
社会福祉法人黒松内つくし園

現況報告書（令和3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

01 北海道 393 寿都郡黒松内町 01000 5440005002190 01 一般法人 01 運営中

社会福祉法人黒松内つくし園

北海道 寿都郡黒松内町 字黒松内562番地1
0136-77-2833 0136-75-7211 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

https://www.tsukushien.or.jp/ (14)法人のﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ honbu1@viola.ocn.ne.jp

昭和32年7月10日 昭和32年8月24日

7～10 8 35,000

無職

高木晴光 H29.4.1 R3.6
2 無 2 無 1

ＮＰＯ法人ねおす野外計画社（黒松内ぶなの森自然学校）

R3.6
2 無 1 有 1

無職

松田政敏 H29.4.1 R3.6
2 無 2 無 1

無職

中畑英司 H29.4.1 R3.6
2 無 1 有 1

無職

稗田靜男 H29.4.1 R3.6
2 無 2 無 0

無職

片桐澄子 H29.4.1

本間崇文 H29.11.25 R3.6
2 無 2 無 1

（社団）黒松内町観光協会事務局長

高橋一彦 H29.11.25 R3.6
2 無 1 有 1

社会福祉法人岩内厚生園常務理事・児童養護施設長

小泉満 H29.4.1 R3.6
2 無 2 無 1

2 無

R1.6.25 R3.6 3 施設の管理者 2 無 3 職員給与のみ支給 7
遊部眞澄

2 業務執行理事 1 常勤 令和1年6月25日 常務理事・施設長

2 無

R1.6.25 R3.6 3 施設の管理者 2 無 2 理事報酬のみ支給 7
大代貴輝

1 理事長 令和1年6月25日 1 常勤 令和1年6月25日 施設長

(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

６～９ 6 2 特例無

(3-1)理事の氏名

(3-2)理事の役職(注)
(3-3)理事長への就任

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

33,547,816

2 無

R1.6.25 R3.6 3 施設の管理者 2 無 3 職員給与のみ支給 7
澁谷剛

3 その他理事 1 常勤 令和1年6月25日 施設長

2 無

R1.6.25 R3.6 2 事業区域における福祉に関する実情に通じている者 2 無 2 理事報酬のみ支給 6
茂尾実

3 その他理事 2 非常勤 令和1年6月25日 自営業、商工会会長

2 無

R1.6.25 R3.6 3 施設の管理者 2 無 3 職員給与のみ支給 7
岡久孝雄

2 業務執行理事 1 常勤 令和1年6月25日 施設長

2 無

R1.6.25 R3.6 3 施設の管理者 2 無 3 職員給与のみ支給 7
吉田剛

3 その他理事 1 常勤 令和1年6月25日 施設長

6 財務管理に識見を有する者（その他） 7

追立司
社会福祉法人理事 2 無 令和1年6月25日

R1.6.25 R3.6 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

坂口進
無職 2 無 令和1年6月25日

R1.6.25 R3.6

２～４ 2 315,000

(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、「理事長」とは、社会福祉法45条の13第3項で規定する理事長(会長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）

あすの監査法人 4,180,000 2 無 あすの監査法人 4,180,000

7 2 3

(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

1.6 1.9

325 59 125

57.4 71.7
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社会福祉法人黒松内つくし園

現況報告書（令和3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

令和3年1月20日 8 2

議案第１号基本財産の処分（案）について

　（1）倶知安地区　ありかの資産売却について

　（2）その他財産(土地)の売却について

令和2年6月26日 7 3 2

議案第1号　2019年度事業報告・収支決算報告案について

　　　　　　　（1）会計監査人監査結果　（2）事業報告・決算報告　（3）監事監査報告

議案第2号　2020年度理事及び重要な使用人の報酬案について

議案第3号　役員等の報酬等支給規程の一部改正

令和2年4月16日 8 2 議案第１号　長期借入金の調達について

(1)評議員会ごとの評議

員会開催年月日
(3)評議員会ごとの決議事項

評議員 理事 監事 会計監査人

令和2年4月10日 6 2

みなし理事会

議案第1号　長期借入金の調達について

議案第2号　評議員会の日時及び場所並びに議事に付すべき事項の決定について

議案第3号　処遇改善加算及び特定処遇改善加算の取得と申請について

議案第4号　黒松内保育園2020年度給与諸手当の改正について

令和2年4月28日 6 2

第414回理事会

議案第1号　泊村むつみ荘ケアプラン未作成問題の対応方針について

議案第2号　法人使用のパソコンの入替について（追加議案）

2

(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3年1月27日 6 2

みなし理事会

議案第1号　２０２０年度第４次資金収支補正予算書（案）について

議案第2号　北海道後志総合振興局による指導監査結果について

令和3年2月19日 6 2

第419回理事会

議案第1号　障がい者福祉サービス支援ソフト使用権パックのリース契約の更新について

議案第2号　補助金の申請について　　議案第3号　介護・障がい事業所の処遇・特定処遇加算による一時金支給について

議案第4号　黒松内保育園の処遇改善加算に係る3月諸手当の支給について

議案第5号　令和2年度社会福祉施設に係る指導監査結果について

令和2年11月19日 6 2

第418回理事会

議案第1号　2020年度第3次資金収支補正予算書（案）について　　　　　議案第2号　しりべし学園成人寮の利用者様への虐待事案について

議案第3号　役職員の処分について　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　　議案第4号　後志総合振興局実地指導監査改善状況報告書の提出について

