
社会福祉法人黒松内つくし園

現況報告書（令和4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1.6 2.5

7 2 4

(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

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3年6月28日

R3.6.28 R5.6 3 社会福祉事業に識見を有する者（その他） 6

(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3年6月28日

R3.6.28 R5.6

２～４ 2 495,000

(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。

2 無

R3.6.28 R5.6 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 5
小谷孝夫

3 その他理事 2 非常勤 令和3年6月28日 会社役員、ライオンズクラブ会員

2 無

R3.6.28 R5.6 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3年6月28日 施設長

2 無

R3.6.28 R5.6 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3年6月28日 施設長

2 無

R3.6.28 R5.6 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 7
茂尾実

3 その他理事 2 非常勤 令和3年6月28日 自営業、商工会会長

2 無

R3.6.28 R5.6 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3年6月28日 施設長

2 無

R3.6.28 R5.6 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3年6月28日 施設長

2 無

R3.6.28 R5.6 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3年6月28日 1 常勤 令和3年6月28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 7 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

33,857,500

大久保 有慶 R3.6.28 R7.6
2 無 1 有 1

社会福祉法人本部事務局長

佐々木　剛 R3.6.28 R7.6
2 無 1 有 1

社会福祉法人理事・施設長

小野裕 R3.6.28 R7.6
2 無 1 有 1

社会福祉法人理事・施設長

大迫克司 R3.6.28 R7.6
2 無 1 有 1

社会福祉法人理事・施設長

松田順子 R3.6.28 R7.6
2 無 2 無 1

無職

R7.6
2 無 2 無 0

（社団）黒松内町観光協会事務局長

高橋一彦 R3.6.28 R7.6
2 無 1 有 1

社会福祉法人理事・施設長

高木晴光 R3.6.28 R7.6
2 無 2 無 1

無職

松田政敏 R3.6.28 R7.6
2 無 2 無 1

無職

本間崇文 R3.6.28

(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 9 915,000

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

01 北海道 393 寿都郡黒松内町 01000 5440005002190 01 一般法人 01 運営中
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社会福祉法人黒松内つくし園

