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830 0072 福岡県久留米市安武町安武本1125 2960260942電話番号 0942

○福岡県久留米市安武町安武本1125
各分野の事業が同一施設（敷地）で実施

昭和47年5月8日平成25年5月1日
75

FAX番号
全ての事業が同一施設（敷地）で実施神奈川県横浜市南区宿町4-75-1

26
実施形態定員

3083
種類保育所保育所保育所

公表/非公表 昭和47年4月1日平成19年4月1日平成28年4月1日
事業開始年月日

福岡県久留米市荒木町荒木1313神奈川県川崎市中原区木月祇園町15-6美希保育園りんごの木保育園心花保育園
非公表 施設名・事業所名

年４月１日現在平成 28

http://mikihoikuen.com/corporate/index.html mikihoikuenn@yahoo.co.jp 昭和47年4月1日 就任年月日所在地
住所

児童福祉 第一種第二種
障害者福祉 第二種第一種
老人福祉 第一種第二種
その他 第一種第二種

設立認可年月日 設立登記年月日都道府県 主たる事務所の所在地社会福祉法人 美希福祉会代表者 メールアドレスホームページアドレス法人名 非公表
所轄庁
社会福祉事業

公表
氏名原　大忠 公表/非公表年齢 公表/非公表 職業施設長

公表公表

社会福祉法人現況報告書（県ホームページ公表用）

保育所 小さな足あと保育園 公表 平成24年5月1日



（ ）
１　法人の所有する不動産を活用して行う貸ビル２　駐車場の経営３　公共的、公共的施設内の売店の経営（ ）
１　介護保険、障害福祉サービス等における低所得者の利用者負担減免２　地域の単身高齢者等を対象とした見守り・配食サービス等の実施３　地域の単身高齢者等を対象とした各種相談事業の実施４　災害時における各種支援活動の実施５　貧困・生活困窮者等を対象とした住宅の斡旋、食事提供等の生活支援の実施６　他法人との連携による人材育成事業（ ）７　その他

１６　その他収益事業
その他の事業

公益事業

種類（番号を記載）

４　日常生活を営むのに支障がある状態の軽減又は悪化の防止に関する事業５　入所施設からの退院・退所を支援する事業
１５　公益的事業を行う団体に事務所等として無償又は実費に近い対価で使用させるために会館等を経営する事業１３　有料老人ホーム種類（番号を記載） 施設名・事業所名　　地域支援事業を市町村から受託する事業
６　子育て支援に関する事業７　福祉用具その他の用具又は機器及び住環境に関する情報の収集・整理・提供に関する事業８　ボランティアの育成に関する事業１０　社会福祉に関する調査研究等１１　事業規模要件を満たさないために社会福祉事業に含まれない事業

事業規模（定員）所在地
２　必要な者に対し、入浴、排せつ、食事、外出時の移動、コミュニケーション、スポーツ・文化的活動、就労、住環境の調整等を支援する事業３　入浴等の支援が必要な者、独力では住居の確保が困難な者等に対し、住居を提供又は確保する事業
種類（番号を記載） 施設名・事業所名 所在地

４　その他

事業開始年月日

事業開始年月日

１　必要な者に対し、相談、情報提供・助言、行政や福祉・保健・医療サービス事業者等との連絡調整を行う等の事業
９　社会福祉の増進に資する人材の育成・確保に関する事業（社会福祉士・介護福祉士・精神保健福祉士・保育士・コミュニケーション支援者等の養成事業等）１２　介護保険法の居宅サービス事業、地域密着型サービス事業、介護予防サービス事業、地域密着型介護予防サービス事業、居宅介護支援事業、介護予防支援事業、介護老人保健施設、１４　社会福祉協議会等において、社会福祉協議会活動等に参加する者の福利厚生を図ることを目的として、宿泊所、保養所、食堂等を経営する事業

施設名・事業所名 所在地

事業規模（定員）

事業開始年月日 事業規模（定員）



Ⅲ 組織
～～～～～～～～～

～～ ○○○社会保険事務所課長等歴任会社員 H26.10.10H26.10.10 H28.10.9H28.10.9
理事会への出席回数○

社会福祉事業の学識経験者 地域の福祉関係者 その他 施設整備又は運営と密接に関連する業務を行う者
監事報酬支給あり 支給なし資格財務諸表等を監査し得る者公認会計士、税理士 弁護士 会社等の監査役、経理責任者等 その他

○ ○○ ○○
○ ○ ○

○○ ○○
○ ○○H28.10.9

○
○H28.10.9

○山浦　雄次
監事

保育園施設長

轟　照隆

H28.10.9H28.10.9中村　美有希森山　貴男 会社員自営業保育園職員自営業

定員 現員
高山　直久理事理事

氏名
原　弘穀定員 中野　勝嘉

大久保　孝行
現員

原　大忠役職 氏名
理事理事長理事理事
理事 森山　敏子

職業

H26.10.10理事 資格9 9 親族等特殊関係者の有無 理事報酬（職員と兼務の場合は支給方法） 理事会への出席回数森山ﾍﾟﾝ・ｱｰﾄの会代表職業 理事報酬・職員給与ともに支給 理事報酬のみ支給その他任期 親族 他の社会福祉法人の役員 その他 支給なし
保育園施設長 H26.10.10

