有 平成5年9⽉15⽇ 58 517
ア建設費 0014 どんぐりの⾥

02120901 ⽼人介護⽀援センター どんぐりの⾥在宅⽀援
兵庫県 南あわじ市 松帆櫟田550番地 3 ⾃⼰所有

イ大規模修繕

024

⼩規模特別
養護⽼人
ホーム花の
森

01030201 特別養護⽼人ホーム（地域密着型） ⼩規模特別養護⽼人ホーム花の森
兵庫県 神⼾市垂⽔区 名谷町阿弥陀1941-1 3 ⾃⼰所有

イ大規模修繕

平成30年4⽉1⽇ 10 120
ア建設費 0022 就労⽀援多

夢の森

02240305 障害福祉サービス事業（就労Ａ型⼗人特例） Natural Antique Labo Tamunomori
兵庫県 神⼾市垂⽔区 南多聞台4-4-6 3 ⾃⼰所有 3 ⾃⼰所有

平成30年12⽉1⽇ 50 701
ア建設費 24,000,000 52,140,993 76,140,993 338.610025 ⻄宮北口こ

どもの園

02091201 保育所 ⻄宮北口こどもの園
兵庫県 ⻄宮市 ⻄宮市高松町５-19 2 ⺠間からの賃借等 2 ⺠間からの賃借等

1,303.660
イ大規模修繕

3 ⾃⼰所有 平成31年1⽉1⽇ 29 348
ア建設費 167,230,000 299,534,800 400,000,000 866,764,800

1,045.970
イ大規模修繕

3 ⾃⼰所有 平成31年4⽉1⽇ 120 1,185
ア建設費 220,637,000 238,665,400 459,302,400026

幼保連携型
認定こども
園高須の森

02101801 幼保連携型認定こども園 幼保連携型認定こども園高須の森
兵庫県 ⻄宮市 ⻄宮市高須町1-1-20 1 ⾏政からの賃借等

イ大規模修繕

024

⼩規模特別
養護⽼人
ホーム花の
森

02130106 障害福祉サービス事業（⽣活介護） ⽣活介護花の森
兵庫県 神⼾市垂⽔区 名谷町阿弥陀1941-1 3 ⾃⼰所有

イ大規模修繕

平成31年4⽉1⽇ 19 227
ア建設費 32,565,000 16,392,912 48,957,912 230.220027

⼩規模保育
園森のこども
たち

02091601 ⼩規模保育事業 ⼩規模保育園森のこどもたち
兵庫県 ⻄宮市 ⻄宮市田中町1-6 1 ⾏政からの賃借等 1 ⾏政からの賃借等

平成31年1⽉1⽇ 10 0
ア建設費 0 1,303.660024

⼩規模特別
養護⽼人
ホーム花の
森

02120402 ⽼人短期⼊所施設（短期⼊所⽣活介護） 花の森ショートステイ
兵庫県 神⼾市垂⽔区 名谷町阿弥陀1941-1 3 ⾃⼰所有 3 ⾃⼰所有

1,303.660
イ大規模修繕

3 ⾃⼰所有 平成31年1⽉1⽇ 10 60
ア建設費 0

140.000
イ大規模修繕

2 ⺠間からの賃借等 令和2年4⽉1⽇ 19 228
ア建設費 0035

サテライト型
⼩規模保育
事業多夢の
森

02091601 ⼩規模保育事業 サテライト型⼩規模保育事業多夢の森
兵庫県 神⼾市垂⽔区 清⽔ヶ丘3-4-6 2 ⺠間からの賃借等

イ大規模修繕

037
サテライト型
⼩規模保育
事業上高丸

02091601 ⼩規模保育事業 サテライト型⼩規模保育事業上高丸
兵庫県 神⼾市垂⽔区 天の下町10-22 2 ⺠間からの賃借等

イ大規模修繕

令和2年4⽉1⽇ 19 230
ア建設費 0 95.000036

サテライト型
⼩規模保育
事業夢の森

02091601 ⼩規模保育事業 サテライト型⼩規模保育事業夢の森
兵庫県 神⼾市垂⽔区 天の下町10-22 2 ⺠間からの賃借等 2 ⺠間からの賃借等

平成31年4⽉1⽇ 20 240
ア建設費 0 230.220033 送迎ステー

ション森の駅

02090801 地域⼦育て⽀援拠点事業 送迎ステーション森の駅
兵庫県 ⻄宮市 田中町1-6 2 ⺠間からの賃借等 2 ⺠間からの賃借等

95.000
イ大規模修繕

2 ⺠間からの賃借等 令和2年4⽉1⽇ 19 225
ア建設費 0

3 ⾃⼰所有 令和3年4⽉1⽇ 60 0038
幼保連携型
認定こども

02101801 幼保連携型認定こども園 幼保連携型認定こども園彩の森
兵庫県 神⼾市垂⽔区 高丸6-5-4 1 ⾏政からの賃借等

イ大規模修繕 3/5



社会福祉法人みかり会