現況報告書（令和4年4月1日現在） 別紙１

(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

(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4年2月25日 7 2

みなし理事会

議案第1号　介護・障がい「介護職員処遇改善支援補助金」の申請と調整手当の支給について

議案第2号　黒松内つくし園処遇改善補助金の申請と調整手当の支給について　　議案第3号　黒松内保育園処遇改善補助金の申請と調整手当の支給について

議案第4号　介護・障がい事業所の処遇改善加算に係る３月一時金の支給について　　議案第5号　黒松内保育園の処遇改善加算に係る3月一時金の支給について

議案第6号　規程の一部改正について（育児介護休業規程、給与規程）　　議案第7号　役員の処分について

令和4年3月28日 7 2

第427回理事会

議案第1号　２０２１年度第４次資金収支補正予算書（案）　　議案第2号　２０２２年度事業計画・資金収支予算書（案）

議案第3号　重要な使用人の人事　　議案第4号　２０２２年度重要な使用人の年俸　　議案第5号　泊村むつみ荘管理指定更新の更新条件

議案第6号　養護老人ホーム慶和園の外国籍職員宿舎改修追加工事　　議案第7号　児童養護施設黒松内つくし園の処遇改善手当支給の変更

議案第8号　児童養護施設黒松内つくし園の定員変更　　議案第9号　事実婚・同性パートナーへの福利厚生制度の適用開始

議案第10号　規程の制定と一部改正　　議案第11号　役員等賠償責任保険の契約（追加議案）　　議案第12号　2022年度資金運用計画（追加議案）

令和3年12月20日 7 2

第426回理事会

議案第1号　2021年度第3次資金収支補正予算書（案）について　　議案第2号　介護・障がい「新型コロナ感染症対策支援事業補助金」申請について

議案第3号　緑ヶ丘老人ホーム・緑ヶ丘ハイツ・ディ・サービスセンター給食事業外部委託について　　議案第4号　新規資金運用商品について　　議案第5号　運営規程の改正

議案第6号　2022年度倶知安地区再編計画について（追加議案）

　　議題1　ヘルパーステーションの運営変更について　　議題2　つくしホーム（障がい者GH）の運営形態変更について

令和4年1月22日 7 2

みなし理事会

議案第1号　令和3年度（2021年度）社会福祉施設に係る指導監査結果について

議案第2号　運営規程の改正

令和3年9月16日 7 2

みなし理事会

議案第1号　外国人雇用規程の一部改正について

議案第2号　積立金の資金運用について

　　1．報告事項＜円金利スワップション取引＞

　　2．議　案＜社債購入とプレミア定期の預入について＞

令和3年10月25日 7 1

第425回理事会

議案第1号　2021年度第2次資金収支補正予算書（案）の件

議案第2号　日本財団みらいの福祉施設建築プロジェクト2021応募の件　　議案第3号　日本財団みらいの福祉施設建築プロジェクト2021設計会社を選定する件

議案第4号　養護老人ホーム慶和園利用者居室を外国人宿舎に転用する件と施工業者選定の件　　議案第5号　規程一部改正の件

議案第6号　泊村むつみ荘指定管理更新の件

令和3年6月28日 7 2

第423回理事会

議案第１号　理事長、常務理事（業務執行理事）及び業務執行理事の選任（案）について

議案第2号　新執行体制（案）について

令和3年8月23日 7 2

第424回理事会

議案第1号　2021年度第1次資金収支補正予算書（案）について　　議案第2号　最低賃金改正に係る対応案について　　議案第3号　積立金の資金運用について

議案第4号　経営者保険の加入について　　議案第5号　規程の一部改正について　　議案第6号　役員の処分案について

議案第7号 「経営者保険」保険金の支払い割合について　（追加議案）　　議案第8号　施設屋根防水改修工事の契約について（追加議案）

議案第9号　介護ロボット導入支援事業補助金申請について（追加議案）　　議案第10号　運営規程の一部改正について（追加議案）

令和3年6月14日 6 2

第422回理事会

議案第1号　２０２０年度事業報告・収支決算報告案について

議案第2号　定款の変更案について

議案第3号　評議員選任・解任委員の選任案について

議案第4号　顧問の選任案について

令和3年6月22日 6 2

みなし理事会

議案第1号　役員等の報酬等の改正について

議案第2号　2021年度役員等及び重要な使用人の報酬について

議案第3号　規程の改正について

　　議題1　役員等の報酬等支給規程の改正　　議題2　臨時及びパート職員就業規則の改正

令和3年4月8日 6 2

みなし理事会

議案第1号　外国人雇用者の待遇改善について

議案第2号　規程の改正について

　議題1　外国人雇用規程の改正　　議題2　就業規則の改正　　議題3　臨時及びパート職員就規則の改正

　議題4　給与規程の改正　　議題5　職場研修規程の改正　　議題6　人事考課規程の改正　　議題7　旅費規程の改正

令和3年5月24日 6 2

第421回理事会

議案第1号　役員改選による理事及び監事候補者の選定について　　議案第2号　評議員改選による評議員候補者の選定について

議案第3号　評議員選任・解任委員会の日程について　　議案第4号　評議員会の日時及び場所並びに議事の付すべき事項の決定について

議案第5号　重要な使用人の解任について　　議案第6号　2020年度決算の追加事項について

議案第7号　規程の一部改正について

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)理事会ごとの決議事項

理事 監事

令和3年6月28日 8 3 2

議案第1号　2020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について　（2）事業報告・決算報告について　（3）監事監査結果について

議案第2号　2021年度役員改選に伴う理事・監事の選任案について

議案第3号　2021年度理事・監事及び重要な使用人の報酬案について

議案第4号　役員等の報酬等支給規程の一部改正について

議案第5号　定款の変更について

(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

評議員 理事 監事 会計監査人

326 39 119
37.4 70.6
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社会福祉法人黒松内つくし園

