


平成２８年度 社会福祉法人柿ノ木会 本部 事業報告書 

1. 平成２８年度の概況 

          本年度の法人本部事業の柱として、平成２９年４月施行の新社会福祉法に向けて、重点項目

である法人運営のガバナンスの強化に向けて、過去の指導監査の改善指導事項に上げられて

いる適性を欠く法人運営、基本財産の管理、会計処理等を改善すべく平成２７年度監査改善指

導項目の改善を柱に取り組んできました。 

          運営面での改善指導事項では国有地の対応以外は大幅に改善し、会計面では平成２５年度

決算の不整合を所轄庁と協議を繰り返し改善しました。また、役員の皆さんのご支援を戴きなが

ら改正社会福祉法に対応した定款変更及び各規程の整備に努めました。 

          さらに園舎建設や土地購入等法人の基本財産に係るおきな事業を並行して実施することがで

きました。 

２．理事、監事、評議員 

今年度の理事（６名）、監事（２名）、評議員（１３名）は次の通り。 

理事長 塩川 寿一 

理  事 塩川 寿平、山田 是明（平成２９年３月没、退任）、土井 治、藤田 健（12月退任） 

後藤 弘 

監  事 立川 保夫、北山 茂 

評議員 塩川 寿一、塩川 寿平、山田 是明（平成２９年３月没、退任）、土井 治、 

藤田 健（12月退任）、後藤 弘 

      竹内 昭八、寺田 宗弘、伊藤 地張、稲葉 修、吉田 晴幸、深澤 大助、中村 桐子 

３．理事会の開催状況 

       第１回理事会  平成２８年５月２２日（日） 野中保育園 のなか丸 

         第一号議案 平成27年度事業報告及び決算について 

第二号議案 平成28年度地域子育て支援センター委託契約について 



第三号議案 野中保育園 野中丸園舎改修工事入札参加資格設定について 

      第２回理事会 平成28年8月８日(火)  富士宮駅前交流センターきらら 

第一号議案 社会福祉事業の用に供する土地の寄付受け入れについて 

第二号議案 定款の変更について 

第三号議案 基本財産の処分について 

第四号議案 大中里保育園の積立資産の目的外取崩しについて 

第五号議案 寄付に関する会計処理について 

第六号議案 経理規程の変更について 

第七号議案 公印管理規程の制定について 

第八号議案 野中保育園野中丸園舎改修工事に関する契約の締結について 

       第３回理事会   平成28年8月12日（金） 野中保育園・旧事務所会議室 

第一号議案 「野中保育園 事務棟新築工事」の入札条件の決定について 

第二号議案  落札業者との工事請負契約の締結について 

第三号議案 福祉医療機構からの施設整備資金借入について 

      第４回理事会 平成２８年１２月１日(木 ) 富士宮駅前交流センターきらら  
【決議事項】 

第一号議案 第１次補正予算案について 

第二号議案 定款の変更について 

第三号議案 基本金の組入について 

 【討議事項】 

  討議第一号 大中里保育園の隣接地取得について 

【報告事項】 

報告第一号 平成２８年度中間事業報告について 

報告第二号 社会福祉法人制度改革の動向について 

報告第三号 平成 29 年 4 月 1 日人事内定について 

      第５回理事会 平成２８年1月１2日(木)  富士宮駅前交流センターきらら  

第一号議案 定款変更について（決議事項） 

第二号議案 社会福祉法人柿ノ木会評議員選任・解任委員会運営規程の制定について（決議事

項） 

第三号議案 社会福祉法人柿ノ木会評議員会運営規程の制定について（決議事項） 

第四号議案 社会福祉法人柿ノ木会理事会運営規程の制定について（決議事項） 

第五号議案 社会福祉法人柿ノ木会定款細則の廃止および理事長専決規程の制定について（決

議事項） 

第六号議案 施設監査の実施結果について（報告事項） 

第七号議案 施設監査における改善指導事項に対する是正・改善計画について（決議事項） 



      第６回理事会 平成２９年 1 月１２日（木） 富士宮駅前交流センターきらら 

第一号議案 弁護士顧問契約について（検討事項） 

第二号議案 会計事務所顧問契約変更について（検討事項） 

第三号議案 野中保育園施設整備事業落成式について（検討事項） 

第四号議案 法人公用車導入について（検討事項） 

第五号議案 事務所棟事務機器什器について（検討事項） 

第六号議案 園庭整備について（検討事項） 

第七号議案 法人運営の適正化について①~⑦（議決事項）※複数議案 

第八号議案 法人運営の適正化について①~③（検討事項）※複数議案 

報告第一号 平成２８年度中間事業報告について 

報告第二号 社会福祉法人制度改革の動向について 

報告第三号 平成 29 年 4 月 1 日人事内定について 