現況報告書（令和4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　－　(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）

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

0.000
イ大規模修繕
ア建設費 0038 認定こども

園彩の森

040
特別会計送
迎ステーショ
ン⼼の森

02090801 地域⼦育て⽀援拠点事業 特別会計送迎ステーション⼼の森
兵庫県 神⼾市垂⽔区 東舞⼦町10-1 2 ⺠間からの賃借等

イ大規模修繕

令和4年4⽉1⽇ 12 58
ア建設費 6,211,381 20,107,000 26,318,381039 特別会計⼩

規模⼼の森

02091601 ⼩規模保育事業 特別会計⼩規模⼼の森
兵庫県 神⼾市垂⽔区 東舞⼦町10-1 2 ⺠間からの賃借等 2 ⺠間からの賃借等

イ大規模修繕

2 ⺠間からの賃借等 令和4年4⽉1⽇ 21 70
ア建設費 15,651,619 16,000,000 31,651,619

（イ）修繕費合計額（円）

021 すくすく保育
園

03320601 ⼦育て⽀援に関する事業 すくすく保育園
兵庫県 神⼾市垂⽔区 八木寺内1152-1 2 ⺠間からの賃借等

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）

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

イ大規模修繕

2 ⺠間からの賃借等 平成10年4⽉1⽇ 0 214
ア建設費 0

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①（地域の要⽀援者
に対する相談⽀援）

ベビーマッサージ 神⼾市垂⽔区

未就園児を対象に有資格者を招き、ベビーマッサージを実施

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）

ふれあいカフェ 神⼾市垂⽔区

復興⽀援住宅にてカフェを開催し、ニーズを伺う

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⑧（地域の関係者との
ネットワークづくり）

幼保⼩連携事業 ⻄宮市高須町

地域関係者とのネットワーク構築・地域課題に向けた協議

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）

南あわじ市社会福祉法人連絡協議会 南あわじ市

兵庫DWATの体制整備に向けた協議

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）

健康相談室 神⼾市垂⽔区

施設を使⽤して体操教室・個別相談を実施

地域における公益的な取
組⑦（地域住⺠に対する
福祉教育）

高等学校合同防災訓練 神⼾市垂⽔区

学⽣と合同でこども園での防災訓練実施

0

0
0
0
0

0

1 有
1 有

0
0
0
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社会福祉法人みかり会

現況報告書（令和4年4⽉1⽇現在） 別紙１

　　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⺠間社会福祉事業職員共済会等が⾏う⺠間の社会福祉事業･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

どんぐりの⾥ H19
松帆北保育園 H19
⻄宮北口こどもの園 R2

松帆南保育園 H22
つぼみの⼦保育園 H21
多夢の森保育園 H20

花の森保育園 H26
上高丸保育園 H25
夢の森保育園 H24

2 無

2,102,567,030
179,213,431

0

施設名 直近の受審年度

1 有
1 有
1 有
1 有

幼保連携型認定こども園高須の森 R3

文章指摘事項なし

ア　公認会計士又は監査法人による、社会福祉法に準じた会計監査
2,993,000

02 監査法人
太陽有限責任監査法人

2 無
2 無

1 有
2 無
2 無

1 有
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