議案第5号　介護・障がい「新型コロナ緊急包括支援交付金」申請について　　議案第6号　2020年度介護ロボット導入支援事業費補助金申請について

議案第7号　就労継続支援事業人と人をつなぐ陽だまりの料金改定について　 議案第8号　規程の一部改正について

令和2年12月29日 6 2
みなし理事会

議案第1号　重要な使用人の解任・選任について

令和2年9月17日 6 2
みなし理事会

議案第1号　評議員会の日時及び場所並びに議事に付すべき事項の決定

令和2年10月16日 6 2
みなし理事会

議案第1号　固定資産の処分について（旧すずらんホーム家屋）

令和2年7月24日 6 2
みなし理事会

議案第1号　2020年度第1次資金収支補正予算書（案）について

令和2年8月31日 6 2

第417回理事会

議案第1号　泊村特養むつみ荘の介護報酬返還に係る各事業所の積立金の目的外使用と取崩、繰入について

議案第2号　2020年度第2次資金収支補正予算書（案）について　　議案第3号　規程の一部改正（案）について

議案第4号　基本財産等の売却（案）について（追加議案）　　　　　 議案第5号　クリーンエネルギー自動車導入事業補助金申請について（追加議案）

議案第6号　倶知安地区再編計画（案）について（追加議案）

令和2年5月12日 6 2
第415回理事会

議案第1号　泊村むつみ荘ケアプラン未作成問題への対応について

令和2年6月8日 5 2

第416回理事会

議案第1号　2019年度事業報告・収支決算報告案について　  　議案第2号　副施設長・法人本部事務長の年俸制移行案について

議案第3号　2020年度重要な使用人の報酬案について　　　　 　 議案第4号　基本財産（土地）の一部賃貸について

議案第5号　規程の制定及び一部改正案について　　　　　　　 　　議案第6号　評議員会の日時及び場所並びに議事に付すべき事項の決定

議案第7号　北海道利子補給事業補助金申請の取り下げについて（追加議案）
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社会福祉法人黒松内つくし園

現況報告書（令和3年4月1日現在） 別紙１

(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

7

坂口進

追立司

令和3年3月11日 6 2

みなし理事会

議案第1号　重要な使用人の選任について

議案第2号　重要な使用人の報酬について

議案第2号　令和２年度社会福祉施設に係る指導監査結果及び介護保険施設等実地指導の結果について

令和3年3月31日 6 2

第420回理事会

議案第1号　2020年度第5次資金収支予算書（案）について　　議案第2号　2021年度事業計画・資金収支予算書（案）について　　議案第3号　法人中期事業計画

の修正（案）について　　議案第4号　外国人雇用者の待遇改善について　　議案第5号　役員等賠償責任保険の加入について　　議案第6号　児童養護施設黒松内つくし

園の定員変更について　　議案第7号　女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画の策定・届出について　　議案第8号　黒松内保育園子育て支援センターにおける一時