第７回理事会  平成２９年 2 月１4 日（木） 富士宮駅前交流センターきらら 

第一号議案 野中保育園拠点区分における保育所施設・設備整備積立金の積立計画について

（決議事項） 

第二号議案 大中里保育園の隣接地購入について（決議事項） 

第三号議案 評議員選任・解任委員の選出について（決議事項） 

第四号議案 次期評議員候補の選出について（決議事項） 

第８回 理事会 平成２９年３月１４日（火）富士宮駅前交流センターきらら  

第一号議案 野中保育園施設整備計画の進捗状況について（報告事項） 

第二号議案 大中里保育園の隣接地購入について（報告事項） 

第三号議案 定款変更認可について（報告事項） 

第四号議案 平成 28 年度補正予算について（決議事項） 

第五号議案 平成 29 年度当初予算について（決議事項） 

第六号議案 平成 29 年事業計画について（決議事項） 

第七号議案 法人指導監査の是正・改善計画について（決議事項） 

第八号議案 経理規程の改訂について（決議事項） 

第９回 理事会 平成 29 年 3 月 30 日（火） 野中保育園会議室 

第一号議案 次期理事の推薦について 

第二号議案 次期監事の推薦について 

第９－２回 理事会 平成 29 年 3 月 30 日（火） 野中保育園会議室 

第一号議案 次期評議員候補の選出について 

      第１０回 理事会 平成 29 年 3 月 31 日（木） 野中保育園会議室 

第一号議案 次期理事の選任について（報告事項） 

第二号議案 次期監事の選任について（報告事項） 

第１０－２回 理事会 平成 29 年 3 月 31 日（火） 野中保育園会議室 

第一号議案 次期評議員候補の選任結果について（報告事項） 



４．評議員会の開催状況 

       第１回評議員会  平成２８年５月２２日（日） 野中保育園 のなか丸 

         第一号議案 平成２７年度事業・決算報告について 

第二号議案 平成２８年度・子育て支援センター委託契約について 

第三号議案 野中保育園野中丸園舎修繕工事入札参加資格設定について 

       第２回評議員会 平成２８年８月８日(火曜日)  富士宮駅前交流センター「きらら」 

第一号議案 社会福祉事業の用に供する土地の寄付受け入れについて 

第二号議案 定款の変更について 

第三号議案 基本財産の処分について 

        第３回評議委員会   平成２８年８月１２日（金） 野中保育園・旧事務所会議室 

第一号議案 「野中保育園 事務棟新築工事」の入札条件の決定について 

          第二号議案  落札業者との工事請負契約の締結について 

          第三号議案 福祉医療機構からの施設整備資金借入について 

       第４回議委員会 平成２８年１１月２４日(木) 富士宮駅前交流センターきらら  

【決議事項】 

第１号議案 第１次補正予算案について 

第２号議案 定款の変更について 

【報告事項】 

報告第１号 平成２８年度中間事業報告について 

報告第２号 社会福祉法人制度改革の動向について 

         第５回評議委員会 平成２９年 1 月１２日(木) 富士宮駅前交流センターきらら 

第一号議案 定款変更について（決議事項） 

第二号議案 施設監査の実施結果について（報告事項） 

第６回 評議委員会 平成２９年 1 月１２日（木） 富士宮駅前交流センターきらら 

第一号議案 弁護士顧問契約について（検討事項） 

第二号議案 会計事務所顧問契約変更について（検討事項） 

第三号議案 野中保育園施設整備事業落成式について（検討事項） 

第四号議案 法人公用車導入について（検討事項） 

第五号議案 事務所棟事務機器什器について（検討事項） 

第六号議案 園庭整備について（検討事項） 

第七号議案 法人運営の適正化について①~⑦（議決事項）※複数議案 

第八号議案 法人運営の適正化について①~③（検討事項）※複数議案 



第７回 評議委員会 平成２９年２月１４日（金） 富士宮駅前交流センターきらら  

第一号議案 野中保育園拠点区分における保育所施設・設備整備積立金の積立計画について 

第二号議案 大中里保育園の隣接地購入について 

第三号議案 欠員理事の補充について 

第８回 評議員会 平成２９年３月１４日（火） 富士宮駅前交流センターきらら 

第一号議案 野中保育園施設整備計画の進捗状況について（報告事項） 

第二号議案 大中里保育園の隣接地購入について 

第三号議案 定款変更認可について（報告事項） 

第四号議案 平成 28 年度補正予算について（決議事項） 

第五号議案 平成 29 年度当初予算について（決議事項） 

第六号議案 平成 29 年度事業計画について（決議事項） 

第七号議案 法人指導監査の是正・改善計画について（決議事項） 