現況報告書（令和4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

イ大規模修繕

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
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

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

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

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

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

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

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

昭和31年10月20日 81 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

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

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

９．各事業所の契約内容の確認と適切な契約書策定について検討を重ねる。

３．内部監査や個別の調査を行って、適正な処置を講じる。

４．施設長・副施設長会議や事務担当者ミーティング、通知文書等で指摘事項を共有する。

５．内部監査において、運営規程やサービス計画書の内容確認と実態把握を行うよう検討する。
６．法人本部事務局や経営会議で検討し実施する。

７．四半期ごとの資金収支ヒアリングで財務状況の把握と経営分析し、健全経営を目指す。

８．感染状況の情報共有と対策強化や備品状況の確認を実施。有事の際に適切な対応ができるよう努める。

１．新規・中途採用への対策を強化。利用者確保は、各拠点の今後の対策の確認を行う。
２．四半期ごとの資金収支ヒアリングで予算の適正な運営と会計処理、予算管理を各拠点と共有して行う。

７．収入の減少と支出の増加が見られるが、経営分析を適正に行い収支改善を行うこと。

８．新型コロナ変異株が猛威を振るう中、施設・事業所で感染対策強化を検討しておくこと。

９．利用契約書の連帯保証人の債務極度額の設定等契約内容変更の検討を行うこと。

１．職員の増加を図り稼働率向上に努めること。

２．予算執行状況について、経理規程及び予算管理規程を適正に順守すること。

３．労使協定について、内部監査で調査し適正な処置を行うこと。

４．行政による指導監査で指摘された内容について、全施設が共有して改善を行うこと。

５．運営規程の変更や利用契約書等の作成・記入について、適正に行うこと。
６．職員・利用者健康診断について、各施設と情報共有し、適正に実施すること。

5

坂口進

追立司
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社会福祉法人黒松内つくし園

現況報告書（令和4年4月1日現在） 別紙１

9,350,000イ大規模修繕 令和3年3月30日

平成26年4月1日 3 830

ア建設費 0
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 3 自己所有

3,324.590

イ大規模修繕 令和3年12月31日 令和4年3月22日 33,194,700

3 自己所有 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
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

イ大規模修繕

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 59,052,600 318.540
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 3 自己所有

44.880

イ大規模修繕

3 自己所有 平成21年3月31日 2 12

ア建設費 0

9,680,000

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

イ大規模修繕 令和3年2月12日

平成23年1月1日 14 3,345

ア建設費 0
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 3 自己所有

イ大規模修繕

3 自己所有 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

イ大規模修繕

平成9年4月1日 20 6,416

ア建設費 0
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 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

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

02091202 保育所型認定こども園 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

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

平成1年4月1日 40 10,856

ア建設費 0
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 令和3年12月31日 90,139,100

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
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

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

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
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

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

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

イ大規模修繕

3 自己所有 昭和52年4月1日 70 36,269

ア建設費 0

13,500,000

005
しりべし学園

成人寮

01040402 障害者支援施設（生活介護） しりべし学園成人寮生活介護

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28年10月15日

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 3,230.560
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

イ大規模修繕

3 自己所有 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

イ大規模修繕

平成26年10月1日 0 0

ア建設費 0
004 しりべし学園

02130403 移動支援事業 しりべし学園移動支援

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 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
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社会福祉法人黒松内つくし園

現況報告書（令和4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　－　(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

（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）

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）

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

イ大規模修繕

3 自己所有 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

イ大規模修繕

平成17年11月1日 12 4,374

ア建設費 0
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 3 自己所有

イ大規模修繕

1 行政からの賃借等 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

イ大規模修繕

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 1 行政からの賃借等

2,437.710

イ大規模修繕

3 自己所有 平成12年5月1日 20 4,476

ア建設費 平成12年5月1日 0
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

イ大規模修繕

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 2,039.200
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 3 自己所有