預かりサービスの開始について　　議案第9号　規程の制定と改正について　　議案第10号　北海道海外人材待機費用緊急補助金の申請について（追加議題）

７、各拠点及び法人全体の月次残高試算表の提出を期日通り行うこと

８、振興局の指導監査や監査法人から指摘された事項への対応を協議し検討を行い実施すること

１、職員給与の各種手当等の届出について、変更があった場合は速やかに変更届を提出するよう周知すること

２、泊村特養むつみ荘の報酬返還問題の早期解決を図ること

３、施設利用サービス計画において、同意や承認の不備が見られるので改善を行うこと

４、新型コロナウイルス感染症対策の徹底を図り、リスク回避に努めること

５、保健所や振興局の指導監査において指摘された事項への改善を速やかに行うこと

６、一部の委員会が未だ開催されていないので、今年度中に必ず開催すること

３、内部監査で四半期に一度、計画実施状況を確認・点検を行い適正な運営を行う

４、法人本部を中心に各施設との情報共有を図り、法人統一の対応と見解を指示し取り組む

５、運営指導の指摘事項に対する改善報告が適切に実施されているか、改善状況の把握に努める

６、担当理事・委員長と協議し、早期に開催するよう調整を行う

７、法人本部財務部門で各拠点会計処理状況を確認しながら、期日通りに残高試算表提出を行う

８、法人本部事務局とで各拠点で協議・検討を進め、内部統制を図っていく

１、内部監査での確認・指導と、各会議で施設長や事務担当者に周知徹底を行う

２、各自治体・保険者との協議を進め、今年度中にすべて返還するよう取り組む

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

10,296,300

001 本部

06000006 奨学資金 奨学資金

北海道 寿都郡黒松内町 字黒松内562番地１ 3 自己所有

イ大規模修繕 平成16年8月31日

昭和32年7月10日 0 0

ア建設費 平成4年3月20日 50,342,900 50,342,900 306.396
001 本部

00000001 本部経理区分 法人本部

北海道 寿都郡黒松内町 字黒松内562番地１ 3 自己所有 3 自己所有

昭和31年10月20日 86 26,145

ア建設費 平成24年3月15日 132,796,180 236,692,000 105,000,000 474,488,180 4,211.000
002

黒松内つくし

園

01020301 児童養護施設 黒松内つくし園

北海道 寿都郡黒松内町 字黒松内562番地１ 3 自己所有 3 自己所有

イ大規模修繕

3 自己所有 昭和56年4月1日 0 27

ア建設費 0

イ大規模修繕

3 自己所有 平成16年4月1日 0 0

ア建設費 0
002

黒松内つくし

園

02090501 子育て短期支援事業 子育て短期支援事業

北海道 寿都郡黒松内町 字黒松内562番地１ 3 自己所有

イ大規模修繕 平成25年9月30日 平成22年3月31日 平成17年12月20日

694,928,794

003
緑ヶ丘老人

ホーム

06000007 緑ヶ丘老人ホーム特定入居者生活介護事業所 緑ヶ丘老人ホーム特定入居者生活介護事業所

北海道 寿都郡黒松内町 字黒松内562番地4 3 自己所有

イ大規模修繕 平成3年12月15日 平成9年3月20日 平成20年9月30日 平成23年11月30日 平成24年12月31日

昭和36年8月1日 80 27,638

ア建設費 昭和54年12月15日 76,887,000 91,800,000 168,687,000 3,720.970
003

緑ヶ丘老人

ホーム

01030101 養護老人ホーム 緑ヶ丘老人ホーム

北海道 寿都郡黒松内町 字黒松内562番地4 3 自己所有 3 自己所有

昭和61年4月1日 3 503

ア建設費 0
003

緑ヶ丘老人

ホーム

02120401 老人短期入所事業（短期入所生活介護） 緑ヶ丘老人ホーム短期入所生活介護事業所

北海道 寿都郡黒松内町 字黒松内562番地4 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10月1日 40 8,238

ア建設費 0

イ大規模修繕

3 自己所有 平成18年4月1日 0 790

ア建設費 0
003

緑ヶ丘老人

ホーム

02120101 老人居宅介護等事業（訪問介護） 黒松内つくし園ﾎｰﾑﾍﾙﾊﾟｰｽﾃｰｼｮﾝ

北海道 寿都郡黒松内町 字黒松内562番地4 3 自己所有

イ大規模修繕

イ大規模修繕

3 自己所有 平成4年2月13日 18 3,740

ア建設費 0
003

緑ヶ丘老人

ホーム

02120201 老人デイサービス事業（通所介護） 黒松内町ディ・サービスセンター

北海道 寿都郡黒松内町 字黒松内562番地4 3 自己所有

イ大規模修繕

平成18年4月1日 0 400

ア建設費 0
003

緑ヶ丘老人

ホーム

06000008 黒松内つくし園居宅介護支援事業所 黒松内つくし園居宅介護支援事業所

北海道 寿都郡黒松内町 字黒松内562番地4 3 自己所有 3 自己所有

イ大規模修繕 平成14年12月15日 平成14年12月22日

昭和41年8月1日 30 1,087

ア建設費 平成13年10月30日 37,237,051 273,622,200 68,100,000 378,959,251 1,762.330
004 しりべし学園

06000010 しりべし学園経過的生活介護・施設入所 しりべし学園経過的生活介護・施設入所

北海道 寿都郡黒松内町 字黒松内565番地2 3 自己所有 3 自己所有
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004 しりべし学園