第八号議案 経理規程の改訂について（決議事項） 

第九号議案 理事・監事の選任について 

第９回 評議委員会 平成２９年３月３１日（火）  野中保育園会議室 

第一号議案 評議員の選任結果について（議決事項） 

第二号議案 監事の選任について（議決事項） 

第三号議案 次期理事の選任について（報告事項） 

 ５．評議員選任・解任委員会 

第１回評議員選任・解任委員会 平成２９年３月３１日（金） 野中保育園会議室 

第一号議案 次期評議員の選任について（議決事項） 

６．法人本部事務報告  

  過年度対応 

５月の状況 

                  平成２７年度分 資産総額未登記 

平成２７年、平成２８年理事の重任未登記 

指導監査実施報告書未提出 

新園舎表示登記未実施 

ザウルス園舎基本財産処分未申請 

対応 

H28/6/5 法人資産登記 

H28/6/10 法人登記簿目的の変更・理事重任 

H28/6/6 監査指摘事項（1）運営キの回答資料作成の為、柿ノ木会不動産権利関係調査 

H28/7/7 公図にて改善計画示す 

         Ｈ２５年度決算不整合修正・新会計移行表提示（市で説明ほぼＯＫ）追加資料作成 

平成２８年度本部事務報告 

      H28/5/21 法人全体決算書類、附属明細書作成 

      H28/6/24 平成２７年度法人現況報告提出 



      H28/6/1  公印使用簿使用開始 

H28/6/14 定款変更申請（書面評決、付表表記修正）・・・・Ｈ28/6/29認可証 

Ｈ28/6/24 法人現況報告提出  訂正２回 回答書提出 

Ｈ28/7/1 福祉総務課 公図にて改善計画示す 

H28/7/19 法務局新園舎実地調査 

Ｈ28/7/5 基本財産処分申請  8/9条件付き承認 

Ｈ28/7/26 新園舎表示登記（乳児棟・給食室 付属建物） 

Ｈ28/8/1 保育園用地非課税申請 

Ｈ28/9/1 障害福祉サービス用地非課税申請書 303-1,299番地 

Ｈ28/10/12 登録非課税証明書 

H28/10/13 法人本部メールアドレス取得。情報の共有を図る。 

Ｈ２８/９/26 市資産課実地調査３回 （野中・ふじさん） 

Ｈ２８/９/30 平成２７年度 現況報告再提出 修正資料提示 HPへ情報公開 

Ｈ２８/10/1 平成２７年度指導監査是正計画書提出 

Ｈ２８/10/25 定款変更届（新園舎・土地４筆）事前協議3回 

H28/10/31  内容のＯＫ 不足資料あり 11/4提出  11/7受理書発行 

H28/11/18 新寄付土地（303-1,299、297-1） 権利登記   

H28/11/24 評議員会、理事会決議を受けて定款変更届提出予定 継続審議で申請せず。 

H28/11/30 ザウルス園舎解体終了  滅失登記 定款変更届（別表）準備 

H28/12/8 12/25 1/5 公認会計士打合せ 

H28/12/20 平成２０年度ふじさん売店増築部分の表示登記 

Ｈ28/12/21 市指導監査（事前協議複数回） 

Ｈ28/1/5 新定款認可申請準備 事前協議９回 

Ｈ29/2/20 改正法に対応した新定款認可申請  添付書類差し替え  

H29/2/23  電子開示システム試験運用、データ入力済み 

Ｈ29/2/28 定款変更認可証受理 

Ｈ29/3/19 公認会計士 決算早期化への打合せ ２月までの月次決算処理 

園舎解体による基本財産減少・事務所棟建築による基本財産の増の会計処理 

H29/3/21 市固定資産税課非課税申請 

Ｈ29/3/31 市福祉企画課 理事長・元事務長訪問 福祉医療機構借入契約書及び指導監査実施

報告書について協議 

 次年度継続事項 

        定款付表の変更 

平成 25 年度決算不整合箇所の修正 

新会計移行に係る未処理箇所の是正 

 平成２９年４月１日 改正社会福祉法施行。 

 ７．施設の改修と整備の促進 

       （１） 野中保育園のなか丸園舎修繕事業 

       （２） 野中保育園のなかザウルス園舎解体事業 

       （３） 野中保育園事務所棟新築事業 

       （４） 大中里保育園土地購入事業 

       （５） ふじさん建物塗装及び屋根リノベーション 



       （６） 野中保育園、ふじさん防犯カメラ・警備システム設置事業 

８．イベント等 

       平成２８年５月２２日（日） 野中保育園 

            野中保育園新棟内覧会 

            退任者、及び建設事業関係者への感謝状授与 

       平成２８年１０月１８日（日） のなかザウルス 

             のなかザウルスお別れの日 






