イ大規模修繕

1 行政からの賃借等 平成12年5月1日 46 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

イ大規模修繕

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 1 行政からの賃借等

3,953.460

イ大規模修繕

1 行政からの賃借等 平成25年4月1日 60 21,076

ア建設費 平成25年3月20日 0
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

イ大規模修繕

平成25年4月1日 30 10,909

ア建設費 平成26年3月15日 0 1,966.470
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 1 行政からの賃借等

イ大規模修繕

3 自己所有 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

イ大規模修繕

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 3 自己所有

イ大規模修繕

3 自己所有 平成17年7月1日 0 408

ア建設費 0

4,190,000

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

イ大規模修繕 令和3年12月31日

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 22,161,250 655.670
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 3 自己所有

イ大規模修繕

3 自己所有 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

イ大規模修繕

平成14年4月1日 6 44

ア建設費 0
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 3 自己所有

3,368.920

イ大規模修繕 平成26年11月30日 118,800,000

3 自己所有 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
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
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社会福祉法人黒松内つくし園

現況報告書（令和4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）

0

0

0

0

0

地域における公益的な取

組⑨（その他）

慶和園在宅要介護者受入事業 北海道虻田郡京極町

新型コロナ感染症の濃厚接触者となった在宅要介護者を受け入れ、短期入所サービスの提供を行う。

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）

保育園児童送迎サービス 北海道黒松内町

町内の通園困難世帯を対象に、ボランティアが同乗して平日の毎日朝夕２回送迎を実施。

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。

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、各事業所でサービス向上への取り組みを行いました。また、新型コロナワクチン接種を積極的に進め、施設内での感染症対策をしっかりと行い、感染拡大を最小限に防ぐことがで

きました。　＊黒松内つくし園で定員を７５名に減員。今後も小規模化へ向けて段階的に定員変更を行います。　＊６月の役員改選により、大代理事長を再任。また、理事７名・監事２名・評議員９名を選任し、新たな体制で法人

運営をスタートしました。　＊泊村むつみ荘の介護報酬返還について、返金手続き・支払を１月に完了しました。　＊法人の積立資産の資金運用として、社債の購入と金融商品の購入を行いました。　＊人材確保では、新卒採用職員

６名が配属、３月末までで２７名の中途採用があり、３２名が退職。３月３１日時点の職員数は５０４名となりました。　　＊ベトナム人技能実習生３期生１０名と特定技能外国人８名の採用を決定。コロナ禍のため入国でき

ず、次年度に着任予定です。

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
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社会福祉法人黒松内つくし園

現況報告書（令和4年4月1日現在） 別紙１

（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

　　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

無
2 無

2 無

1 有
2 無

2 無
1 有

　　　　　　　　　　　　　　　　　  　⑵契約書を提出した。

３．人と人をつなぐ陽だまり  　 ⑴運営規程を変更し提出した。
４．訪問・居宅つくしんぼ　　　 ⑴重要事項説明書に第三者評価の実施状況（未実施）について追記した。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　⑵病院内介助の加算算定を見直し、過誤調整を行った。

１．黒松内保育園 　　　　 　  ⑴2021年4月の就業規則の改正に伴い、労働基準監督署へ届け出た。

２．つくしホーム 　　　　　　　　 ⑴会議録様式を変更し、検討した内容を詳細に記述することとした。

１．黒松内保育園 　　　　 　  ⑴諸規程（給与・経理規程含む）について
２．つくしホーム 　　　　　　　　 ⑴指定共同生活援助の取扱方針について

　　　　　　　　　　　　　　　　　  　⑵夜間支援等体制加算（Ⅲ）について

３．人と人をつなぐ陽だまり  　 ⑴運営規程について　
４．訪問・居宅つくしんぼ　　　 ⑴内容・手続の説明及び同意について

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　⑵介護報酬について

児童養護施設　黒松内つくし園 令和3年度

認知症グループホームつくしんぼ 令和2年度

2 無

2,527,745,234

36,248,150
2,862,976,806

施設名 直近の受審年度

1 有

1 有

1 有

2 無

2 無
2 無

0

0

0

0
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