01020401 障害児入所施設（福祉型障害児入所施設） 措置費施設しりべし学園

北海道 寿都郡黒松内町 字黒松内565番地2 3 自己所有

昭和41年8月1日 30 1,815

ア建設費 0
004 しりべし学園

06000009 契約支援施設しりべし学園 契約支援施設しりべし学園

北海道 寿都郡黒松内町 字黒松内565番地2 3 自己所有 3 自己所有

イ大規模修繕

3 自己所有 昭和41年8月1日 30 6,706

ア建設費 0

イ大規模修繕

3 自己所有 平成2年4月1日 10 0

ア建設費 0
004 しりべし学園

02130107 障害福祉サービス事業（短期入所） しりべし学園短期入所事業

北海道 寿都郡黒松内町 字黒松内565番地2 3 自己所有

イ大規模修繕

005
しりべし学園

成人寮

01040401 障害者支援施設（施設入所支援） しりべし学園成人寮生活介護・施設入所

北海道 寿都郡黒松内町 字黒松内565番地2 3 自己所有

イ大規模修繕

平成15年4月1日 30 1,026

ア建設費 0
004 しりべし学園

06000001 しりべし学園児童ディサービス事業 しりべし学園児童ディサービス事業

北海道 寿都郡黒松内町 字黒松内565番地2 3 自己所有 3 自己所有

平成2年4月1日 2 15

ア建設費 0
005

しりべし学園

成人寮

02130107 障害福祉サービス事業（短期入所） しりべし学園成人寮短期入所

北海道 寿都郡黒松内町 字黒松内565番地2 3 自己所有 3 自己所有

3,230.560

イ大規模修繕 平成28年10月15日

3 自己所有 昭和52年4月1日 70 39,269

ア建設費 平成14年12月19日 99,798,000 588,873,000 174,400,000 863,071,000

イ大規模修繕

3 自己所有 平成24年4月1日 30 6,282

ア建設費 0
005

しりべし学園

成人寮

02130113 障害福祉サービス事業（就労継続支援Ｂ型） 就労支援事業所しりべしﾜｰｸｾﾝﾀｰセオス

北海道 寿都郡黒松内町 字黒松内565番地2 3 自己所有

イ大規模修繕

005
しりべし学園

成人寮

06000002 黒松内つくし園特定相談支援事業所 黒松内つくし園特定相談支援事業所

北海道 寿都郡黒松内町 字黒松内52番地20 3 自己所有

イ大規模修繕 平成20年7月1日 平成25年3月31日

平成9年10月1日 25 8,377

ア建設費 平成6年3月1日 13,568,500 17,663,000 31,231,500 775.250
005

しりべし学園

成人寮

02130114 障害福祉サービス事業（共同生活援助） 共同生活支援　いずみホーム

北海道 寿都郡黒松内町 字黒松内52番地20 3 自己所有 3 自己所有

昭和50年11月1日 80 24,366

ア建設費 令和1年11月6日 468,004,000 200,000,000 499,700,000 1,167,704,000 3,913.710
006 緑ヶ丘ハイツ

