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r4う 法 人番 号 (5Ⅲ ,

6400005000429

社会福祉法人 善友隣保館

北山一丁目 12番 36号:務所の住所 岩手県 盛岡市

(10】主たる夢務所のFAX番号 019-651-2042 frllゝ Υたる事務所の有錮2無る事務所の電話番号 019-651-2043

入の本―▲へ
°一シ“アドレス

昭和44年 11月 6日

(31)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

,義員会への出席回数
(3-2)評 議員の職業

令和6年度決瓢 開l置する足時評議員会終福の1子 蛋で
2無 2無 2

会社役員

谷藤 ―之 R361 令和 6年度 ′央鼻 に開 1置する疋 時計 議 員含 終馬 の時まで
2無 2無 2

僣 侶

渡辺 正和 R361
2無 2無 2

弁 護 士

新堀 裕三 2無 2無 2
民生児童委員

掏 要 原子 2無 1有 2
主 仕 児 車 委 員 、児 重 ゼンター賂 長イ南に 、フ 牛 ゼンター

2無 2無 2

菊池 万里子 R361
2無 2無 2

(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

(3-7)埋争 の

所 轄 庁 からの

再就鵬 状 況

(3-2)理事の役職 (注 )

(3-3)理事長への就任

年月日

(3‐ 10,各埋

事と親族等特

殊関係にある
(3■ 1)理 事報酬等の支給形態

(3-I」 ,同じ宣套

計年度におけ

る理事会への

(3-1)理 事の氏名

(3-8)理事の任期 (3-9)理事要〈牛の区分別該当状況

1再松尾 正弘

2,F常勤 令 和 3年6月 10日 元善友保育園園長
3松尾 志保子

令和 4年度′央算に開催する定時評議員会終獅 の時まで

2照3そ卵 事 2,F富卿 令 ■13年 6月 10日

2理事報酬のみ夏奉合 3田中 広江 R3614 令和 4年度決耳に開催する定時評議員会終矯の晴まで

需〔

埋 手 報 酬のみ更 語2照田村 清記 R3614
令和 3年 6月 10日

上舘 文隆
令和4年度決算に開催する定時評議員会終結の時まで

2,F窮雲D 令 和 3年6月 10日 元公立 4ヽ字4受1賓

2嚢岩 千裕 R3614 令和 4年度決葺に開催する定晴評議員会驀緒の
'守

まで

「理事長」とは、 )である。

4

(3-1)監 事の氏名

(3-3)藍事選任の辞霊

員会露決年月 日

(3-7)副 会計年農にお

ける理事会への出席回

坂本 泰規 R3614 ～ 1令和4年度決算に開催する定時評議員会終結の時まで  16財 覇雷理 lこ置見を有する者 〔その他 ) 3

賠谷 雄一
令 和 3年 6月 10日

～ I令和4年度決賞に開催する定時評議員会終結の時まで  12社 会福祉事車に議 を有する者 (視埋■ ) 1

(1‐ 1)前会計年度の会計監査人の氏名 (監査法人の掲合は監査法人名)

|

(1-5,日 J牛腰

決算にかかる

定時評議員

会勒 出席の

(2‐ 1)当会計年度嵯 計監査人の氏名 (監査法人の場合は監査法人名 )

|と

:;ii息:|ヱ告f骨:

0③非常勤者の粟叡
常動機重徴 00

8③非常勤者の実数
常勤換葺数

7

・理事・監事

(3)評議員会ごとの決議事項
(1)評議員会ごとの評議

員会開催年月日



月U鷺眠1
現況報告書 (令和4年4月 1日現在 )

ア 建設賢 (ア)建群 月 日 (イ)自己資金額 (円 ) (ウ )補助金額 (円 ) (工)借入金額 (円 ) (オ)建設資合計額 (円 ) ウ 延八床面積

(ア,-5唇穫年月日

`馬

嗣日う
(イ〕修繕買合計額 (円 )イ 大規模修繕

()′,-1書 構牛月日

(1回日〕

(ア)-2停 格年月日

(2回日う

(ア)-3悸群 月日
(3ロロ〕

(ア, -4督摺年月日
(4回目〕

きむ)

①取組頚型]― 卜分類
Э取浄且の名称 ◎取組の実施場所(区域)

Э取組内容

凹 こむける公益的な取

阻② (地鳩件RI酎する

福亀L教育 )

子青で短期支援事業 善友乳児院

保護者の疾病、仕事の部合、冠夕旨葬祭等、家庭での養育が困難となつた場合にお預かりしています

地題における′ム`益的な取

岨③ (地― 支援者

闘 する権邪l擁霞支援 )

里親支援事業 善友乳児院

里親支援機関として指定され、子畠光里親双方の目線に立った丁寧な里親交流へ導き委託へと繁 lすていきます

咆観におけるアム`金09な島R

旧⑤ 呻 ―ズ

等をす巴握するためのサロン

活動)

育児相談 善友乳児院

赤ちゃんの離乳食、子あのしつけ等について専門の職員が相談を受け付けています

地燃ほ出するノム`益的な取

,E⑦ (地域住民に対する

幅をL教育)

育児体験字習 善友乳児院・蓋友保育園

中高生を対象とし、子どもへの直接的な
'独

れ合いを通して、嬉しさ、喜びを体験できる機会を設けています

地婦における公益的な取

旧⑦ (地域住民に対する

福亀L教育 )

ポラ浚席アの受け入れ 善友乳児院

ポラシテイアの受け入れを通して、施設の機能、子どもについての理角軍を深める機会を提供しています

靭 こおける公沼服g靱

燿⑤ ω 閣め幅団ニーズ

等を

'E握

する惣朗此電ン

活動〕

里親支援事業 善友乳児院

里親サロンを開催しています

地題における′ム`益的な取

,且⑫ (地燃件犀に対する

福祉教育〕

里親支援事業 善友乳児院

里親実習生やポランテイアを受け入れ、養育に必要な知識や技術、児重等の理解を深める機会を提供しています

靭 こおけるアム`益的な取

欄⑥ (叫 ―ズ

等をと巴握するためのけロシ

活動)

園開放 善友保育園

未就園の規子を対象とし、遊びに来で興味を持つていただける機会を設けています

地卸 こむける′ム`益的′よ島R

題◎ (モ瘍他)

延長保育事業 善友保育園

お仕事等の都合でお迎えに来れない保護者のために、20時までの延長保育を実施しています

地卸 こおける公益的な取

岨⑦ (地域住民l弱する

福祉教育)

実習生の受け入れ 書友乳児院・善友保育園

実圏を通して専門職としてより深く探究するための機会を提供しています

期嘲こむける′ム`益的′よ取

:且① (地― 支援者

に対する1日談支援)

退所児への継続的な支援 善友乳児眺

乳児院を退所 した児重の保護者や里親へ継続した相談支援をしています

(1)社会福祉充実残額等の総額 (円 )

(2〕 社会幅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 (社会福祉事業に無する小規模事業)(円 )

②地域′ム`益事業 (円 )

③公益事業 (円 〕
①合計額 (① +② +⑥)(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 (岡 〕
①合計額 (① +② +⑤)(円 )

(4)社会福祉充実計画の実施期間

0

0

0

(1)積題的な情報公表への取組
①任意事項げム`表の有無
②事業報告
④財産目録
②事業計画書
①第三者評価結果
○苦情処理結果
②監事監査結果
○附属明浄田書

(2)前会計年度の報醜・補助金等のフム`買の状況

O事業運営に係る公資 (円 )

②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 )

k再
懸