施設長
H26.10.10 H28.10.9 社会福祉事業の学識経験者 地域の福祉関係者 施設整備又は運営と密接に関連する業務を行う者 職員給与のみ支給

任期
○理事 H26.10.10H26.10.10H26.10.10 ○H28.10.9

H26.10.10 H28.10.9 ○理事 秋山　丈 会社代表 H26.10.10 H28.10.9 ○○会社専務 H26.10.10 H28.10.9 ○



～～～～～～～～～～～～

無有 改善事項
決議事項Ｈ２６年度法人決算内容、川崎市民間活用型保育所整備事業、経理規定の変更について拠点間資金戻入、心花保育園・建設費等支払い、Ｈ28年度給与承認について決議事項

監事出席の有無有
監査報告の有無

H28.4.1
開催年月日平成２７年５月２５日平成２８年３月２７日開催年月日

りんごの木保育園 有法令等に定める資格の有無就任年月日原　大忠原　弘毅中村　克矢中島　啓輔 H27.4.1

理事の親族 その他氏名 職業 任期 親族等特殊関係者の有無親族 他の社会福祉法人の役員 その他 職員との兼務資格社会福祉事業の学識経験者 施設整備又は運営と密接に関連する業務を行う者 理事との兼務地域の福祉関係者 地域の代表者 施設長 利用者の家族の代表評議員

職員法人本部施設長

大久保 孝行・轟 照隆

常勤兼務
理事会施設 84 0

平成２８年３月１５日 11
監事監査

常勤専従 出席者数
監査年月日平成２８年５月20日 監査者評議員会

有有施設名 氏名

評議員会への出席回数

美希保育園小さな足あと保育園

定員 現員

平成２７年１２月１９日
換算数01111 書面出席者数平成２７年８月１０日 有換算数

心花保育園 30 15.51111
H28.4.1

有
非常勤

川崎市における事業概算と融資等の実施、横浜園における新園長登用等人事、高良台保育園名称変更について監査報告及び予算、修正予算案、福岡市新設保育園、心花保育園建築工事に伴う入札について
H27.4.1 有

有出席者数 監事出席の有無 有 拠点間資金移動、心花保育園建設費支払い、決算見込・来年度予算、厚生労働省との事前協議について指摘事項
川崎市民間活用型保育所整備事業採択に伴う建築工事について平成27年10月15日 11 有



Ⅳ 資産管理 27平成 年3月31日現在

平成24年5月 25,000 その他 2032年平成24年5月 29,000711.57 民間金融機関 2022年平成24年5月 85,000 （独）福祉医療機構 2032年65.88 8,44952,758198.62 41,574園舎　鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造陸屋根平家建園舎　木造ｽﾚｰﾄ葺2階建　1F(50.54) 2F(15.34) 161.25久留米市安武町安武本4037番3 269.30
久留米市安武町安武本字油免1125番久留米市安武町安武本字油免1130番3 16,521 提供年月日所在地 面積179.45125.64499.11129.8852.00

所轄庁の承認の有無評価額（千円） 借入額（千円） 借入先 償還期限945.54 担保提供の状況
547

554.00

土地建物

久留米市安武町安武本字油免1126番1久留米市安武町安武本字油免1126番2久留米市安武町安武本字油免1129番2久留米市安武町安武本字油免1130番1園舎　鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造陸屋根平家建（増築）
不動産の所有状況

公益事業用財産 土地建物
土地建物

土地
建物基本財産

収益事業用財産
運用財産

有有有83,462園舎　鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ4階建 1F(160.34)                               2.3F(183.53)4F(39.18) 566.58 186,772
3,649保育所　鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造ｽﾚｰﾄぶき2階建 2F(263.00)保育所　鉄骨造かわらぶき平家建園舎　鉄骨造かわらぶき2階建1F(148.91) 2F(49.71)保育所　鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造ｽﾚｰﾄぶき2階建 1F(711.57) 263.00208.00 38,407



Ⅴ その他
費用（千円）

社会福祉法人新会計基準 社会福祉法人旧会計基準 経理規程準則 指定介護老人福祉施設等会計処理等取扱指導指針 訪問看護会計・経理準則 介護老人保健施設会計・経理準則 授産会計基準
900

病院会計準則 企業会計基準 その他
費用（千円）

就労会計基準 年3月31日現在28平成平成 年度900久留米市指導監査 ○ 久留米市指導監査 ○ 久留米市指導監査○ 久留米市指導監査費用（千円） 費用（千円）
○

受審施設・事業所名 年度平成
費用（千円） 費用（千円）

平成 年度○○
事業活動計算書(事業活動収支計算書)公表方法（予定） 公表時期（予定）資金収支計算書費用（千円） 費用（千円）○○ 1078久留米市指導監査 ○

6月まで 法人HP 6月まで法人HPその他方法 法人HPその他方法 事業報告書 役員報酬規程 第三者評価結果 苦情処理結果法人HP 法人HP

準拠している会計基準
第三者評価

公認会計士
情報公開

指摘事項
新聞

外部監査
インターネット監査法人税理士その他
インターネット広報誌広報誌新聞

定款 役員名簿
法人HP

評議員名簿 財産目録 事業計画書法人HP資金収支計算書 公表方法（予定） 公表時期（予定）平成法人HP 法人HP法人HP 事業活動計算書(事業活動収支計算書) 前年度の財務諸表貸借対照表公表方法（予定） 公表時期（予定）前々年度の財務諸表貸借対照表 年度 平成 23 年度平成 年度 平成 2627 年度 6月まで 24
年4月1日現在28平成

25 年度 平成