01030202 特別養護老人ホーム（介護福祉サービス） 緑ヶ丘ハイツ特別養護老人ホーム

北海道 寿都郡黒松内町 字黒松内561番地1 3 自己所有 3 自己所有

イ大規模修繕

3 自己所有 平成26年8月1日 0 213

ア建設費 0

イ大規模修繕

3 自己所有 平成3年4月1日 5 548

ア建設費 0
006 緑ヶ丘ハイツ

02120401 老人短期入所事業（短期入所生活介護） 緑ヶ丘ハイツ短期入所生活介護事業所

北海道 寿都郡黒松内町 字黒松内561番地1 3 自己所有

イ大規模修繕 平成17年11月30日

007
後志リハビリ

センター

01040401 障害者支援施設（施設入所支援） 後志リハビリセンター施設入所

北海道 寿都郡黒松内町 字黒松内563番地6 3 自己所有

イ大規模修繕

昭和50年11月1日 0 6,343

ア建設費 令和1年11月6日 0
006 緑ヶ丘ハイツ

06280006 （公益）診療所 緑ヶ丘ハイツ診療所

北海道 寿都郡黒松内町 字黒松内561番地1 3 自己所有 3 自己所有

平成1年4月1日 40 10,856

ア建設費
007

後志リハビリ

センター

01040402 障害者支援施設（生活介護） 後志リハビリセンター生活介護

北海道 寿都郡黒松内町 字黒松内563番地6 3 自己所有 3 自己所有

1,913.840

イ大規模修繕 平成13年10月15日 平成16年10月15日 平成19年7月31日 平成20年11月30日 平成22年10月20日 76,939,100

3 自己所有 平成1年4月1日 40 14,599

ア建設費 平成1年3月15日 324,090,000 299,625,657 28,000,000 651,715,657

イ大規模修繕

3 自己所有 平成6年4月1日 3 346

ア建設費 0
007

後志リハビリ

センター

02130107 障害福祉サービス事業（短期入所） 後志リハビリセンター短期入所

北海道 寿都郡黒松内町 字黒松内563番地6 3 自己所有

イ大規模修繕

101,745,600

008
黒松内保育

園

02090801 地域子育て支援拠点事業 子育て支援

北海道 寿都郡黒松内町 字黒松内299番地4 3 自己所有

イ大規模修繕 平成23年12月20日 平成27年11月30日 平成28年9月30日 平成25年6月21日 平成29年12月8日

昭和42年6月1日 65 13,120

ア建設費 平成8年10月31日 31,660,030 55,580,970 87,241,000 727.120
008

黒松内保育

園

02101801 幼保連携型認定こども園 黒松内保育園

北海道 寿都郡黒松内町 字黒松内299番地4 3 自己所有 3 自己所有

平成9年4月1日 20 23

ア建設費 平成9年3月31日 87,003,824 61,780,594 148,784,418 795.740
009 倶知安就労

02130111 障害福祉サービス事業（就労移行支援） 羊蹄セルプ就労移行支援事業

北海道 虻田郡倶知安町 字峠下113番地14 1 行政からの賃借等 3 自己所有

イ大規模修繕

3 自己所有 平成21年4月1日 0 1,298

ア建設費 0 0 0

イ大規模修繕

3 自己所有 平成9年4月1日 20 6,416

ア建設費 0

44,445,750

009 倶知安就労

06000013 羊蹄セルプ就労継続支援事業（Ｂ型） 羊蹄セルプ就労継続支援事業

北海道 虻田郡倶知安町 字峠下113番地14 1 行政からの賃借等

イ大規模修繕 平成20年3月20日 平成30年1月31日

009 倶知安就労

06000014 人と人をつなぐ陽だまり就労継続支援事業（Ｂ型） 人と人をつなぐ陽だまり就労継続支援事業

北海道 虻田郡倶知安町 南3条西1丁目 3 自己所有

イ大規模修繕

平成9年4月1日 10 108

ア建設費 0
009 倶知安就労

02130601 福祉ホーム＞自立 福祉ホーム羊蹄

北海道 虻田郡倶知安町 字峠下113番地14 1 行政からの賃借等 3 自己所有

平成21年3月31日 2 12

ア建設費 0 44.880
009 倶知安就労

06000004 社会福祉生活支援ハウス和 社会福祉生活支援ハウス和

北海道 虻田郡倶知安町 北4条東1丁目 3 自己所有 3 自己所有

イ大規模修繕 令和3年2月12日 9,680,000

3 自己所有 平成23年1月1日 14 3,345

ア建設費 0

318.540

イ大規模修繕

3 自己所有 平成23年10月1日 15 4,964

ア建設費 平成23年9月20日 29,052,600 30,000,000 59,052,600
009 倶知安就労

02130114 障害福祉サービス事業（共同生活援助） 共同生活援助　グループホームつくしホーム

北海道 虻田郡倶知安町 北4条東1丁目 3 自己所有

イ大規模修繕

イ大規模修繕

平成12年10月1日 35 12,061

ア建設費 平成14年3月31日 722,282,759 110,400,000 832,682,759 3,324.590
010 慶和園

01030101 養護老人ホーム 慶和園

北海道 虻田郡京極町 更進780番地1 1 行政からの賃借等 3 自己所有
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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

