
現況報告書　（平成30年4月1日現在）

A．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

B．前会計年度の評議員会の状況

(4)うち開催を省略した回数

C．前会計年度の理事会の状況

(4)うち開催を省略した回数 0

平成30年3月30日 7 1
①ようとう保育園積立金（平成28年度分）の承認（宇都宮市監査指導による）、②平成29年度補正予算の承認、③平成30年度事業計画及び予算の承認、

④「子どもの居場所（宇都宮市要支援児童健全育成事業）」進捗状況報告、⑤「外国人技能実習生受入れ」進捗状況報告

平成29年6月6日 9 2 ①平成28年度事業報告の承認、②平成28年度決算の承認、③就業規則及び給与規程修正の承認

平成30年2月26日 8 2 ①平成29年度実績の進捗状況報告、②平成30年度予算及び事業計画作成の進捗状況報告、③「子どもの居場所（宇都宮市要支援児童健全育成事業）」実施の承認、④「外国人技能実習生受入れ」実施の承認

平成29年6月20日 8 2 ①理事長及び業務執行理事選定の承認

平成30年11月17日 7 2 ①平成29年度実績の進捗状況報告、②平成28年度決算「附属明細書」の追加承認（宇都宮市監査指導による）、③規程等（経理規程・出張旅費規程・就業規則・給与規程・非常勤職員就業規則）修正の承認

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)理事会ごとの主な協議・決議事項

理事 監事

平成30年3月30日 8 7 1 0
①ようとう保育園積立金（平成28年度分）の承認（宇都宮市監査指導による）、②平成29年度補正予算の承認、③平成30年度事業計画及び予算の承認、

④「子どもの居場所（宇都宮市要支援児童健全育成事業）」実施の承認、⑤「外国人技能実習生受入れ」実施の承認

平成29年11月17日 9 7 2 0 ①平成29年度実績の進捗状況報告、②社会福祉法改正における「理事及び監事並びに評議員に対する報酬等の支給の基準に関する規程」の再承認（宇都宮市監査指導による）

平成29年6月20日 8 8 2 0 ①平成28年度事業報告の承認、②平成28年度決算の承認、③役員（理事・監事）選任（社会福祉法改正に伴う）の承認

平成4年7月31日 平成4年7月24日

(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)評議員会ごとの主な協議・決議事項

評議員 理事 監事 会計監査人

http://www.kiyohara.jp/ (14)法人のﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ ymca.fukusikai@tochigi-ymca.org

とちぎＹＭＣＡ福祉会

栃木県 宇都宮市 鐺山町1983

028-667-9258 2 無

09 栃木県 201 宇都宮市 09201 4060005000779 01 一般法人 01 運営中



D．前会計年度における事業等の概要

(1)社会福祉事業

(2)公益事業

(3)収益事業

無し

イ大規模修繕

0

ア建設費 0

005 わいわい道場宿（拠点）

03260106 居宅サービス事業（通所介護） わいわい道場宿

栃木県 宇都宮市 道場宿町1131 3 自己所有

138.630

イ大規模修繕

3 自己所有 平成29年4月1日 25 1,585

ア建設費 平成16年4月1日

001 マイホームきよはら（拠点）

00000001 本部経理区分

栃木県 宇都宮市 鐺山町1983番地 3 自己所有 3 自己所有

イ大規模修繕

ア建設費

平成5年3月1日 0 0

とちぎＹＭＣＡ福祉会　本部

004 ようとう保育園（拠点）

02091201 保育所

ア建設費
002

地域密着型マイホームきよはら

（拠点）

06280002 （公益）地域包括支援センター 地域包括支援センター清原

栃木県 宇都宮市 鐺山町1983番地 3 自己所有

栃木県 宇都宮市 陽東3-15-27 1 行政からの賃借等 3 自己所有

イ大規模修繕

ア建設費 平成27年4月23日 991.950

3 自己所有 平成18年4月1日 0 1,332

イ大規模修繕

平成27年4月1日 120 26,618

ようとう保育園

001 マイホームきよはら（拠点）

02120102 老人居宅介護等事業（定期・随時訪問介護）

ア建設費 平成11年5月17日
003

きよはら南デイサービスセンター

（拠点）

02120202 老人デイサービスセンター（通所介護） きよはら南デイサービスセンター

栃木県 宇都宮市 上籠谷町3811-5 3 自己所有

栃木県 宇都宮市 鐺山町1983番地 3 自己所有 3 自己所有

150.010

イ大規模修繕

ア建設費

3 自己所有 平成11年5月17日 10 0

イ大規模修繕

平成28年3月1日 0 2,438

コミュニティーケア・イースト

001 マイホームきよはら（拠点）

02120202 老人デイサービスセンター（通所介護）

ア建設費
001 マイホームきよはら（拠点）

06260301 （公益）居宅介護支援事業 支援センターきよはら

栃木県 宇都宮市 鐺山町1983番地 3 自己所有

栃木県 宇都宮市 鐺山町1983番地 3 自己所有 3 自己所有

イ大規模修繕

ア建設費

3 自己所有 平成5年3月1日 0 1,030

イ大規模修繕

平成5年3月1日 40 7,174

デイホームきよはら

002
地域密着型マイホームきよはら

（拠点）

01030201 特別養護老人ホーム（地域密着型）

ア建設費
001 マイホームきよはら（拠点）

02120401 老人短期入所事業（短期入所生活介護） ショートステイきよはら

栃木県 宇都宮市 鐺山町1983番地 3 自己所有

栃木県 宇都宮市 鐺山町1983番地 3 自己所有 3 自己所有

イ大規模修繕

ア建設費 平成25年6月1日 1,298.970

3 自己所有 平成5年4月9日 10 2,613

イ大規模修繕

平成25年6月1日 29 10,464

地域密着型マイホームきよはら

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）

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

001 マイホームきよはら（拠点）

01030202 特別養護老人ホーム（介護福祉サービス） マイホームきよはら

栃木県 宇都宮市 鐺山町1983番地 3 自己所有

ア建設費 平成5年3月31日

➁事業所の名称

2,353.470

イ大規模修繕

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

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

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

3 自己所有 平成5年4月9日 54 19,207

（イ）修繕費合計額（円）