010 慶和園

02120401 老人短期入所事業（短期入所生活介護） 慶和園短期

北海道 虻田郡京極町 更進780番地1 1 行政からの賃借等

平成14年4月1日 60 19,811

ア建設費 平成14年3月31日 337,575,499 337,575,499 3,368.920
011

ユニットケア

慶和園

01030202 特別養護老人ホーム（介護福祉サービス） ユニットケア慶和園

北海道 虻田郡京極町 更進780番地1 1 行政からの賃借等 3 自己所有

イ大規模修繕 令和3年3月30日 9,350,000

3 自己所有 平成26年4月1日 3 830

ア建設費 0

イ大規模修繕

3 自己所有 平成14年4月1日 6 44

ア建設費 0

118,800,000

011
ユニットケア

慶和園

02120401 老人短期入所事業（短期入所生活介護） ユニット短期

北海道 虻田郡京極町 更進780番地1 1 行政からの賃借等

イ大規模修繕 平成26年11月30日

012 倶知安在宅

06000012 認知症対応共同生活介護グループホームつくしんぼ グループホームつくしんぼ

北海道 虻田郡倶知安町 南3条西1丁目 3 自己所有

イ大規模修繕

平成16年3月1日 1 0

ア建設費 0
011

ユニットケア

慶和園

02130107 障害福祉サービス事業（短期入所） ユニット短期障害

北海道 虻田郡京極町 更進780番地1 1 行政からの賃借等 3 自己所有

平成17年7月1日 0 408

ア建設費 0
012 倶知安在宅

02120101 老人居宅介護等事業（訪問介護） つくしんぼ訪問

北海道 虻田郡倶知安町 南3条西1丁目 3 自己所有 3 自己所有

655.670

イ大規模修繕

3 自己所有 平成21年3月31日 18 6,355

ア建設費 平成21年3月31日 10,241,750 11,919,500 22,161,250

イ大規模修繕

3 自己所有 平成17年7月1日 0 142

ア建設費 0
012 倶知安在宅

02130101 障害福祉サービス事業（居宅介護） つくしんぼ居宅

北海道 虻田郡倶知安町 南3条西1丁目 3 自己所有

イ大規模修繕

013
泊村養護む

つみ荘

01030101 養護老人ホーム 泊村養護むつみ荘

北海道 古宇郡泊村 大字茅沼村711番地3 1 行政からの賃借等

イ大規模修繕

平成18年10月1日 0 104

ア建設費 0
012 倶知安在宅

02130403 移動支援事業 つくしんぼ移動

北海道 虻田郡倶知安町 南3条西1丁目 3 自己所有 3 自己所有

平成25年4月1日 60 21,076

ア建設費 平成25年3月20日 0 3,953.460
014

泊村特養む

つみ荘

01030202 特別養護老人ホーム（介護福祉サービス） 泊村特養むつみ荘

北海道 古宇郡泊村 大字茅沼村711番地3 1 行政からの賃借等 1 行政からの賃借等

1,966.470

イ大規模修繕

1 行政からの賃借等 平成25年4月1日 30 10,909

ア建設費 平成26年3月15日 0

イ大規模修繕

1 行政からの賃借等 平成25年4月1日 2 284

ア建設費 0
014

泊村特養む

つみ荘

02120401 老人短期入所事業（短期入所生活介護） むつみ荘短期

北海道 古宇郡泊村 大字茅沼村711番地3 1 行政からの賃借等

イ大規模修繕

151
湯の里・黒

松内

06000016 介護老人保健施設湯の里・黒松内 湯の里・黒松内

北海道 寿都郡黒松内町 字黒松内565番地11 3 自己所有

イ大規模修繕

平成12年5月1日 42 13,191

ア建設費 平成12年5月1日 0
151

湯の里・黒

松内

06000017 湯の里・黒松内受託事業 湯の里受託

北海道 寿都郡黒松内町 字黒松内565番地11 3 自己所有 1 行政からの賃借等

平成12年5月1日 20 4,476

ア建設費 平成12年5月1日 0 2,437.710
151

湯の里・黒

松内

06000018 湯の里・黒松内通所リハビリ 通所リハビリ

北海道 寿都郡黒松内町 字黒松内565番地11 3 自己所有 3 自己所有

2,039.200

イ大規模修繕

3 自己所有 平成17年11月1日 18 6,413

ア建設費 平成17年10月31日 61,052,500 300,000,000 361,052,500

イ大規模修繕

1 行政からの賃借等 平成12年5月1日 4 740

ア建設費 0
151

湯の里・黒

松内

06000019 湯の里・黒松内短期入所療養介護 湯の里短期

北海道 寿都郡黒松内町 字黒松内565番地11 3 自己所有

イ大規模修繕

151
湯の里・黒

松内

06000021 湯の里・黒松内ユニット 湯の里ユニット

北海道 寿都郡黒松内町 字黒松内565番地11 3 自己所有

イ大規模修繕

平成12年5月1日 0 3,219

ア建設費 0
151

湯の里・黒

松内

06000020 無料又は低額介護保険施設利用事業 無料低額

北海道 寿都郡黒松内町 字黒松内565番地11 3 自己所有 1 行政からの賃借等

平成30年6月1日 0 45

ア建設費 0
151

湯の里・黒

松内

06000022 湯の里・黒松内訪問リハビリ 湯の里訪問リハビリ

北海道 寿都郡黒松内町 字黒松内565番地11 3 自己所有 3 自己所有

イ大規模修繕

3 自己所有 平成17年11月1日 12 4,374

ア建設費 0

イ大規模修繕

（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）

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

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）

5/7



社会福祉法人黒松内つくし園

現況報告書（令和3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　－　(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

　　㋒事業計画書

地域における公益的な取

組②（地域の要支援者

に対する配食、見守り、移

動等の生活支援）

配食サービス 北海道寿都郡黒松内町

黒松内町内５施設が老人世帯へ昼食を提供するサービス（社協ボランティアが同乗し見守りを兼ねる）

地域における公益的な取

組②（地域の要支援者

に対する配食、見守り、移

動等の生活支援）

除雪ボランティア事業 北海道寿都郡黒松内町

黒松内町の社協と連携し独居老人の除雪を行う。

＊利用者主体の良質な自立支援サービスを提供するため、各事業所でコロナ禍の中、利用者サービス向上への取り組みを行いました。　＊緑ヶ丘老人ホームでは利用定員を108名から80名に減員。倶知安地区事業再編を進め、羊蹄

セルプ就労移行支援事業の廃止と障がい者グループホーム「つくしホームほし」を廃止し、事業運営の効率化を図りました。　＊人材確保では、新卒採用職員5名が4事業所に配属。職員確保が困難な中、外国人労働者の確保を進め、

今年度はカンボジア人特定技能8名、ベトナム人技能実習生9名が各施設に配属されました。　＊倶知安就労支援Ｂ型事業所「ありか」を廃止、弁当事業は陽だまりに統合し規模を縮小して継続。土地・建物を60,000千円で売却

し、複合施設の改装と北海道信金借入償還、倶知安町補助金返還を行いました。　＊泊村むつみ荘報酬返還について、各施設の積立金100,000千円を目的外使用のため取り崩して泊特養むつみ荘に繰入し、3月までに合計

93,457千円の介護報酬等を各保険者に返還しました。

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⑦（地域住民に対する

福祉教育）

施設入所体験事業 北海道黒松内町、京極町、泊村

施設の利用体験を通して、施設の内容を知り今後の参考にして頂く。

地域における公益的な取

組④（地域の要支援者

に対する資金や物資の貸

付・提供）

ブックスタート事業 北海道寿都郡黒松内町

満１歳を迎える乳児に将来本に親しんでもらうため無料で絵本を提供する。

地域における公益的な取

組⑨（その他）

原子力災害避難協定 北海道黒松内町、泊村

泊村との原子力災害における避難協定の締結　毎年訓練を実施

地域における公益的な取

組⑦（地域住民に対する

福祉教育）

職場体験事業 北海道黒松内町、京極町、倶知安町、泊村

福祉の職場を体験し、福祉の理解と職業の理解を図るため、食費・宿泊費等を無料提供

地域における公益的な取

組⑨（その他）

福祉避難所 北海道黒松内町、京極町

黒松内町、京極町と福祉避難所の契約を結び、福祉避難所の提供（黒松内町、京極町の各施設）

地域における公益的な取

組⑨（その他）

消防団員派遣 北海道黒松内町、京極町、泊村

各自治体消防団員として職員を派遣

地域における公益的な取

組⑨（その他）

生きがいデイサービス事業 北海道寿都郡黒松内町字黒松内５６２番地４

介護保険適用外の老人に対して実費で老人ディサービス事業を実施

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）

ふれあいまちづくり事業 北海道寿都郡黒松内町

黒松内町社協ふれあい事業への資金９０万円の援助と事業実施への協力（介護教室、リハビリ教室他）

地域における公益的な取

組④（地域の要支援者

に対する資金や物資の貸

付・提供）

和 北海道虻田郡倶知安町北４条東１３丁目

独居老人の生活支援のための住居提供及び精神障がい者の地域移行支援を行う。

地域における公益的な取

組⑤（既存事業の利用

料の減額・免除）

無料・低額利用料減免 北海道黒松内町、京極町、泊村

特別養護老人ホーム、介護老人保健施設で低所得者等に施設利用料の減免を行う。

地域における公益的な取

組⑨（その他）

土曜日学童保育事業 北海道寿都郡黒松内町

保育所が土曜日において希望する保育園児の低学年学童の兄弟を預かる。

地域における公益的な取

組④（地域の要支援者

に対する資金や物資の貸

付・提供）

奨学金支給事業 北海道寿都郡黒松内町

黒松内町内在住１人親世帯の高校生と福祉専門学校等の外国人留学生に奨学金を支給。

0

0

0

0

0

0

1 有

1 有

1 有

0

0

0
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社会福祉法人黒松内つくし園

現況報告書（令和3年4月1日現在） 別紙１

　　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民間社会福祉事業職員共済会等が行う民間の社会福祉事業･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

児童養護施設　黒松内つくし園 平成29年度

認知症グループホームつくしんぼ 令和2年度

2 無

2,623,914,811

39,159,300

2,721,020,442

施設名 直近の受審年度

2 無

2 無

2 無

４．いずみホーム　　　　　　 　　⑴訓練等給付費の額に係る通知等について　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　⑵外部サービス利用者型共同生活援助計画の作成等について

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　⑶非常災害対策について　　⑷秘密保持等について

５．湯の里・黒松内　　　　　　 ⑴施設サービス計画の作成について　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　⑵介護保険サービスの取扱方針について

６．黒松内つくし園　　　　　 　 ⑴基本方針及び組織等の状況について　　

　　　　　　　〃　　　　　(特定)  ⑴内容・手続の説明及び契約の締結について　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　⑵特定施設サービス計画作成について

　　　　　　　　　　　　　　　　　　  ⑶勤務体制の確保について　　⑷受託居宅サービスの提供について

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　⑸介護報酬について

　　　　　　　〃　　　(ヘルパー)  ⑴内容・手続の説明及び同意について　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　⑵勤務体制の確保等について　　⑶特定事業所加算(Ⅱ)について

１．緑ヶ丘ハイツ　　　　　　 　  ⑴介護支援専門員について　　⑵入退所について

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　⑶サービス・処遇の方針について　　⑷機能訓練について

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　⑸非常災害対策について　　⑹送迎加算について

２．後志リハビリセンター  　　　⑴内容・手続の説明及び同意について　

　　　　　　　　　　　　　　　　  　　⑵運営規程について　⑶非常災害対策について

３．緑ヶ丘老人ホーム(養護)  ⑴処遇計画について　　⑵勤務体制の確保等について

２．後志リハビリセンター 　　　 ⑴重要事項説明書第１５条に追記する。　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　  　⑵運営規程第14条に追記する。　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　⑶風水害を想定した避難訓練を実施するよう計画を策定する。

３．緑ヶ丘老人ホーム(養護)  ⑴全ての内容を精査し入所者の状況を再確認した。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　  ⑵勤務体制の確保について区分した内訳を作成し報告した。

　　　　　　　〃　　　　　(特定)  ⑴重要事項説明書「提供サービスと利用料金」の内容を改善する。

　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 ⑶新規採用時に必ず身体拘束等の研修を実施。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 研修プログラムを作成し、定期的な教育を継続する。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　⑷機能訓練記録を確実に残し記録漏れ等がないようチェックする。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　⑸風水害を想定した災害対策計画を策定し、避難訓練を実施する。　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　⑹送迎加算が必要と認める理由を十分に記録する。

　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　送迎は居宅支援事業所からの依頼で実施している。

１．緑ヶ丘ハイツ　　　　　　  　 ⑴専従介護支援専門員は他事業所の職務に従事させないよう徹底する。

　　　　　　　　　　　　　　　  　　　⑵優先入所について入所判定委員会を実施する。

10. 泊村特養むつみ荘 　　　 　⑴サービスの取扱方針について　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ア.身体的拘束等の適正化のための指針について

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 イ.身体的拘束等の研修内容の記録整備について

　　　　　　　　　　　　　　　　 　 　⑵施設・設備の管理状況について　　⑶給食(検食)状況について

７．ユニットケア慶和園　　　  　⑴指定介護福祉施設サービスの取扱方針について

　　　　　　　　　　　　　　　　　　  ⑵内容・手続きの説明及び同意について

８．黒松内保育園　　　　　　  ⑴保護者から受領する保育料等の同意について

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　⑵処遇改善について

９．羊蹄セルプ　　　　　　　 　  ⑴非常災害訓練について

無
2 無

2 無

10．泊特養むつみ荘　　　   　⑴ ア.職員研修の記載については、身体拘束マニュアルへ追記する。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 イ.書類のほか写真も添付し記録を整備する。

1 有

2 無

2 無

1 有

７．ユニットケア慶和園　　　   ⑴身体拘束廃止に関する指針に「身体拘束等の適正化のための職員研修

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 基本方針」「入所者等に対する当該指針の閲覧」を追加記載する。

　　　　　　　　　　　　　　　　　 　⑵重要事項説明書へ第三者評価の実施状況について追加記載する。

８．黒松内保育園　　　　 　　⑴保育料無償化に伴い給食費について契約書を作成した。

　　　　　　　　　　　　　　　　 　　⑵処遇改善Ⅰ・Ⅱの賃金改善状況が確認できる書類を整備する。

９．羊蹄セルプ　　　　　　　  　⑴避難訓練実施報告書のとおり風水害想定の避難訓練を実施している。

５．湯の里・黒松内　　　　  　⑴記載漏れのあったアセスメント結果の記録を専用の様式で作成する。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ⑵作成日等の記載漏れについて今後は変更時など忘れずに記載する。

６．黒松内つくし園　　　　 　　⑴事業方針・重点目標等、詳細は事業計画を提出した。

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　⑵管理規程を改正し提出した。　　

　　　　　　　　　　　　　　 　　　　⑶夕食のミーティング欄に検食欄を設け確認漏れがないようにする。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　また、朝・昼食の検食漏れの確認を強化する。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　⑵それぞれの勤務時間を区分し勤務表に記載、兼務職員の勤務時間

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 一覧表を作成する。　　⑶個別研修計画を作成する。

４．いずみホーム　　　　　 　　 ⑴代理受領のたびに当該利用者に対し代理受領報告書を発行する。

　　　　　　　　　　　　　　　　　 　⑵新たに様式を作成し、内容を記載する。

　　　　　　　　　　　　　　　　　 　⑶消防計画に風水害と地震想定の訓練を取り入れて計画を策定した。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ⑷全利用者から令和2年12月1日付けの文書で新たに同意を得る。

　 　　　　　　　　　　　　　　　　　 ⑵計画を見直し、アセスメントとサービス内容の確認を徹底する。

　　　　　　　　　　　　　　　　　  　⑶勤務体制の確保について区分した内訳を作成した。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　⑷様式を見直し使用する。

　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 ⑸サービス提供の妥当性を検証し、ケアプランの変更を随時行う。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 指摘の点を精査し、2名の過誤調整を実施した。

　　　　　　　〃　　　(ヘルパー)  ⑴重要事項説明書に「第三者による評価の実施状況」を記載した。
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